
経営発達支援計画の概要 

実施者名 可児商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

市内小規模事業者の最も身近な相談窓口になることです。 

そのために、事業者との接触回数を増やし信頼関係を築き、営業内容を

的確に把握・分析を行い、事業計画の策定や販路開拓支援を行っていきま

す。最初はレベルの低い発達支援計画や支援内容になると思われますが、

年度終了後に行う、事業の評価及び見直し（ＰＤＣＡ）により計画を改善

していくことで、５年後には事業の精度も支援力も向上し事業者から信頼

され「存在感」のある会議所を目指します。 

（目標） 
１．「伴走型支援」の実施により事業者の最も身近な相談窓口として、当所
の「存在感」を高めること。 

２．「創業支援と言えば、可児商工会議所」と言われるようになること。 

３．「可児市地域通貨事業」を活用して市内経済の活性化を図ること。 

４．職員の支援力を向上させ、発達支援に関する能力を向上させること。

事業内容 

可児市及び会議所の強みを活かし国、岐阜県、可児市などの公的制度を

活用しながら、地域金融機関、可児工業団地組合、近隣の商工会議所・商

工会、その他の支援機関と連携・協力して、下記の６つの事業を行います。

（主な事業） 

１．地域の経済動向調査事業 

２．経営状況の分析事業    

３．事業計画策定支援事業 

４．事業計画策定後の実施支援事業 

５．創業支援事業 

６．需要動向調査事業 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業 

８．地域経済活性化事業 

連携内容 

１．創業支援事業 

可児市が行う産業競争力強化法に基づく創業支援事業の中核となる「創

業支援相談総合窓口」を担い、他の支援機関と連携を図りながら各機関

の強みを生かした支援を行います。   

２．産業フェア in 可児 

市役所や公的支援組織、可児工業団地組合や地元ケーブルテレビなどの

多数の団体と連携し、地域最大の総合産業展として地域経済の発展と事

業者の認知度向上と販路拡大のため開催しています。 

連絡先 

可児商工会議所 中小企業相談所  

〒509-0214 岐阜県可児市広見 1-5 可児市総合会館３Ｆ（市役所向かい）

 電話：０５７４－６１－００１１ ＦＡＸ：０５７４－６３－１８５６

E-mail:info@cci.kani.gifu.jp    http://www.cci.kani.gifu.jp/ 
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（別表１）  

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【可児商工会議所の状況】 

１．目的 

地区内における商工業者の共同社会を基礎とし、商工業の総合的な改善発達を図り

兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的

とする。 

 

２．地区 

岐阜県可児市の区域（平成１７年に合併した「旧兼山町」の区域を除く）になります。

（旧兼山町の区域は「飛び地」になります） 

 

３．会員数と組織率（２５年度末） 

会員数  １，５７１事業所 （事業者数３，１４２） 

組織率  ５０％ 

 

【岐阜県の概要（位置・人口・産業）】 

岐阜県は、日本のほぼ中央に位置しており、面積は約１万６２１平方キロメートルで、

全国第７位の広さを誇り、７つの県に囲まれた数少ない内陸県の一つです。岐阜県の人

口は、直近の国勢調査（平成２２年１０月１日現在）では２０８万７７３人で、日本の

総人口の１．６％を占め、全国１７位です。 

岐阜県の産業では、古くからものづくりが盛んで、製造業は岐阜県の中心的な産業と

なっています。全産業のうち、製造業が占める割合は２４．１％で、全国順位は５位（全

国割合（１６．１％）と高くなっています。ファッション、陶磁器、家具・木工、刃物、

紙、プラスチック、食品などの特色ある地場産業があります。 

 

【可児市の経済・産業の状況】 

１．概況と特徴 

可児市は岐阜県の中南部に位置しています。昭和３０年に２町５村が合併し、人口

２３，０００人の可児町として発足し、昭和５７年に市制が施行され岐阜県下で１４番

目の市となりました。愛知県犬山市に隣接しており、鉄道でも自動車でも名古屋市中心

部まで１時間以内で通勤できるため、名古屋市のベッドタウンとして多くの大型住宅団

地の開発が行われ、急激に人口が増加しました。それに伴い外部資本の大型小売店舗や

ロードサイド店が進出し商業が急速に発展しました。また、製造業においては、市内最

大手のＫＹＢ㈱と大王製紙㈱に加え県下最大級の可児工業団地が造成されたことで、多

くの雇用の場が生まれ、順調に発展してきました。しかしながら、近年は、「人口減少」

と６５才以上の「老年人口」の増加や景気低迷等による個人消費の減少、製造業の海外

生産への移行等による国内生産の減少など影響で、規模の小さい商業者や工業者などの

事業所数が減少しています。 

可児市の特徴は、上述の裏返しにより、下記が「無い」ことが特徴と言われています。

＊「地場産業」が「無い」。 

＊「商店街」が「無い」。 

＊加えて目玉になる「観光資源」が「無い」。（有望資源はあるが整備・ＰＲが不十分）
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■事業者数及び小規模事業者数の状況 

年 事業者数 小規模事業者数 小規模事業者以外 

１８年 ３，２５３ ２，４０１ ８５２ 

２５年 ３，１４２（▲１１１） ２，３３６（▲６５） ８０６（▲４６） 

資料：平成１８年 事業所・企業統計調査より

平成２４年 経済センサス活動調査より

 

 

可児市の産業構造

可児市

資料：平成２５年版 可児市の統計より

岐阜県

資料：平成２５年１２月 岐阜県総合企画部統計課

「統計からみた可児市の現状」より
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■人口・老年人口の推移と予測 

＊人  口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊老年人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２５年７月 可児市の人口推計資料及び 

２５年版  可児市統計（人口、国勢調査）より
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２．事業者の状況 

前述の通り、可児市の経済は急速に発展しましたが、商業関係で言えば人口の増加に

伴い多くの大型小売店舗が進出。出店が落ち着いた平成１４年には、市内総売場面積

１３２，７３８㎡に占める大型店舗の面積が１０５，１１９㎡となり大型店舗の面積

シェアは約８０％を占め、大型店舗と同様ロードサイド店等の市外資本を除く地元の商

業者の規模は殆ど小規模事業者となっています。また、工業関係でも市内最大手企業

２社と可児工業団地企業により、工業製品出荷額が県内３位となっていますが、地元資

本の中規模企業数社を除けば、小規模事業者が占めています。 

  このような状況から、平成２４年の経済センサス活動調査によりますと、可児市全体

でみれば小売業の年間商品販売額が県内で８位。工業製品出荷額が県内３位になるなど

上位になりますが、市内事業者の実態は、外部資本の大手企業と数少ない地元資本の中

規模事業者を除けば、殆どが外部要因の影響を受けやすい小規模業者で占められており

ます。 

更に、可児市の人口は住民基本台帳によれば平成２０年１０月の 102,858 人をピーク

に人口が減り始め、国勢調査人口を基にした予測では２７年の 96,048 人から５年後の

３２年には、93,845 人（▲2,203 人）、１０年後の３７年には、90,473 人（▲5,575 人）

となると予測されています。更に人口に占める６５才以上の老年人口（主に年金生活者）

が増え続けると予測されており、人口減少・世帯収入が減ることで 

「個人消費が減少」＝「売上が減少」するものと思われ、小規模事業者は更に厳しい

状況になると想定されます。 

 

 

人口減少 

収入減少 
⇒ 個人消費の減少 ⇒ 売上の減少 

 

 

なお、最近の確定申告相談（個人事業）や経営相談などから、現在既に経営が厳しく、

事業所得だけでは生活できない小規模事業者が増えています。 

 

＝事例＝ 

＊事業主が「年金」を事業用資金に入れ事業を継続している。 

＊土地等の「不動産を売却」し事業用資金に入れ事業を継続している。 

＊事業に従事しながら、事業主や家族従事者がアルバイト等の「給与所得」を得て

いる。 

＊借入金の返済について、「元金返済停止等」の条件変更を行っている。 

＊サラ金等の「高利の借入」がある。 

 

３．業種別の状況 

可児市内の小規模事業者の状況については、当所の業種別会員数の状況に加入・脱退

の状況、巡回や窓口相談などで把握した内容を加え、下記のとおり分析しました。 

なお、当所の会員の９割近くが小規模事業者で占められています。 
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■当所会員の業種別事業所数の推移等 

内訳  年度 １５ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 15 年比

(1)建設 

（一人親方） 

一人親方以外 

３７８ 

(19) 

３５９ 

４００ 

(81) 

３１９ 

３９３

(110)

２８３

３９７

(106)

２９１

４１３

(105)

３０８

４１７ 

(113) 

３０４ 

４２８ 

(146) 

２８２ 

113% 

 

７８％

(2)工業 ２５２ ２５０ ２３９ ２３４ ２３２ ２３０ ２２４ ８８％

(3)商業 ３５６ ２９８ ２９０ ２７７ ２７８ ２７１ ２６１ ７３％

(4)飲食 １６９ １６９ １６８ １６１ １５５ １５３ １４６ ８６％

(5)サービス ３０３ ３３９ ３２７ ３３４ ３３１ ３３３ ３３６ 110％ 

資料：可児商工会議所「事業報告書」より

 

(1)建設業 

建設業では、長く公共事業費が抑制されていることや不景気のため民間の設備投資や

個人の住宅建築も減少し、小規模事業者の廃業の他、中規模事業者も人員削減を行わな

いと生き残れないほど体力を落としており、最近は中堅事業者の倒産も起きています。

事業所数が増えている理由の一つは、従業員を抱えている事業所で経営が厳しいため

消費税や社会保険料の会社負担分などの軽費削減のため、従業員の外注化を図り、「一人

親方」や「元従業員数名による」開業が増えたためです。（上記表の当所の建設業会員の

内の「一人親方」の方の加入者数の推移参照） 

従って、全体的に事業規模は小規模になり小規模事業者の割合は確実に増えています。

※一人親方とは、建設業を営む事業者で、労働者を全く使用しない事業主及びその家族

従事者のことです。 

 

(2)工業 

大手に続き中規模企業まで国内から海外へ生産拠点の移転が進み、仕事を失った孫

請け以下の事業所の廃業が多くありました。ちなみに、可児工業団地組合４８社の内、

３分の１ほどが賃金の安い中国やタイなどに進出しています。また、多くの企業では売

上が減り人員削減を行うなど厳しい所が多く見受けられます。建設業と同様、全体的に

事業規模は小さくなり、小規模事業者の割合は増えています。 

 

中規模事業者 ⇒ 人員削減 ⇒ 小規模事業者 

 

 

(3)商業 

２０年前の平成６年には、商業関係の会員は４４７事業所あり業種区分で最も多い業

種でした。しかしながら前述のとおり大型小売店舗等の進出により、平成１０年には４

１１事業所となり、飲食を含めたサービス業４６６事業所に抜かれ、その後も大きく減

少しました。 

また、このような中で生き残った事業者も、近年の人口減少や高齢者の増加により消

費が減り厳しい状況が続いています。更に事業者自身の高齢化、後継者不在などにより、

「廃業予備軍」が最も多い業種となっています。 



６ 

 

 

(4)飲食業 

減少の比率では工業関係と同程度になっていますが、状況は大きく異なります。工業

関係の加入者は殆どなく、廃業などにより少しずつ減少しています。 

一方、飲食関係は廃業等による脱退が多いのですが、その数字に近い方が開業し加入

され差引で少しずつ減少となっています。開業される方は殆ど個人事業で、従業員を

数人使う小規模事業者です。 

 

 

(5)サービス業 

１０年前に比べ１１０％と増えています。人口が減少し始めた５年前と比べても減少

しておりません。飲食業と同様で加入・脱退が目立ちます。なお最近の傾向は、加入も

脱退もネイルサロン・エステサロン・整体など、個人の技術だけで手軽に開業できる業

態の方が多く、従業員を雇わないで個人事業主のみ又は個人事業主と家族従事者だけで

営業する小規模事業者が多い状況です。 

なお、現在の事業所数は大きく減少していませんが、今後、人口減少と急激な高齢化

が進むと、「以前の商業と同様」急激に減少することが懸念されます。 

 

 

【可児市の強み】 

１．どこに行くにもどこから来ても便利な立地 

＊東海環状自動車道（可児御嵩インター） 

愛知県豊田市から多治見市、可児市を通り、関市までを結ぶ「東回り」のインター

チェンジです。名古屋港からも伊勢湾岸自動車道の利用により１時間程度で到着でき

ます。関市から「西回り」で三重県四日市市まで延伸（平成３２年完成予定）され

れば可児市と周辺都市とのアクセスはさらに発展します。 

 

＊市内の道路網 

名古屋市、小牧市方面からの国道 41 号線、岐阜市・美濃加茂市方面からの国道 21 号

線、春日井市・多治見市方面からの国道 248 号線などの幹線交通はもちろん、結節点

として多くの車が多方面へ行き交います。 

東海環状自動車道や国道と接する県道・市道も市内をくまなく網羅しており、スムー

ズに移動できる道路が整備されています。 

 

＊公共交通機関 

ＪＲ太多線が南北に、名古屋鉄道（名鉄）広見線が東西に走っており両線は隣接した

可児駅・新可児駅で乗換が可能です。名古屋市方面へは名鉄が、岐阜市方面へはＪＲ

が直通列車を走らせています。可児からの所要時間は名古屋駅・岐阜駅ともに１時間

足らずで多くの方が通勤通学に利用しています。名古屋・東京へは直通の高速バスも

運行されており、車以外の移動手段も豊富です。 
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資料：可児市企業立地ガイドより
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２．工業が強い＝所得が高い 

県内最大規模の可児工業団地（４８社）と市内最大手のＫＹＢ㈱と大王製紙㈱で従業

員数が市内の（２４．８％）を占め、今後も安定した雇用と所得が期待できます。 

一人当たりの市町村民所得 ２６１万円（１０６．７％ 県内７位） 

資料：岐阜県統計課「平成２２年度岐阜県の市町村民経済計算」より

 

