
 

経営発達支援計画の概要 
実施者名 海津市商工会（法人番号 4200005005788） 
実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 
「小規模事業者の商い・潤い・やりがいを創造する発達支援の定着と、事業
者の活躍できる海津市の基盤整備へ向けた取り組みによる、小規模事業者の持
続的発展の実現。そして、それを核とする海津市の賑わいへの貢献」 

事業内容 
 

Ⅰ－１地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 取組１ 地域経済動向リサーチの実施 

取組２ 商工会動向調査レポートの発刊 

取組３ リサーチデータベースの構築 
海津市内の小規模事業者の持続的発展に活用できる情報を収集・分析・提供。海津
市ならではのお金儲けのポイントを市内の事業者へ提案・発信します。 

Ⅰ－２経営状況の分析に関すること【指針①】 

 取組１ 経営診断システムの活用による経営分析 

取組２ 事業計画策定モデル事業の実施による経営分析 

取組３ 海津市経営相談窓口の開設による経営分析 

取組４ 税務支援をきっかけとした経営分析 
小規模事業者の商売繁盛に向けた事業者の新たな可能性を海津市商工会と小規模事
業者が共に発見する経営分析を実施します。 

Ⅰ－３事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 取組１ 支援カンファレンスの開催 

取組２ 事業計画書の作成支援 

取組３ 事業計画書作成講習会の開催 
小規模事業者の思い・理想を実現するための手段を検討し、商売繁盛を実現するた
めの事業計画を策定、その実現に向けての設計図作成を支援します。 

Ⅰ－４事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 取組１ アクションプラン実行支援 

取組２ フォローアップツール活用による事業計画進捗調査 

取組３ フォローアップレポートの作成・発行 
事業計画の実行を海津市商工会がトータルサポート。事業者の思い・理想を着実に
近づけるための伴走型の支援を実施します。 

Ⅰ－５需要動向調査に関すること【指針③】 

 取組１ マーケティングリサーチ支援の実施 
個社別に商売繁盛のための情報を集中的に収集・分析・提供。事業者の売上拡大の
具体策の提案・アドバイスを実施します。 

Ⅰ－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】 

 取組１ 商談会・展示会への参加斡旋支援 

取組２ ＩＴを活用した販売促進支援 

取組３ ビジネスマッチング支援 

取組４ 海津市地域情報誌かわら版の機能強化 
売上に直結する販売促進の実行に向けて、商工会が多様な販促メニューを提案。市
内小規模事業者が簡易かつ効果的に販促を実施できる仕組みづくりを実施します。 

Ⅱ  地域経済の活性化に資する取組 

 取組１ 創業支援・事業承継斡旋による経済基盤の強化 

取組２ 木曽三川流域商工会連絡協議会の新たな取組 

取組３ 海津市商店街活性化検討会の開催 

取組４ ふるさと名物ブランディングサポート 

取組５ その他海津市の活性化に資する取組 
小規模事業者がさらに活躍し、海津市の賑わいを維持するための基盤整備を実施し
ます。 

 

連絡先 
住 所 〒503-0654 岐阜県海津市海津町高須 563番地 1
T E L (0584)-53-2111 FAX (0584)-53-3023 
H P http://www.kaizu-sci.or.jp Mail kaizu@ml.gifushoko.or.jp
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 (別表 1) 
経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 
Ⅰ 地域の現状と課題 

 経営発達支援計画の目標を設定するに当たって、この海津市の現状を調査・分析し特

徴を洗い出し、小規模事業者の持続的な発展を実現するに当たっての課題を導き出す。

そして、その課題に基づいた、目標を設定、目標達成を見据えた最も効果的だと考えら

れる発達支援事業を策定する。そこで、地域小規模事業者の経営に影響を与えうる１．

地域の概況 ２．地域の商工業の現状について、２つの枠組みで情報を収集、分析を実施

し、それに基づき得た情報と、設定した課題について下記に記す。 

１．地域の概況 

（１）立地 

調査結果 気候は穏やかで・自然環境も豊かである。２県と隣り合わせの立地で他県

 来街者が多いものの、市外への移動も容易で昼間人口が少ない。 
海津市は、岐阜県の最南端に位置し、西部・南部を三重県に、東部を木曽・長良川を

挟み愛知県に隣接している。その事から他県都市圏へのアクセスが容易な反面、仕事や

買物等での移動も容易な立地環境であると言え、平成 22年度国勢調査によると海津市の
昼間人口比率は 85.3%（昼間人口／総人口）、岐阜県内調査対象 43市町村の内 8番目に
低い。この事から相対的にも昼間人口の少なさが判断できる。 
市内には東海地方の代表的河川である木曽・長良川が東境を、揖斐川が中央部を流れ、

市域内には北端を流れる大榑川、内水排水路としての役割も持つ大江川、中江川、養老

山地の水を集める津屋川が流れている。これらの河川は、豊かな自然生態系が維持・保

全され、住民の生活に密着し、やすらぎと潤いを与えており、河川によってもたらされ

た肥沃な土壌に培われた豊かな田園地帯が広がっている。 
西部には、標高 500～800mの小高い山々が連なる養老山地があり、山麓では、みかん

園や柿園が広がっている。気候は、冬季に伊吹おろしと呼ばれる北西風が強いものの、

伊勢湾などの海洋性気候の影響を受けて概して温暖な地域となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）交通網 

調査結果 市内中心部の交通量が不足するも外郭堤防道路の交通量は多い。公共交通

 機関の利便性が低く利用も少なく、自動車が主な交通手段となっている。

海津市の交通手段の現状は、ほぼ自家用車に依存している状況である。公共交通網と

して海津市のデマンド交通、コミュニティバスの運行、南濃町の養老鉄道があるが、利

用率は少なくなっている。特に養老鉄道は乗降客が年々減少している状態が続いている。
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【図表２】 

また、岐阜県は全国的にも１～２位を争う世帯当たりの車保有率の高い県であり、海

津市も自家用車を所有しない世帯は全体のわずか 2％と統計的にも車中心の生活が読み
取れる。【図表１】は海津市の主要道路の交        【図表１】 
通量に応じて色わけした図である。海津市の

東方外郭を走る北方多度線、西方を走る国道

258 号線に交通量が集中しており市外部に
いくに従って交通量が増加している。この事

から自動車による海津市外への移動が顕著

である事が想定できる。また、市中心部に中

核交通道路が存在しない事、周辺市町村への

アクセスの良さから購買者の流出が発生し

海津市内商業施設等への来街率が少なくな

っている事も想定される。外郭主要道路から

の来街誘因が必要となるとともに、販促策を

講じる事による市中心部訪問のきっかけづ

くりが重要である事がわかる。海津市在住者

内自動車使用状況は海津市民の買物動向調

査により、約 86%の海津市民が買物の際は自
動車を活用するという結果がでている。この

事からも自動車移動を念頭においた消費対

策が必要になる事が分かる。        出典：道路交通センサス数値を加工編集

                                       
（３）人口動態 

調査結果 人口は一貫して減少傾向、若年層の転出が顕著で少子高齢化が急激に進 

 展。 
 海津市の人口は 1995年の 41,694人を境に減少を続けており、2015年現在 36,670人
に至るまで年間約 400～500 人ずつ継続的に減少している。国立社会保障・人口問題研
究所による海津市人口の見通しとしては、2040年に 26,290人（現状の約 3割減）であ
ると予想されている。要因として今後ますますの進展が予想される少子高齢化の影響に

