
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 瑞穂市商工会（法人番号 7200005003376） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目 標  当商工会では、「経営課題に対する意識を高め、他社にはない新たな価値づくりで収益改

善」「立地的な優位性等を活用して創業者数を増加」を目標として設定し、中長期的な視点

で瑞穂市内の小規模事業者の課題となっている 3つの重要テーマ①「創業支援」、②「人材

の育成・確保の支援」、③「収益改善への支援」に重点を置きながら、その達成に向けて小

規模事業者の成長発達段階に応じた、きめ細かい伴走支援を行っていきます。 

事業内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１． 地域の経済動向に関すること【指針③】 

公共機関や地方金融機関が実施している景況調査の活用・分析を行う。また、独自調

査として市内小規模事業者へのヒアリング調査を実施する。それらの結果をみずほ経済

動向だよりにまとめ小規模事業者に配布するとともに商工会ＨＰで公表する。 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 小規模事業者の持続的発展を目的に、定量・定性の両面からの経営状況の診断、強み

と機会の発見、経営課題の明確化までを一貫して分析する。 

３． 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 個々の事業者の経営課題を分類、課題解決の優先順位を把握し事業計画策定を支援す

るとともに創業者および事業承継者については、ワンストップ創業・事業承継窓口を設

置し計画策定段階から支援に注力する。 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 策定した事業計画が順調に進むように、2～3 か月に一度程度計画的に巡回訪問し、

進捗状況の確認を行うとともに、事業者の目指す姿を共有した上で、伴走支援を実施す

る。 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

 個社の事業に関する需要動向を調査しレポートを作成して提供する。個社の持続的発

展を情報面からも支援する。 

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】 

事業者に対して①販路拡大のための商品・サービスの改良・修正支援②販路開拓のた

めの情報発信支援③ビジネスマッチング・展示会等による販路拡大機会の獲得支援をす

る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

①賑わいの創出、②特産品のブランド化推進、③人材の育成・確保を通して地域活性 

化への取組みを実施する。 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

全国、地方、県、地域、個別での人的ネットワークを、これまで以上に充実させ、事

業者の課題に対して待たせることなく対応できるように、当商工会を中心に、様々な課

題対応の支援体制を構築する。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

職員の自動能力の全般的な向上のために、ＯＪＴでノウハウや情報の共有化を進め、

Ｏｆｆ－ＪＴでは、個々の強みと弱みを確認して能力向上の機会を増やす。 

Ⅳ．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、事業の成果・評価・見直しの結果は公表し、閲覧と質問に供し、経営発達支

援事業評価委員会にて評価を受け、改善していく。 

連絡先 瑞穂市商工会 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府 1295‐3 

 TEL：058‐327‐6611  FAX：058‐327‐1928  URL http：//www.mizuho-shoko.or.jp/ 
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（別表１） 

 経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

Ⅰ．瑞穂市の特徴と事業者の状況／商工会活動の状況 

（１）位置・地勢 

【自動車と鉄道の交通の便に恵まれた交通の要衝】 

 当商工会のある瑞穂市は、濃尾平野の北西、岐阜市

と大垣市に隣接した田園地帯に位置しています。名古

屋からも近く、交通至便の地域にあります。東に清流

長良川、西に揖斐川の２大河川のほか、市内に犀川な

ど１６本の一級河川が流れる、水に恵まれる自然豊か

な地域であり総面積は 28.19㎢です。 

 地形はおおむね平坦で、古来より豊富な水を活かし

た都市として発展してきました。平成１５年５月に、

水資源と交通に恵まれた町である穂積町と、富有柿な

どの農作物の実り豊かな町である巣南町の二町が合

併し、瑞穂市が誕生しました。 

 

【交通】 

 瑞穂市は、ＪＲ東海道本線の穂積駅があり、快速列

車で岐阜駅まで 5 分、名古屋駅まで 30 分と短時間で

移動ができ、鉄道の利便性が高い特徴があります。ま

た２つの国道（大垣・岐阜・各務原と岐阜県主要都市

を東西に結ぶ国道 21 号と本巣市・安八町を南北に抜

ける国道 157号）があり、県庁所在地の岐阜市へは国

道 21号で約 4㎞と交通の便にも恵まれています。 

 これらを背景に、交通の要衝として製造業や運輸業

の事業所が発達してきました。 

 

【地元の特産品】 

瑞穂市は「富有柿」発祥の地と知られ、甘柿の代表的品種「富有柿」を特産品として推進してきまし

た。その結果、岐阜県内だけでなく、広く東海地域にも「富有柿」の名前が知られているようになって

きています。今後、地域振興のために「富有柿」の更なる認知度アップとともに、新たな地域ブランド

特産品の開発が求められています。 
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（２）瑞穂市の人口推移 

【人口は増加傾向が続いている。生産年齢人口は県内 1位】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出典：総務省「国勢調査」岐阜県「人口動態統計調査」] 

瑞穂市の人口は、2015 年現在 54,364 人で 5 年前から 2,414 人増加しています。交通の利便性の良さ

を背景に人口の増加を続けています。県内からの転入超過が続いており、2030 年頃まで人口が緩やかに

増加すると予想されています。0歳から 14歳の年少人口と 15歳から 64歳の生産年齢人口の割合は岐阜

県内で 1位であり、若年層が増加しています。若年層が増加する理由として、結婚による流入や交通の

利便性の良さから後述のとおり事業所が増加していることを背景に転入者が多い状況が続いています。

また市内に朝日大学があり、卒業後に瑞穂市の事業所に就職し定住している人が一定数いることも理由

の一つです。 

[出典：岐阜県「人口動態統計調査」] 
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（３）事業所数・企業数 

【事業所数は増加。創業比率は全国平均より低い】 

 平成 26年の事業所数は 1,902 事業所、従業者数

は 17,447人となっています。事業所数は平成 24年

の前回調査と比較して 33社増、1.7％増と増加し、

従業者数でも 749人増、4.4％増と微増しています。 

[出典：総務省「平成 26年経済センサス基礎調査] 
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事業所数が増加する一方で瑞穂市の創業の状況

については、全国平均 1.84％を下まわり 1.75％と

なっています。前述のとおり人口及び事業所数が

増加しているにも関わらず、岐阜県平均 1.47％を

上回っているものの 2001年から 2004年の 5％台か

ら創業比率の下落が続いています。瑞穂市の創業

比率は、2000 年頃まで全国平均を上回っていまし

たが、わずか 10 年で 5.13％から 1.75％へと 3.38

ポイント大幅な減少をしてしまいました。創業を

促進する事が今後の大きな課題となっています。 

[出典：まちひとしごと創生本部 REASAS] 

 

 

 

 

 

 

（４）事業所の現状 

【収益性の改善が課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞穂市の企業の経営状況を見てみると、赤字企業が 18.5％であり、全国平均 18.3％、岐阜県平均の

18.1％と比べて赤字企業の割合が高くなっています。瑞穂市の企業の収益性を改善することが課題とな

っています。[出典：総務省「平成 24 年経済センサス」] 
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瑞穂市の企業単位の付加価値額は 62,816百万円で、近隣市の岐阜市や大垣市に比べて低くなっていま

す。瑞穂市の企業単位の労働生産性は岐阜県平均より高いものの、全国平均と比較すると 93.7％と低い

状況です。（出典：平成 24 年経済センサス） 

 利益を獲得するために労働生産性をどのように向上させるか、どのように付加価値額を高めていくか

課題となっています。 

 

 

 

【経営上の課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京オリンピックなどの影響により人材が都市部に流れ、岐阜県の有効求人倍率は全国上位の高さと

なっており、人材確保のハードルが高くなっています。巡回等でヒアリングして得た情報では瑞穂市の

事業所は人材の確保と育成を課題としていますが、当商工会では人材の確保と育成について市内事業者

の新規就職者に研修の場を提供してこなかったため、十分な支援ができていません。[出典：厚生労働省

「職業安定業務統計」] 

 

当市の事業者が、現在どのような状況にあるのか、数値だけではない生の声を聴くため、アンケート

調査を実施しました。 
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現在の経営上の課題・問題 件数 割合（％） 

① 売上の伸び悩み １２２ ３７．１ 

② 利益率の減少 ５０ １５．２ 

③ 資金繰り １５ ４．６ 

④ 後継者 １７ ５．２ 

⑤ 人材、人件費 ３０ ９．１ 

⑥ 仕入れ価格の上昇 ２６ ７．９ 

⑦ 先行き不安 ２８ ８．５ 

⑧ 設備の老朽化 ７ ２．１ 

⑨ 無回答 ３４ １０．３ 

計 ３２９ １００ 

[出典：当商工会「アンケート調査」] 

 

 

 「売上の伸び悩み」が３７．１％と最も多く、次いで「利益率の減少」１５．２％、「人材、人件費」

９．１％となっています。売上を伸ばし、利益率を改善していくための対策を至急講じなければなりま

せん。また、人材確保や育成も併せて支援をしていく必要があります。 

 

 

 

（５）商工会活動の状況 

【利用内容は、税務・経理が中心】 

当商工会の利用内容は下表のとおり、税務支援と金融支援が多く、創業支援・専門家紹介・事業計画

書作成・販路開拓の支援については注力し始めているものの、依然として低い利用率となっています。 

また、当商工会では創業予定者に対しては課題解決的に個別対応しているが、創業セミナー等を開催

しておらず、組織だって積極的に創業予定者へのアプローチができていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出典：平成 28年度当商工会実績より] 

 

当商工会の利用内容 

項  目 支援割合 ％ 

税務支援 41.9    

金融支援 28.1    

経営改善支援 22.3    

起業・創業支援 0.8    

コーディネート業務 3.6    

事業計画書作成 2.2    

販路開拓・マーケティング 1.1    
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【商工会の小規模事業者支援状況】 

 これまでは経営改善普及事業を中心に個社支援を行ってきましたが、最近では、企業診断事業、各種

補助金の申請支援、販路開拓のための展示会への出展支援などを行い、小規模事業者の売上拡大・利益

向上・生産性向上などに資する事業にも取り組み始めています。しかし、地域の課題に対して、小規模

事業者の支援機関として下表の通り十分にその役割を果たしていません。 

地域の課題 地域の課題に対する商工会の小規模事業者支援状況 

創業比率が低い これまで創業予定者に対しては個別対応しているが、創業セミナー等を開

催しておらず、積極的に創業予定者へのアプローチができていません。 

当商工会は、創業予定者に創業セミナーなどを広く広報し、創業予定者の

掘り起こしから創業の実現性を高める伴走型の創業支援をする必要性があり

ます。 

人材の確保と育成  人材の確保と育成については、市内事業者の新規就職者に研修の場を提供

しておらず、十分な支援ができていません。 

赤字企業が多い  経営計画書策定や商品開発の前段階で、需要動向調査による個別商品・サ

ービスの需要動向や経済動向調査による今後の見通しなどの情報の収集・分

析・活用ができていません。 

 商工会は売上拡大、利益向上に資する支援が不十分であります。実現性・

収益性の高い経営計画作成、新商品開発、販路開拓に向けて小規模事業者に

寄り添った支援に取り組み小規模事業者の持続的発展を図る必要がありま

す。 
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（６）現状と課題～まとめ～ 

 ・現状 

 瑞穂市は製造業と卸売・小売業中心の地域で、 

強み 
立地的に名古屋経済圏へのアクセスが便利。 

朝日大学があり、産学官連携事業に取組みやすい。 

弱み 
既存事業者では、赤字企業の割合が多い。 

創業率が年々低下し全国平均を下回っている。 

機会 県内他の市町村と異なり若年層の人口が増加している。 

脅威 周囲の岐阜市や大垣市には付加価値額が高い企業が多い。 

 といった特徴を持っています。 

 