３．新しい工業団地等の造成等 

名称 残り区画 

可児柿田流通・工業団地  

可児市二野工業団地    

久々利工場用地      

兼山工場用地   

４ 

２ 

１ 

１ 

※近年、新たに４社が進出、合わせて３００人が働く。 

  ※工業団地の残り区画は、県下最大級の可児工業団地でも２区画あります。 

 

＊立地促進の優遇措置等が充実 

・事業所等設置奨励金 

固定資産税相当額を５年間交付 

・雇用促進奨励金可児市に住所がある新規雇用者 １人につき３０万円（初年度のみ）

 

＊岐阜県の「東濃クロスエリア企業誘致」に参画 

リニア中央新幹線岐阜駅と車両基地を活用 

東海環状自動車道東回りを活用 

 

４．集客力の高い施設が多い  （市内入込客数が県内４２市町村のうち１０番目） 

施設名 利用者数（人） 施設の内容 

湯の華アイランド ８２２，６９１ 天然温泉、生鮮食料品市場等複合施設 

市内ゴルフ場 ５１４，１９８ ゴルフ場８箇所 

とれった広場 ４４６，３７０ 生鮮食料品販売施設 

花フェスタ記念公園 ３１６，５７２ バラ公園 

道の駅 可児ッテ ２３７，４７３ 道の駅 

資料：可児市観光グランドデザイン（案）より（数字は平成２５年の内容です）

 

５．「可児市地域通貨発行事業」を２６年度から開始 

市が現金で支給する補助金や報償費等を、市内の「協力店」でしか使用できない商品

券に替えることで、市内での消費が確実に増え、経済の活性化につながる。 

 

６．「可児市観光グランドデザイン」を策定 

「人」、「自然」、「芸術」、「歴史」、「産業」「祭り」などの豊富な「地域資源」を今後

磨き上げ、可児らしい独自性の高い魅力を発信し、多くの人々が訪れ滞在することに

より、地域のにぎわいを創出し、消費拡大や雇用創出等による地域経済の活性化を図る。

資料：可児市観光グランドデザイン（案）より
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７．可児市の財政は良好 

＊財政力指数  ０．８４ 全国平均 ０．４９ 類似団体内順位 ５／２０位 

＊実質公債費率 ４．２％ 全国平均 ９．２％ 類似団体内順位 ６／２０位 

資料：平成２４年度可児市財政状況資料より

 

※財政力指数とは、自治体の財政力を示す指標として用いられるものであり、基準財

政収入額を基準財政需要額で除した数値である。（大きいほどよい） 

※実質公債費率とは、自治体の収入に対する負債返済の割合を示す。１８％以上だと、

新たな借金をするために国や都道府県の許可が必要。２５％以上だと借金を制限さ

れる。 

※類似団体とは、人口及び産業構造等により全国の市町村を３５のグループに分類し

たものです。 

 

８．「消滅自治体」でないこと 

日本創生会議・人口減少問題検討分科会が自治体１，７４２のうち、８９６が消滅

自治体として発表した。岐阜県内では４２の自治体の内１７自治体が該当し、近隣の

市町でも消滅自治体が多いなか、可児市は「消滅自治体」ではありません。 

※消滅自治体とは、２０１０年から３０年間での２０～３９歳の女性人口が５０％以

上減少する自治体のこと。 

 

【会議所の強み】 

１．可児市との関係が強い（連携） 

(1)産業競争力強化法に基づく創業支援事業での連携 

会議所が中核となる「創業支援相談総合窓口」となり創業者を全面的に支援できる。 

 

(2)可児市地域通貨発行事業での連携 

＊地域通貨を取り扱う協力店の「募集」、「登録手続き」、「協力店名簿作成」、「個店の内

容を掲載するＨＰ作成」など、市内事業者との「接触機会」が増える。 

＊「協力店の拡大」、「魅力あるプレミアムの提案」、「集客につながるＨＰの提案」など

について積極的に協力し、市内経済の活性化につなげることができる。 

 

（事業内容） 

市が現金で支給していた補助金や報償費等を、市内の「協力店」でしか使用できない

商品券に替えることで、市内での消費が確実に増え、経済の活性化につなげる事業で 

＊協力店は、各店独自に「プレミアム」（特典）を付けることができ、集客に利用するこ

とができる。 

＊２７年度から販売も開始され、市外の方が「プレミアム」を目的に購入することで、

市内の消費拡大につながる。 

※詳細は、「地域活性化事業」に記載しております。 
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２．可児市との関係が強い（協力等） 

事業者や地域経済の発展につながる市の審議会等に積極的に就任し意見を述べている。

＊可児市都市計画審議会      委員   （会頭） 

＊可児市防災会議         委員   （会頭） 

＊可児市環境審議会        委員   （会頭） 

＊可児市まちづくり審議会     委員   （会頭） 

＊可児市上下水道事業経営審議会  委員   （会頭） 

＊可児市景観審議会        委員   （会頭） 

＊可児市地産地消実行委員会    実行委員長（専務理事） 

＊可児市観光協会         副会長  （専務理事） 

＊可児市地域公共交通協議会    委員   （専務理事） 

＊可児市廃棄物減量等推進審議会  委員   （職員） 

＊可児市小口融資審査委員会    委員   （職員） 

＊可児市自殺対策協議会      委員   （職員） 

＊可児市上下水道事業経営審議会  委員   （職員） 

 

※上記、経済関係の委員等の他に８の組織でも委員等を務めている。 

 

３．地域活動へ積極的に協力している 

地域活性化に寄与する委員会等に積極的に参画している。 

＊ホタルプロジェクト実行委員会   委員  （会頭） 

＊花フェスタ記念公園運営協働協議会 委員  （会頭） 

 

４．可児工業団地組合との連携 

＊講演会の共同開催や各種セミナーの周知協力、加入事業者の状況等の情報交換を行っ

ている。 

 

５．近隣の会議所との交流 

当市は東濃と中濃の間に位置し東濃６市（可児、多治見、土岐、瑞浪、恵那、中津川）、

中濃４市（可児、美濃加茂、関、美濃）の会議所と定期的な交流会があり、当所を除く

県内１４会議所の内９の会議所との情報交換が図られている。 

 

６．下部組織の充実 

会議所が行う各種イベント事業等で連携、事業運営の中核を担っている。 

(1)青年部 （８４名） 

＊可児夏まつり ＊イルミネーション「冬のほたる」 ＊産業フェア in 可児 

(2)女性会 （７０名） 

＊可児夏まつり ＊産業フェア in 可児 

(3)異業種交流会「２１世紀クラブ」（２２名） 

＊産業フェア in 可児 

 

７．主に小規模事業者で組織された団体の事務を受託している 

税務研修会や確定申告相談の共催や会議所が開催する各種セミナーの周知などで協力が

得られます。 

(1)（一社）多治見法人会可児支部 （５５４事業所） 

(2)可児市青色申告会       （１９４事業所） 
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【当市の課題】 

１．事業所数が減少しているので、創業者を増やすこと。 

 

２．小規模事業者が多く、相当厳しい所も見られるので支援が必要なこと。現状では商業

者が厳しいと思われるが、今後は飲食業者やサービス業者も厳しくなると想定される

ので、特に支援が必要であること。 

 

３．市内の人口減少や年金生活者の高齢者が増加するなどにより、個人消費が減ると想定

されるので、市外の方による市内での消費を増加させること。 

 

４．現在の職員の状況は「経営発達」支援に対する支援能力が足りないこと。 

 

【当市の中長期的な状況と対策】 

上述した当市の５年後、１０年後の人口減少と老年人口の増加の推移、当所の１０年

間の業種別会員数の推移から考えると、１０年間で起きた商業者数の急激な減少は外部

資本の進出の影響は大きいものの人口の増加中に起きていたことから、今後の人口減

少・老年人口（年金生活者）の増加が、「所得の減少」⇒「個人消費の減少」を招き、個

人消費の減少等に最も影響され易い、小規模事業者は一層厳しくなると思われます。 

特に、当市の小規模事業者の状況は、前述の「経営発達支援事業の目標」の中の【可

児市の経済・産業の特徴】で記載したように、当市の特徴として地場産業や商店街もな

いため、同業者間や地域内での繋がりがないことから周辺の事業者との交流も少なく、

事業で悩んだ時の相談相手が少ないと考えられます。また、近年は、飲食業、サービス

業、建設業を中心に業歴の短い小規模事業者が相当多く見られ、記帳、税務、金融支援

等の基礎的支援から必要な事業者も多いと思われます。加えて、既に事業収入だけでは

生活できていない厳しい方が多く存在しています。 

当所では、このような厳しい地域の小規模事業者への支援を従来の経営改善普及事業

の中に、後述の「経営発達支援事業」を加え、重点的に支援していきます。 

なお、現在の事業内容での事業継続が難しい事業者については、廃業や倒産に至る前

に今後増える高齢者をターゲットにした事業や可児市の強みなどを活かした事業などの

「新分野進出」や「事業転換」等により「事業継続」が図れるように支援していきます。

また、当市の事業所数は、平成１８年の３，２５３から、２５年は３，１４２になり

７年間で１１１も減りました。事業所数の減少は、雇用の場の減少や住民生活の利便性

を損ない更なる人口減少の要因にもなり地域経済にとって大きな影響があります。当所

では、以前から創業支援に重点を置いてきましたが、２７年度より５年計画で可児市が

始める「産業競争力強化法に基づく創業支援事業」の中核となる「創業支援相談総合

窓口」を担うことになり、これまで以上に充実した創業支援を実施していきます。 

上記の支援を円滑に行うため、会議所の職員には、これまでの記帳、税務等が中心の

支援力に加え、後述の「経営発達」支援に関わる支援能力が必要となるので、支援能力

の向上につながる様々なセミナーや研修会に積極的に参加すると伴に、各職員が得た知

識や技術は、毎月行う「報告会」や「OJT」により、会議所全体の支援力を向上させてい

きます。 
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【目標】（５年後） 

市内小規模事業者の最も身近な相談窓口になることです。そのために、事業者との接

触回数を増やし信頼関係を築き、営業内容を的確に把握・分析を行い、事業計画の策定

や販路開拓支援を行っていきます。最初は、レベルの低い計画、支援内容になりますが、

年度終了後行う、事業の評価及び見直し（ＰＤＣＡ）により事業計画を改善していくこ

とで、５年後には事業の精度も支援力も向上し事業者から信頼され「存在感」のある会

議所を目指します。 

 

目標は下記の４つです。 

１．「伴走型支援」の実施により事業者の最も身近な相談窓口として、当所の「存在感」を

高めること。 

当所の 組織率を   ５２％ （現在  ５０％） [２％ アップ] 

会員数を １，６３４ （現在１，５７１） [５％ アップ] を目指します。

★会員数が増えることは、会議所の「存在感」が認められた証となります。 

※この４年間ほどは、職員数が減ったため巡回数は県内でも最低クラスで、積極的な

加入推進も実施できませんでした。今後は、これまでの経営改善普及事業に加え本

経営発達支援事業において行う各種調査、セミナー開催、創業支援からの「伴走型

支援」により、接触回数が増えた未加入者の加入の可能性が高まります。 

また、支援により成果を実感され加入いただいた小規模事業者から、周りの事業

者にも加入を進めていただけることが期待できます。 

 

２．「創業支援と言えば、可児商工会議所」と言われるようになること。 

＊年間の「創業支援者数 ８０名」、「創業者数 １０名」を目指します。 

※現在の創業状況は、支援者約４０名で５名ほどです。平成２７年度からは、当所が

可児市の産業競争力強化法に基づく創業支援事業の中心的な「創業支援相談総合

窓口」として浸透していくので、支援者が８０名、創業者も倍増すると見込みまし

た。 

 

３．「可児市地域通貨事業」（通貨名 Ｋ-マネー）を活用して市内経済の活性化を図ること。

市内小規模事業者の売上の増加に繋がるように事業を積極的に推進していきます。現

在、地域通貨を利用できる協力店は２８０店舗あり、その中で地域通貨利用者にプレミ

アム特典を付けている協力店は８０店舗ほどになっています。 

平成２７年４月からは誰でも購入することができるようになるため、市外の方に購入

して利用して頂き易いように、５年後の協力店４００店、プレミアム特典を付ける協力

店２００店舗を目標にしています。 

 

４．個々の職員の支援力を向上させ、発達支援に関する能力を「倍」にすること。 

＊支援能力の点数 ２点＝１人で対応できる １点=１人では不安 ０点＝対応できない

＊職員数は７名。但し、経験の浅い２名は、記帳・税務・労務・金融支援等の基礎的

支援能力の習得が必要なため、５年後での満点まで難しいと考えています。 

項 目 経営分析 需要動向 経営計画 創業計画 販路開拓 合 計 

満点数 １４ １４ １４ １４ １４ ７０ 

現 状   ６   ２   ８   ８   ２ ２６ 

目 標 １２   ６ １４ １４   ６ ５２ 
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■伴走型支援のイメージ 

接触回数 

が増える 
⇒ 

信頼関係 

を構築 
⇒ 

状況把握 

経営分析 
⇒ 

需要の創造 

と掘り起し 

 

⇒ 
事業計画

策定 
⇒ 

市場調査 

潜在的顧客
⇒

販路開拓 

展示会等 
⇒ 

売上向上

成長・持続

 

【目標達成に向けて行う事業】 

前述の課題に対応するため、可児市及び会議所の強みを活かし国、岐阜県、可児市

などの公的制度を活用しながら、地域金融機関、可児工業団地組合、近隣の商工会議所・

商工会、その他の支援機関と連携・協力して、下記の８つの事業を行います。 

 

１．地域の経済動向調査事業 

(1)定期調査 

①調査内容 

「商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査」の調査資料と同様に「売上」、「採算」、

「仕入単価」、「従業員」、「業況」、「資金繰り」の項目等について、調査を行う。 

②調査方法 

調査は四半期に一度、６業種（製造・卸・小売・建設・飲食業・サービス業）につ

いて各５事業所を継続的に行う 

(2)随時調査 （税務や金融支援などや加入推進時の巡回、窓口相談時に調査する） 

調査内容は(1)①と同様の内容を調査する。 

 

２．経営状況の分析事業 

  経済動向調査や各種セミナー、税務、金融相談などにより分析の対象となる小規模事

業者をピックアップし、経営状況の把握、分析を行う。 

 