より出生数を死亡数が上回っている点に加え、県内県外への転出超過が挙げられる。転

出超過の原因としては 20 代～30 代の若

年層の結婚を機とした転出、職業上の都

合による転出が大部分を占めている事が

特徴として挙げられる。人口が減少する

一方世帯数は微増を続けている。核家族、

単独世帯の増加が背景であるが、特に高

齢夫婦世帯、高齢単身世帯数が 2000 年
から 2010 年の 10 年間で 924 世帯から
1,799世帯へと 5割近く増加している。
商工業の発展による、住民勤務先の確

保や、生活インフラの整備による人口維

出典：岐阜県環境生活部統計課    持を図る必要がある。 
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（４）観光特性 

調査結果 岐阜県内で有数の観光資源を複数有する。市外在住者の入込に大きな貢献

 を果たすも、商業の繁栄、地域ブランドの定着に結びついていない。 

 
①海津市の観光特性 

 「海津市」の観光特性として、岐阜県内でも有数の観光地域である事があげられる。

岐阜県における平成 26年岐阜県観光入込客統計調査によると海津市の観光客数は約 488
万人で県下 6番目に位置する。 

【図表３】 

 

出典：岐阜県観光課統計データを加工編集 

 
②海津市内の観光施設                  【図表４】       

続いて、その対象となる「海津市」の有する

観光資源に焦点を当てる。道の駅であるクレー

ル平田、月見の里南濃や、海津温泉といった

様々な形式の複数の観光施設が存在している。

各観光施設の来客数割合を市内観光施設別で

比較すると【図表４】の通り、千代保稲荷神社、

国営木曽三川公園の観光入込客数が群を抜い

て多く、観光施設全体のおよそ７割を占めてい

る事が判断できる。よって、この２つの観光施

設の特徴、来客特性を調査分析する事が「海津

市」の観光特性を表す要素となりうる事が判断

できる。 
                    出典：岐阜県観光課統計データを加工編集

 

③千代保稲荷神社・国営木曽三川公園の観光特性 

 海津市の観光客数の大部分を占める 2大観光施設である千代保稲荷神社、国営木曽三
川公園の概要及び、来客特性が以下の通りである。それぞれの観光地で実施された来客

者アンケート調査結果の分析及び、各観光地の概要から特性を抽出した。 
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千代保稲荷神社  
◇概  要 
伏見稲荷、豊川稲荷とともに、日本三大稲荷の一つともいわれることもある。中京

地方では通称「おちょぼさん」として親しまれている。門前町には約 110店が軒を連
ねている。名物としては草餅、川魚料理（鰻・鯰・モロコの甘露煮・鮒味噌など）、串

カツと土手煮、漬物等がある。月末開催される月並祭は夜通し店が開き活気に溢れる。

年間入込客数は約 176万人である。 
◇来客特性 
 来客特性として、他県からの来客がおよそ 8割を占める事、大人同士の複数客が多
い事が挙げられる。特に観光地としては大変珍しく、昼すぎから深夜にかけて来客が

増加する点に着目したい。千代保稲荷独自の催しや、伝統による観光地ブランドが定

着しているものと考えられる。 
【図表５】 

  
出典：海津市千代保稲荷月並祭参拝客アンケート調査結果を加工編集 

国営木曽三川公園  
◇概  要 
国営木曽三川公園は、1987年 10月に開設された、木曽三川（木曽川、長良川、揖斐
川）下流域一帯、愛知・岐阜・三重にわたる、日本最大の国営公園である。年間入込

客数は約 155万人である。 
◇来客特性 
 アンケート調査の結果特徴として以下の 3点が確認できる。来場者として 12歳未満
が最も多い点、女性が約 7割を占める事からも子ども連れによる来場が多く存在する
事が分かる。また、千代保稲荷神社同様、他県所在者の来客が多くを占める。 
【図表６】 

 
出典：海津市木曽三川公園来場者アンケート調査結果を加工編集 

（人）

（年代） 
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④観光特性まとめ 

 ２大観光施設ともいえる千代保稲荷神社、国営木曽三川公園の集客特性の検証により、

海津市の観光特性は、同一市内で異なるコンセプトを有した大規模観光施設を有し、様々

なニーズに対応できる集客力を有するという事である。それにも関わらず両観光施設で

行ったアンケートでは、「この場所が海津市という事を知らなかった」「観光地訪問後市

内の商業施設・商店街に行く事はない」との回答が多かった。既存観光資源の強化・周

知を図る事はもちろん、強みというべきこの観光資源の有効活用が必要となる事が分か

る。この２つの観光資源を核とする、他観光施設や商業施設とのネットワークの構築に

より、観光客を市内部に呼び込み、海津市全体の周知を目指す必要がある。 
２．地域の商工業の現状 

海津市には平成24年時点で1,713の事業所、内1,590の小規模事業者が存在している。

事業所数は平成 8年まで上り調子に増加を続けたが、平成１３年以降急減している。こ

れは市内人口の減少推移と強い相関性を有しており（相関係数 0.8974）、市内人口の減少

と市内事業所数の密接な関係性が読み取れる。従事者経済活動別構成比では第 2次産業

が 37%、第 3次産業が 59%を占める産業構造である。事業別従事者数でみると製造業、サ

ービス業の特化係数の割合が高くなっている事が特徴である。 

【図表７】               【図表８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：事業所企業統計調査結果を加工集計    出典：岐阜県環境生活部統計課   

（１）商業動向 

調査結果 市外市内共に消費者需要の取り込みが不足、市内人口の減少が商業販売額

 の減少に直結。ITの活用割合が低く、商売繁盛に向けた方向性の転換が実
施できていない。経営者の高齢化が進展し廃業が急増。 

 海津市における商業指標をみると事業所数は年々減少傾向であるものの商業従事者数

の減りは緩やかである事がわかる。着目すべき点として商業販売額と商業事業所数には

相関性が全く確認できない点である（相関係数 0.0760）。 
【図表９】            
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：経済センサス・事業所企業統計調査結果を加工編集

（事業所数） （人口）

（商業事業所数） （商業販売額） （商業事業所数） （市内従事者数）
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一方【図表１０】の通り商業販売額と、海津市の観光入込客数、海津市の人口それぞ

れが強い相関性を有している事から商業の進展と海津市の人の数（人口・来街客）の増

減が密接に関連している事が分かる。特に人口推移とは強い相関（相関係数 0.8143）を
有し、市内需要を既存商業事業者で分配しあっている状況が想定できる。今後人口減少