 ・課題 

 瑞穂市の現状を踏まえると、 

 （１）収益性の改善による、既存事業者における黒字企業割合の増加 

 （２）人口増加と立地的な優位性等を活かした創業の増加 

 が課題であると考えます。その結果として、産業を振興して地域経済の活性化を図ります。 

 

 

Ⅱ．瑞穂市（市政）の今後の方向性  

瑞穂市の創業支援事業について 

 瑞穂市総合計画の中で「誰もが未来を描けるまち 瑞穂」を将来像としています。 

瑞穂市では、様々な都市活動や日常生活を支える機能が集積する「拠点」、地域間の人々の移動や交流・

連携を支える「軸」、都市的利用及び自然的利用の区分や面的な広がりを表す「ゾーン」により将来像を

描いていきます。具体的には、商業の機能が集積している場所を活かした「拠点」の形成、交通利便性

を活かした商・工業機能が集積する「産業集積軸」の形成、周辺環境と調和しつつ地域経済を牽引する

「工業ゾーン」の形成をする事としています。 

 創業と企業誘致、民間企業との提携を施策とし、特に大幅な減少をしている創業に力を入れていきま

す。来客が減少し賑わいが無くなっているＪＲ穂積駅周辺や旧来からの商業地域を中心として活性化を

図り、併せて雇用の安定とやりがいや充実感を感じながら働くことが出来る企業を増やし活気あふれる

元気なまちづくりに繋げていくと掲げています。 

 瑞穂市は 28 年度において、産業競争力法第 113 条第 1 項の規定に基づいた創業支援事業計画の認定

を受けました。同市役所では創業支援相談窓口を設置することで、年間 12件の創業を目標としています

が、平成 28年度における瑞穂市（役所）への創業相談は 3件と非常に少ない状況であり、市役所だけで

は計画の遂行が困難な状況です。 

瑞穂市の同計画は、当商工会の実施する創業支援事業を中心とした計画となっており、当商工会は創

業支援相談の総合窓口と位置づけられています。 

瑞穂市の同計画での当商工会の役割は、ビジネスモデルの構築・商品サービス作り・事業者連携のマ

ッチング・販路開拓・資金調達や補助金申請・事業計画書の策定・許認可・創業後のフォローなどの支

援を各機関や専門家と協力して実施することです。具体的な実施方法は、広報誌やＨＰなどでのＰＲ、

セミナーの実施、巡回などによる進捗フォロー、連携機関や専門家の紹介など多岐にわたります。 

今後は継続的に創業支援を商工会が中心となり進めることで、商工会は行政施策の一翼になり、行政

の方向性と同じくします。 
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<特徴> 

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、関係機関の強みを生かした適

切な創業支援の提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<支援体制> 
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Ⅲ．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

【中長期的な振興のあり方】 

 

 事業者の現状を鑑み、瑞穂市の小規模事業者の今後１０年を視野に入れた持続的発展を目指す

ために、長期的な視点で、交通の利便性の良さ、人口の増加などの地域の強みを活かしながら、特

に収益の拡大などの経営課題に対しての意識を高めていくことが必要です。 

 このような観点から、瑞穂市の小規模事業者の「中長期的な振興のあり方」として、以下のよう

に設定します。 

 

 

中長期的な振興のあり方 

瑞穂市の強みを自社の経営に最大限活用している小規模事業者が増加し、自ら特徴のある新

たな価値を生み出し、結果として地域に 1社でも多くの黒字企業が存在する。 

  

【向こう 10年間の支援目標】 

この「中長期的な振興のあり方」の実現に向けて当商工会は、以下の目標を設定します。 

 

向こう 10年間の支援目標 

今後 10年を見据えて、新たな価値を高めることを目的に持続的な経営を支援し、 

10年後には赤字企業比率を岐阜県平均未満にする。 

 

 この支援目標の下で、当商工会は、今後の対象市場の状況や事業環境を適切に分析した上で、

個々の事業者の強み・弱みを踏まえ、小規模事業者の経営を全面的にサポートしていきます。 

 

【5年後の地域経済・小規模事業者の将来像】 

5年後の小規模事業者の将来像 

収益構造を改善することで、個々の企業が経営基盤を再構築している。 

 

【当計画の目標と取組方針】 

 当商工会では、瑞穂市内の小規模事業者の 10 年の中長期的な持続的発展を前提にして、5 年後

の小規模事業者の将来像を達成する為に経営発達支援の目標と方針を下記のように設定します。 

 

（目標） 

① 経営課題に対する意識を高め、他社にはない新たな価値づくりで収益改善 

② 交通の利便性や人口の増加を機会ととらえた創業者数の増加 

 

（取組方針） 

① それぞれの事業者が収益性の低い状態では持続的な経営発展にも限界があります。 

 当商工会は、地域の強みと個々の事業者の強みを活かした、他社にはない新たな価値づくりを支

援し、その結果として収益性の改善を進めていきます。その結果として、持続的な発展へと結びつ

けられる経営基盤を構築のために支援を実施していきます。 

 

② 現状では、瑞穂市内での創業率は低いものの、交通の利便性の良さと人口の増加する当地域 

は、創業者にとって魅力ある地域といえます。 

 当商工会も、この魅力ある地域特性を機会ととらえ、積極的に創業を支援していきます。加えて、

産業競争力強化法に基づいた創業支援事業計画の中での中心的な役割として、当商工会は創業支
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援相談の総合窓口としての責務を果たしていきます。 

 

 これらの目標と方針を中心に、瑞穂市内の個々の小規模事業者に対して、個社の現状と今後につ

いて、分析から計画策定、計画実施の各フェーズでの適切な支援を実施していくことで、「中長期

的な振興のあり方」に記載した「瑞穂市の強みを自社の経営に最大限活用している小規模事業者が

増加し、自ら特徴のある新たな価値を生み出し、結果として地域に 1 社でも多くの黒字企業が存

在する。」を目指していきます。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 「基本指針」第二３．経営発達支援事業の内容（４つの指針）に従い、本経営発達支援計画の内

容を次の４つの指針として定めます。 

【指針①】経営状況の分析に関すること 

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

【指針③】地域経済動向調査に関すること・需要動向調査に関すること 

【指針④】新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

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】 

（１）現状と課題 

経済動向については、全国商工会連合会や岐阜県商工会連合会が実施する小規模事業者関係の

景況調査など数多くあります。これまで景況調査をはじめ各種動向等の情報提供を行ってきまし

たが、公表された情報を加工、編集せずそのまま提供を行っていたためわかりにくく小規模事業者

が有効利用するまでに至っていませんでした。また、職員も商工会が事業者支援を行うにあたって

地域を把握する有益な情報として活用していませんでした。 

今後は、複数の他機関が調査集計した経済動向調査（２次データ）から情報を集約し、当商工会

独自が行う調査（１次データ）の結果と比較検証することで地域の経済動向を正確に把握し、的確

な指導を行うための基礎資料とし、当商工会地域の小規模事業者に合わせた情報を提供していく

ことで小規模事業者の経営計画策定に繋げます。 

 

（２）目標 

業界、地域の経済動向を把握し個社に合わせた情報を掴むことで小規模事業者に対して的確な

支援を行うための資料として活用します。また、小規模事業者にとって有益な情報提供を行うこと

で、小規模事業者の抱える課題抽出を行うことで経営計画の策定に役立てます。 

 

（３）調査分析の具体的手法 

全国、岐阜県、瑞穂市の発表するマクロレベルで収集した経済動向や経営動向に関する情報（２

次データ）を総合的に収集、整理します。収集する情報は、以下のものとし、全国、県、市レベル

での情報を集約します。これに加え、年１回地域内の事業所経営動向・景況動向などに関する「瑞

穂市商工会地区経営状況把握調査」（独自調査）を実施することで１次データを収集し、当商工会

地域の景況情報を２次データと合わせることで比較検証した結果を把握します。 

 

 

（４）事業内容・情報収集項目 

① ２次データを活用した地域の経済動向情報【拡充】 

 下記の調査資料等を活用し、当商工会の産業構成を踏まえ関連する業界・業態の景況情報等を収

集します。 
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＜経済動向等の情報源とその活用＞ 

情報源 情報収集項目 活用方法 頻度 

「小規模企業白書」（中

小企業庁） 

全国の小規模事業者

が抱える経営課題など

の項目 

当商工会地域小規模

事業者の経営課題等

と比較 (「独自調査」 )

し、当商工会地域の傾

向を分析 

年 1 回(白書公開後) 

「中小企業景況調査」

（全国商工会連合会・

岐阜県商工会連合会） 

業種別景況 DI 値（売

上、仕入、資金繰り、

全体の景況感等） 

全国や岐阜県と、当商

工会地域の DI 値と比

較(「独自調査」)し、当

商工会地域の傾向を

分析 

年 1 回(「独自調査」集計

後) 

「経済センサス・商業統

計」（総務省統計局） 

事業所数・販売額・従

業員数等 

岐阜県の同項目と比

較し当商工会地域の

傾向を分析 

調査結果に合わせて(約

2 年に 1 回) 

「ぎふ経済レポート」

（岐阜県商工労働部：

毎月） 

「景況調査」(岐阜県産

業経済振興センター：

四半期) 

「景気動向調査」(岐阜

県中小企業団体中央

会) 

「企業動向調査」(十六

総合研究所：四半期) 

「共立地域景況インデ

ックス」（共立総合研究

所：四半期） 

DI 値(景況調査と同じ)

等 

岐阜県全体の結果との

比較により当商工会地

域の傾向を分析 

四半期(瑞穂市のデータ

は年 1 回の「独自調査」

の結果との比較) 

 

② １次データを活用した地域の経済動向情報（瑞穂市商工会地域経営状況把握調査） 

【新規】 

情報源 情報内容 

職員による地域の小規模事業者

を対象としたヒアリング調査 

（新規事業） 

＜調査項目＞ 

全国商工会連合会・岐阜県商工会連合会が発行する中小企業

景況調査の景況動向と比較検証できるよう次の 2 点を調査す

る。 

①業種別景況 

収集項目：売上、仕入、資金繰り、利益状況、雇用状況、設

備投資、全体の景況感 

②経営上の問題点 

＜調査頻度＞ 

１回／年度 

＜目標・収集方法＞ 

目標回収数 80サンプル 

中小企業景況調査に合わせ、４業種（製造業、建設業、小売

業、サービス業）で調査を実施。巡回時にヒアリングにて調

査を実施。 
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（５）成果の活用方法 

上記で記載した方法によって収集した情報を整理・分析することで、地域の経済動向を把握した

うえで小規模事業者支援に活用します。また、収集した情報は、当商工会地区に合わせた経済動向

調査表を四半期に１回、レポート（みずほ経済動向だより）にまとめ情報提供を行うことで小規模

事業者自身に経済動向を把握していただき個社ごとの経営に活用していただきます。そのうち 1回

は瑞穂市商工会地域経営状況把握調査の結果を踏まえ他の情報と比較検証した情報をまとめた総

合レポートを作成し、以下の方法で収集した情報を小規模事業者に提供し、マクロ・ミクロの両面

の情報として経営課題の抽出や経営計画作成時等に活用します。 

 