３．事業計画策定支援事業 

  上記１．２．の調査対象事業者で、経営課題を解決するため事業計画策定に取組む 

事業者や金融や補助金等の申請のため事業計画を作成する事業者を支援するため、セミ

ナーや個別相談会を行い事業者の持続的発展を支援する。 

 

４．事業計画策定後の実施支援事業 

  上記１．２．の調査対象事業者で、経営課題を解決するため事業計画策定に取組む 

事業者や金融や補助金等の申請のため事業計画を作成する事業者を支援するため、セミ

ナーや個別相談会を行い事業者の持続的発展を支援する。 

 

５．創業支援事業 

市内での創業者を増やすため、産業競争力強化法に基づく可児市の創業支援事業の中

心的な支援機関として、各支援機関と連携し創業希望者にする「創業支援相談総合窓口」

を担うとともに、創業塾や専門家相談事業等による支援を実施する。 
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６．需要動向調査事業 

経済動向調査や各種セミナー、税務、金融相談などにより分析の対象となる小規模事

業者をピックアップし、経営状況の把握、分析を行う。 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業 

「認知度」の向上、「販路開拓」に繋がる下記事業を行う 

(1)産業祭（産業フェア in 可児）の開催 

自社の製品や技術、サービス等をＰＲや販売し「認知度」向上を図る。 

来場者や出展者同士でのビジネスマッチングで「販路開拓」を図る。 

(2)「販路開拓」や「認知度」向上に繋がる各種事業の情報を収集し、周知すると伴に活

用方法などの支援を行う。 

 

８．地域経済活性化事業 

(1)市外から可児市へ来ていただき、市内での消費拡大に繋がるような賑わいを創出する

ため、下記の集客イベント等を行う。 

＊「産業フェア in 可児」 ＊「可児夏まつり」 ＊「イルミネーション 冬のほたる」

(2)市内の消費拡大のため、可児市と連携し「可児市地域通貨事業」に取組む。 

「協力店の拡大」、「魅力あるプレミアムの提案」、「集客につながるＨＰの提案」など

を積極的に行い、市内経済の活性化につなげる。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

【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） 

１．経営発達支援事業の内容 

これまでの当所の支援は、「経営の基盤」となる記帳、税務、労働関係などが中心で、

経営戦略に踏み込んだ支援を十分行っていませんでした。今後は、事業所の「経営の発

達」につながるように「伴走型」支援に重点を置き、小規模事業者が「成長発展・持続

的発展」ができるように下記の支援を実施していきます。 

 

基礎的支援の状況（25 年度） 

●記帳支援     １７４ 事業所 ●税務申告書  ６８１ 所得税申告受付数

●労働保険事務受託 ２７９ 事業所 ●一人親方組合 １４６ 事業所 

 

【５年後の目標】 

市内小規模事業者の最も身近な相談窓口になることです。そのために、事業者との接

触回数を増やし信頼関係を築き、営業内容を的確に把握・分析を行い、事業計画の策定

や販路開拓支援を行っていきます。最初はレベルの低い発達支援計画、支援内容になり

ますが、年度終了後に行う事業の評価及び見直し（ＰＤＣＡ）により事業計画を改善し

ていくことで、市内小規模事業者のニーズもより把握できるようになり、５年後には事

業の精度も支援力も向上し事業者から信頼され「存在感」のある会議所となることを目

指します。 

【経営発達支援計画の全体像】（全体に占める「４つの指針」の連動性を示したものです）

 

②－１

企業の経営状況の把握、調査、分析

の方法

地域の経済動向調査事業

・定期調査（業種別）

・随時調査

・結果の分析報告書の活用

指針①

②－３

事業計画の助言・指導の内容

経営計画の策定・実施支援事業

・支援対象者の掘り起し

・策定後のフォローアップ、支援

・事業承継、第二創業の支援

・人材確保、育成支援

指針②

②－２

地域経済動向の収集、分析、提供の方法

経営の分析、需要動向調査事業

・需要動向調査

・結果の分析と情報収集

指針③

②－４

広報活動

販路開拓支援事業

・産業祭の開催

・他の販路開拓イベントの周知

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる販路開拓の支援

・全国の商工会議所、商工会の活用

指針④

①目標

現状・課題 → 今後の方向性 → 目標

③地域

活性化の

取り組み

④－１

他の支援機関との連携

④－２

スキルアップの方法

④－３

事業の成果、評価見直しの方法

⑤実施体制

⑥
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Ⅰ．地域の経済動向調査に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【指針③】

[現在の状況]   

これまで当所では、市内小規模事業者の状況把握のための独自の経済動向調査は実施

しておりませんでした。その代わり、近隣に本店のある信用金庫が四半期ごとに作成さ

れる「景況レポート」（当地域を含む近隣の市町の業況判断があります）や岐阜県産業経

済振興センターが作成される「岐阜県の景況調査」などを相談や支援で活用してきまし

た。 

従って、これまでの支援では市内小規模事業者の経済動向の実態を踏まえたものでな

かったので、今後は下記の動向調査を行います。なお、動向調査ではありませんが職員

が金融・税務相談や巡回や窓口相談などで得た状況等をまとめた簡単な資料を作成し、

職員が状況を共有し支援等で利用してきました。（下記参照） 

市内小規模事業者等の状況 

（業 種） 

＊製造業の自動車・航空機関連の工業団地等の大手は好調。 

その下請け等の部品製造・設計なども売上、所得とも向上。 

＊建築・内装・途装関係は、愛知県方面での仕事はあるが、単価が低い、休みなく働いても

以前より所得が減少。 

＊建設業などで、外注化による開業者が多い  

＊飲食関係は、消費税増税前から厳しかったが、増税の影響を相当受けている。 

＊アパート賃貸業では、供給過剰で入居者減少で困っている。売却される方も多い。 

＊サービス業は個人の技術、整体・エステ・ネイルで開業される方増えた。 

（その他） 

＊税理士関与から会議所支援を希望する個人事業主が増加 

＊法人から個人成り相談も多い。 

＊個人事業者の事業主交替も目立つ（消費税関係の目的） 

＊売上減少で、消費税申告者が１割減少。 

＊事業所得では生活できない方が増えた。苦しい方増えた 

・他での給与所得・小規模企業共済や保険の解約・土地の売却・サラ金やカードローン利用

・消費税・国民年金や国民健康保険、市民税や固定資産税の滞納、買掛金未払 

＊借入金の条件変更されている方増えている。 

 

[今後の経済動向調査] 

今までは調査とは言えない、部分的な聞き取りで項目も決めておりませんでした。今

後は何を調査するのか項目を定めて行います。 

具体的には、近隣の信用金庫の調査・報告項目の一部の下記項目に合わせて実施し

ます。（信用金庫の当市を含む地域は、７市、７町、１村になります） 

 

①全業種の業況判断ＤＩ（景況判断指数） 

②業種別の業況判断ＤＩ・・・・・・・・・・・【表示例】（下記参照） 

③売上ＤＩ 

④収益ＤＩ 

⑤景況天気図・・・・・・・・・・・・・・・・【表示例】（下記参照） 

⑥経営上の問題点 

※ＤＩ（景況判断指数）とは、売上・採算・業況などの各項目についての判断の状況

を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多

いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示
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す。従って売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景

気感の相対的な広がりを意味する。 

【表示例】 

②業種別の業況判断ＤＩ 

 26/7～9 26/10～12 27/1～3 
4～9 

（今回） 

7～9 

見通し 

製造業 ２０ １５ △５ １０ ２０ 

卸売業 △５ △８ △２ ０ ３ 

小売業 △８ △４ △８ ３ ５ 

（省略）      

 

⑤景況天気図（ＤＩを６段階で表示 「☀」 「☁」 「☂」など） 

 
平成２７年４月～６月の実績 平成２７年７月～９月の見通し

業況 売上 採算 業況 売上 採算 

全業種 ☁ ☁ ☂ ☁ ☁ ☁ 

製造業 ☀ ☀ ☀ ☀ ☀ ☁ 

卸売業 ☂ ☂ ☁ ☁ ☁ ☁ 

（省略）       

※調査は、定期調査の他に随時調査を行います。理由は、職員数も少なく、多くの事業

所を巡回調査することは困難なため、窓口相談時などを利用して、調査数を増やす努

力をしていきます。 

 

(1)定期調査 

①調査内容 

今後は、「商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査」（ＤＩ調査）の調査資料と同様

に「売上」、「採算」、「仕入単価」、「従業員」、「業況」、「資金繰り」の項目について、下

記内容にて調査を行う。 

＊今期（前年同月比）         □増加 □不変 □減少 

＊向こう３ケ月の先行き見通し（今月比）□増加 □不変 □減少 

※根拠や、項目にない経営上の問題点なども聞き取り、補足内容として活用する。 

②調査方法 

＊調査は、製造・卸・小売・建設・飲食・サービスの６業種で行う。 

※通常はサービスに飲食関係も含まれますが、当地域では、どちらも事業所数が多い

こと、今後経営が厳しい状態になる事業者が多いと予測されることから、飲食とサ

ービス業に分け調査する。 

＊調査事業所数 各５事業所 同一の事業所を継続的に行う。 

対象事業所は１年間（年度）で交代して、５年で１５０事業所を調査する。 

＊調査は四半期に一度、近隣の信用金庫の調査期間に合わせて行う。 

例えば対象期間「４月～６月」の場合、６月中旬に行う。また、業種ごとに担当職員

を決め、巡回を基本に実施する。その業種の担当の職員は、同業他社の状況把握する

ことで、他の事業者に適切な指摘を行うことも可能になる。また、創業支援や経営計

画作成支援にも活かせようになると考えます。更に、３．「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」で行う、「全職員」による「報告会」で各業

種の担当者が他の職員に状況を周知することで、効率よく全職員が全業種の状況把握
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することができると考えます。 

※時間は要しますが、接触回数が増え職員との信頼関係が築ければ「本音」が聞ける

ようになり、有効な情報が得られると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)随時調査 （税務や金融支援などや加入推進時の巡回、窓口相談時に調査する） 

①調査内容は、(1)と同様の内容を調査する。 

②調査は、随時行う 

※当地区の特性を考え、商業、飲食業・サービス業に重点に置く。 

事前に担当する相談所職員６名に業種別に分ける。 

 

(3)調査結果の活用方法 

①調査結果は専門家に依頼し報告書を作成する。 

②報告書は創業塾、各種経営者向けのセミナー、青年部、女性会、部会等で活用する。

③窓口、巡回相談時などの支援で活用する。 

④会議所報で報告する。 

 

 

商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）

ＬＯＢＯ調査は、商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じ

る足元の景気感」を全国ベースで毎月調査し、その集計結果をリアルタイムで調

査実施会議所等へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等に関する

意見活動などに資することを目的として平成元年４月よりから行っています。

資料：会議所報｛ＫＡＮＩ」2015.1月号より
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（目標）※毎年 

「定期調査」 ６業種  × ５事業所       ＝ ３０事業所 

「随時調査」 職員６名 × ６(２ケ月に 1 事業所) ＝ ３６事業所 

６６事業所 

 

Ⅱ．経営状況の分析に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【指針①】

[これまでの取組みと課題] 

これまでの小規模事業者の経営状況の分析は、融資相談や記帳・確定申告相談の際に、

このままでは経営を継続していくことが厳しいと感じた「後ろ向きな」事業所に行うこ

とが殆どでした。小規模事業者の経営環境は今後ますます厳しくなると予測されること

から、早いタイミングで自社の経営状況を分析して状況を把握し、今後の経営計画を策

定することが課題となっています。 

 

[今後の経営状況の分析支援] 

小規模事業者の多くは、自社のことでありながら財務状況、強みや特徴、顧客の状況

等の実態を把握できていません。今後は、持続的に発展した経営を続けるには、経営計

画の策定が重要であり、その経営計画を確実なものにするには、経営状況の分析により

実態を把握して「経営課題」を抽出することが大切であることを周知して、分析に取組

む事業者を掘り起し、経営計画の策定へ繋げていきます。 

 

(1)経営状況調査の実施方法 

①分析する事業者の掘り起し 

  ＊経営状況の分析に基づいた「経営課題」の抽出が大切で、その経営課題を解決する

ために経営計画の策定が重要であることを「会議所報」や「ホームページ」、「各種

セミナー」などで周知し、分析を行う。 

  ＊下記の相談時等に経営状況の分析の重要性を周知し分析を行う。 

   ・巡回、窓口相談 

   ・融資相談 

   ・記帳、確定申告相談 

   ・経営計画作成セミナー等（経営者、後継者向けセミナー） 

  ＊状況により、効率的に実施するためⅠ．「経済動向調査」、Ⅵ．「需要動向調査」と併

せて分析を行う。 

②ヒアリング項目の統一 

   支援する職員により、ヒアリング内容の違いが生じないように下記の基本的な項目

は様式を作成し統一する。なお、様式は後述のⅥ．「需要動向調査」の項目と重なる部

分も多いため、両方合わせたもので作成する。（職員が少ないため効率的に調査する）
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＊様式項目 

１．販売する商品又は役務の内容 

（業界の状況、競合相手の状況、販売・営業方法、宣伝方法 など） 

２．顧客の状況 

（ニーズの状況、業界の状況、競合相手の状況 など）  

３．仕入先              

４．保有する設備、技術、ノウハウ 

５．従業員等の経営資源の内容   

６．財務状況 資産・負債 

７．現在の課題、問題など 

８．強みと弱み 

９．家族の状況（後継者の有無を含む）  

10．その他 

※ヒアリングは、精度を高めるため及び接触回数を増やすため巡回を基本とするが、

事業者の都合や職員が少ないことなどの状況により、メールやファックス、ホー

ムページ等を活用し効率的に行う。 

※状況により経営者だけでなく家族従事者や中核を担う従業員にも協力頂く。 

 