が進展すれば市内商業の衰退が危惧され、市内の人口以上の需要創出は不可能である判

断できる。観光特性を生かした市外在住者への消費喚起や、市内消費需要を高める魅力

的な販売促進、IT活用による販路拡大への取り組み、付加価値の創造による商品力・サ
ービスの強化といった、購買を促す取り組み・支援が必須であると考えられる。 

 
【図表１０】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：事業所・企業統計調査結果を加工編集 

 続いて海津市内の商店街の現状に目を向ける。古くから商店街が形成されていた市街

地の多くは後継者不足による廃業店舗が増加し、商店街の空洞化が進んでいる。また、

幹線道路沿いを中心に商業・サービス業が展開される傾向があり、商店はもちろん、市

内各振興組合の連携による活性化を見据えた商業環境整備への取り組みが必要となるだ

ろう。海津市商工会員 942事業者を対象に実施した、下記「平成２６年度商店街活性化
に向けたアンケート調査」の結果から、今後 10年～20年の間に廃業件数が急増する事
が懸念される事、売上拡大に向けた戦略的な経営展開が不十分である事、販促を初めと

した顧客の獲得へ向けた取り組みが不十分である事がうかがえる。これらを踏まえた、

事業承継・ビジネスマッチングの斡旋支援、小規模事業者の商売繁盛を見据えた事業計

画の策定支援、需要開拓に向けた販売促進実行支援といった商業支援策が必要となる事

が分かる。 

 

「平成２６年度商店街活性化に向けたアンケート調査結果抜粋」 

・事業主本人の年齢が 60歳以上と回答した事業主が約 65% 
・事業継続の予定について自分の代でやめると回答した事業主が約 40% 
・廃業後の空き店舗の利用について居住用として利用すると回答した事業者が約 52%
・販促手法についてインターネットを取り入れていないと回答した事業者が約 85% 
・近年の経営状況について客数・客単価共に減少していると回答した事業者が約 65%
・今後増加する高齢者を対象とした取組を実行していないと回答した事業者が約 70%
・海津市の商店街の印象について不満、やや不満と回答した消費者が平均 80% 

（商業販売額） （観光入込客数） （商業販売額）（市内人口）
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（２）工業動向 

調査結果 市内製造業者の進退が地域経済の進展に大きな影響、生産活動の効率化に

 伴う付加価値額の向上余地がある。 
 前述した通り、海津市においては製造業が事業所数、特化係数において多くの割合を

占める。事業所数割合においても、全国における企業数調査（出典：H24経済センサス）
による製造業者の割合が全業種の内約 10%であるのに対し、海津市における同割合は約
19%を占めている。海津市における製造業の現状を見ると事業所数は継続的に減少して
おり、同時に市内従業員数も減少している。双方の強い相関性（相関係数 0.9588）も確
認できた。工業事業所数の維持が就業者数の維持に重要である事がわかる。さらに、市

内人口推移（相関係数 0.8333）との密接な関係性も確認でき、製造業の多くは特性上多
くの雇用を創出するが、この海津市でも多くの雇用を創出している事が分かり、製造業

の進退は人口の推移と相互に影響を与えうる地域の活性化に向けた非常に大きな要素で

あると判断できる。この事は海津市の製造業特化係数の高さを裏付ける要素ともなる。

【図表１１】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：事業所・企業統計調査結果を加工集計

また、特筆すべき点として製造業従業員 1 人当たり付加価値額が全国的な平均値と比
較し通年的に低く推移している事、全国的な付加価値額微増傾向と全く異なる推移が判

断できる点である。さらに、市内製造業出荷額の増加に対しての付加価値増加が非常に

低い点からも市内製造業者の生産効率の向上余地が高く、業務改善、設備改修等による

収益力の強化余地が非常に高いものと判断できる。以上から製造業事業者に対しては業

務効率・収益力の強化を見据えた経営分析の実施による現状把握、生産管理手法を軸と

した業務効率化を見据えた事業計画の策定といった取り組みにより持続的発展へ向けた

収益力強化への効果が得られる可能性が大きいものと考えられる。 
【図表１２】 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典：経済産業省 工業統計を加工集計

（製造業者数）（市内人口） （製造業者数）（市内従事者数）

（万円／１人） （百万円）
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～海津市における人口と商工業動向の密接な関係性～ 

商工業動向と人口推移は密接な関係性を有する。各指標

の推移と人口推移には大きい正の相関性があり、各指標相

互にも連動する結果が表れた。一見関係性がなさげに思え

る製造業の事業所数と人口や、観光入込客数と商業従事者

数の関係性は、人口を軸とした相互的な作用であるものと

思われる。人口増減は商工業の持続的発展に重要な要素で

ある事は間違いない。だが逆に商工業の進展が人口減少に

歯止めをかける大きな要素となりうることも判断できる。

事業者の持続的発展の実現が地域基盤ともいえる人口対

策の一環として大きく作用し海津市活性化へ大きな貢献

を果たす事ができるはずである。 

（３）消費者動向 

調査結果 買物を市外の大型店で行う消費者が大多数。若年層ほどその傾向が強く高

 齢者は市内での買物率が高い。市内商店に不満を抱く消費者が存在する。

 海津市民 5,000 人を対象に実施した「平成２６年海津市民の買物動向調査報告書」の
結果によると海津市民が海津市内で買い物をする割合として、衣服や家電製品等の買回

品で 18.6%、下着や化粧品等の準買回品で 41.3%、最も身近な購入先を選択するであろ
う食料品等の最寄品で 54.2%という回答を得ている。年代別に見ると若年層に行く程そ
の傾向が顕著であり、若年層ほど市外で買い物を行う傾向が強い。購買先としては市外

の大型店が多く、ほぼ毎日利用していると回答する市民がおよそ 5 割を占める。市内で
買物を行わない理由として「品揃えが薄い」「車で行きにくい」といった回答が多くを占

める結果となった。海津市民の自家用車の所有率が 98%と非常に高い事による市外への
移動の負担が小さい事、市内商店街の駐車場不足といった自家用車による利用の利便性

が低い事、ワンストップサービスを望む消費者のニーズ等が要因であると考えられる。

小型店ならではの提案型セールスや、アフターサービス、市内買物率の高い高齢者への

プロモーションといった地域密着型の販促、店舗運営を支援する事が重要となる。 
（４）商工会支援の現状 

調査結果 特定の支援活動に需要が集中しており満足度が高いものの、経営発達に向

 けた支援ニーズが少ない。支援が個々の担当支援員に一任されており情報

共有の仕組みや、組織としての支援手法が確立されていない。 
地域事業者を対象とした「平成２６年度海津市商工会に対しての要望アンケート」を

実施し、商工会の実施している事業（支援メニュー）への認知度、活用度について調査

を行った。海津市商工会で実施している経営・労務・税務といった経営改善事業、ＩＴ

導入支援や販促支援といった複数の支援メニューについて総じて、満足しているという

回答が多くを占めておりサービスに対しての満足度は高い結果となった。しかし、支援

メニューを知ってはいるものの利用した事がないとした回答が多く、受動的な受け身の

支援ではなく、能動的かつ事業者に適した提案型の支援をする事が必要である。また、

商工会に期待するサービスとして「税務・経理支援」が最も多かった。実際海津市商工

会における地域事業者からの「税務・経理支援」の要望は非常に多く、平成２６年度実

績で年間 600 以上の小規模事業者の記帳、決算書作成を年間通してサポートしている。
この強みとも言うべき、税務・経理支援の支援ニーズの多さを活かした、商売繁盛への