① 適切な指導を行うための基礎資料としての活用 

  小規模事業者支援を行う上で、業界動向や景況動向の把握は欠かせません。マクロ情報だけで

なく、当商工会地域のミクロ情報を把握し業種別に比較検証することで当商工会地域に合わせ

た情報として支援に活用します。 

 

② 個社支援時の事業計画立案への活用 

個社支援時には、収集した情報の中から対象となる個社に合わせた情報を抽出し、経営分析、

事業計画策定時におけるデータとして活用していきます。全国、県、市、商工会地区と比較する

ことで地域特性などを確認できるため、より有効的な情報として活用できます。 

 

③ 結果の公表・提供 

レポート化した調査結果や情報は職員の巡回を通して地域内の小規模事業者に提供する他、

商工ニュース配布時に同封し郵送にて配布します。更に、レポートの作成毎に瑞穂市商工会ホー

ムページにより公開・情報発信を行うことで、管内小規模事業者が最新の情報を閲覧、取得でき

る体制を整備します。 

 

④ 巡回等を通じた情報提供 

 職員の企業巡回時等に、作成したレポートを個々に配布し説明を行い、経済動向を考慮した経

営を促すことで自社の経営分析に繋げます。 

 

（６）定量目標 

 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

瑞穂市商工会地区経営状

況把握調査の実施（独自調

査） 

0 1 1 1 1 1 

レポート発行回数及び HP

での公開・情報発信回数 
0 4 4 4 4 4 

（総合レポート発行回数） 0 1 1 1 1 1 

巡回等による対面での情

報提供事業者数 
0 160 170 180 190 200 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

これまでは、小規模事業者からの依頼に基づいて記帳代行や所得税等の確定申告指導、事業を展

開する上で必要な運転・設備資金用の融資斡旋を行う際に経営分析を行ってきましたが、そこまで

の支援で終わってしまう事がほとんどです。また、一部の事業者では、小規模事業者持続化補助金

などの申請において、自社の状況分析をする程度にとどまっていました。 
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特に、年々厳しくなっている経営状況を打破するために、経営課題への意識を高めるとともに、

各事業者について今後の経営計画を策定し、持続的な経営が進むように、一歩踏み込んで経営状況

の分析を行う必要が出てきています。 

 

（目標） 

小規模事業者に対して、経営課題への意識付けの段階から、定量・定性の両面からの経営状況の

診断、強みと機会の発見、経営課題の明確化までを一貫して分析する。 

 

（事業内容・情報収集項目・分析手法） 

① 分析 

STEP 1: 定量的分析～財務情報を収集・分析し、タブレット等を活用した経営状況の診断 

【新規】 

記帳指導(特に記帳機械化)をしている事業者については、商工会で 

比較可能な業種別データとの比較により簡易的な財務分析をし、診断 

結果をフィードバックします。 

また、経営指導員が記帳指導している事業者以外(非会員含む)に巡回 

訪問する際には、タブレット等の携帯端末を持参し、「ローカルベンチ 

マーク」(経済産業省)、「経営自己診断システム」(中小企業基盤整備 

機構)等を活用し、簡易に経営状況を分析できるよう対応します。 

財務分析には、売上・原価・利益の増減原因、同業他社との比較、 

商品別や得意先別売上高および売上総利益額を分析項目とします。 

その分析項目のギャップから、財務上の強み・弱みを確認していきま

す。 

 

STEP 2: 定性的分析～事業者の強みと市場の機会を発見 【拡充】 

巡回指導、窓口指導、セミナー等を通じて、定量的な分析に加えて、定性的な経営分析を行います。 

 

項目 具体的な情報内容 

市場環境 社会動向、政治動向、市場動向、技術動向など 

競合状況 競合動向(顕在/潜在)、仕入先動向、販売先動向など 

知的資産 
人的資産、組織・体制、経営方針、顧客ネットワーク、ブラン

ド、ノウハウ、技術・技能、特許などの知的財産など 

設備状況 
設備、遊休設備、不動産、工程/生産管理、ネットワーク、サー

バーなど 

 

経営分析の手法としては、外部環境からの「機会」と「脅威」、内部環境からの「強み」と「弱

み」を分析する SWOT分析を行い、そこから、クロス SWOT 分析により、経営課題の方向性を探って

いきます。 

経営状況分析は、定量的分析、定性的分析の両面から行うことが必要であるため、経営分析を行

う全ての事業者に対して STEP 1: 定量的分析及び STEP 2: 定性的分析を共に行い、個社ごとの経

営状況の把握、課題の抽出を行うことで今後の支援へとつなげていきます。 

 

② 経営課題の明確化 【拡充】 

上記の分析を踏まえ、その結果として、自社の強みと市場の機会から事業者の進むべき方向性を 

定めます。また、特に財務分析からは経営改善の具体策を抽出します。 

必要であれば、専門家派遣制度を活用することにより、各支援機関(岐阜県商工会連合会岐阜西

濃ブロック広域支援室、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点、金融機関、税理士、

中小企業診断士、弁護士等)等と連携し、各専門性の視点から、小規模事業者の抱える経営上の課

題を明確にしていきます。 

分析

STEP 1:定量的分析
財務情報から

+
STEP 2:定性的分析
財務以外の情報から

経営課題の
明確化

経営計画策定への
意識付け
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これらの成果から、事業計画策定の重要性を理解していただくとともに、事業計画策定のセミナ

ーなど、計画策定の段階へと促します。 

（成果の活用） 

③ 個社の分析報告・フィードバック～分析結果のわかりやすい説明 

経営分析の結果については、個別に分析結果を訪問して説明することになるが、特に財務分析の 

結果等については、専門用語ではなく、事業者が理解できる表現にて説明をおこなうことで理解度

を高めます。 

その結果として、どんな点に、経営としては目を向けるべきなのか、について実感していただく

とともに、他社との比較の重要性や、自社の経営上の基準や目標の設定の大切さを併せて理解して

もらいます。 

 

④ 経営計画策定への誘導 

小規模事業者自身に、現状分析や今後の経営課題、経営改善すべき部分が明確に見えてきたとこ

ろで、次のステップである経営計画策定の重要性を説明し、取り組みを促します。 

 

（定量目標） 

 

項目 単位 実績 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析の 

実施事業者数 
社 7 30 33 36 39 42 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(１) 既存事業者への策定支援 

（現状と課題） 

事業計画については、特に最近では、小規模事業者持続化補助金の申請にあわせて、経営計画策

定セミナーと個別相談会を開催しています。 

ただし、セミナーと個別相談会を開催しても、実際に事業計画まで策定する事業者の数も少ない

上に、実施においての伴走支援も補助金の実施段階等にとどまっているのが現実です。 

今後は、持続的な事業者の発展とともに、事業承継などにも活用できることを意識して、まずは、

瑞穂市内の事業者全体に対して、経営状況の分析を踏まえて、事業計画(経営計画)の策定の意識づ

けと策定支援が必要になっています。 

 

（目標） 

経営状況の分析から、一歩進めて、事業計画(事業承継計画も含む)の策定への動機付けをすると

ころから、具体的な事業計画策定・ブラッシュアップまでを一貫して支援します。 

 

（計画策定支援の考え方、対象） 

巡回指導や窓口相談などへの参加を通じて、事業計画書策定の必要性や有益性を理解して頂き、

小規模事業者の現状の経営状況とこれからの企業としてのあるべき姿について検討するとともに、

あるべき姿の実現に向け、経営理念、経営ビジョンを整理したうえで、顧客のニーズと市場の動向、

自社や自社が提供する商品・サービス・製品の強み、経営方針・目標と今後のプランを取りまとめ

た事業計画の策定を支援します。 
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（支援の具体的手法） 

① 巡回指導・計画策定セミナー+個別相談会による計画策定の動機付け 【拡充】 

巡回指導や窓口相談の際に、事業者に対して、事

業計画策定の意識づけをし、事業計画策定のセミナ

ー+個別相談会への参加や専門家派遣を通じて、事

業計画書策定の「必要性」や「有益性」を理解して

頂き、検討すべき事項を明確化してもらいます。同

時に、個別相談により、事業者の計画策定への動機

付けをします。 

事業計画書策定において検討すべき事項として、

「事業への想い」「市場の機会/脅威」「自社の強み/

弱み」「目標」「達成手段」「実施上の課題」などにつ

いての理解も深めてもらいます。 

 

② 経営指導員によるブラッシュアップ 【拡充】 

事業計画策定に必要な検討事項に基づいて、事業

計画書のストーリーを、事業者の考えを聞き出しながら、経営指導員が伴走して計画策定を支援し

ます。その上で、事業の遂行に支障となる実施上の課題について、課題の解決方法をアドバイスし、

具体策を提案します。 

また、持続的な発展のためには、確実な利益確保も必要になります。そのために、現在の利益の

獲得状況をベースにして、次の活動へつながる利益確保についても計画策定の内容として支援し

ていきます。参考指標として、「ローカルベンチマーク」(経済産業省)、「業種別経営指標」(中小

企業実態基本調査報告書)、「小企業の経営指標調査」(日本政策金融公庫)などを参考にして、適正

な利益水準のレベルをアドバイスしていきます。 

 

③ 専門家によるブラッシュアップ 【新規】 

経営指導員が、自身では習得していない専門的なノウハウなどが必要であれば、専門家と共に、

事業者の意思と実現可能性を考慮して、最終的な目的、目標、達成手段を確認し、事業計画をブラ

ッシュアップ支援します。 

各支援機関(岐阜県商工会連合会岐阜西濃ブロック広域支援室、岐阜県産業経済振興センター、

岐阜県よろず支援拠点、金融機関、税理士、中小企業診断士、弁護士等)等と連携し、各専門性の

視点から、小規模事業者の抱える経営上の課題を明確にし、具体的な施策を計画として定着させ、

実行へと向かわせます。 

なお、策定支援の回数は、②経営指導員によるブラッシュアップ、③専門家によるブラッシュア

ップを合算して、1事業者あたり 5回を想定します。 

 

（定量目標・支援数） 

 

項目 単位 実績 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定セ

ミナー/窓口相

談参加事業者数 

社 10 20 23 26 29 32 

事業計画策定支

援回数 
回 50 100 115 130 145 160 

事業計画策定事

業者数 
社 10 20 23 26 29 32 

 

 

 