(2)調査結果の分析方法等 

 ①ＳＷＯＴ分析等により、ヒアリング調査で得た情報をもとに総合的な経営分析を行い

  「強み」「弱み」「経営課題」等を整理（把握）し、今後取り組むべき方向性などを提

案し、事業計画の策定へと繋げていく。 

 ②必要に応じて(独)中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」を活用

し、「安全性」「収益性」「生産性」の観点から財務分析し、今後取り組むべき方向性な

どを提案し、事業計画の策定へと繋げていく。 

 ③ヒアリングから得られた情報から「このままでは近い将来、倒産・廃業になる恐れが

ある」など緊急性の高い事業所は、サインを見逃すことのないように注意し速やかに

対応していく。 

 

(3)分析結果の活用方法等 

①ヒアリング内容と分析結果及び抽出された経営課題を整理して、巡回等により事業者

に確認いただき、状況や課題等の認識が合致していることを確認します。 

なお、確認できた、ヒアリング内容、分析結果、抽出された経営課題は「経営発達支

援事業所リスト」に支援状況を記録し、職員間で情報が共有できるようにしていき、

他の支援等でも活用していきます。 

②上記の結果等を踏まえ、改めて経営計画の必要性を説明し策定へと繋げます。 

 ③今回は経営計画の策定をされなくても、抽出された「経営課題」の解決の支援を行っ

ていきます。 

④これまでの支援事業所に適当な結果等があれば巡回により情報を提供します。 

⑤その他、分析結果から必要な支援が生じた場合は下記等の適切な支援を行います。 

  経営計画承認申請支援、事業承継支援、融資支援、事業再生支援、廃業支援 など 

 ⑥なお、②、③、⑤においては、相談の内容や状況により、地域金融機関、（独）中小企

業基盤整備機構、岐阜県よろず支援拠点の専門家やコーディネーター等と連携して問

題の解決に迅速丁寧に対応します。  
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(4)目標 

  （毎年） 職員数６名が毎月１事業所   ６×１２ ＝ ７２事業所 

  （５年） ７２事業所×５年            ＝３６０事業所 

 

Ⅲ．事業計画策定支援に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・【指針②】 

[これまでの取組みと課題] 

これまでの作成支援は、借入金の返済条件見直しなど、経営が困難な状況に陥った事

業者の「事業再建計画書」の作成支援が殆どでした。また、事業計画の必要性はセミナ

ーやセミナーチラシでは訴えてきたが、事業者から依頼があれば受ける体制で積極的で

はありませんでした。 

本来は、厳しい状況に陥らないための支援をしなければなりません。その為にはⅠ．

「経済動向調査」、Ⅱ．「経営状況の分析」、及び後述のⅥ．「需要動向調査」による、経

済動向や経営状況の分析結果を踏まえ、需要を見据えた事業計画の策定が必要だと積極

的に周知等を行い、事業者に理解いただくことが課題です。 

 

[今後の事業計画の策定支援] 

今後、小規模事業者を取り巻く経営環境は更に厳しくなると予測されるなか、これか

らも持続的に経営を維持・発展させるためには、小規模な事業者であってもⅠ．「経済動

向調査」、Ⅱ．「経営状況の分析」、及び後述のⅥ．「需要動向調査」から抽出された「経

営課題」や「需要」を見据えた事業計画を策定することが重要であることを会議所報や

ホームページ等で周知するとともに、Ⅰ．「経済動向調査」、Ⅱ．「経営状況の分析」、及

び後述のⅥ．「需要動向調査」の対象事業者やセミナー参加者等からの希望者のほか、策

定が必要と思われる事業者には積極的に策定をすすめていく。 

 

(1)支援対象事業所の掘り起し等 

策定する事業者の掘り起しのための周知・勧奨（策定する意欲のある事業者の発掘） 

①今後も持続的な経営の維持・発展には、「経営課題」や「需要」を見据えた事業計画の

策定が重要であり、その策定に「可児商工会議所」が支援を行っていること、及び後

述のⅣ．「事業計画策定後の実施支援」においては「伴走型」の支援、助言を行うとい

うことを、会議所報やホームページ、各種会議やセミナーなどで浸透していくまで繰

り返し周知していきます。 

 また、(独)中小企業基盤整備機構が開発した「経営計画つくるくん」、カンタン学習「ち

ょこっとゼミナール」を周知して作成の必要性や作成手順などの理解を深めていただ

き、策定の機会や策定支援などに活用していきます。 

②巡回や窓口相談、各種セミナーや専門家の個別相談、金融や税務相談の際に策定の重

要性を説明し、策定に取組む事業者の掘り起こしを行う。 

③これまでの支援先で、適当な事業所には、積極的に必要性を説明し策定を勧めます。

④Ⅰ．「経済動向調査」、Ⅱ．「経営状況の分析」、Ⅵ．「需要動向調査」の対象事業者に周

知すると伴に、各種調査や分析時に明確になった課題や需要等を把握した上で、経営

計画を策定することで課題等が解決し、売上や利益の向上する可能性が高い事業者に

は改めて重要性を説明して策定を積極的に勧める。 

⑤経営計画作成に関係するセミナーを開催 

 セミナーは「事業計画作成セミナー」、「後継者育成ゼミナール」、「持続化補助金セミ

ナー」、「創業塾」などを開催する予定ですが、目的は事業計画作成の重要性を認識し
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ていただくため、作成に対する機運を醸成するため、及び職員の作成支援能力の向上

のため開催します。なお、セミナー終了後は、講師による個別相談を行いより精度の

高い経営計画が作成されるようにしていくとともに、同席する職員の個別支援能力の

向上にも役立てます。 

 

セミナー名 受講者数 策定者数 根 拠 

事業計画作成 ２０  ５ ２５％（作成目的のセミナー） 

持続化補助金 ３０ １５ ５０％（容易なため） 

後継者育成ゼミナール １６   ３ 約２０％（目的でないセミナー） 

創業塾 ３０   ２ 過去の実績から 

合 計   ２５  

 (2)支援方法 

①策定支援では、事業者との信頼関係を築くため担当する職員を決め支援します。なお、

上記Ⅰ．「経済動向調査」、Ⅱ．「経営状況の分析」及び後述のⅥ．「需要動向調査」に

より発掘された場合は、円滑に支援するため調査を行った職員が策定の支援も担当す

ることを原則とします。但し、偏りが生じた場合や経験の浅い職員には、事業所の状

況や計画内容などにより、ベテラン職員と組ませて支援に問題が生じないよう配慮す

る。（策定後の支援も同様） 

 なお、掘り起しや策定支援の段階で、Ⅳ．事業計画策定後の実施支援(3)「小規模事業

者経営発達支援融資制度の活用について」の融資制度を利用していただけるように、

積極的に周知をしていきます。 

②支援内容は「経営発達支援事業所リスト」に支援状況を記録し、職員間で情報が共有

できるようにしていき、他の支援等。にも活用していきます。 

③内容によっては、岐阜県、可児市・地域金融機関・（独）中小企業基盤整備機構、岐阜

県よろず支援拠点のコーディネーター等と連携して対応します。 

④難しい課題には各種専門家派遣相談事業を活用して適切に対応します。 

⑤様々な理由から事業計画を策定しない事業所にも、把握できた内容により適当な事業

や制度などがあれば、積極的に支援していきます。 

⑥後述の３．「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」で行

う、「全職員」による「報告会」で担当者が他の職員に現在の進捗状況や策定支援の課

題や対応策などを相談し、支援成果を周知することで、職員全体の支援能力の向上に

繋がります。 

 

(3)目標 

上記(1)「支援事業所の掘り起し等」により、事業計画を策定する事業者数 

掘り起し方法等 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①～③周知・勧奨   １５  １７   １９   ２１   ２３

④調査等による周知・勧奨   ２５   ２７ ２９   ３２   ３４

⑤事業計画作成 ２５ ２７ ２９ ３２ ３４

合 計 ６５ ７１ ７７ ８５ ９１

※上記(1)の周知等を継続して毎年繰り返し行うことで必要性が浸透していき少しずつ

増えていく。また「成功例」が広まれば関係者や周囲の事業者も策定に前向きになる

と考えます。 



２３ 

 

Ⅳ．事業計画策定後の実施支援に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・【指針②】

(1)支援方法 

①上記Ⅰ．「経済動向調査、Ⅱ．「経営状況の分析」・後述のⅥ．「需要動向調査」により

発掘された場合は、調査を行った職員が策定の支援も担当することを原則とする。但

し偏りが生じた場合や、経験の浅い職員には、事業所の状況や計画内容などにより、

ベテラン職員と組ませるなどで支援に問題が生じないように配慮する。 

②内容によっては、岐阜県、可児市・地域金融機関・（独）中小企業基盤整備機構、岐阜

県よろず支援拠点のコーディネーター等と連携して対応する。 

③難しい課題には専門家相談事業を活用する。 

 
(2)策定後の支援 進捗状況の確認 

①策定することが目的でない。最終的な目的は売上向上等による「成長発展・持続的発

展」であることを念頭に、販路開拓等の支援を行っていきます。 

②策定後に、状況に応じて３ケ月～半年後に１度、1 年以内にもう１度、進捗状況の確

認に巡回訪問を行う。２年目からは、最低１年に１度程度巡回に伺う。進捗状況の確

認により、指導、助言を行う。計画の見直しや他の支援が必要な場合は速やかに対応

する。 

③内容によっては、岐阜県、可児市・地域金融機関・（独）中小企業基盤整備機構、岐阜

県よろず支援拠点のコーディネーター等と連携し対応する。 

④難しい課題には専門家相談事業を活用する。 
 
(3)小規模事業者経営発達支援融資制度の活用について（２７年度から創設予定） 

①制度概要  

事業の持続的発展に取組む小規模事業者を支援するため、経営発達支援計画の認定を

受けた商工会議所・商工会による経営指導を受ける小規模事業者に対し、日本政策金

融公庫が低利で融資を行うものです。 

②当会議所の取組み 

市内の小規模事業者の持続的発展に寄与できるよう認定を受け、本融資制度の周知を

積極的に行います。また、本融資制度が活用できるように事業計画の策定支援を行い、

要件を満たした小規模事業者を日本政策金融公庫に推薦していきます。 

③フォローアップ 

本融資制度を受けた小規模事業者には巡回等により、策定した事業計画の進捗状況を

確認し必要なフォローアップ等を実施します。 
 
(4)その他の課題への対応 

上記Ⅰ～Ⅲの事業をすすめる中で出てくる課題等への対応 

①「事業承継」支援 

経営者は高齢化傾向にあり、適当な後継者がおらず、将来の事業存続に課題や悩みを

抱える事業所も増えています。市内の同業者や創業希望者、市外では商工会議所や商

工会のネットワークを使い支援する。また、よろず支援拠点や専門家派遣事業、事業

引き継ぎ支援センター（経済産業省）なども活用し支援する。 

また、当所では、２６年度から後継者及び若手経営者を育成する「次世代経営者

育成ゼミナール」を開催しており、今後も後継者等の育成を支援していきます。 

※事業引継ぎセンターでは、後継者不在による企業・事業の譲渡・買収などの相談が
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できます。 

②第二創業（新分野進出・事業転換）、「事業再建」、「円滑な廃業」等の支援 

最近の支援状況から、現在の事業内容のままでは事業の継続が相当厳しい事業者が

増えています。そのような事業者を早期に「発見」でき、適切な支援ができれば、「再

建」の可能性も高くなります。再建できなくても、悲惨な「倒産や破産」を防げるこ

ともあります。これまでの経験では「手遅れ」の状態にならないと、事業者からは相

談に来られないため悲惨な「破産」等の支援になることが多かったことから、上記事

業などを進める中で、事業者の状況を的確に把握し、「危険なサイン」を見逃さないよ

うに十分注意して対応することも重要になります。病気の「早期発見・早期治療」の

ように、まだ余力がある段階で発見し、第二創業（新分野進出・事業転換）、「事業再

建」、「円滑な廃業」などの支援をしていきます。内容により、よろず支援拠点や専門

家派遣事業、事業引継ぎ支援センターや中小企業再生支援協議会（経済産業省）、経営

安定特別相談事業などを活用して支援します。 

※中小企業支援再生協議会とは、再生に関する相談を常駐する専門家が受け付け、助

言や再生計画の作り方を支援する。また金融機関との調整などの支援も行う。 

※経営安定特別相談事業とは、資金繰りの目途がたたないなどの理由により、経営難

に直面している企業の経営の立て直しのための相談ができる。 

③人材の確保・育成支援 

□人材の確保（募集）支援 

近隣で開催される「企業説明会」を案内することや、人材派遣会社に照会するほか、

会議所内で有する情報の提供により支援する。内容により、「ジョブカフェ」や「ポ

リテクセンター」の事業を案内するなどで支援する。 

※派遣会社は隣市の大手電機会社の撤退に伴い退職した従業員の再就職先の斡旋を

行っている会社です。 

※「ジョブカフェ」とは、若者へのカウンセリング等の就職支援や中小企業の魅力

発信等の人材確保支援をワンストップで提供している。（都道府県） 

※ポリテクセンター（岐阜）では、事業主向けの事業として「新しく従業員を雇い

たい」「従業員のスキルアップをしたい」などの相談に対する支援を行っていま

す。 

 

□人材の育成支援 

〇当所や近隣の会議所等の支援機関で開催される「各種研修会・セミナー」などの

情報を入手、整理して案内する。 

〇中小企業大学校、（独）中小企業基盤整備機構やポリテクセンターなどの施設で行

われる研修内容などを案内する。 

※中小企業大学校とは、経営能力の向上を図り、自社の抱える経営課題の解決や

新たな事業活動に取り組むための各種研修を受講できる。（近くでは当市から

車で３０分ほどの愛知県瀬戸市に瀬戸校があります） 

★可児市の支援「可児市中小企業研修支援補助金制度」を周知する。 

中小企業大学校の受講料の２分の１が補助される制度です。 
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Ⅴ．創業支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【指針②】

[これまでの取組み] 

これまでも創業支援を行っていることをＰＲしてきましたが、十分浸透していません。

そのためか市役所に創業相談に行かれ、会議所を知られる方が多い状況です。創業塾は

開催してきたが、当所だけでの周知だけでは限界があり、参加者も少ないことがあった。

 また、創業後に記帳、申告、融資などの相談で会議所に来所された方に確認すると、

会議所の「創業塾」や「創業支援」を殆どの方がご存じなかった。 

[今後の創業支援事業] 