道筋作りを提供する事で事業者の経営発達ニーズを喚起し、より多くの小規模事業者に

発達支援を提供する事が必要であると考えられる。さらに、経営に関する情報の入手と

いった要望も多く挙げられ、商工会発信で商売繁盛に活用できる価値ある情報をより多

くの市内事業者に対して提供・提案する事での、地域密着型の情報提供の仕組み作りが
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必要である。 
３．項目別の調査結果と課題 

 
 
 
 

調査項目 調査結果（特徴） 課題 

立 地 
２県と隣り合わせの立地で他県来

街者も多いものの、市外への移動

も容易で昼間人口が少ない。 

Ａ市内・市外に新たな需要を創

出する総合的な販売促進支援 
Ｂ海津市の認知度を高める効

果的な情報発信 
Ｃ市内各商業集積の相互連携

の強化 
交 通 網 

市内中心部の交通量が不足するも

外郭堤防道路の交通量は多い。公

共交通機関の利便性が低く利用も

少なく、自動車が主な交通手段。

人 口 動 態 
人口は一貫して減少傾向、若年層

の転出が顕著で少子高齢化が急激

に進展。 

Ｄ計画の着実な遂行による小

規模事業者の発展を通した魅

力ある居住環境への貢献 

観 光 特 性 

岐阜県内で有数の観光資源を複数

有する。市外人口の入込に大きな

貢献を果たすも、商業繁栄、地域

ブランドに結びついていない。 

Ｅ観光資源を活用した地域ブ

ランドの定着 
Ｆ主要観光地と商業施設を結

ぶネットワークの構築 

商 業 動 向 

市外市内共に消費者需要の取り込

みが不足、市内人口の減少が商業

販売額の減少に直結する。ITの活
用割合が低く、商売繁盛に向けた

方向性の転換が実施できていな

い。経営者の高齢化が進展し廃業

が急増。 

Ｇ地域動向や経済動向等の経

営に関する提案型情報の発信 
Ｈ事業者の実情を洗い出す経

営分析の実施 
Ｉ事業者の ITの有効活用 
Ｊ創業・事業承継の斡旋 
Ｋ業務改善による生産性の向

上支援 
Ｌ商売繁盛のアイディアを実

現する事業計画策定・実行支援
工 業 動 向 

市内製造業者の進退が地域経済の

進展に大きな影響、生産活動の効

率化に伴う付加価値額の向上余地

がある。 

消 費 者 動 向 

買物を市外の大型店で行う消費者

が大多数となっている。若年層ほ

どその傾向が強く、高齢者は市内

での買物率が高い。市内商店に不

満を抱く消費者が存在する。 

Ｍ消費者のニーズを掴み売上

に繋げるマーケティング支援 

商 工 会 支 援 

特定の支援活動に需要が集中して

おり満足度が高いものの、経営発

達に向けた支援ニーズが少ない。

支援が個々の担当支援員に一任さ

れており情報共有の仕組みや、支

援手法が確立されていない。 

Ｎ経営発達意欲を促進する提

案型支援の実施 
Ｏ発達支援事業の効果的周知 
Ｐ職員間の情報共有強化 
Ｑ支援手法の標準化・スキルア

ップ 
Ｒ他機関との連携による支援

ノウハウの獲得 

小規模事業者の持続的発展の実現 

発達支援事業の遂行による課題の達成 
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Ⅱ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方  

地方創生を実現するに当たって、小規模事業者の持続的な発展は非常に重要な要素で

ある。中小企業の約９割を占める小規模事業者の発展なくして、この海津市の地域活性

化の実現は遠い。「後継者に家業を継がせたくない」こんな声が町の小規模事業者からは

聞こえてくる。事業者が積み上げてきた実績と思いを、後継者に引き継がせたいと素直

に思えるような小規模事業者の振興がこの海津市には必要である。地域の総合的経済団

体として、日々責任とプレッシャーを背負う経営者に、事業を営む旨みを享受頂き、積

極的かつ、やりがいのある事業経営を海津市の小規模事業者に浸透させる必要がある。

海津市商工会では、この環境変動の激しい現代社会において小規模事業者の売上と利益

の確保、事業承継と創業のサポートによる事業者数の維持の実現による「小規模事業者
が意欲的に活躍し、賑わいを創出する町海津」を中長期的な振興のあり方、目指すべき
姿として掲げ経営発達支援計画の策定を行う。 

Ⅲ 取り組みの目標 

 調査により判明した小規模事業者の経営に影響を与えうる計１８の課題と、小規模事

業者の中長期的な振興のあり方を踏まえて海津市商工会は下記の目標を設定する。 

「小規模事業者の商い・潤い・やりがいを創造する発達支援の定着と、事業者の活躍
できる海津市への基盤整備へ向けた取り組みによる、小規模事業者の持続的発展の実現。
そして、それを核とする海津市の賑わいへの貢献」 

商  い・・・需要の開拓と創造による顧客の増加又は、受注量の増加 
潤  い・・・付加価値を生み出すための生産性の強化、利潤の獲得 
やりがい・・・商売繁盛へ向けた将来図の作成と、その実現による達成感 
 

Ⅳ 実施方針 

目標の達成・実現を目指して海津市商工会では３本の柱を方針として掲げ経営発達支

援事業を実施する。小規模事業者の末永く持続的な発展の実現に当たっては、一時的な、

その場限りの支援策を講じるだけでの実現は難しい。流動的な業界動向・地域動向の在

り方に流されない、安定的な発達支援の仕組み作りを３本の柱に基づき実施、定着を図

り小規模事業者の持続的発展と、それを核とした海津市の賑わいへの貢献を目指す。 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

経営発達を目指す小規模事業者が活躍できる海津市の実現に向けた

仕組み作り、経営発達支援を実施する商工会の支援者の支援資源の効

率配分、資質向上に向けた仕組み作りの実施・定着を目指す。 

小規模事業者の持続的な商売繁盛へ向けた新たな方向性の検討・実施

についてトータルサポートする仕組み作りを経営発達支援事業とし

て実施、定着を目指す。 

１．商売繁盛へ向けたアイディア実現の仕組み作り 

直接的な売上増加に向けた海津市内小規模事業者にとって最も効果

的な需要開拓を実現する仕組みの導入・構築を経営発達支援事業とし

て実施・定着を目指す。 

２．事業者の魅力発信による売上向上の仕組み作り 

３．事業者が活躍できる海津市へ向けた仕組み作り 

目標 

 

小規模事業者の

持続的な発展 

 

 

海津市活性化 
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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２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 
 

（２）経営発達支援事業の内容 

 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」により定められる以下

の基本指針及び、経営発達支援計画の実施方針に基づき、経営発達支援事業を策定・実行す

る。海津市の現況から導かれた課題を達成し、海津市商工会が目標とする小規模事業者の持

続的発展を核とした賑わいへの貢献を実現するために定めた事業及内容について記す。 

 

～経営発達支援事業の基本指針～ 
指針① 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 

指針② 小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言 

並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言 

指針③ 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済 

動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

指針④ 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示 

会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する 

商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業 

 

 