経営分析
巡回計画・窓口指導

事業計画策定
セミナー・相談会

経営指導員による
計画策定支援

専門家による
計画策定支援

伴走支援の実施

事業計画策定の
意識付け

事業計画の必要
性・有益性の理解

アップ

事業計画の策定

事業計画の
ブラッシュアップ

事業計画の実施へ
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(２) 創業予定者(事業承継含む)への策定支援 

（現状と課題） 

岐阜県内では、各商工会や金融機関等が、独自の創業支援施策を実施していますが、具体的なレ

ベルまで、創業希望者がそれぞれのニーズに応じた支援を受けることが難しい状況となっていま

す。 

そのような中で、瑞穂市では、当商工

会を中心に、創業支援の体制が構築され

ています(右図)。 

この体制を活用し、創業支援が最大の

効果を上げるようにすることが求めら

れています。 

特に、創業に向けては、事業計画策定

の段階での支援が重要になることから、

この点への支援について手厚く支援す

ることが求められています。 

 

（目標） 

瑞穂市、金融機関、大学（朝日大学・朝日大学マーケティング研究所）、地域内認定支援機関等

による創業(事業承継含む)支援体制を構築し、当商工会がその中心として創業支援とともに、事業

計画策定を一貫して支援します。 

 

（事業内容） 

瑞穂市、金融機関、大学（朝日大学・朝日大学マーケテ

ィング研究所）、地域内認定支援機関等と連携する形で、

当商工会に創業セミナーの開催及びワンストップ創業支

援窓口を設置し、必要に応じて関係機関や専門家を紹介

するなど、地域資源の発掘や新製品・サービスへのニーズ

の掘り起こしから、事業計画の策定に至る領域について、

伴走型支援を実施します。また、事業主の高齢化や事業後

継者がいない等の理由から、今後の経営継続の見込めな

い事業者についても、事業承継計画の策定なども含めた

様々なパターンでの計画策定の支援を行います。 

 

① ワンストップ創業・事業承継支援窓口の設置  

【新規】 

瑞穂市・市内各支援機関および岐阜県商工会連合会岐阜 

西濃ブロック広域支援室と連携した創業(事業承継含む)の支援体制を構築します。 

同時に、岐阜県産業経済振興センターの他、金融機関、岐阜県信用保証協会、岐阜県事業引継ぎ

支援センター等の支援機関に対して当商工会が行っている事業について PRすることで、商工会以

外の支援協力体制を構築します。 

そのための具体的な相談窓口として、当商工会に、創業支援相談窓口および事業承継支援相談窓

口を設置し、経営指導員が様々な相談に対応します。 

 

② 創業塾の実施・個別相談の開催 【新規】 

瑞穂市の特定創業者支援事業を瑞穂市商工会にて事業受託することで、市内金融機関・大学（朝 

日大学・朝日大学マーケティング研究所）が連携し、「みずほ創業塾」を開催します。創業(事業承

継含む)に向けた心構え、必要な知識、手法を取得するとともに、事業計画を具体的に策定します。

さらに、個別相談により、その事業計画等内容をより深めていきます。 

 

伴走支援の実施 

ワンストップ創業支援 
窓口の開設・相談対応 

（瑞穂市商工会） 

創業塾の開催 
（瑞穂市商工会） 

経営指導員による計画 
ブラッシュアップ支援 
（瑞穂市商工会） 

創業/事業承継に 
向けた知識装備 
事業計画策定 

（必要な場合） 
専門家による計画 

ブラッシュアップ支援 
（瑞穂市商工会） 

創業/事業承継計画の 
ブラッシュアップ 

(必要な場合) 

創業/事業承継計画の 
ブラッシュアップ 

事業計画策定の 
必要性理解 

計画の実施へ 
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③ 経営指導員によるブラッシュアップ 【拡充】 

創業計画/事業承継計画策定に必要な検討事項に基づいて、計画書のストーリーを、事業者の考

えを聞き出しながら、経営指導員が伴走して計画策定を支援し、必要に応じて岐阜県商工会連合会

岐阜西濃ブロック広域支援室の協力を受け、事業の遂行上で支障となる課題について、解決方法を

支援します。 

 

④ 専門家によるブラッシュアップ 【新規】 

支援依頼を受けた経営指導員は、必要であれば、専門家と共に、事業者の意思と実現可能性を考

慮して、最終的な目的、目標、達成手段を確認し、創業計画/事業承継計画をブラッシュアップ支

援します。 

さらに、事業者の意向により、創業補助金の申請などについても、認定に至るまで手厚く支援し

ます。さらには、事業計画に基づく専門家派遣などの支援策の活用についてもアドバイスします。 

なお、策定支援の回数は、創業塾においても創業計画の作成が指導されることから、③経営指導

員によるブラッシュアップ、④専門家によるブラッシュアップを合算して、1事業者あたり 5回を

想定します。 

 

（定量目標・支援数） 

 

項目 単位 実績 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業塾開催数 回 1 1 1 1 1 1 

計画策定支援 

回数 
回 10 10 15 15 20 20 

創業計画策定 

件数 
件 2 2 3 3 4 4 

 

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） 

事業計画(既存事業者だけでなく、創業・事業承継計画も含む)の実施については、前述の通り、

策定自体の数も少なく、また、策定後の伴走支援についても、補助金等の実施段階等にとどまって

いるのが現実です。 

今後は、持続的な事業者の発展のために事業計画策定後の伴走支援の充実が必要になっていま

す。 

 

（目標） 

事業計画策定後、その計画が確実に実施されるよう、策定後の伴走支援を一貫して実施します。 

 

（事業内容） 

策定した事業計画が遂行できるよう経営指導員が伴走型支援を行います。計画と実態に差異が

生じた場合には事業者と原因を究明するとともに、経営指導員が適切な支援を行います。必要に応

じて他の支援機関と連携しサポートします。 

 

① 経営指導員によるフォローアップ 【拡充】 

経営指導員は、計画書策定が完了したら、既存事業者に対しては 3か月に 1度、創業事業者に対

しては 2か月に 1度、巡回指導及び窓口相談により、進捗状況を把握して、カルテに記録します。  

進捗が芳しくない場合は、新たな課題が生じていると考えられるため、速やかに対応し、課題を

把握するとともに、その解消に向けた指導・助言を行います。その際には、表面上の問題だけにと

らわれるのではなく、「なぜなぜ分析」(問題を引き起こした要因を提示し、さらにその要因を引き

起こした要因を導き出すことをくり返すことで、重要な問題にたどり着く分析手法)で原因を追求
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することで、効果的な解決策を導き出します。 

それでも、経営指導員で問題の要因追求が困難な課題である場合、速やかに専門家派遣を実施

し、課題解決を行います。 

 

② 専門家派遣によるフォローアップ 【拡充】 

支援依頼を受けた経営指導員は、相談カルテ、策定された事業計画書に基づいて、対象となる小

規模事業者の意向により、専門家とともに、事業計画の実施上での課題解決だけでなく、経営革新

計画や経営向上計画についての国、県の法承認、認定などについても手厚く支援します。 

 

③ 資金面での支援・フォローアップ 【拡充】 

立案・実施している事業計画を元に、必要な資金の調達においては、日本政策金融公庫や地域金

融機関と連携して、小規模事業者が持続的に事業を発展させていくために低利な資金を斡旋する

と同時に、調達後のフォローも随時実施します。(小規模事業者経営改善資金融資制度[マル経融

資]、小規模事業者経営発達支援融資事業などを活用します) 

 

（定量目標） 

 

項目 単位 実績 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

既存事業者の事業

計画策定後 

フォローアップ支

援回数 

回 40 80 92 104 116 128 

創業・事業承継 

計画策定後 

フォローアップ支

援回数 

回 12 12 18 18 24 24 

フォローアップ支

援回数合計 
回 52 92 110 122 140 152 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題  

小規模事業者の多くはプロダクトアウトの考え方が主流であったが、顧客の顕在化したニーズ

に合わせた商品サービスを提供するマーケットインの考え方が重視されてきています。これに対

応できるように、商工会として新商品開発セミナーの参加を促すことや、専門家派遣制度を活用す

る中で一部の事業者に対してマーケットインの考え方を指導してきました。しかし、考え方の説明

のみに留まり、行動に移すための具体的な方法を支援していませんでした。 

小規模事業者は独自で情報を収集し、分析することは難しいと思われます。今後は、考え方を

示すだけでなく、個社に対応した具体的な需要動向調査実行までの方法を示した上で顧客が持つ

ニーズの収集、分析までを支援していきます。その後、商品開発から販路拡大までを総合的に支

援します。 

 

（２）目的 

小規模事業者が、持続的に発展していくためには買い手のニーズに合わせた商品・サービスを提

供していくことが重要であります。そこで、事業計画を策定した全事業所を対象に個社の商品・サ

ービスレベルで需要動向を把握し、買い手のニーズに合った商品・サービスの開発、販路開拓等に

関する個社支援を行います。 
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（３）調査分析の具体的手法 

個々の事業者の商品・サービスに関する市場情報を、経営指導員が主体的に収集し、提供します。

独自に収集した 1 次データから買い手からのニーズを的確に把握し、これに加え一般に公表され

ている他機関が調査した２次データを収集し、１次データと合わせて総合的に分析することで市

場全体でのニーズに適合しているか、優位性が持てるか判断を行う材料とします。 

 

＜需要動向調査に関する俯瞰図＞ 

 
 

 （４）情報収集項目 

① 1次データの収集方法とその活用【新規】 

 需要動向調査の第一段階として、個社に合わせた独自調査を実施し、顧客の持つ顕在化したニー

ズと潜在化したニーズを収集します。調査方法は、ヒアリング調査又はアンケート調査とします。

調査対象は、業種業態、経営計画策定時に想定した顧客ターゲットとなる対象に応じて、ア）取引

先調査、イ）消費者調査の 2種類を想定しており以下で示す方法で行うこととします。 

 

 ア）取引先調査（製造業・建設業を想定） 

 取引先調査は、取引先からのニーズを収集するため、ヒアリング調査にて実施します。本調査は、

既存取引先だけでなく、新規取引先に対するニーズ調査も含み、取引先から個社の製品に対する要

望やニーズを直接収集することを目的とします。 

 

ⅰ）対象業種及び調査項目 

 

対象業種 調査方法 調査項目 

製造業 

建設業 

バイヤー（個人を含む買い

手）へのヒアリング 

性能、品質、価格、デザイン、改善希望、技術、製

品に対するニーズ等 

 

尚、対象業種は例示であり調査項目は個々の業種業態、取引先との関係性を考慮し決定します。    

 

取引先調査は、個社の業種、製品に合わせて調査対象、調査項目を設定することになるが、ここ

では想定されそうな業種について具体的に例示します。 
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ⅱ）取引先調査の想定される具体例 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 

部品 

製造業 
金属加工 

部品メーカーの担当

者 

メッセなごや等の製造業向け商

談会や見本市でブース出展す

ることで製品に対する機能性評

価、技術評価、改善要望をヒアリ

ング 

製品評価、改善要望、業界

でのニーズ等 

食品 

製造業 

百貨店・スーパ

ー向け焼菓子 
スーパーのバイヤー 

商工会地区内にあるスーパーに

持ち込み新商品に対する商品

評価、パッケージ評価に対して

試食を含めた感想をヒアリング 

商品評価、パッケージ評価、

価格・納入体制評価 

 