＊「創業と言えば、可児商工会議所」と言われることを目指します。 

＊「創業者」を増やすことだけを目的とせず「生存率」の高い創業支援を行います。 

※創業後の生存率は、１年後７０％、５年後、４０％、１０年後２５％と言われ、こ

の数字より高い生存率を目指します。（生存率は中小企業白書による） 

 

当市では平成１８年から２５年までの７年間で事業所数が１１１減少しました。事業

所の減少は地域の活力、雇用、消費など多方面に影響があり、地域の発展のため創業者

を増やす創業支援事業を重点事業の一つに掲げ積極的に行います。 

可児市においても、創業支援を重点施策として、２７年度より産業競争力強化法に

基づく創業支援事業を開始することになり、当所は中心的な支援機関として、可児市、

岐阜県産業経済振興センター、ソフトピアジャパン、市内金融機関などと連携し、創業

希望者の「創業支援相談総合窓口」を担うとともに、創業塾や専門家相談事業等による

支援を実施することになります。可児市及び連携機関が当所の創業支援事業を周知する

ことで、これまで「可児商工会議所」の存在を知らない方に周知でき「創業に関心のあ

る方」の掘り起しができます。 

※ソフトピアジャパン IT を用いた経営改革の支援、スマートフォンなど 最新技術情

報の提供やコンピュータを用いたビジネスのスキルアップ研修などを通じて、岐阜

県内の企業を支援する岐阜県の機関 

 

創業支援事業として下記の事業を行います 

(1)可児商工会議所が創業支援をしていることを周知する。 

①可児市の広報で周知 （当所だけのＰＲとは効果が段違い） 

②「創業支援総合パンフレット」を作成し支援機関で配布 

 

(2)「創業支援相談総合窓口」事業を下記機関と連携して行う。 

可児市、岐阜県産業経済振興センター、市内金融機関、（独）中小企業基盤整備機構、

ソフトピアジャパンなど。 

 

(3)「創業塾」（全１０回開講）を開催 

創業希望者に創業や経営について必要な知識の向上を図り、個別支援、創業計画策定支

援などを行う。 

＊創業塾では、先輩経営者の創業経験談も取り入れる。 

＊塾の受講者の段階は幅が広いため、開講時に十分なアンケート調査を行い状況に応じ

塾の開講中であっても職員による個別相談や専門家による個別相談を行う。 

＊商工会議所が創業、経営以外にも税務や金融など、何でも相談できるでも支援機関で

あることを十分説明する。 

＊セミナー終了後５年間は、１年に１度、受講者の状況確認のアンケート調査を行う。
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状況により適切な支援を行う。課題によっては専門家による相談を行う。 

(4)創業準備段階では、金融関係、届出・認可関係、記帳関係、税務関係などについて、職

員による個別指導を行い「円滑な創業」ができるように支援を行う。 

また、可児市が行う創業支援事業では、「特定創業支援」として経営、財務、人材育成、

販路開拓等の知識を習得した創業者には、株式会社設立時の登録免許税の軽減や、融資

を受ける際の保証枠の拡充や保証期間の早期適用などのメリットがあることも周知して

いきます。 

 

(5)創業者には、職員による定期的な巡回等を実施 

実施時期は、創業者の状況にもよりますが、概ね開業後３ケ月後、９ケ月後に行いその

後経営が安定するまでは、１年に２回は巡回を実施する。 

 

(6)上記以外の協力関係 

市内ではありませんが、以前より創業塾を実施している２つの金融機関（日本政策金融

公庫多治見支店と信用金庫の支援機関）とは、お互いの「創業塾」を周知したり、創業

計画作成や創業融資などで協力しています。 

 

（目標） 

「創業と言えば、可児商工会議所」と言われることを目指します。 

創業者数は、過去の実績から創業支援者数の概ね１２％としました。（下記参照） 

＊創業塾参加者の内で、既に創業されている方は除きます。 

＊創業後に開業届、記帳、税務等の相談に来られた方は除きます。 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

① 創業塾 受講者数 ２６ ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

② 窓口相談者数 １８ ２５ ３０ ３５ ４０ ４５ 

③ 創業支援者数（①+②） ４４ ６０ ６５ ７０ ７５ ８０ 

④ 創業者数（開業者）   ５   ６   ７   ８   ９ １０ 

 

 

Ⅵ．需要動向調査に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【指針③】

[これまでの取組みと課題] 

当所では、これまで小規模事業者の需要動向調査などを行っていなかった為、地域の

実態に沿った支援が十分行えませんでした。従って、これまではⅠ．「経済動向調査」の

「現在の状況」と同様、地域内の小規模事業者の需要動向について、数字的な根拠や調

査結果によらない、職員のこれまでの経験や根拠の浅い予測による情報提供や各種支援

を行っており、厳しい状況の中で経営判断が必要な小規模への支援として十分なもので

はありませんでした。 

 

[今後の需要動向調査] 

今後は、地区内の小規模事業者の販売する商品、提供する役務などの需要動向等の実

態を調査し、必要な情報の収集、分析、整理を行い、的確な情報を提供していきます。

なお、情報の精度を高めるため岐阜県、可児市、連携する金融機関等から公表される

各種の需要動向調査結果等を活用していきます。 
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(1)需要動向調査の実施方法 

①調査対象は、成長発展・持続的発展・経営改善に積極的に取組む事業者とする。 

※本来ですと、幅広く実施すべきではありますが、職員数も少なくなっていることや、

当地区の特性を考え、商業、飲食業・サービス業に重点を置き実施します。 

②調査は、上記Ⅰ．「経済動向調査」、Ⅱ．「経営状況の分析」、Ⅲ．「事業計画策定支援」

や、各種セミナーの個別相談、金融相談や税務相談など、様々な機会を捉え実施する。

③他の調査機関の需要動向調査の活用 

  岐阜県、可児市、連携する金融機関等から公表される各種の需要動向調査結果等を

考慮して、情報を活用する事業者が理解しやすい情報にまとめるようにする。なお、

調査結果の状況によっては必要に応じ、専門家の意見を取り入れながら作成します。

  その他、Ⅰ．「経済動向調査」で活用する経済白書、中小企業白書・岐阜県内の経済

情勢、家計調査年報などの情報も併せて活用していきます。 

④ヒアリング項目の統一（当地区の特性を考え商業､飲食業、ｻｰﾋﾞｽ業に重点を置き実施）

支援する職員により、ヒアリング内容の違いが生じないように下記の基本的な項目は

様式を作成し統一する。なお、様式は前述のⅡ．「経営状況の分析」の項目と重なる部

分も多いため、両方合わせたもので作成する。（職員が少ないため効率的に調査する）

＊様式項目 

１．販売する商品又は役務の内容 
（業界の状況、競合相手の状況、販売・営業方法、宣伝方法 など） 

２．顧客の状況 
（ニーズの状況、業界の状況、競合相手の状況 など）  

３．仕入先              
４．保有する設備、技術、ノウハウ 
５．従業員等の経営資源の内容   
６．財務状況 資産・負債 
７．現在の課題、問題など 
８．強みと弱み 
９．家族の状況 （後継者の有無を含む） 
10．その他 

※ヒアリングは、精度を高めるため及び接触回数を増やすため巡回を基本とするが、

事業者の都合や職員が少ないことなどの状況により、メールやファックス、ホー

ムページ等を活用し効率的に行う。 

※状況により経営者だけでなく家族従事者や中核を担う従業員にも協力頂く。 
 

(2)事業計画策定後の需要動向調査等について 

 事業計画策定時の需要見込等が、計画を進める中で「見直し」が必要になった場合で、

上記(1)の需要動向調査では小規模事業者の「個別」の販売する商品、提供する役務の需

要動向の個別支援が十分行えない時は、職員数が少ないことや予算がない事等を考慮し

て下記により、需要動向の支援を行う。 

 ①小規模事業者の販売する商品等の需要動向に詳しい専門家を、各種支援機関と連携し

て探し出し、専門家の個別相談・支援を行います。 

 ②小規模事業者の販売する商品等の内容によっては、市内の同業者や関連する事業者の

状況を確認し支援を行う。また、状況により、近隣や県内の商工会議所や商工会等の

支援機関とも連携・相談し支援を行います。 

③連携する金融機関や岐阜県産業経済振興センター等の需要動向調査を行う部門の担当

者等と相談・連携して支援を行います。 
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 (3)調査結果の活用方法等 

①調査結果から個別の事業所ごとに把握できた需要に対して、事業計画の策定支援から

販路開拓支援等の具体的支援まで「伴走型」の支援や助言を行って行きます。 

②様々な理由から事業計画を策定しない事業所にも、把握できた内容により適当な事業

や制度があれば、積極的に支援していきます。 

③Ⅲ．「事業計画策定支援」、Ⅳ．「策定後の実施支援」及び後述するⅦ「新たな需要に寄

与する事業」などの支援事業所に必要な情報を提供し事業の持続的発展に役立ててい

きます。 

④これまでの支援事業所に適当な結果等があれば巡回により情報を提供します。 

⑤需要動向調査の結果は、会議所報で報告すると伴に事業者がいつでも見ることができ

るようにホームページにも掲載します。  

⑥調査した内容は、「経営発達支援事業所リスト」に記録し、職員間で情報が共有できる

ようにし、他の支援でも活用できるようにしていきます。 

 

(4)目標 

（毎年）需要動向調査事業所数 年間 ６０事業所 （職員 ６名 ×１０事業所） 

 （５年）      ６０×５年 ＝３００事業所を調査します。 

 

(5)上記の調査を踏まえ必要な情報を収集・整理し、活用方法を含めて提供等の支援を行う。

需要動向調査 

       ↓ 

現状を分析する  ＳＷＯＴ分析等（自社の規模、得意分野、価格、強み、弱みなど）

損益計算書、貸借対照表等の経営・財務状況など 

★分析結果等は、「報告会」（毎月・四半期・年間）で報告し、各職員の支援力向上を

図ります。 

※「報告会」は、「Ⅲ．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関する事」で詳

細に記載しております。 

★分析、財務状況等により「緊急性」の「ランク」を付け、状況に応じて対応します。

Ａ＝「高  い」 このままでは１年以内に経営に行き詰まる。 

「事業再建」又は「円滑な廃業」の支援を速やかに開始する。 

Ｂ＝「やや高い」 このままでは数年の内に経営に行き詰まる。 

「経営改善」「新事業進出」「事業承継」等により事業継続のため

の支援を計画的に進める。 

Ｃ＝「普  通」 状況は問題ない。 

今後の支援で「持続的発展」を目指す。 

Ｄ＝「低  い」 状況は良好。 

今後の支援で「成長発展」を目指す。 

   ↓ 

改善点等の洗出し  改善、変更、新規、廃止など 

   ↓ 

上記を踏まえた「情報収集」調査の実施 

   ↓ 
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情報の提供及び活用方法支援 

   ↓ 

事業計画の策定 へ 

   ↓ 

販路開拓等支援 へ 

   ↓ 

事業所の「成長発展」「持続的発展」（最終目標）

③情報収集項目（例）と収集方法 

□市場（同業者）の状況（市内・県内・国内など） 

⇒上記Ⅰ．地域の経済動向調査事業の調査結果を活用する。 

⇒組合等の同業者組織（市内・県内・全国） 

⇒金融機関、自治体・国（外郭団体含む）、中小企業団体中央会などの 

各種データ（レポート・ホームページ）など 

⇒大阪府立図書館 ⇒「業界・市場動向の調べかた」で検索 

□販売先の状況（業界全体・現在の取引先・新たな取引先） 

⇒上記Ⅰ．地域の経済動向調査事業の調査結果を活用する。 

⇒会議所・商工会（当所内・県内・全国） 

⇒組合等の同業者組織（市内・県内・全国） 

⇒データ調査会社（帝国データバンク・東京商工リサーチなど） 

□法制度（規制緩和、税制改正） 

⇒監督官庁など（新聞報道、説明会、関連するセミナーなど） 

□景気動向、社会情勢 

⇒金融機関、自治体・国（外郭団体含む）、中小企業団体中央会などの各種データ

（レポート・ホームページ） 

□外部要因（市町村内・県内・国内など） 

人 口（年齢別・男女別・日本人外国人別、流動人口・要介護者数など） 

世 帯（世帯数、単身・核家族・核家族以外など、所得の状況） 

事業所（産業別事業所数、従事者数、販売額、面積など） 

⇒各自治体・国の各種統計資料（ホームページ等） 

□その他「メールマガジン」で収集等 

早期情報収集のため、本人に入手していただけるように、チラシ（Ａ４両面）で周

知している。（現物は、サイトの説明資料を記載しています） 
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■中小企業庁（委託事業 未来の企業応援サイト 通称「ミラサポ」） 
「ミラサポメールマガジン」https://www.mirasapo.jp 
■中小企業庁 
「e-中小企業ネットマガジン」http://www.chusho.meti.go.jp/e_chusho/melma.html 
■中部経済産業局（中部地域 5 県 を管轄） 
「中部ＭＥＴＩニュース」 http://www.chubu.meti.go.jp/merumaga/merumaga.html 
■中小企業基盤整備機構（J-Net21） 
「J-Net21 新着情報ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ」http://ml.smrj.go.jp/modules/jnetmm/index.php?form_id=3
■岐阜県産業経済振興センター 
「産経センターメールマガジン」http://www.gpc-gifu.or.jp/center/mailmagazine/mmag.asp
■岐阜県中小企業団体中央会   
「中央会メールマガジン」 http://www.chuokai-gifu.or.jp/chuokai/mail/mail.html 
■中小企業基盤整備機構 
「中小機構インフォメーション」https://www.smrj.go.jp/enq/kikou/koho/081503.html 
「中小企業事業メール配信サービス」http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_chusho.html 
■商取引支援サイト「ビジネスモール」 
「ザ・ビジネスモールマガジン」http://www.b-mall.ne.jp/DeskTopPages/magazine.aspx 
■中部知的財産戦略本部（経済産業省 中部経済産業局） 
「メールマガジン」http://www.chubu-chizai.go.jp/mag/index.php 
創業関係 
■起業支援総合ポータルサイト「ドリームゲート」 
「起業専門メルマガ」 https://profile.dreamgate.gr.jp/PrUserMemberRegists 