Ⅰ－１地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 取組１ 地域経済動向リサーチの実施 P.13 

取組２ 商工会動向調査レポートの発刊 P.15 

取組３ リサーチデータベースの構築 P.16 

達成 

課題 

Ｇ地域動向や経済動向等の経営に関する提案型情報の発信 
Ｏ発達支援事業の効果的周知 

Ⅰ－２経営状況の分析に関すること【指針①】 

 取組１ 経営診断システムの活用による経営分析 P.17 

取組２ 事業計画策定モデル事業の実施による経営分析 P.19 

取組３ 海津市経営相談窓口の開設による経営分析 P.22 

取組４ 税務支援をきっかけとした経営分析 P.23 

達成 

課題 

Ｈ事業者の実情を洗い出す経営分析の実施 
Ｎ経営発達意欲を促進する提案型支援の実施 
Ｑ支援手法の標準化と、スキルアップ 

Ⅰ－３事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 取組１ 支援カンファレンスの開催 P.25 

取組２ 事業計画書の作成支援 P.26 

取組３ 事業計画書作成講習会の開催 P.27 

達成 

課題 

Ｌ商売繁盛のアイディアを実現する事業計画策定・実行支援

Ｐ職員間の情報共有強化 
Ⅰ－４事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 取組１ アクションプラン実行支援 P.28 

取組２ フォローアップツール活用による事業計画進捗調査 P.32 

取組３ フォローアップレポートの作成・発行 P.33 

達成 

課題 

Ｌ商売繁盛のアイディアを実現する事業計画策定・実行支援

Ｉ事業者の ITの有効活用 
Ｋ業務改善による生産効率向上支援 

 

小規模事業者の持続

的発展に活用できる

海津市ならではのお

金儲けのポイントを

収集・分析・提供 

商売繁盛に向けた事

業者の新たな可能性

を海津市商工会と小

規模事業者が共に発

見・活用へ 

事業者の思いを実現

し商売繁盛を実現す

る未来の設計図(事業
計画)の作成を支援 

計画を確実に遂行で

きる仕組み作りと、実

際に実行するトータ

ルサポートを実現 

実施方針１ 商売繁盛へ向けたアイディア実現の仕組み作り 
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Ⅰ－５需要動向調査に関すること【指針③】 

 取組１ マーケティングリサーチ支援の実施 P.34 

達成 

課題 
Ｍ消費者のニーズを掴み売上に繋げるマーケティング支援 

Ⅰ－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】 

 取組１ 商談会・展示会への参加斡旋支援 P.39 

取組２ ＩＴを活用した販売促進支援 P.41 

取組３ ビジネスマッチング支援 P.42 

取組４ 海津市地域情報誌かわら版の機能強化 P.43 

達成 

課題 
Ａ市内・市外に新たな需要を創出する総合的な販売促進支援 

 

 

 

 

 
Ⅱ  地域経済の活性化に資する取組 

 取組１ 創業支援・事業承継斡旋による経済基盤の強化 P.48 

取組２ 木曽三川流域商工会連絡協議会の新たな取組 P.50 

取組３ 海津市商店街活性化検討会の開催 P.50 

取組４ ふるさと名物ブランディングサポート P.51 

取組５ その他海津市の活性化に資する取組 P.52 

達成 

課題 

Ｂ海津市の認知度を高める効果的な情報発信 
Ｃ市内各商業集積の相互連携の強化 
Ｅ観光資源を活用した地域ブランドの定着 
Ｆ主要観光地と商業施設を結ぶネットワークの構築 
Ｊ創業・事業承継の斡旋 

 
Ⅲ－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

 取組１ 地域支援機関合同研究会の開催 P.54 

取組２ 中小企業広域支援機関との相互勉強会の開催 P.55 

取組３ 商工会ネットワークの活用による情報収集 P.55 

達成 

課題 
Ｒ他機関との連携による支援ノウハウの獲得 

Ⅲ－２経営指導員等の資質向上等に関すること 

 取組１ ＯＪＴによる資質向上プログラム P.56 

取組２ Ｏｆｆ－ＪＴによる資質向上プログラム P.57 

達成 

課題 
Ｑ支援手法の標準化・スキルアップ 

Ⅲ－３事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること  

 取組１ アクションプランによる進捗確認 P.59 

取組２ 支援効果測定調査の実施 P.59 

取組３ 経過報告書の作成報告 P.60 

取組４ 経営発達支援計画評価委員会の発足 P.60 

取組５ 経営発達支援計画ブラッシュアップ会議の実施 P.60 

達成 

課題 

Ｄ計画の着実な遂行による小規模事業者の発展を通した魅

力ある居住環境への貢献 

商工会主導型の多様

な販促メニューを提

案。売上拡大へ 

事業者がさらに活躍

し、海津市の賑わいを

維持する海津市の基

盤整備を実行 

経営発達支援事業を

確実に遂行し、小規模

事業者の持続的発展

を実現するための体

制整備、仕組みづくり

小規模事業者の経営発達を核とした海津市の活性化への貢献 

実施方針２ 事業者の魅力発信による売上向上の仕組み作り 

商売繁盛に必要な情

報を事業者と商工会

が共に収集分析・活用

へ

実施方針３ 事業者が活躍できる海津市へ向けた仕組み作り 
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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】 

要約 海津市密着情報（ミクロな情報）と各業界動向（マクロな情報）を組み合わせた

 外部環境調査を実施、情報の分析整理を経た海津市商工会動向調査レポートを作

成・発刊する事で提案型の情報発信を実現する。同時に発信流通網を整備構築す

る事で、情報収集、情報発信だけで終わらない小規模事業者の商売繁盛へ向けた

情報の有効活用を促す取組を実施する。 

（１）現状と課題 

達成 

課題 

Ｇ地域動向や経済動向等の経営に関する提案型情報の発信 
Ｏ発達支援事業の効果的周知 

地域の経済動向調査に当たっては、海津市の小規模事業者の進展に直接的に影響を与えう

るミクロな情報と、業界動向を初めとした地域事業者間接的に影響を与えうるマクロな情報

をバランスよく収集、分析、整理し、活用を促す仕組み作りが重要となる。 

現在、海津市商工会では自治体との連携による「平成２６年海津市民の買物動向調査」と

いった地域消費者を対象とした消費に対する意識・傾向調査や、「平成２６年度商店街活性化

に向けたアンケート調査」による地域の小規模事業者を対象とした景況感や、売上動向、後

継者問題といった意識・属性調査、さらに海津市商工会のサービスの在り方について事業者

を対象にアンケートを実施した「平成２６年度海津市商工会に対しての要望アンケート」と

いったカスタマー調査を実施している。こうした形で現状においても地域の経済動向調査に

ついて現在幅広い視点での調査を実施できているものと考えられる。 

しかし、収集が出来ているものの、その情報からどういった事が言えるのか、どういった

事業を実施すべきなのかといった情報の有効活用が不十分である。例えば景況調査による景

況情報（DI 値）をそのまま発信しても、有効に活用される機会は極めて少ないのではないだ

ろうか。海津市商工会では、地域密着情報（ミクロな情報）と業界動向情報（マクロな情報）

の組み合わせによる、情報の活用を見据えた地域経済動向に関する情報の収集・整理・分析

を実施、小規模事業者の持続的発展に資する提案型情報の発信と蓄積を目指す。 

（２）実行スキーム 

 

 

 

 

 