ⅲ）調査方法 

 取引先調査は、各小規模事業者の既存取引先や、「メッセナゴヤ」等の展示会、岐阜県商工会連

合会が企画する「バイヤーニーズ対応型商談会」等において見込み取引先担当者へのヒアリングに

より情報収集を行います。限られた時間の中で取引先のニーズを的確に把握するため調査項目は、

個々の目的や商品に応じて事業者と共に事前に検討します。検討内容を踏まえた調査票を作成し、

調査票に基づきヒアリング調査を行います。個々の事業者と共にヒアリング事項を検討する事に

より、基本的な項目の他に、業種業態や取引先との関係性、専門性を考慮したヒアリング事項の決

定が可能となり、顕在化したニーズ、潜在化したニーズを引き出すことができます。 

 

ⅳ)サンプル数の想定  

調査１案件ごとに 5件のバイヤーに対するヒアリングを行うことを目標とします。 

 

イ）消費者ニーズ調査（卸売・小売業・サービス業を想定） 

消費者ニーズ調査は、個々の商品・サービスにおける経営計画策定時に想定した顧客ターゲット

等の意見を収集するため、アンケート調査にて実施します。本調査は、地域内外関係なく対象者の

意見を多く収集し、個々の商品・サービスに対する率直な意見、感想、ニーズを収集・分析するこ

とを目的とします。 

 

ⅰ）対象業種及び調査項目 

 

 

尚、対象業種は例示であり、調査項目は、個々の業種業態、ターゲット属性を考慮し決定します。 

 

 消費者ニーズ調査は、個社の業種、商品・サービスに合わせて調査対象、調査項目を設定するこ

とになるが、ここでは想定されそうな業種を具体的に例示します。 

 

 

 

 

対象業種 調査対象 調査項目 

卸売・小売業 
経営計画策定時に想定

した顧客ターゲット等 

商品評価（味、デザイン、価格）、年齢、性別、感想、

ニーズ等 

サービス業 
年齢、性別、住所、サービスの質、価格適正、設備、

雰囲気、感想、ニーズ等 
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ⅱ）消費者ニーズ調査の想定される具体例 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 

飲食業 
飲食店の新

メニュー 
20～30代女性 

商工会職員および商工会

女性部の家族の内、対象

層での試食とアンケート 

味・食感・価格・分量・訴求方法などにつ

いての生の評価・声を収集 

小売業 
遠近両用 

メガネ 
50～70代男性 

商工会職員および商工会

役員の家族の内、対象層

で試着アンケート 

サービスの質・価格・試着感などについ

て評価・声を収集 

 

ⅲ）調査方法 

 消費者ニーズ調査は、経営計画策定時に想定した顧客ターゲットの属性に合わせて a：地域内イ

ベントを活用した調査、b：商工会組織を活用した調査のいずれか、または双方によって調査を行

います。 

地域内イベントは年に数回しかなく、時期によっては調査できないことが想定されます。そのた

め、商工会主導で行うことができる商工会組織を活用した調査を行うことで、時期によらず随時調

査を実施できるようにします。 

 

a ：地域内イベントを活用した調査 

地域内のイベントである汽車まつり、みずほふれあいフェスタ等において、参加者や来場者に対

するアンケート調査を実施します。 

イベント名 来場者数 来場者属性 

汽車まつり 
8月上旬の土・日両日開催 

両日合計で約 2,000人来場 

瑞穂市の住民を中心として子供

から老人まで幅広い年代層の来

場があります。 

みずほふれあいフェスタ 
11月上旬の日曜日開催 

約 2,000 人来場 

瑞穂市の住民を中心として子供

から老人まで幅広い年代層の来

場があります。 

調査を行うイベントについては、調査対象とする商品・サービスのターゲットが来場客属性と一

致するイベントで行うこととします。限られた時間の中で消費者ニーズを的確に把握するため調

査項目は、個々の目的や商品に応じて事業者と共に事前に検討します。検討内容を踏まえアンケー

ト調査票を作成し、調査票に基づきアンケート調査を行います。 

例えば、具体的な例示で示した飲食店であれば、上記のイベントに調査対象である 20～30代の

女性が多く来場するため、調査を行うことでニーズの収集を行います。 

 

ｂ：商工会組織を活用した調査 

商工会独自のネットワークを活かし、個々の商品・サービスにあったターゲット属性を限定した

アンケートを役職員、女性部員、青年部員等に対して実施することでニーズの収集を行います。 

例えば飲食店の場合、事前に調査票を準備した上で若い男性をターゲットにする場合は青年部

の会議の際に試食会を実施、40代から 60代の女性をターゲットにする場合は女性部の会議の際に

試食会を実施して、アンケート調査を行い率直な意見を収集することでメニューの改良を行いま

す。 

 

ⅳ)サンプル数の想定  

a ）地域内イベントを活用した調査、ｂ）商工会組織を活用した調査のいずれか又は、双方で 1

案件につき 30件の消費者に対するアンケート調査を行うことを目標とする。 

 

 



24 
 

② １次調査の活用方法 

 １次調査で行う取引先調査及び消費者ニーズ調査は、個々の事業者に対し、収集した情報を整理

分析し、事業者の持つ強みと合わせて取引先のニーズに合った改良、開発ができるようにフィード

バック、提案を行うために活用します。また、提案を行うだけではなく実際に行動に移せるよう関

係各機関(専門家等)と連携を図りその後の商品改良・開発支援から新たな販路の開拓まで一貫し

て支援を行っていきます。 

 

③ １次データを補完するための２次データの収集方法とその活用【新規】 

第２段階として、一般に公表されている他機関が調査した２次データを利用します。２次データ

は、１次データの分析結果を補完するものとして利用します。 

 

ⅰ）実施内容 

行政機関や業界団体・企業が実施している調査結果を調査・収集し提供することで、客観的な視

点で小規模事業者の保有する製商品・サービスの需要動向を把握することができます。これによ

り、販売ターゲットの選定や販路の選定、開発商品の選定等において独自に収集した１次データと

他機関の提供する２次データを合わせて検証し、全国的な需要動向であるのか、地域的な需要動向

であるのか等を検証することで、より需要の高いものを選択し、事業の精度を高めることを目的と

します。 
 
（a）内閣府が実施する「全国消費動向調査」 

情報の 
収集・分析 

内閣府が発表している「消費動向調査」の結果を収集し、全国の一般消費者が

消費に対してどのような考えを持っているか、またその推移を分析します。商業・

サービス業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者に限らず、製造す

る部品が使用されている商品、保有する技術によって生み出されている商品等の

情報を収集することで、最終商品を製造していない小規模事業者も活用すること

ができます。 

調査項目 
消費者の意識（毎月）、物価の見通し（毎月）、旅行の実績及び予定（6、9、12 及

び 3 月）、自己啓発、趣味・レジャー・サービス等の支出予定（6、9、12 及び 3 月）、

主要耐久消費財等の保有・買替え状況（3 月）、世帯の状況（毎月） 

目  的 
「全国消費動向調査」を活用し、全国的な消費動向から消費者需要を確認します。

独自調査によって収集した１次データの情報を合わせて検証することで小規模事

業者の販売戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていきます。  
 
（b）市場情報評価ナビ「MieNa」 

情報の 
収集・分析 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用し、個社に合わせた市場情報をミクロ市場

で収集、分析をします。個社に合わせた商圏内での人口構成、世帯構成、購買力

等の数値データを収集・分析することで地域内での需要を推測することができま

す。これによって個社に合わせた有益な情報提供を行うことができます。 

調査項目 
都道府県の経済動向、県内・市内の経済水準、指定範囲での市場規模、人口詳

細(人口年齢別構成、世帯構成、世帯収入、流入流出、人口伸び等)、業種別事業所

数 等 

目  的 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用しミクロ市場での消費動向・購買力、近隣

地域においてどのような分野で消費需要があるかを把握し、独自調査によって収

集した１次データの情報を合わせて検証することで小規模事業者の販売戦略・商

品戦略・広報戦略の立案に活かしていきます。 
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（c）日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキング  

情報の 
収集・分析 

日経テレコンが公表しているデータを活用します。全国のスーパーマーケット

店頭で販売されている加工食品・家庭用品のＰＯＳデータ（商品１品ごとの販売

データ）に基づく売れ筋商品ランキングを収集し、刻々と変化する市場の動向を

速く、正確に把握します。商業・サービス業など直接の保有商品等との関連があ

る小規模事業者に限らず、製造する部品が使用されている商品、保有する技術に

よって生み出されている商品等の情報を収集することで、最終商品を製造してい

ない小規模事業者も活用することができます。 

調査項目 小規模事業者の保有する製商品・サービスに応じて、商品分類ごとの商品別ラ

ンキング、金額シェア、平均価格 

目  的 
日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキングから収集した情報を、独自調査によって収

集した１次データの情報を合わせて検証し、トレンドや流行りを見極めることで、

売れる商品開発、仕入れなどに活かしていきます。 
 
④ １次データと２次データを総合した活用方法 

事業計画を策定した事業者や、その他販路開拓を目指す事業者の内、独自調査を実施し１次デー

タを収集した個社に対して、関連する情報を１次データの分析結果を補完する目的で関連する２

次データと合わせてレポートを作成し個社へ提供します。 
収集した情報を集計し、年齢や性別など関連性の高い項目はクロス分析を行うことで個々の商

品・サービスのコアターゲットにズレはないか明確にします。また、消費者のもつ客観的な意見や

ニーズを商品・サービスの改良や改善に活かすことができるように、個社ごとにレポートを作成

し、収集した情報と、集計結果から見えてきた傾向や課題を巡回時及び窓口相談時に説明。その後、

課題解決に向けた取り組みを支援します。必要であれば、関係各機関と連携を図りその後の商品改

良・開発支援から新たな販路の開拓まで一貫して支援を行っていきます。 
 

（５）需要動向調査後の展開 

情報提供のみに終わらせず、市場開拓の可能性、事業計画の変更の検討など、実際に事業活動へ

と反映させるように、経営指導員がアドバイスします。環境変化に合わせた事業計画の変更も提案

し、計画変更の支援もすすめます。これにより、日々変化する顧客のニーズや市場環境に合わせた

商品・サービスを適用できるようになります。 

また、収集した需要に応じ対象となる個社の商品・サービスについて、現行商品・サービスのリ

ニューアル、次期の試作品開発やブラッシュアップへと繋げていきます。 

 

（６）定量目標 

 

※各項目の内訳は支援対象先の業種・業態によって変化するが、目標合計件数は固定します。 

※目標件数は、創業計画を策定した創業者に対する需要動向調査も含みます。 

 

項目 
単

位 

実

績 

30年

度 

31年

度 

32年

度 

33年

度 

34年

度 

取引先調査＋２次データで補完して作成した個社

ごとの需要動向に関するレポート提供 

（製造業・建設業を想定） 

社 - 4 5 6 6 6 

消費者ニーズ調査＋２次データで補完して作成し

た個社ごとの需要動向に関するレポート提供 

（卸売・小売業・サービス業を想定） 

社 - 18 21 23 27 30 

目標合計 社 - 22 26 29 33 36 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）現状と課題 