④情報収集調査結果の活用について 

課題に対して下記等により丁寧にサポートする。 

＊結果は現時点の内容であり今後の動向や変化をもたらす要因なども説明すること。

＊状況により定期的に調査を行うこと。 

＊内容によっては、岐阜県、可児市・地域金融機関・（独）中小企業基盤整備機構、

岐阜県よろず支援拠点のコーディネーター等と連携し対応すること。 

＊難しい課題には専門家相談事業を活用すること。 

※よろず支援拠点「ワンストップ総合支援窓口」 

様々な経営課題を解決するための具体的なアドバイス、支援機関等の連携促進な

どを行う。経営課題の解決のための専門家派遣も行う。また、支援ポータルサイ

ト「ミラサポ」を通じた経営相談の体制構築も行う。 

※ミラサポとは、国や公的機関の施策情報の提供、補助金等の公募情報やイベント

情報などをメールマガジンで配信。また、課題に応じた専門家の派遣事業も行う。

 

 

Ⅶ．新た需要の開拓に寄与する事業に関すること・・・・・・・・・・・・・・・【指針④】

[これまでの取組み] 

これまでは、事業所の詳しい商品・サービス等の営業内容を把握できておらず、事業

者に適当な展示会や助成金、活用できる各種制度等を的確に情報を提供したり、適切な

支援を行うことが十分できていなかった。唯一行ってきたものは、下記(1)の産業祭です。

 

[今後の取組み] 

今後は、上記のⅠ．「経済動向調査」、Ⅱ．「経営状況の分析」Ⅵ．「需要動向調査」、Ⅲ．

「経営計画策定支援」、Ⅳ．「策定後の実施支援」、「Ⅴ創業支援事業」などから、事業内

容等の状況を的確に把握した事業所で、新商品や新サービスを開発した事業者や販路拡
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大を図る事業者など新たな需要の開拓に取り組む事業者を積極的に支援する。なお、職

員のレベルでは困難な場合は、専門家派遣制度などを活用して支援を行う。また、内容

により下記の事業などの情報を紹介するなどで、実効性のある「認知度向上」や「販路

開拓」を支援する。 

 

(1)産業祭「産業フェアｉｎ可児」を毎年１回（２日間）開催する。 

＊出展者は自社の製品や技術、サービスをＰＲや販売し「認知度」の向上を図る。 

＊来場した事業者や出展者同士でのビジネスマッチングで「販路開拓」を図る。 

 

地域の総合展示会として最大の目的は、来場者に企業を知ってもらい、出展された事

業所がこの産業フェアをきっかけに、いかに売上を伸ばし安定した経営に結び付けて行

くかである。 

来場者アンケートからも「地元企業を知るため」「買い物、飲食」など出展者に大変興

味をもって来場される事がわかる。事前に開催のチラシや地元ケーブルテレビ、ＦＭ放

送などで告知をしており、２日間で２万人以上の方が来場するイベントとなったが、こ

のチャンスをどう生かして行くかを今後は提案して行く必要があると考えます。 

今回の様子を見ていると、事業所毎に粗品を用意し来場者からのアンケートをとる出

展者が多く見受けられた。こうしたデータの収集をより多く行う事は、今後、実際に来

店された時や、ご用命があった時など、顧客のニーズに素早く対応することが出来る。

ただ商品や機械を展示して説明するだけではなく、アンケートや体験などを通して意

見を聞き、「来場者」を「顧客」へと変えていく工夫を全ての出展者に促して行く。 

※詳細については、６．地域活性化事業に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：産業フェア in 可児２０１４来場者アンケートより 

 

(2)産業フェア以外に「販路開拓」や「認知度」の向上を図るのに役立つ展示会等を独自に

開催することは当所の規模では困難です。その代わりとして「商工会議所、商工会、行

政、その他の団体等」が開催する下記事業等の情報を収集し、周知すると共に、事業内

容等を把握した適当な事業者には巡回などで直接事業内容を案内するなど支援していき

ます。以下に「企業展」、「ビジネスマッチング」の主なものを掲載しました。 

 

産業フェア来場者アンケート（抜粋）
◆何を目的に来られましたか？
イベント 225
地元企業を知るため 199
地元特産品を知るため 185
買い物、飲食 173
ビジネスチャンスを求めて 14
その他 15
未回答 9
合計 820

27%

24%
23%

21%

2%

2%
1%

イベント

地元企業を知る

ため
地元特産品を知

るため
買い物、飲食

ビジネスチャン

スを求めて
その他

未回答
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企業展 

＊名古屋商工会議所 メッセナゴヤ （年に１度４日間の開催でこれまで９回開催） 

□内 容 業種や業態の枠を超え幅広い分野・地域から出展を募り、出展者と来場者

相互の取引拡大、情報発信、異業種交流を図る日本最大級のビジネス展示

会。 

各種ビジネスセミナーや講演会も開催される。 

□出展者 ８３３社・団体 （可児商工会議所会員 ２社） 

□入場者 ６１，７５１名 

＊多治見市役所 多治見ビジネスフェア「き」業展 

（１年に１度（２日間）の開催でこれまで１１回開催） 

□内   容 出展者の技術・サービスのＰＲ，独自商品の販売など。出展者フリー

ステージ、ビジネスセミナー、交流会も開催される。近隣で開催される

ものでは最大の事業規模です。 

□出 展 者 １１９社（可児市から３社） 

□来 場 者 約４，０８０人  

□商談成立 ２０件  

□協力機関 地元金融機関、岐阜県東濃・中濃地方、愛知県尾張・三河地方を中心と

した商工会議所・商工会、その他諸団体 

□出展者アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「き」業展アンケート

資料：第12回多治見ビジネスフェア「き」業展ホームページより



３３ 

 

ビジネスマッチング 

＊多治見市役所 多治見ビジネスマッチング「企業お見合い」 

（１年に１度（１日間）の開催でこれまで８回開催） 

□内  容 発注企業と受注企業の商談を事前に調整して行われます。 

発注企業を先に募り、受注先(お見合い相手)に求める内容を掲載した「受

注企業募集パンフレット」を作成し、下記後援団体等でＰＲする。 

□後援団体 愛知県・岐阜県内の下記 ６５団体（第８回） 

金融機関（１３）、商工会議所・商工会（３７）、教育機関（４）、 

公益財団法人（４）、岐阜県等自治体（４） 

（独）中小企業基盤整備機構中部本部他（３） 

□第７回の状況 発注企業 １１８社 （可児市から１１社） 

受注企業 １３０社 

 

＊名古屋商工会議所「アライアンス・パートナー発掘市」ウィズ岐阜 

※アライアンスとは「連携・協調」の意味です。 

※前回は岐阜商工会議所のみで開催。今回（本年３月）から県内会議所も参加。 

□内   容 参加会議所の会員同士を引き合わせる事前調整型の商談会です。 

□主   催 名古屋商工会議所・当所含め１２の会議所が参加 

 □参加企業数 ２７３社 （当所から３社）  

□前回の状況 参加企業数    ２１４社 

        商談確定企業数  １６７社 

        商談件数     ５４８件 

 

＊岐阜県下商工会議所 広域ビジネス交流会（第１回）本年２月開催 

□内  容 自社ＰＲや相互交流の中で意見・情報交換を行い、販路拡大や新規ビジ

ネスパートナーの発掘を図る。 

□会議所数  １３会議所 

□企 業 数 ９０社 （当所から９社） 

  

(3)インターネット使った販路開拓等 

＊大阪商工会議所 

「ザ・ビジネスモール」 

全国の商工会議所・商工会が共同運営する企業情報サイト 

・ビジネスパートナー検索 ・自社製品、サービスのＰＲ ・商談相手探し 

  

「ザ・商談モール」  

ザ・ビジネスモールの登録企業で条件の合った企業に一括して提案、見積り募集がで

きます。 

＊日本政策金融公庫 「インターネットビジネスマッチング」 

サイトに「売りたい」又は「買いたい」商品やサービスの情報を掲載し、新たな販売

先や仕入先を探すことができる。 

 

(4)全国の商工会議所・商工会及び中小企業団体中央会等の公的機関などに照会 

販路先・仕入先・外注先などの開拓などを支援する。 

(5)会議所の会報の「会員の広場」、「トピックス」に掲載、紹介・ＰＲする。 
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(6)積極的にプレスリリースを行う。 

＊新聞や雑誌に取り上げられそうな、新商品開発、新店舗建設、創業〇〇年、新社長就

任などのネタのある事業所を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営支援の実績

◆企業名：有限会社万寿実家具センター

業 種：家具、じゅうたん小売、販売

主な支援内容：融資支援、後継者育成支援セミナー、次世代経営者育成ゼミナール

小規模事業者持続化補助金申請支援（採択）

◆企業名：藤山製菓有限会社ラ・パニエ 業 種：洋菓子店

主な支援内容：ラ・パニエ（勢力氏） エキスパートバンク専門家支援

次世代経営者育成ゼミナール

記事にある「可児市ふるさと納税特典・・・」は可児市からの募集斡旋依頼を受け、

当所が個別に依頼し指導した結果、可児の地場産品を使った商品の提供となった。

　

資料：会議所報｛ＫＡＮＩ」2014.10月号より
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２．地域経済の活性化に資する取組 

当市では、上述のとおり人口の減少、６５才以上の老年人口の増加により、地域内の

個人消費の減少が懸念されています。そのため、多くの市外の方に可児市にきていただ

き、消費していただくための各種事業を実施していきます。なお、現在は、集客された

方々を、市内の小規模事業者への消費につなげる仕組みが十分できていません。今後は、

当所が行う下記の事業内容などの見直しを検討していきます。また、前述の【可児市の

強み】で記載しました、「集客力の高い施設」や可児市、可児市観光協会などと連携を図

り小規模事業者の消費拡大につながる仕組みを考えていきます。 

 

Ⅰ．地域経済の活性化事業 

 

(1)可児市へ来ていただくための集客イベント等を行う 

 

①産業フェア in 可児 

当所異業種交流会「２１世紀クラブ」が中心となり、可児市産業振興課、経済政策

課、可児工業団地協同組合、ＮＰＯ法人里芋塾、地元ケーブルテレビ可児・ＦＭらら

（コミュニティーＦＭ局）と連携し、当所下部組織の青年部・女性会も加わり実行委

員会を組織。  「産業フェア in 可児」を起爆剤として、事業者の販路拡大、技術や

自社製品のＰＲ、出展者同士の商談、物販活動、求人活動に結び付け、地域全体の産

業の底上げを図ります。            

（平成２６年度は８回目を実施しました）

（事業内容） 

上記各関係機関で組織する「産業フェア in 可児実行委員会」を毎年５月ごろ立ち上

げ１０月下旬の開催まで、計６回行います。会議では各委員会の委員長が事前に提案、

課題を出し合った内容を検討し方向付けをします。 

開催は可児市文化創造センター(ala)において、業種ごとにゾーン分けで企業ブース

を設置。各事業所の製品、技術を解りやすく展示し、地域住民への企業認知度アップ

と出展者同士の繋がりが生まれる事が期待されます。 

また、岐阜県産業経済振興センターや中央職業能力開発協会等による「企業支援コ

ーナー」も設置し、出展企業が抱えている問題や課題の解決など経営相談に対応して

います。 

（目標） 

地域の特性を活かし、市民参加型のイベントとして、特産品や特徴的な産業や観光

の充実を図る事を目的とし、さらに「地域力」を前面に出した内容として参ります。

また、地元の高校生などが市外、県外の企業に就職するのでなく、魅力ある企業を

知り、少しでも多くの方が地元で働く意欲を持てるような企画、運営を行う。 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

開催回数 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

出展者数 92 社 95 社 98 社 100 社 100 社 100 社 

来場場数 20,000 人 22,000 人 24,000 人 26,000 人 28,000 人 30,000 人

※開催は毎年２日間（土曜日・日曜日） 
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産業フェア来場者アンケート（抜粋）

◆どちらから来られましたか？
市内 406
岐阜県内 97
県外 24
未回答 13
合計 540

75%

18%

5% 2%

市内

岐阜県内

県外

未回答

資料：産業フェア in 可児２０１４来場者アンケートより 

 

②可児夏まつり 

当所青年部が主体となり、可児市経済政策課や地元青年団の協力を得ながら、地域

最大の夏のイベントとして開催。人とのふれあい、地域の連帯意識の高揚などを図る

コミュニティー活動が重視されている中、この「可児夏まつり」は、各種イベントを

通じて、市民の融和と地域の活性化を図り「ふるさと意識」を育て、地域活性化へ繋

げるイベントとして実施しています。 

（事業内容） 

当所青年部が毎年２月ごろ準備委員会を立ち上げ始動する。その後、行政を加えた

「可児夏まつり実行委員会」を組織し９回程度開催する。また、開催準備が整った段

階で、安全で事故のない催しとするため、「消防署」、「警察署」、「地元自治会」、「警備

会社」等による「連絡協議会」を開催し各機関との連絡調整や最終確認などを行う。

今後もその時々に合った内容を工夫し、集客数も増やし当市の注目度アップにより

市全体の活性化を図って参ります。 

［イベント内容］ 

「花火大会」・「ダンスイベント」を青年部が主管する他、下記の各種団体の協力を

得ながら、魅力あるイベントを作り上げています。 

＊市内建築業者による「木工教室」 

＊文化協会による「浴衣の着付け」 

＊地域青年部による「魚つかみ」 

［開催場所］ 

可児市役所駐車場及び市役所裏の可児川河川敷公園 

（目標） 

市外からも多くの集客を見込める事から、その人たちが市内で消費してもらう機会

を増やす事を目的とする。 

 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

開催回数 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

来場場数 30,000 人 33,000 人 34,000 人 35,000 人 36,000 人 37,000 人

※開催は毎年８月第２土曜日・日曜日 
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③イルミネーション「冬のほたる」 