 情報の収集・整理・分析を経た情報を提案型レポートの発行により市内事業者へ発信 

取組１地域経済動向リサーチの実施【情報の収集・整理・分析】 

①地域経済動向リサーチの実施に当たって 

 リサーチの実施に当たって、職員３名からなるリサーチチームを設置。小規模事業者への

有用な情報提供及び提案を見据えて調査項目を選定し、地域密着情報（ミクロな情報）と業

界動向情報（マクロな情報）の枠組みでそれぞれ収集、整理、分析を行う。業界によって地

域経済動向に関する情報の活用手段は当然異なってくる。そのため、海津市と近隣地域にピ

ントを絞った地域密着情報と、業界の現状を表す業界動向情報を把握する事が重要となる。

取組１ 地域経済動向 

   リサーチの実施 

 情報の収集・整理・分析 

取組２ 商工会動向調

査レポートの発刊 

 情報の提供 

取組３ リサーチデータ

ベースの構築 

 情報の蓄積と活用 
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地域密着情報 

（ミクロな情報） 

小規模事業者が事業を営むに当たって直接的に影響を受ける海津市

及び、近隣地域の要因や動向 

業界動向情報 

（マクロな情報） 

小規模事業者が事業を営むに当たって間接的に影響を受ける業界別

の要因や動向 

②地域密着情報の収集・整理・分析（ミクロな情報） 

 小規模事業者の経営発達に直接的に資する情報の収集を行う。主な収集項目として海津市

の人口動態や、交通特性といった地域特性、海津市における商工業動向、観光特性といった

産業の動向について情報収集を行う。また、近隣市町村の海津市の経営環境に直接的に影響

を与えうる地域動向の情報も収集対象とし、それを交えた海津市固有の経済動向情報を入手

する事で、地域密着情報の収集、整理、分析を実施する。２次データ（公開データ）の活用

に加えて１次データ（自主調査）を組み合わせて行う事でより海津市に密着した経済動向の

収集を目指す。 

～地域密着情報の収集・整理・分析項目～ 

※アンケート調査に当たっては海津市商工観光課と連携、協力体制を整備 

③業界動向情報の収集・整理・分析（マクロな情報） 

ファイブフォース（競合・売手・買手・新規参入・代替品）の視点で、業界・業種別の傾向・

特性を調査、把握する事で、もれのない総合的な情報収集を実施する。インターネットを活

整理項目 収集・分析項目 

海津市及び近隣市町

村の人口動態 

◇岐阜県統計情報・国勢調査の活用（２次データ） 

 海津市及び、近隣市町村における人口、昼間人口、年齢構成比

を調査、推移、対外比について収集分析を実施する。 

海津市及び近隣市町

村の立地・交通特性 

◇自治体市街地計画・道路交通センサスの活用（２次データ） 

 海津市及び、近隣市町村の市街地計画を収集し、地域経済環境

の変化について予測、さらに主要道路の交通量及び、その推移を

比較する 

海津市の商工業動向 ◇海津市事業者景気動向調査の実施（１次データ） 

 海津市内事業者に対して巡回訪問の際アンケートを実施、市内

事業者の景況感を測定、業種別に傾向を分析 

◇経済センサス・商工業統計調査の活用（２次データ） 

 海津市の統計調査の結果及び、類似属性の他市町村の統計結果

を参照、海津市の商工業動向について比較分析を実施 

海津市の消費者動向 ◇総務省家計調査年報の活用（２次データ） 

 海津市の家計調査と他市町村の消費動向を比較分析し、海津市

の消費傾向を把握する 

◇海津市民の買物動向調査の実施（１次データ） 

 平成２６年に実施した当調査であるが、質問項目を編成しつつ

再実施、市民の買物ニーズの変化、意識の推移を分析する 

海津市の観光特性 ◇岐阜県観光客入込統計調査の活用（２次データ） 

 海津市の観光施設への入込客数及びその推移と他市町村観光施

設との比較による分析を実施 

◇観光客属性アンケート調査の実施（１次データ） 

 市内主要観光地での観光客アンケートを実施、観光客の出身、

年齢、性別を調査分析 
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用した業界情報の収集や、業界紙の活用、業種別の経営指標の参照により、事業者の情報活

用シーンを具体的にイメージできる情報発信へつなげて行く。 

～業界動向情報の収集・整理・分析項目～ 

収集項目  整理項目 分析項目 

◇日経テレコンの活用 

 業界別のニュース、動向、統

計データを調査収集 

◇中部経済産業局総合経済動向 

 業界別の景気動向や現状を時

系列で把握 

◇業界紙の活用 

 業界紙の入手により業界の流

通経路やビジネスモデルを把握 

◇TKC 経営指標（BAST）の活用 

 中小企業の全国的な経営指標

を、比較に活用する事により業

界別の利益構造を把握 

◇Google Adwords の活用 

 消費者のネットによる検索傾

向を業界別に調査、業界の特性

を把握 

 
競合 

業界内の主要企業の存在及びその傾

向調査により業界特性を見出す。 

 

売手の動向

業界における仕入価格とその変動、

また売手の景況動向やパワーバラン

スを調査し、業界特有の流通経路を

確認する。 

 

買手の動向

対象市場のマーケット規模と将来に

渡っての成長性を測定する。顧客区

分（ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ）に併せた

需要動向と需要予測を実施。 

 

代替品 

代替品の存在有無と、他業界の傾向

を踏まえての将来に渡っての代替品

の発生予測を実施。 

 

新規参入 

業界におけるビジネスモデルの調査

に基づく模倣困難性の測定及び、参

入障壁の可能性の有無の確認を行う

とともに業界の特徴を分析する 

取組２商工会動向調査レポートの発刊【情報の提供】 

①レポートの内容 

 取組１により情報の収集・整理・分析を経て

得た内容を動向調査レポートとしてまとめ上

げる。動向調査レポートは業種や、地域といっ

たテーマ別で作成発刊を行う。内容は地域動向

や業界動向における表面上の数値や専門用語

を羅列するだけでなく、そこから一体何が判断

できるのか、それを小規模事業者の経営にどう

活用するのかといった提案型のポイントを付

記する事でより効果的に情報の活用が見込ま

れる内容にする。 

②レポート発刊による効果 

 レポートの作成発刊により小規模事業者の

持続的発達にかかせない情報の提供をより効

率的かつ、効果的に実践する事が可能である。

また情報の活用手段の提案提供を付加する事

で具体的実効策が明確となり、小規模事業者に

取り入れてもらえる可能性も高まるものと考

えられる。小規模事業者に対して新たな発見や

気付きを提供する事にもつながる。 

 

～雑貨をテーマとしたレポート例～
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③情報の発信 

 作成されたレポートも事業者の目に届かなければ意味のないものになってしまう。海津市

の事業者に対してレポートを提供するに当たり、以下の４つの流通網を構築実行する。(１)

海津市商工会ＨＰ(２)メールマガジン(３)ＦＡＸマガジン(４)巡回訪問配布である。それぞ

れの利点を組み合わせた提供を実施する事でより広範囲に効率的に情報を提供を実施する。

～レポート流通網別のメリット・デメリット～ 

ＨＰ メールマガジン ＦＡＸマガジン 巡回訪問配布 

最も広範囲に提可

能。しかし、広範囲

ゆえ対象が拡散する

とともに、事業者の

自発的な情報の取得

が必要となる。 

効率的かつ、対象を

絞った配布提供が可

能。コンピューター

端末、スマートフォ

ンやタブレットがあ

れば最も利便性が高

いが、事業者によっ

ては閲覧が難しい場

合がある。 

地域内小規模事業者

に最も普及してお

り、閲覧が容易かつ、

目に届きやすい。し

かし用紙代の事業者

負担があるため事業

者の理解が必要であ

る。 

最も配布に時間を要

する提供方法である

が、最も提案型の情

報提供に即した配布

方法である。レポー

トの説明提案が出来

ると共に、事業者の

反応、ニーズをつか

む事が可能である。 

 