小規模事業者は、資金不足や人員不足といった様々な要因から販路開拓を思うように行うこと

ができない場合が多いです。販路開拓に関連するセミナーや展示会、物産展への出展、各種メデ

ィアへの露出、各種補助金など様々な施策がありますが、これまでは積極的に活用できるような

情報提供や支援を行っていませんでした。今後は、販路開拓の弱い小規模事業者を支援する為に

も、積極的な販路開拓に向けて適切な施策活用を促すとともに、商品のブラッシュアップなどの

支援を行う必要があります。また、都市部の事業者と比べ遅れているIT化を推進することで、展

示会等のイベントに頼らない需要開拓支援を行う必要があります。 

 

（２）目的 

販路開拓を目指す個々の事業者について、商品・サービスの付加価値を増加させ、情報発信・Ｐ

Ｒから販売ルート開拓、利益確保の実現まで全面的に支援します。 

 

（３）支援の具体的手法 

販路拡大を目指す事業者に対して、様々な支援施策の

活用と、各種機関との連携を通じて積極的な支援を実施

していきます。具体的な支援手法は以下のとおりであり

ます。 

 

① 販路拡大のための商品・サービスの改良・修正支

援 

（対象事業者：事業計画を策定した全事業所） 

需要動向調査で得られた調査結果を反映し、各種の業

界に通じた専門家によるブラッシュアップにより、個社

の開発した商品・サービスの改良・修正等、商品価値を

高めるため商品・サービスの訴求コンセプトの規定、商品のパッケージデザイン、商品・サービ

スの内容等についてブラッシュアップ支援を実施します。 

 

② 販路開拓のための情報発信支援 

（対象事業者：事業計画を策定した全事業所） 

（ⅰ）マスメディアの目を引く魅力向上支援 

上記のようにプレスリリースを出す際、より洗練された技術や商品・サービスであった方がメ

ディアに取り上げられる可能性が高くなります。よって、マスメディアに取り上げられるための

ポイントを指導するなど、技術や商品・サービスの魅力向上に向けた支援を実施します。 

 

（ⅱ）マスメディアへの一斉プレスリリースの実施  

新たな商品・サービスやイベントなどの認知度を高めたい小規模事業者を対象に、マスメディ

ア（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ）へのプレスリリースを商工会にて取りまとめて一斉に実施し

ます。一事業者として実施するよりも、公的支援機関としての信用度を使い商工会を通しマスメ

ディアに対してプレスリリースをかけることで掲載される可能性を高めるように支援を実施しま

す。 

 

（ⅲ）ＷＥＢを活用した情報発信の支援 

近年、各企業のオフィシャルホームページなどＷＥＢを活用した情報発信が重要になっていま

す。しかし、小規模事業者はＷＥＢを活用した情報発信に弱い。そこで、事業者が自発的に情報

発信ができるように、本格的なネットショップも簡単に作成できる無料ホームページ作成サービ

スＪｉｍｄｏやＷｉｘ等を活用し個社のホームページの構築支援や、ＳＮＳ等を活用した情報発

信支援を実施します。 
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③ ビジネスマッチング・展示会等による販路拡大機会の獲得支援 

 

（ⅰ）全国商工会連合会の施策活用 

対象事業者 卸売・小売業・サービス業等 

取組内容 

全国へ販路拡大を目指す小規模事業者に対しては、全国商工会連合会が実施

する施策を積極的に活用するよう支援を行います。具体的には、「むらからまち

から館（全国物産販売所）」、「ニッポン全国物産展（物産展）」等の活用を促

すことで全国への販路拡大を支援します。商品の出品、出展支援を行うだけでな

く、事前に前述の「①販路拡大のための商品・サービスの改良・修正支援」を行

うことで商品力を高め販路拡大支援を効果的に実施します。 

 

（ⅱ）大規模展示会、商談会への出展支援 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業等 

取組内容 

全国規模の展示会や商談会などの情報提供を行い、出店を促すことで知名度の

向上と販路の拡大を目指します。商工会は、出展にあたっての事前準備や商品の

ブラッシュアップだけでなく、出展した後にもつながるよう、来場者に対してア

ンケート調査の実施を促すなど次の展開を考える材料集めの場として効果的に活

用できるように支援を行います。 

 

（ⅲ）岐阜県商工会連合会の施策を活用 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業等 

取組内容 

県内各地への販路拡大を目指す小規模事業者に対しては、岐阜県商工会連合会

が企画する「バイヤーニーズ対応型商談会」や地元金融機関である十六銀行が主

催する「サプライヤー探索サービス（逆見本市商談会）」等への参加を促しま

す。「バイヤーニーズ対応型商談会」や「サプライヤー探索サービス（逆見本市

商談会）」は、バイヤーのニーズに合わせた商品・サービスを募集し、直接商談

する機会を設ける商談会です。買い手からのニーズを事前に把握し商品提案する

ことや、商工会のネットワークを生かし、売手探し、紹介、斡旋をする等の支援

を実施します。商談会への参加を促すことや、紹介、斡旋を行うだけでなく、事

前に前述の「①販路拡大のための商品・サービスの改良・修正支援」を行うこと

で商品力を高め販路拡大支援を効果的に実施します。 

 

（ⅳ）商工会、地元金融機関、岐阜県、瑞穂市等が主催するビジネスマッチングへの参加 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業等 

取組内容 

販路拡大を目指す小規模事業者に対しては、郡上市商工会が毎年実施している

「郡上ビジネスマッチング」への参加を促します。同事業へは主に中小企業が参

加するため、小規模事業者も参加しやすく、商談や取引に繋がる可能性が高いの

が特徴です。同事業への参加を促すことにより販路開拓を支援します。主催者が

商工会と関係性の深いことから、出展者情報を事前に情報を取得し、情報提供す

ることで小規模事業者は事前準備を周到に行うことが出来ます。また、「「①販

路拡大のための商品・サービスの改良・修正支援」を行うことで商品力を高め販

路拡大支援を効果的に実施します。 

 

（ⅴ）他社ＥＣサイトを活用した販路開拓支援 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業等 

取組内容 
 展示会や商談会の出展だけでなく、ＥＣサイトを活用した販路開拓を支援しま

す。全国商工会連合会が開設する「ニッポンセレクト.com」や民間企業が開設す
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るネットショッピングサイトへの出店・出品を支援することで近隣地域だけでな

く全国規模の販路開拓を行うことが出来ます。また、「②販路開拓のための情報

発信支援」を合わせて実施することで、プレスリリースやＷｅｂを通して注目度

を高め売上に繋がるように支援を実施します。 

 

（ⅵ）個社ホームページの作成・改良による販路開拓支援 

対象事業者 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業等 

取組内容 

現在、多くの事業者でホームページを開設しているが企業紹介でとどまってい

るものが多いです。そのため、販路開拓を行うため業種に合わせたホームページ

の改良支援を行います。具体的には、ショッピングカート機能、宿泊予約機能、

見積り機能の追加、お問い合わせ先への導線づくり等です。 

また、ホームページを持っていない企業については、上記のような機能を合わ

せて販路開拓を見込むことが出来るホームページの作成支援を行います。 

 

上記（ⅰ）～（ⅵ）の支援で、小規模事業者に販路開拓支援を実施します。商談会、展示会や

ＥＣサイトへの出店・出品を促すだけでなく、実績、成果として商談件数、商談の進捗状況、売

上高等を確認することで取組に対する評価を行い、より効果的な取組を実施できるように継続的

に支援を行っていきます。 

 

（４）定量目標 

 

項目 
単

位 

実

績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

① 「商品・サービスの改良/修

正」 
社 － 6 7 8 9 10 

②「販路開拓のための情報発信」 社 － 15 15 18 18 18 

(ⅰ)プレスリリース 社 － 5 5 6 6 6 

(ⅱ)魅力向上支援 社 － 5 5 6 6 6 

(ⅲ)ＷＥＢサイト活用 社 － 5 5 6 6 6 

③「ビジネスマッチングによる

販路拡大機会の獲得」 
社 3 16 19 26 29 33 

(ⅰ)全国商工会連合会

の施活用 

出店数 社 － 2 2 3 3 3 

成約件数 件 － 1 1 2 2 2 

(ⅱ)大規模展示会、商談

会への出展支援 

出店数 社 1 2 2 3 3 3 

成約件数 件 － 1 1 2 2 2 

(ⅲ)岐阜県商工会連合

会の施策活用 

出店数 社 1 3 4 5 6 7 

成約件数 件 － 1 2 3 3 4 

(ⅳ)近隣商工会、瑞穂市

等が主催するビジネス

マッチングへの参加 

出店数 社 － 3 3 4 4 5 

成約件数 件 － 1 1 2 2 3 

(ⅴ)他社ＥＣサイトを活

用した販路開拓支援 

出店数 社 － 2 4 6 8 10 

1社あたりの

売上高 
千円 － 50 80 100 130 180 

(ⅵ)個社ホームページ

の作成・改良による販

路開拓支援 

支援数 社 1 4 4 5 5 5 

販売・問合せ 件 1 3 3 5 5 5 

※②、③の内訳に関しては支援案件の内容により変動することがあります。 
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※事業計画を策定したすべての事業所を対象にします。 

※目標件数は、重複支援を行う事業所もあることから、事業計画策定支援者数と一致しないが、事

業計画策定事業者には①から③の内、いずれかの支援一つ以上は必ず実施します。 

※商談件数については、③「ビジネスマッチングによる販路拡大機会の獲得」支援事業者で、１

事業者に対して３件程度の商談を実現することを目標とします。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

（目標） 

 瑞穂市商工会では、小規模事業者の存続の重要性や役割を認識し、前述の小規模事業者への伴走

型支援に加え、瑞穂市地方創生総合戦略の基本目標である「瑞穂市の魅力で「交流・にぎわい」を

生み出す」の方針に沿い①賑わい創出、②特産品のブランド化、③人材の育成・確保、を通して 

地域活性化への取り組みを行っていきます。 

 

（地域における意識共有を図る仕組み） 

瑞穂市地方創生（まち・ひと・しごと創生）総合戦略が策定され、戦略の推進に向けて瑞穂市商

工会は産官学金労言の連携体の一員として、地域が一丸となった総合的な取組みを実施するため

の意識共有、瑞穂市に関わる様々な主体との連携、協同体制が構築されています。 

 

（事業内容） 

（１）賑わい創出事業【拡充】 

 商工会が瑞穂市の活性化を目指して、市内事業所をはじめとして、各種団体が参加するイベント

「汽車まつり」を毎年８月上旬に開催しています。 

また、１１月上旬には、瑞穂市主催「みずほふれあいフェスタ」を開催しています。 

 この、２大イベントは、実施に至るまでのプロセスにおいて、関係者との人的ネットワークを 

構築することができており、結果的に事業者の販路拡大や協働先開拓につながっています。 

 今後は、この２大イベントを活用し、より多くの小規模事業者が地域密着型事業活動や賑わいの

場の創出に取り組み、市内の事業者の商品・サービスを紹介・販売するチャンスを作り、お互い 

にその効果を享受できるよう広くアピールしていきます。 

（定量目標） 

 