１０年前に当所創立１０周年を記念し始めたこの事業は、毎年市外からも多くの見

学者が訪れています。今後可児夏まつり同様、地域活性化を目的として、さらに工夫

を凝らし実施して参ります。 

（事業内容） 

当所青年部が主管でイルミネーション委員会を組織し「準備から設営、撤収」に至

るまで全て行っています。１１月上旬より準備開始。約７０，０００個の電球で飾り

付け、市内外から多くの見学者があり、当市の冬の観光イベントの一つになっていま

す。 

点灯式には、集まった市民に温かい飲み物の無料配布や、当所青年部のゆるキャラ

の練り歩きなど地域のにぎわい創出をさらに図って参ります。 

[開催場所]  可児市役所裏の可児川河川敷公園 

[点灯期間]  １２月上旬から翌年１月上旬まで 

（目標） 

可児夏まつり同様、市外からも多くの集客を見込める事から、その人たちが市内で

消費してもらう機会を増やす事を目的とする。 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

開催回数 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回

来場場数 2,200 人 2,500 人 2,800 人 3,000 人 3,100 人 3,200 人

 

(2)市内の消費拡大のため、「可児市地域通貨事業」（通貨名 Ｋ-マネー）に取組む。 

可児市が、市民、企業、行政が一体となって少子高齢化を支えるとともに、地域経済

の活性化を図る仕組みとして、平成２６年４月から「地域通貨 Ｋ-マネー」を発行しま

した。当所も協力店（取扱い店舗）の募集から、登録、店舗情報を載せたＨＰの作製な

どを担っています。今後、流通量が増えるに従い、市民の消費者意識を刺激し、市内小

規模事業者の売り上げ増に繋げるため更に市と連携を図りながら進めて参ります。 

（事業内容） 

この事業の特徴は、子育てや高齢者支援のボランティアが、その活動に対して貯め

たポイントをＫ-マネーで受け取り、協力店で買い物が出来ます。協力店は換金の際に

社会貢献協力金１％を負担しますが、その協力金はボランティアの社会貢献に対する

支援の財源となります。 

（目標） 

市内小規模事業者の売上の増加に繋がるように事業を積極的に推進していきます。

現在、地域通貨を利用できる協力店は２８０店舗あり、その中で地域通貨利用者に

プレミアム特典を付けている協力店は８０店舗ほどになっています。 

平成２７年４月からは誰でも購入することができるようになるため、市外の方に購

入して利用して頂き易いように、５年後の協力店４００店、プレミアム特典を付ける

協力店２００店舗（５０％）を目標にしています。 

また、今後国の緊急経済対策として市が行う「プレミアム商品券事業」では、この

地域通貨事業のＫマネーの仕組みを使い５億１千万円分発行されることになりまし

た。これにより市民にＫマネーが浸透し、協力店の多くを占める小規模事業者の売上

増加に繋がります。（下記の発行額推移表にはプレミアム商品券事業分は含めており

ません） 
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項目 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

発行金額（万円） 4,000 8,000 16,000 20,000 25,000 30,000

協力店数 280 360 370 380 390 400

プレミアム特典店 80 160 170 180 190 200

 

可児市地域通貨「Ｋ-マネー」
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(3)地域資源のブランド化による地域経済活性化事業に取り組む 

①里芋焼酎「土田御前」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里芋焼酎「土田御前」の開発経緯について

平成２１年に日本商工会議所の助成金制度「平成２１年度地域資源∞全国展開

プロジェクト」の審査を通過。４５０万円以上の助成金を活用し、可児市の特産

品である里芋を使った里芋焼酎「土田御前」を開発した。また、副産物として発

泡酒やリキュールが得られた事もあり、可児市の他の特産品である、バラや可児

米と合わせた商品開発への足掛かりも作った。

平成２２年には、里芋焼酎「土田御前」の商品化を具体的に計画すると共に、

㈶岐阜県研究開発財団より「平成２２年度地域資源発掘活用プロジェクト助成

金」の交付を受け、２１世紀クラブ会員の中の有志６名（分科会：特産品開発の

会）を中心に、「土田御前」の研究改良をはじめとし、里芋発泡酒の試作、里芋

の自動皮むき機の試作、可児里芋郷土料理の開発・試作等、地域振興と特産品の

開発に向けて、多岐にわたる活発な活動を行った。

「土田御前」は２３年６月に商品として販売を開始（８５０本限定生産）し、任

意団体「里芋焼酎開発の会」により、道の駅「可児ッテ」を中心に初回生産分を

完売。２３年１２月、２４年２月にはそれぞれ東京での展示会などにも出品。ま

た、２４年の第２回目の醸造の１２００本のうち、東京を中心に関東方面へ

４００本を販売し、全国展開へのステップを踏み出した。
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②可児市地産地消委員会による「可児そだち」事業 

「可児そだち」の取り組みについて
可児商工会議所専務理事が可児市長から任命され実行委員長を務める「可児市

地産地消実行委員会」は、農産物及び加工品に対する消費者の安全と安心及び地

域資源としての活用を推進し、地産地消を中心とした消費拡大を図ることを目的

に、可児市産農産物及び加工品「可児そだち」を認定しています。

「可児そだち」とは

可児市産の安全・安心な農産物を、適正な栽培履歴で生産され、栽培履歴が確

認できるものを認定し、新鮮で品質が良く、安全でおいしい農産物などとして太

鼓判を押すものです。

「可児そだち」のメリット

認定証が交付され、認定品に認定シールを貼り、可児市産をＰＲすることができ

ます。実行委員会、可児市、可児商工会議所、ＪＡめぐみのが、積極的に商品の

PRを実施します。

おもな認定品

資料：可児市ホームページより
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３．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 

 

Ⅰ．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 

 

（１）当所と近隣の市町村内の（可児加茂地区）１１の商工会議所と商工会の経営指導員

で組織する「指導員部会」が毎月持ち回りで開催されている。会議では、担当する会

議所等がテーマを設け講師を招き研修を行う。また、各会議所等の事業や地域の状況

把握に活用されている。（継続） 

なお、対象が、本事業「経営発達支援」の支援に直接携わる職員の会であることか

ら、今後は、各会の「経済動向調査」、「需要動向調査」の報告などを通じ、地域内で

の事業者の需要の開拓や販路拡大に繋がる場としていきたい。また、各会の支援実績

の成功例や計画の改善点などを情報交換するなどして、お互いの支援力向上が図れる

機会にできるように提案していきます。（新規） 

  

（２）中濃４市（可児、美濃加茂、関、美濃）の商工会議所では、正副会頭による地域振

興懇談会を毎年開催して各会議所の事業内容や新たな取組みなどを紹介するなどで交

流を図っている。また、問題や課題が生じた場合などに、専務理事・事務局長会議を

開き課題解決のため協議を行っている。 

 

（３）東濃６市（可児、多治見、土岐、瑞浪、恵那、中津川）の商工会議所では事務局長

会議を年に２回開催している。会議では、近隣他市の各会議所の事業や地域の状況把

握に活用されている。（継続） 

  

（４）岐阜県下に１５ある会議所の「相談所長」・「事務局長」を対象とした会議が毎年開

催されおり、県内の情報が一度に収集できる貴重な機会になっている。 

  

（５）東海ブロック（岐阜県・愛知県・三重県）で開催される「相談所長会議」が毎年 

  開催されており、近隣他県の情報収集ができる機会となっている。 

 

上記（２）、（３）の９市の商工会議所は横の繋がりが良好であるので、今回新たな取組

みとなる本事業に関連する下記の事業について連携を図れるように提案していきます。 

 

①「経済動向調査」、「需要動向調査」などについて 

各会の調査結果などの情報交換を行い、地域内の事業者の需要の開拓や販路拡大のた

め連携していきます。 

②「事業計画作成セミナー」、「創業塾」、「後継者育成塾」等の各種セミナーについて 

受講希望者が各会議所で実施されるセミナーの開催日程に合わないことは多くありま

す。また、他で開催されるセミナーの内容が適当な事業者もあります。今後は各会議

所のセミナー情報を収集して周知するなどして小規模事業者にとって有益で効果的な

セミナーが開催できるようになります。 

③「展示会」、「産業祭」等の販路開拓事業について 

いつ、どこで、どんな事業が行われるかの情報収集を事業者自身が行うことは困難で

す。各会議所で開催する展示会等の販路開拓事業の情報を収集して周知するなどして

小規模事業者に有益で効果的なイベントが開催できるようになります。 
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Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すこと 

 

（１）研修会・セミナー等への参加について  

＊県内の商工会議所と商工会連合会が共同で開催する「指導員研修」に指導員は全員参

加し、国・岐阜県等の施策や東海地域の経済の状況などの貴重な情報を得る有益な機

会となっている。（継続） 

また、同様に開催される「業務支援員研修」にも積極的に参加しています。（継続） 

 

＊日本商工会議所では職員向けの課題別研修会を開催しています。当所や当地域に合っ

たテーマを選び、当所内の今後の業務分担も考慮して職員を選び、積極的に参加させ

ています。習得した知識を活かせる機会が多い研修になっています。（継続） 

 

＊（独）中小企業基盤整備機構（中部）の地域支援ネットワークコーディネーターによ

る職員向けスキルアップセミナーを開催している。（継続） 

（２５年度２回実施 ２６年度２回実施） 

 

＊当会議所及び他の会議所等で開催されるセミナーについて 

これまで、セミナーへの参加は職員の意志に任せてきましたが、今後は不足している

スキルが身に付くセミナーには、指示、命令により参加させていきます。 

・事業計画作成セミナー  ・創業塾 ・後継者育成セミナー 

・戦略マップ作成セミナー ・管理職向けセミナー  など（新規） 

 

（２）日商関係の支援ツールの活用（新規） 

＊全国統一研修事業（Ｗｅｂ研修）の活用（７科目） 

今まで、殆ど活用していなかったので、今後は時間を作り少しずつでも受講して支援

能力の向上を図っていきます。 

＊日経テレコンの活用 

今まで、殆ど活用していなかったので、今後は小規模事業者の支援に有効な情報を入

手し、支援力向上を図ります。また、４月より日経ＰＯＳデータに基づく「売れ筋ラ

ンキング」などの閲覧なども利用できるようになるので、積極的に活用していきます。

 

（３）経験の浅い職員（２名）について（継続・拡充） 

現状、一人での支援については困難な場合も多いため、速やかに、効率的に支援能力

を向上させるため、ベテラン経営指導員等とチームで小規模事業者を支援することを通

じて、指導・助言、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。 

また、専門家による個別支援に積極的に同席（帯同職員が２名になっても）させて高

度で専門的な支援に多く触れさせて支援能力の向上を図ります。 

 

（４）支援資料の保存、活用について（拡充） 

＊職員や専門家が作成した資料は、共通資料として、誰でも活用できるように保管する。

例「資金繰り表」「借入金一覧表」「借入金元本返済猶予のお願い」（金融機関用）など

＊職員が支援した内容（下記報告書含む）は、以降の支援で活かすため誰でも確認でき

るように保管する。 
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（５）全職員による現支援状況等の「報告会」を毎月開催する。（新規） 

＊内容は、各自が担当している事業所の支援状況と今後の支援について報告し全職員が

状況を共有する。更に他の支援方法などの意見も交換できるようにして、各職員の支

援能力の向上を図り、支援の幅（引き出し）を増やせる機会にしていく。 

＊報告はチャート等を使い分かり易くすることを心掛け、プレゼンテーションの練習も

兼ねて行う。なお、効率的に行うため事前に資料を作成し配布するようにする。 

【毎月の報告会】 

開催日時 翌月の第２月曜日 午後５時～（２時間）  

出 席 者 事務局次長と相談所（補助対象職員６名）の 計７名 

報告と支援相談 

 

１ヶ月の振返り 

Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ 

 

① 経済動向調査、経営状況の分析（随時）状況 

② 需要動向調査 状況  (ＳＷＯＴ分析等) 

③ 経営計画策定・策定後の実施 支援状況 

④ 創業 支援 

⑤ 販路開拓 支援 

 

Ⅲ．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 

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、以下の方法により事業の

成果・評価・見直しなど、次年度の実施に向けて、必要な検証を行う。 

なお、事業の振返りについての検証・修正を専門家（第三者）の視点で、目標や方針

通り事業が行われているか、事業の結果に対する分析、評価を受け、役職員では気付か

ない部分について所見をいただき、次年度へ反映させていきます。専門家を入れること

で、年度を重ねるごとに効率的に精度の高い支援事業計画が作成できると考えています。

また、専門家は、当会議所及び周辺の会議所・商工会での支援実績の豊富な中小企業診

断士を予定していて、より適切な評価や指摘をいただけると考えます。 

毎月の「報告会」 

開催日時 翌月の第２月曜日 午後５時～（２時間）  

出 席 者 事務局次長と相談所（補助対象職員６名）の 計７名 

報告と支援相談 

 

１ヶ月の振返り 

Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ 

 

①経済動向調査、経営状況の分析（随時）状況 ＊業種別担当 

②需要動向調査 状況  (ＳＷＯＴ分析等)     職員の報告等 

③事業計画策定、策定後の実施 支援状況 

④創業 支援 

⑤販路開拓 支援 

                 ↓ 

四半期の「報告会」 

開催日時 ７月･10 月･翌年１月･４月 第２月曜日 午後５時～（３時間） 

出 席 者 毎月報告会に「常務理事」を加えた 計８名 

報告と支援相談 

 

３ヶ月の振返り 

Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ 

① 経済動向調査、経営状況の分析（定期・随時）状況 

② 需要動向調査 状況  (ＳＷＯＴ分析等) 

③ 経営計画策定、策定後の実施 支援状況 

④ 創業 支援 

⑤ 販路開拓 支援 

⑥ 次年度の事業計画（補助金要望）協議 [１月のみ] 
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                 ↓ 

年間の「報告会」 

開催日時 ４月 第４月曜日 午後５時～（３時間）  

出 席 者 四半期報告会に「専務理事」を加えた 計９名 

報告・支援相談 

 

１年間の振返り 

Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ 

① 経済動向調査、経営状況の分析（定期・随時）状況 

② 需要動向調査 状況  (ＳＷＯＴ分析等) 