 

～情報の提供体制の構築～ 

ＳＴＥＰ１ 
海津市商工会会員に対して動向調査レポートの提供開始についての案内を

発送し、受け取り手段、業種分類、希望レポートについての返答を依頼。 

ＳＴＥＰ２ 

会員未加入事業者に対しては支援員による訪問配布を実施。作成済みのレ

ポートを持参の上内容を紹介すると共に、同意を得た上で事業所情報及び、

受け取り手段、業種分類に、希望レポートについての返答を得る。 

ＳＴＥＰ３ 

ＳＴＥＰ１～ＳＴＥＰ２により得た返答により、レポート配布データベー

スを構築し、業種、希望レポート別に分類を実施。メールマガジン、ＦＡ

Ｘマガジンを活用した効率的な配布体制を整備する。 

ＳＴＥＰ４ 
作成されたレポートを海津市商工会ＨＰに掲載しメールマガジン、ＦＡＸ

マガジンにより業種、希望レポートに即したレポートの一括送信を実施。 

ＳＴＥＰ５ 
データベースに反映されていない地域内小規模事業者には引き続きレポー

トを持参し継続的に提案型の情報提供を実施する。 

 

取組３リサーチデータベースの構築【情報の蓄積と活用】 

 取組１で調査した分析内容及び、取組２で作成した商工会動向調査レポートはそれぞれの

整理項目別に分類の上、事務所内のファイルサーバーへデータベースを構築、蓄積を行う。

分析で得た海津市及びその近隣の経済動向や、業種別の分析結果を支援テーマに併せて即座

に閲覧参照できる環境整備を実施し、２．経営状況の分析に関すること【指針①】(P.17)に
おける比較材料として、さらに３．事業計画策定支援に関すること【指針②】(P.25)におけ
る方向性の意思決定の際の判断材料として有効活用を図る。 

目 標動向調査レポートの作成及び提供で地域経済動向に関する情報の早期浸透を目指す 

測定尺度 単位 実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

レポート発行回数 回 未実施 12 12 15 18 24 

地域経済動向の情報収集・整理・分析及び提供の成果尺度として、商工会動向調査レポート

の発行回数を目標に設定する。当初月１回の作成ペースを目指し、情報の蓄積、プロセス習

熟を見込み５年後には月２回の作成ペースの実現を目指す。 

小規模事業者個社のニーズに合わせた提案型情報の提供で情報を最大限に活用 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

要約 小規模事業者の持続的な発展を実現するに当たって、経営状態の調査～分析の実

 施による内部環境の現状把握が重要となり、支援の基盤となるものである。小規

模事業者の経営分析に関する各種の取組みを通して、小規模事業者の現状を洗い

出し、実行すべき課題を抽出する事で、商売繁盛のために何をするべきかを導き

出す判断材料とする。 

（１）現状と課題 

達成 

課題 

Ｈ事業者の実情を洗い出す経営分析の実施 
Ｎ経営発達意欲を促進する提案型支援の実施 
Ｑ支援手法の標準化と、スキルアップ 

 現在、海津市商工会内では経営分析に関するノウハウに関して標準化し共有する仕組みが

存在せず、各支援員の経験や知識に依存したものとなっている。そのため小規模事業者支援

に当たって実施するべき経営分析が各支援員まかせになっており効率的・効果な実施体制が

構築できていない。 

そこで、支援スキルの標準化を実現すると共に、海津市商工会の支援スキルの底上げを目

指す、情報共有・知識伝達にも活用できる経営分析プロセスの構築を図る。また、経営分析

のきっかけを作る多様な提案型の分析支援を実施し、多くの小規模事業者に経営分析をする

機会を提供、より多くの小規模事業者の経営分析の実施を目標とする。 

（２）実行スキーム 

 
経営分析実施体制整備と、経営分析のきっかけを作りだす多様な経営分析を実施する 

取組１経営診断システムの活用による経営分析 

①システム活用の目的 

システムの導入・運用により効果的な経営分析プロセスの定着を図る。標準化の手法には

マニュアルの整備等が代表的なものではあるが、マニュアルの活用には事前の読み込みや各

人の自発的な Off-JT の実施が必要となる。そこで直観的に使用できるモバイルシステムの活

用により、実践的、かつ効果的な経営分析の実施、支援員のスキルアップの実現を同時に図

り、巡回活動時に日常業務としての経営分析を実行していく。 

②経営診断システムの内容 

支援員に１台ずつ支給されている Windows タ

ブレット端末での使用を想定したシステム

を構築・運用する。システムには業種別・業

態別の診断項目、診断ポイントを表示する診

断スケジュール作成機能、定型ヒアリング項

目を表示するヒアリング支援機能、財務内容

を評価する財務診断機能を有する。経営診断

時に作成されたデータは業種・事業者別に蓄

積・共有を行う事で、経営分析を実施するた

びにより精緻な経営分析が可能となる。 
 

海津市商工会経営診断システム 
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～経営診断システムを活用して収集する情報と分析内容～ 

分析メニユー 分析機能 収集情報と分析内容 

販売分析 
ABC 分析 

販売品目の売上構成費及び、営業利益構成比を確認し、

診断事業所における主力商品を調査するとともに、主力

商品の採算性を調査する事で、販売促進や、営業活動及

び生産体制の方向性を検討する。 

RFM 分析 商圏や販売促進の効果を測定し、店舗の特性を判断 

店舗 

レイアウト 

分析 

店舗外観調査 

チェックポイントを表示する事で、店舗外観の特徴を定

型的に収集し、特徴を入力、保存する事が可能である。

店舗外観の特徴を流れ的に調査・分析する 

ゾーニング 

陳列調査 

チェックポイントを表示することで、店舗内の商品、什

器の配置、客動線の動きを確認し、特徴を入力、記録す

る 

生産性分析 

動線調査 

従業員動線の調査を実施する、動線上効率性を阻害して

いる要因がないか、改善が可能な点がないか調査を行

う。チェックポイントの表示、特徴の入力を行う 

動作分析 
作業員の動作上の非効率が発生していないか調査を実

施する。チェックポイントの表示、入力を行う 

業務フロー調査 

受注～納品までの一連の流れを把握するためのチェッ

クポイントを表示。プロセス上の生産効率の悪化につな

がっている点を調査する。 

ヒアリング 
ヒアリング 

支援ツール 

対象事業者の業種、特性において確実に聞くべきヒアリ

ング項目について、定型で表示・聞き取り内容の入力が

可能。事業者の支援ニーズを把握すると共に、他の分析

により現状を導く。 

財務分析 

経営指標分析 

経営指標の同業種及び、近似業種との比較し、診断対象

事業者特有の財務傾向の特徴を抽出する事で総合的な

診断の判断材料とする。 

キャッシュ 

フロー分析 

財務諸表上では一見判断のつきにくい事業者の資金の

流れを確認する。営業キャッシュフロー、財務キャッシ

ュフロー、投資キャッシュフローの３つの数字を確認す

る事で、診断対象事業所の資金動向を確認する。 

計数推移分析 

売上や利益率、主要費目の推移をグラフで見える化し、

診断対象事業者の傾向や特徴を把握、確認する（最大５

年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③経営診断システムの運用・保守 

個社の特性に併せた事業計画の策定へ 

小規模事業者の特性に併せた経営分析の実施 

ＳＷＯＴ・バリューチェーン等を活用した事業者の総合分析を実施 
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支援員は海津市内の事業所巡回