（２）特産品のブランド化推進事業【拡充】 

① 前述のとおり瑞穂市と商工会は「富有柿」を特産品として推進してきました。特産品の開発・ 

推進は、市内の多くの小規模事業者に対して波及効果が大きいことから、瑞穂市、農業協同組合、

その他の関係機関との連携を強化し、新商品の開発と共に情報発信を積極的に行っていきます。 

具体的なアピールの方法として、瑞穂市の「ふるさと納税返礼品」への登録、「県産品愛用 

宣言の店」の推進、岐阜県産品を常時販売する「THE GIFTS SHOP」での取扱拡大など積極的に 

進め、新たなブランド化推進づくりにつなげていきます。 

 

（定量目標） 

 

 

項目 
29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

「汽車まつり」 

事業者（社）数 
10 11 12 13 14 15 

「みずほふれあいフェスタ」 

事業者（社）数 
5 6 7 8 9 10 

項  目 
29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ふるさと納税返礼 

品への登録（件） 
0 1 2 3 4 5 

THE GIFTS SHOPでの 

取扱品（件） 
0 1 2 3 4 5 
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（３）人材の育成・確保事業【新規】 

これまでは、市内事業者の新規就職者に対して、社会人としての共通知識や行動意識を持たせる

ための研修の場を提供してこなかったため、新規就職者の社会人としての意識の確立や雇用の維持

については、各事業者によるところとなっていました。 

しかしながら、地域で働く人材の育成・確保を実現するには、各事業者の新規就職者の能力のボ

トムアップを図る必要があります。そこで、市内事業者の新規就職者を一堂に集め、社会人とし 

て必要とされる「接遇・マナー」や「仕事の進め方の」「自分力の向上」などについて「新入社 

員研修」を実施します。参加者は個々の能力向上だけでなく、瑞穂市内の他事業者に就職する人 

とのつながりを強化することができ、早期離職防止にも繋がるよう支援していきます。 

 

(定量目標) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
29年度 

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

新入社員研修実施回数（回） 0 1 1 1 1 1 

参加事業社数（社） 0 5 6 7 8 9 
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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み 

 

1. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（現状と課題） 

 「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」は、マル経協議会（日本政策金融

公庫）での情報交換、税務懇談会(税理士協会)など、近隣商工会の職員を集める会議やセミナー等

でおこなってきましたが、金融支援、税務支援と限定されたものでありワンストップ支援へと結び

つくものではありませんでした。 

 

（目的と効果） 

国、地方、県、地域の各支援機関とのネットワークをこれまで以上に充実させ、事業者が抱え 

る経営課題に対して個社ごとに適切に対応できるよう、様々な経営課題対応の支援体制の構築と

支援力向上を目指します。 

近隣商工会との情報交換会の開催、商工会以外の支援機関との情報交換会、懇談会などを定期 

的に行い、互いに協議を重ねることで、各支援機関が持つ事業者支援のノウハウ習得、支援の現 

状把握ができ、事業者の支援を行う際の解決力向上につなげることが可能となります。 

 

 

 

県 

① 岐阜県 

 

② 岐阜県商工会連合会 

 

③ 岐阜県産業経済振興センター 

 

④ 岐阜県よろず支援拠点 

 

⑤ 岐阜県信用保証協会 

 

 

 

年２回 

 

月２回 

 

月 1回 

 

月 1回 

 

月 1回 

 

 

 

① 県の支援策についての情報交換(県の

助成金、重点施策、支援施策、県内の

経済動向等) 

② 県内商工会との情報共有(他地域の事

業者の動向、支援事例、施策動向、メ

ッセナゴヤ、経営発達支援計画におけ

る課題と解決策など) 

③ 具体的支援策の相談や専門家派遣(県

の助成金・支援策、専門家派遣、デザ

インや海外展開などの支援、成功事例

等) 

④ 専門家への相談協力・セミナー実施 

(コーディネーター等との相談連携、 

共同セミナー等の開催など) 

⑤ 融資保証の斡旋、保証の依頼等(保証、

経営改善指導など) 

情報交換先 最低頻度 内容 

全
国 

① 経済産業省 

② 中小企業庁 

③ 中小企業基盤整備機構 

④ 日本政策金融公庫 

⑤ 全国商工会連合会 

年 1回 

全国レベルでの事業者向け支援施策情報

や、支援機関向け施策情報について情報交

換(補助金・税制・制度融資・支援施策な 

どの情報、J-GoodTechや RinCrossingな 

どのマッチング情報など) 

地
方 

① 中部経済産業局 

② 中小機構中部本部 
年 1回 

支援施策情報等について随時、情報交換。

特に、中小機構中部本部とは、経営発達支

援計画実施の支援協力体制を構築すると

ともに、窓口相談・専門家派遣等の協力(補

助金・税制・制度融資・支援施策などの情

報、経営発達支援計画実施のフォローや他

地域事例など) 
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情報交換先 最低頻度 内容 

広
域 

①岐阜県商工会連合会 

岐阜西濃ブロック広域支援室 

②名古屋税理士会岐阜北支部 

③日本政策金融公庫岐阜支店 

月１回 

 

年 1回 

月 1回 

① 個別事業所支援のバックアップ等(同

行支援、支援事例、経営発達支援計画

における課題と解決策など) 

② 個別事業所支援への協力支援(支援機

関同士の連携、財務面からの経営改善

指導など) 

③ 融資の斡旋、紹介等(制度融資、創業

セミナー・創業支援、財務面からの経

営改善指導、管内景況、資金需要の動

向など) 

地
域 

①近隣商工会 

②瑞穂市 

③金融協会(地域金融機関) 

月１回 

月１回 

月１回 

① 個別事業所支援の情報交換（支援事

例、経営課題別支援のノウハウ、経営

発達支援計画における課題と解決策) 

② 市の政策情報の交換(市長含む)(政策

情報、創業支援体制構築、税制情報、

経営発達支援計画における課題と解

決策など) 

③ 融資の斡旋、事業支援の相互協力(市

内の掲示・金融同行、設備投資意欲、

創業に関しての情報、融資の紹介、経

営改善計画策定支援、経営発達支援計

画における課題と解決策など金融機

関と情報交換) 
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2. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（現状と課題） 

全職員が、職域に応じた岐阜県商工会連合会の主催する研修会に毎年参加して能力の向上に努め

てきました。しかし、職員の経験年数等に応じた計画的な研修内容でない事や、専門的な分野まで

踏み込んだ内容になっていない等、資質向上にはもの足らない部分も多く、職員間の情報共有や計

画的な教育・訓練が実施できていませんでした。 

 

（目的と効果） 

職員及び次世代を担う職員に対し中長期的な育成の視点から計画的なスキルアップを目的に実

施します。ＯＪＴではノウハウや情報の共有化が進むことで支援能力の底上げ、Ｏｆｆ－ＪＴで 

は経験年数や個々の「強み」と「弱み」を把握した上で必要な研修を受講させることで得意分野 

でのスキル向上と不得意分野でのスキルの補完を同時に図ることができます。 

また、２０代の若手経営指導員の育成については支援現場での対応力・支援力向上に主眼を置

き、ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴを機能的に組み合わせ実施します。 

 

（実施内容） 

（１）ＯＪＴによる資質向上【拡充】 

① 経営指導員等による経営支援会議（毎月２回開催、必要に応じて適時開催）において、岐阜 

県商工会連合会広域支援室の専門経営指導員（中小企業診断士）が講師となり、小規模事業者

の経営課題解決に向けた支援手法等の情報交換を行い、支援スキルの向上を図ります。 

 

② 経営指導員が得た支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等を全職員で情報共

有を図るための定例会を毎月２回開催し、全職員の支援能力向上を図ります。 

 

③ 小規模事業者ごとに、巡回・窓口指導おける指導カルテを作成し、データベース化することに

より、支援ノウハウの情報共有と職員相互の支援スキルを高め伴走型支援を行っていきます。

また、高度な支援事例については広域支援室経営指導員と情報を交換し、支援能力の向上と事

業者の満足度向上に努めていきます。 

 

④ 専門家派遣を行う際には、必ず本会経営指導員が同行することにより、専門家の高度な支援

手法・支援ノウハウを学び、職員の支援能力向上を図ります。 

 

⑤ 岐阜県商工会連合会から派遣されるスーパーバイザー（経営指導員ＯＢ）が巡回同行し、若 

手経営指導員の資質向上・支援力向上を現場レベルにおいて改善し、「巡回支援のノウハウ」

の習得を図ります。 

 

（定量目標） 

項目 
29年度

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営指導員等による 

経営支援会議（回） 
0 24 24 24 24 24 

全職員で情報共有を図るた 

めの打ち合わせ会（回） 
0 24 24 24 24 24 

専門家派遣に同席すること 

による資質向上（回） 
32 35 40 40 45 50 

スーパーバイザーの同行に 

よる支援スキル向上（回） 
0 6 6 6 6 6 
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（２）Ｏｆｆ-ＪＴによる資質向上【拡充】 

 

① 事務局長が、職員一人ひとりの「強み」と「弱み」を把握し、それらを踏まえて、それぞれ職

員の期待される能力や目標を明確にし、毎事業年度開始前に職員毎の研修計画を作成します。 

 

② 岐阜県商工会連合会、日本政策金融公庫が随時開催する研修に参加し、積極的に資質向上を図

ります。 

 

③ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する「経営指導員向け小規模事業者支援研修」等に

参加し、小規模事業者の支援ニーズをとらえた高度な経営支援手法を学びスキルを高めます。 

 

④ 岐阜県商工会連合会が実施する公的資格取得補助制度等を活用し、若手経営指導員に中小企業

診断士資格取得を推奨し、小規模事業者支援に必要な知識を体系的に身に着けさせ、実践的

な支援能力の向上を図ります。 

 

（定量目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
29年度

実績 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

岐阜県商工会連合会（回） 9 9 9 9 9 9 

日本政策金融公庫（回） 1 1 1 1 1 1 

中小企業基盤整備機構専門研 

修（回） 
2 3 3 3 3 3 
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Ⅳ．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（現状と課題） 

現在、事業の評価については、監査会・理事会にて検討し、総会にて承認する形となってい 

ます。ただし、この体制では、「経営課題の解決に結びついているか」「伴走支援としての効果

が上がっているか」について事業評価ができる体制になっていないのが現状です。 

今後は、小規模事業者の経営支援として、経営課題の解決が得られたのか、商工会の活動に 

対して満足を得られたかなど小規模事業者の声を拾い上げ、成果を評価するという視点で見直

す必要があります。本計画に記載の事業実施状況及び成果について、毎年、事業年度終了後以

下の方法により評価・検証を行います。 

 

（実施内容） 

（１）瑞穂市商工農政課長、中小企業診断士（外部有識者）・岐阜県商工会連合会企業支援課長・

岐阜西濃ブロック広域支援室長・商工会正副会長による「経営発達支援事業評価委員会」を組織し、

事業実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 

（２）瑞穂市商工会理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

 