③ 経営計画策定、策定後の実施 支援状況 

④ 創業 支援 

⑤ 販路開拓 支援 

⑥ 地域活性化事業 

 ↓ 

「報告書」（会議所作成）を作成し、検証を専門家に依頼 

期限 ５月１５日まで 

内容 
上記の年間報告会を踏まえ、成果・評価・見直しを改めて会議所で再検討

した「報告書」を作成し、専門家に検証、修正等を依頼。 

             ↓ 

「報告書」（専門家作成）受取り 

期限 ５月３１日まで 

内容 
上記、会議所が作成した「報告書」について、専門家が、検証、修正、評

価等した「報告書」を受け取る。 

             ↓ 

「評価委員会」開催 

期限 ６月１０日頃 

内容 
＊評価委員会に、上記「報告書」を説明し、成果・評価・見直しの方針を

決定する。 

＊評価委員は、「可児商工会議所小規模事業者経営改善資金審査会」（以下

「審査会」という。）の審査委員が兼務する。審査会では、「国の小規模

事業者を対象とした融資制度」の推薦の可否の決定などを毎月行ってお

り、審査委員は市内の小規模事業者の状況をよく理解された方です。 

             ↓ 

「報告書」公表 

期限 ６月３０日までに実施 

内容 
＊事業に成果、評価及び見直し結果をまとめた「報告書」は地域の小規模

事業者が常に閲覧可能にするため、会議所ホームページで公表する。 

＊会議所事務所内でも、閲覧可能なように整備する。 
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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 

（２７年１月現在）

（１）組織体制 

①実施体制   年齢 在職年数  職 制       ※主席指導員資格  

   ★得意分野、前職  ●資格  ◆事業団専門研修 ⇒ 主なものを記載 

１相談所長  ５３才 ２８年 （一般職）      ※資格を有す    

   ★事業再生支援 

●２級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士(AFP) 簿記２級  

  ◆所得税 法人税 経営計画作成支援 

２指導課課長 ４９才 ２４年 （経営指導員）    ※資格を有す 

   ★創業、経営個別支援 ＩＴ関係支援 

  ●簿記３級 丙種危険物取扱者 

  ◆所得税 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ研修 新商品開発の進め方 

３課員    ４０才 ２２年 （経営指導員） 

  ★税務、金融支援 

  ●簿記・ﾜｰﾌﾟﾛ２級 販売士・情報処理・英検・珠算３級 

４課員    ４０才  ２年 （経営指導員） 

  ★東京の大手のメディア、人材派遣会社を経て多治見公共職業安定所にて勤務。 

  ●産業ｶｳﾝｾﾗｰ資格 ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ能力評価資格（厚生労働省） 

５課員    ３１才  １年 （業務支援員） 

★８年間金融機関に勤務 ＩＴ関係支援 

●簿記２級 商業経済検定２級 証券外務員２種 損害保険募集人資格   

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ利用技術検定２級 

６振興課課長 ４８才 ２６年 （主席経営支援員） 

   ★創業、経営個別支援  

   ●簿記３級 

◆地域活性化の進め方 経営革新の計画と支援 

７振興課係長 ５４才 ３２年 （業務支援員） 

   ★税務、記帳支援 業務全般に精通 

   ●簿記３級 

 ８契約職員  ５４才 １６年 （記帳指導職員）  

   ★税務、記帳支援 

  ●簿記１級 珠算２級 

９契約職員  ５１才 １６年 （記帳職員） 

  ★税務、記帳支援 

  ●簿記３級 情報処理検定２級 介護ﾍﾙﾊﾟｰ３級 

10 契約職員  ４９才 １４年 （記帳担当） 

★税務、記帳支援 

   ●簿記３級 

②職員の状況 １２名 

経営指導員（４名）、業務支援員（２名）、一般職員（１名）、契約職員（５名） 



４６ 

 

③ 職員組織図 
 

 
商工会から商工会議所へ移行した２０年前は、職員数が１５名でした。 
６年前の平成２０年には、職員数１０名で各種事業を行っておりましたが、相談所長、

事務局長のベテラン職員が続けて定年退職を迎えたことと。その定年に備えて事前に採用
した職員２名が相次ぎ退職したこと。同時に中堅職員１名が退職した結果、平成２４年に
は職員数が５名にまで減り支援業務は大変な状況となりました。 

平成２５年と２６年に１名ずつ採用した職員は、前職の経験が活かせる者を選び採用し
ましたが、直ぐには十分な支援業務を行なえないため２名の育成期間中は、他の職員が教
育やフォローで手一杯となり、余裕のない期間が２３年から現在まで続きました。 

今後は、この２名が会議所での業務経験を踏まえ前職等での経験を活かし、飛躍的に支
援業務での活躍が期待できます。また、教育等に時間を費やした中堅、ベテラン職員も支
援業務に専念できる時間を大幅に増やすことが可能になります。加えて余力ができた時間
で更に支援能力を向上させるための研修に参加させ、得た知識を「報告会」などにより全
職員でノウハウを共有できるようにしていきます。 

なお、職員数は未だに以前より少ないですが、契約職員５名がほぼ全員職歴１５年を超
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えるベテランで能力も高く、一般事務の他、記帳指導、税務申告、労働保険事などの支援
業務も担当しており職員の補助以上の働きがあるため、職員の減員を補ってくれています。
 専務理事は岐阜県職員のＯＢですが、可児市役所に出向された時期があり、市役所や市
内事業者とも面識があります。常務理事は、可児市役所のＯＢで経済部長、市民部長を歴
任され、市内の事業者はもとより、各種団体の関係者や有力者との太いパイプが築かれて
います。 
 

 
（２）連絡先 

可児商工会議所 中小企業相談所  

 〒５０９－０２１４ 岐阜県可児市広見１－５ 可児市総合会館３Ｆ（市役所向かい）

 電話：０５７４－６１－００１１ ＦＡＸ：０５７４－６３－１８５６ 

 E-mail:info@cci.kani.gifu.jp  http://www.cci.kani.gifu.jp/ 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

 

                                  （単位 千円） 

 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 ７４，５３０ ７４，５３０ ７４，５３０ ７４，５３０ ７４，５３０

 

中小企業相談所 

 

セミナー開催費 

創業塾 

持続化補助金 

経営計画作成(2) 

経営セミナー(2)

専門家相談事費 

経済動向調査費 

 （専門家費用） 

事業評価事業費 

 （専門家費用） 

 

 

 

 

６７，０００ 

 

６，５３０ 

２，２００ 

  ５００ 

１，２３０ 

２，６００ 

  ７８０ 

１２０ 

 

１００ 

 

６７，０００

 

６，５３０ 

２，２００ 

  ５００ 

１，２３０ 

２，６００ 

  ７８０ 

１２０ 

 

１００ 

 

６７，０００ 

 

６，５３０ 

２，２００ 

  ５００ 

１，２３０ 

２，６００ 

  ７８０ 

１２０ 

 

１００ 

 

６７，０００ 

 

６，５３０ 

２，２００ 

  ５００ 

１，２３０ 

２，６００ 

  ７８０ 

１２０ 

 

１００ 

 

６７，０００

 

６，５３０ 

２，２００ 

  ５００ 

１，２３０ 

２，６００ 

  ７８０ 

１２０ 

 

１００ 

 

（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 

会費、受講料、国庫補助金、県補助金、市補助金、 

 

 

（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 

■事業内容 

 ＊可児市が行う「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業」 

＊会議所が中核となる「創業支援相談総合窓口」となり、創業者を全面的に支援する。

■別表１ Ⅴ．「創業支援事業」 

連携者及びその役割 

■連携者の役割は「連携体制図」に記載しました 

■連携の必要性 

会議所が中核となる「創業支援相談総合窓口」となり、創業者を全面的に支援する。 

 これまでは各機関において、それぞれの対応により創業支援を行っていた。 

 「成功する創業」を実現させる」ためには、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、各機関の強みを生かした適切な支援が必要です。 

■連携の効果 

 ＊各連携機関での事業内容の周知により、創業塾の参加者や創業相談件数が増えます。

 ＊相談者は、下記ステージや内容により連携機関の専門・得意分野による的確な支援 

を受けれるので、「成功する創業」が実現できます。 

２．ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓ
ﾃﾞﾙの構築の
仕方

可児商工会
議所、岐阜
県産業経済
振興センター

１．ターゲット
市場の見つ
け方

可児商工会
議所、岐阜
県産業経済
振興センター

３．売れる商
品・ｻｰﾋﾞｽの
作り方

可児商工会
議所、岐阜
県産業経済
振興センター

５．資金調達

連携金融機
関、可児商
工会議所

４．適正な価
格の設定と
効果的な販
売方法

可児商工会
議所、岐阜
県産業経済
振興センター

６．事業計画書
の作成

可児市、可児
商工会議所、
兼山町商工会

７．許認可手
続き

可児市、可児
商工会議所、
兼山町商工会

８．ｺｱ事業の
事業展開の可
能性や関連事
業への拡大可
能性

可児商工会議
所、岐阜県産
業経済振興セ
ンター

９．創業後の
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

可児商工会議
所、兼山町商
工会、岐阜県
産業経済振興
センター

創業前 創業後

アイデア

ビジネス
モデル

資金調達

事業計画 各種手続き

経営悩み
経営改善

■連携者 
（１）名称 ①可児市役所 

②兼山町商工会 

③公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 

④公益財団法人ソフトピアジャパン 

⑤株式会社十六銀行 

⑥株式会社大垣共立銀行 

⑦東濃信用金庫 

⑧岐阜信用金庫 

⑨岐阜商工信用組合 
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（２）住所 ①可児市１丁目１番地 

②可児市兼山７０１－１ 

③岐阜市薮田南５－１４－５３ 

④大垣市加賀野４－１－７ 

⑤岐阜市神田町８－２６ 

  ⑥大垣市郭町３－９８ 

  ⑦多治見市本町２－５－１ 

  ⑧岐阜市神田町６－１１ 

  ⑨岐阜市今沢町１７ 

（３）代表者の氏名 ①市 長 冨田 茂輝 

②会 長 中江 敏久 

③理事長 丹羽 義典 

 ④理事長 熊坂 賢次 

 ⑤頭 取 村瀬 幸雄  

 ⑥頭 取 土屋  嶢 

 ⑦理事長 市原 好二 

 ⑧理事長 高橋 征利 

 ⑨理事長 中居 和男 

（４）連絡先 ①TEL 0574-62-1111 

  ②TEL 0574-59-2117 

③TEL 058-277-1079 

  ④TEL 0584-77-1166 

⑤TEL 0574-62-1016 

⑥TEL 0574-62-8188 

⑦TEL 0574-62-1331 

⑧TEL 0574-63-3381 

⑨TEL 0574-63-2711 

連携体制図等 

＜全体像＞

・相談窓口の設置

可児市

・創業支援相談総合窓口
・創業塾の実施
・専門家相談

可児商工会議所

・専門家相談

十六銀行
大垣共立銀行
東濃信用金庫
岐阜信用金庫
岐阜商工信用組合

創業希望者、創業者

・創業塾の実施
・専門家相談

（公財）岐阜県産業経済振興センター

・情報提供、専門家派遣

（独）中小機構中部本部

・専門家相談

（公財）ソフトピアジャパン

・相談窓口の設置
・専門家相談

兼山町商工会

連
携
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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 

■事業内容 

 産業フェア in 可児 

■別表１ Ⅶ．「新たな需要の開拓に寄与する事業」 

  地域最大の総合産業展として、地域経済の発展と事業者の販路拡大を図る。 

連携者及びその役割 

■連携者の役割は「連携体制図」に記載しました 

■連携の必要性 

地域最大の総合産業展として、地域経済の発展と事業者の販路拡大を図る。 

 行政はじめ、地元ケーブルテレビ、ＦＭ局、その他各種団体からの意見も伺いながら 

 より効果のある地域の総合産業展とするため。 

■連携の効果 

 ＊開催周知、イベント等外部団体との交渉、依頼などスムーズに運営する事が出来る。

■連携者 
（１）名称 ①可児市役所 

②岐阜県可児工業団地協同組合 

③株式会社ケーブルテレビ可児 

④ＦＭラインウェーブ株式会社 

⑤ＮＰＯ法人里芋塾 

⑥公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 

⑦中央職業能力開発協会 

（２）住所 ①可児市１丁目１番地 

②可児市姫ケ丘２丁目２－８ 

③可児市広見７丁目９０ 

④可児市広見７丁目９０ 

⑤可児市土田４２６７－６ 

  ⑥岐阜市薮田南５－１４－５３ ふれあい福寿会館１０階 

  ⑦東京都千代田区飯田橋３－１０－３東京しごとセンター７F 

（３）代表者の氏名 ①市 長 冨田 成輝 

②理事長 傍島 茂夫 

③代表取締役社長 日下部 幸吉 

 ④代表取締役社長 日下部 幸吉 

 ⑤理事長 鷲見 勝彦 

 ⑥理事長 丹羽 義典 

 ⑦会 長 釜  和明 

（４）連絡先 ①TEL 0574-62-1111 

  ②TEL 0574-62-6251 

③TEL 0574-63-7211 

  ④TEL 0574-50-2080 

⑤TEL 0574-25-2235 

⑥TEL 058-277-1090 

⑦TEL 03-5211-2350 
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連携体制図等 

 

目標：地域産業全体の底上げ

⇒ 販路拡大、技術や自社製品のＰＲ

出展者同士の商談、物販活動、求人活動

可児商工会議所
◆産業フェアin可児実行委員会の運営

◆産業フェアin可児企画・運営

◆出展者の募集・調整

青年部

◆事業協力

異業種交流会

２１世紀クラブ

◆事業運営の主体

女性会

◆事業協力

可児市産業振興課・

経済政策課

◆経済施策の周知

◆産業フェアin可児への協賛

ケーブルテレビ可児

ＦＭらら(ｺﾐｭﾆﾃｨｰＦＭ局)

◆各種広報での事業PR

◆ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ等の作製

(公財)岐阜県産業経済振興センター

中央職業能力開発協会

◆企業支援コーナーでの

相談・支援

NPO法人里芋塾

◆特産の里芋を使った

とん汁等の振る舞い、活動

ＰＲによる地域おこし

岐阜県可児工業団地(協)

◆組合企業出展や共同

開発による成果発表産業フェア実行委員会

 

 

 

 

  

 