（３）事業の成果・評価・見直しについては、総会へ報告し、承認を受ける。 

 

（４）事業の実施にあたっては、常に、経営指導員等でＰＤＣＡサイクルを意識し、評価・見直し

にあたっては、「セミナーや事業施策実施の際のアンケート調査」において、経営状況および経営

支援に関する満足度調査及び需要性調査を行います。 

 

( 5 )事業の成 果・評価・ 見直しの 結果について、瑞穂市商工会のホームページ 

（http://www.mizuho-shoko.or.jp/）で公表するとともに年 4回発行している会報誌「商工会だ

より」に掲載する。 

 

 〈経営発達支援事業評価委員会〉 

 

外部有識者 

中小企業診断士 1名 

瑞穂市 商工農政課長 1名 

内部組織 

瑞穂市商工会 会長 1名 

瑞穂市商工会 副会長 2名 

岐阜県商工会連合会 企業支援課長 1名 

岐阜西濃ブロック広域支援室 室長 1名 
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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 
（１） 組織体制 

瑞穂市商工会事務局組織図 

（平成 29 年 4 月 1 日現在 職員数：計９名） 

 

 

 

 

 

（２） 連絡先 
瑞穂市商工会 

〒５０１－０２２２ 岐阜県瑞穂市別府１２９５－３ 

TEL：058-327-6611 FAX:058-327-1928 

URL http://www.mizuho-shoko.or.jp/  

 
 

担当職名 現在の主な事務分掌 発達計画支援事業の事務分掌 
 

事務局長 

①商工会の運営 
②事務局の統括・外郭団体関連 
③補助金・会員体連携 
 

① 事業全体の統括 
② 事業における行政、支援機関等の調整 
③ 事業の収支予算の管理 
④ 研修会の受講等のスキルアップ関連 

経
営
発
達
支
援
計
画
実
施
体
制

メ
ン
バ
ー 

経営指導員 
①経営改善普及事業 
②講習会 
③各種共済・決算指導 

① 事業の円滑な推進に関わる業務全般 
② 支援機関との調整に関わる業務全般 
③ 事業推進のためのデータ管理 

 業務職員 
①経営改善普及補助事業 

②経理事務等 

① 事業の円滑な推進に関わる業務の補助 

② 事業の推進に関わる事務全般 

③ データ収集・管理に関する業務 

記帳職員 
①記帳指導 
②経営改善普及補助事業 

① 記帳指導におけるデータ収集及び分析 
② データの管理と共有データの作成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務局長 

1 名 

経営指導員 

３名 

業務職員 

２名 

記帳職員 

3 名 

経営発達支援計画実施体制 
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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）  
毎年度 4 月～翌 3 月 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

必要な資金の額 34,800 35,000 35,200 35,400 35,600 
内

訳 
人件費等 
旅費・事務費等 
講習会開催費等 
各種調査費等 
創業支援 
収益改善支援 
 

31,050 
2,200 
1,000 

50 
250 
250 

 

31,250 
2,200 
1,000 

50 
250 
250 

 

31,450 
2,200 
1,000 

50 
250 
250 

31,650 
2,200 
1,000 

50 
250 
250 

31,850 
2,200 
1,000 

50 
250 
250 

 （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・共済受託料・会費及び手数料等 
 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 
1. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（連携先：岐阜県商工会連合会・日本政策金融公庫・岐阜県・岐阜県信用保証協会・市内金融機関） 

  小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向調査と情報の提供 

  各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

（連携先：岐阜県産業経済振興センター・岐阜県よろず支援拠点・市内金融機関） 

  小規模事業者が保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営資源・財務内容・経営状況の 

分析・提供 

 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（連携先：日本政策金融公庫・岐阜県・岐阜県産業経済振興センター・岐阜県よろず支援拠点・市

内金融機関・岐阜県事業引き継ぎセンター） 

  経営状況の分析に基づいた経営計画を策定するための指導・助言 

  経営計画の実施に関する伴走型の指導・助言 

（いずれも創業、第二創業を含む） 

 

4. 事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】 

（連携先：日本政策金融公庫・岐阜県・岐阜県産業経済振興センター・岐阜県よろず支援拠点・ 

市内金融機関）  

  小規模事業者の事業計画実現に向けて進捗管理を行い、支援機関と連携し新たな課題解決に             

向けた支援 

 

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 

（連携先：岐阜県商工会連合会・岐阜県産業経済振興センター・岐阜県よろず支援拠点・市内金 

融機関・岐阜県事業引き継ぎセンター） 

  各支援機関による需要に関する調査結果の提供と情報交換による小規模事業者支援 

 

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】 

（連携先：瑞穂市・岐阜県商工会連合会・日本政策金融公庫・岐阜県産業経済振興センター・岐 

阜県よろず支援拠点・中小企業基盤整備機構・岐阜県工業技術研究所・岐阜県産業技術センタ 

ー・岐阜県情報技術研究所・岐阜県研究開発財団・ぎふ技術革新センター・ソフトピアジャパ 

ン） 

  新たな需要を目指す商品・技術・サービスについて、商品力を検証しレベルアップを図ると 

ともに、商談会への出展支援 
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連携者及びその役割 
(１)岐阜県商工労働部商工施策課/岐阜県工業技術研究所/岐阜県産業技術センター 

岐阜県情報技術研究所/岐阜県研究開発財団/ぎふ技術革新センター       

  知事 古田 肇   岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号 

① 「ぎふ経済レポート」など経済動向・需要動向等にかかる情報の収集と分析結果につ

いての詳細な情報を基に支援する。 

② 経営革新計画申請にかかるにかかる連携を図る 

③ 商工業振興施策活用についての連携を図る 

④ 許可業種の開業時等の支援について連携を図る 

⑤ 技術開発支援、製品性能データ、品質管理等の支援に連携を図る 

 

(２)中小企業基盤機構 中部本部                  

  本部長 花沢文雄  愛知県名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階 

① 地域経済動向・需要動向の情報収集と詳細なデータを基に連携を図る 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての支援を受ける 

③ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援について連携を図る 

④ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報提供、出展支援を受ける 

 

(３)岐阜県事業引継ぎ支援センター                           

  事務局 子安 史彦 岐阜県岐阜市神田町 2-2 岐阜商工会議所内 

① 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援について連携を図る 

 

(４)岐阜県産業経済振興センター                  

  理事長 丹羽義典 岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ＯＫＢふれあい会館 10階 

① 地域経済動向・需要動向の情報収集を図る 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けて連携を図る 

③ 商品・サービスのブラッシュアアップにかかる専門的な支援について連携を図る 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について連携を図る 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集と高度かつ専門的な支援について連携を図る 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報収集、出展に向けて連携する 

 

(５）岐阜県よろず支援拠点 

コーディネーター 三輪知生 岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ＯＫＢふれあい会館 10階 

① 商品・サービスのブラッシュアアップにかかる専門的な支援について連携を図る 

② 創業支援にかかる専門的な課題について連携を図る 

③ 事業承継にかかる情報の収集と高度かつ専門的な支援について連携を図る 

 

(６)岐阜県商工会連合会・岐阜西濃ブロック広域支援室  

  会長 岡山金平   岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ＯＫＢふれあい会館 9階 

  岐阜西濃広域支援室 岐阜県瑞穂市別府 1295-3 瑞穂市商工会内 

① 地域経済動向・需要動向の情報収集と詳細なデータを基に支援する 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けて連携を図る 

③ 商品・サービスのブラッシュアアップにかかる専門的な支援について連携を図る 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について連携を図る 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集・提供と高度かつ専門的な支援について連携を図る 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報収集、出展支援に向けて連携する 
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(７)瑞穂市 商工農政課                        

  市長 棚橋 敏明  岐阜県瑞穂市別府 1288番地  

① 人口統計など地域経済動向・需要動向の情報収集と詳細データに基づき支援する 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての連携を図る 

③ 資金調達について連携を図る 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について連携を図る 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集と高度かつ専門的な支援について連携を図る 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報収集、出展支援に向けて連携をする 

 

(８)日本政策金融公庫 岐阜支店                 

  支店長 美馬裕幸  岐阜県岐阜市吉野町 6-31岐阜スカイウイング 37西棟 2Ｆ 

① 地域経済動向・需要動向の情報を基に支援する 

② 資金調達について連携を図る 

 

(９)岐阜県信用保証協会                         

  理事長 川出 達恭 岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ＯＫＢふれあい会館 10階 

① 地域経済動向・需要動向の情報を基に支援する 

② 資金調達にについて連携を図る 

 

(10)市内の金融機関支店(大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合) 

大垣共立銀行 穂積支店 支店長  竹中 哲夫 

十六銀行 穂積支店 支店長 加藤 剛 

十六銀行 北穂積支店 支店長 古瀬 博康     

岐阜信用金庫 穂積支店 支店長 青木 弘樹 

大垣西濃信用金庫 穂積支店 支店長 清水 洋一 

大垣西濃信用金庫 瑞穂支店 支店長 若山 謙一 

大垣西濃信用金庫 清流みずほ支店 支店長 安藤 雅貴  

岐阜商工信用組合 穂積支店 支店長 比田井 学 

① 地域経済動向・需要動向の情報を基に支援する 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての連携を図る 

③ 資金調達について連携を図る 

④ 創業支援にかかる専門的な課題について連携を図る 

⑤ 事業承継にかかる情報の収集と高度かつ専門的な支援指について連携を図る 

⑥ 国内販路開拓にかかる展示会商談会等の情報、出展支援に向けて連携する 

 

(11)公益財団法人ソフトピアジャパン                      

理事長 松島 桂樹 岐阜県大垣市加賀野４丁目１－７ 

① ＩＴの活用による販路開拓にかかる専門的な支援について連携を図る 

② 創業支援にかかる専門的な課題についての連携を図る 

 

(12)岐阜県中小企業団体中央会 

会長 辻 正  岐阜県岐阜市薮田南５丁目 14-53 ＯＫＢふれあい会館 10階 

① 地域経済動向・需要動向・組合活動の情報収集と連携を図る 

② 事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な課題解決に向けての連携を図る 

③ 商品・サービスのブラッシュアップにかかる専門的な支援について連携を図る 

④ 創業支援にかかる専門的な課題についての連携を図る 
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連携体制図 

 
 
 

 
 

「瑞穂市」 
担当課：商工農政課 

岐阜県商工会連合

会 

岐阜県商工会連合会 
岐阜西濃ブロック広域支援室 

瑞穂市 
商工会 

「金融機関」 
日本政策金融公庫 
岐阜県信用保証協会 

大垣共立銀行 
十六銀行 

岐阜信用金庫 
大垣西濃信用金庫 
岐阜商工信用組合 

「各種公的機関」 
岐阜県商工労働部商工政策課 

岐阜県工業技術研究所 
岐阜県産業技術センター 
岐阜県情報技術研究所 
岐阜県研究開発財団 

岐阜技術革新センター 
中小企業基盤整備機構 

岐阜県事業引き継ぎ支援センター 
岐阜県産業経済振興センター 

岐阜県よろず支援拠点 
ソフトピアジャパン 

岐阜県中小企業団体中央会 
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