時にモバイル端末を持参、当診断シ

ステムを使用しての経営分析を提

案、実施する。支援員は小規模事業

者の特性にあった分析内容を選定

し、総合的な経営分析の実施スケジ

ュールを策定する。後日、実際に分

析に活用されたデータは商工会内

に設置されたデータサーバーに保

存、共有、蓄積を実施。診断データ

の管理には１名担当者を設置し、定

期的にデータ整理を初めとする保

守メンテナンスを実施する。システムの構築に当たっては長期的、継続的な運用を見据え OS

のバージョンアップや、人員の変遷にも可能な限り長く対応できるよう汎用ソフト EXCEL の

マクロ・VBA を活用し構築を実施。必要に応じて診断メニューの追加修正を行っていく。 

④経営分析結果の活用 

 経営診断システムを活用による経営分析結果はプリントアウトし、当日もしくは後日事業

者に提供する。その際支援員は分析に基づく事業の方向性を提示するとともに、事業計画の

策定を提案、作成されたファイルを保存蓄積する事により、３．事業計画策定支援に関する

こと【指針①】(P.25)へ繋げていく。また、分析結果については事務所内サーバーに保存さ

れるため、業種・地域別に四半期に一度集計を実施、１．地域の経済動向調査に関すること

【指針③】(P.13)における景況動向の分析に資する情報として活用する。 

 

取組２事業計画策定モデル事業の実施による経営分析 

 

①事業計画策定モデル事業の概要 

 海津市内の小規模事業者を対象とした①診断計画の策定②経営分析の実施③改善策立案④

事業計画策定⑤事業計画実行までの一連の流れを伴走型支援で実施するモデル事業の募集を

行う。経営発達には支援内容の高度化はもちろんであるが、小規模事業者自身のやる気や、

モチベーションの維持が必要不可欠となる。特に事業計画の策定には一連の調査分析から計

画策定まで事業者にとって時間的・心身的負担の大きい取り組みである。よって小規模事業

者自身の経営発達意欲をいかに引き出すかが支援の大きな課題であるともいえるだろう。こ

の取り組みは面的な経営発達支援の足掛かりともいえる事業である。事業計画策定モデル事

業としての成功事例を生み出す事を目標とする。申込事業者には申込時に計画策定に当たっ

ての情報提供や、一定範囲での情報公開を前提として公募を行う。担当支援員と共に一連の

プロセスを実行すると共に、定量的な効果及び定性的な効果の測定・検証を実施し、地域事

業者へ宣伝周知を実施する。これを成功事例として事業計画策定の意義を周知する事で小規

模事業者全体へ事業者と支援員が共に並走する支援体制のモデルの定着を目指す。 

～事業計画策定モデル事業実施スケジュール～ 
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※キ）課題の抽出・改善策の立案以降は別章において後述

 

ア）公募開始 

 海津市内の小規模事業者へ該事業の公募を実施する。公募方法として、海津市商工会会員

事業者へは郵送案内、巡回時の提案・勧誘を実施すると共に、部会及び関係団体を通じた講

習会の実施等によるアプローチを実施する。会員外の事業者に対しては海津市に対して広報

への事業内容の掲載協力依頼を実施するとともに、巡回訪問を実施し、メリット、実施内容

を記載したパンフレットを持参し説明を行う事で積極的な提案・周知を実施する。 

イ）公募者に対する説明会の開催 

応募者に対しては集団の説明会を開催し、事業計画策定実行に当たっての一連の流れと実

施に当たっての意義を説明する。 

ウ）担当支援員との打ち合わせ 

事業者特性を踏まえた上で担当支援員を設定、顔合わせ、事業計画策定に向けた打ち合わ

せを実施、事業の内容や、目指すべき方向性を聞き取り診断計画の作成の材料とする。 

エ）診断計画の策定 

 前述１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】(P.13)で収集した外部環境情報の活

用及び追加収集を行い担当事業者の業界動向を把握する。その内容を踏まえた上で診断計画

の策定を実施する。経営計画策定モデル事業における経営分析の実施においては、前述取経

営診断システムの活用はもちろん、事業者と連携する事による一定期間の連続観測を実施す

る事で、より詳細な経営分析を実施する事が可能である。小売業であれば、顧客アンケート

の実施等による客層調査、店舗前の通行者を対象とした来街者調査が検討できる。また、製

造業であれば動作分析や、時間分析等のより詳細な生産性の調査、製品の入出庫の推移を把

握する在庫調査、製品別の採算性を把握する原価計算、ＱＣを初めとする要因分析等の実施

も想定できる。こうした、より詳細な分析を必要とする事例では、週に１回開催する支援員

定例会において各担当事業者の概要を説明し合い、診断計画を共同検討しあう事で、より効

取り組み内容 実施者
4
月
5
月
6
月

7
月
8
月

9
月
10
月
11
月
12
月
1
月

2
月
3
月
4
月

ア）公募開始 海津市商工会

イ）公募者に対する説明会の開催 海津市商工会

ウ）担当支援員との打ち合わせ
事業者
担当支援員

エ）診断計画の策定 担当支援員

オ）経営分析の実施
事業者
担当支援員

カ）診断報告書の提出 担当支援員

キ）課題の抽出・改善策の立案
事業者
担当支援員

ク）方向性の決定、経営計画・アクションプランの策定
事業者
担当支援員

ケ）成果の経過測定及び検証（計画の修正） 担当支援員

コ）計画実行のフォローアップ 担当支援員
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果的かつ実行可能性の高い診断計画を立案・協議する事ができる。必要であれば支援員によ

るプロジェクトチームの発足や、高度な経営診断及び分析が必要であると想定される事例に

は診断分野を領域とする専門家を招聘しての経営分析を想定した、診断計画を策定する。 

 

オ）経営分析の実施 

 事業者と担当支援員は伴走型の協力体制を敷いた上で経営分析に臨む。診断計画に基づい

た調査を実施していく上で想定外の事実が発見された場合等は診断内容の追加・修正・変更

によるローリングを実施する。 

 

カ）診断報告書の提出（分析結果の活用） 

 事業者の経営分析結果に基づき、診断報告

書を作成する。対象事業者に対して提示、報

告を実施し、経営分析の結果明らかとなった

小規模事業者の現状を事業者と支援員が共有

する事が重要である。使用様式として事業計

画策定支援報告書【右図】を活用する。事業

画策定の段階を明記した上で、外部環境調査、

内部環境調査の各調査結果の記載を行う。そ

の結果判断された問題点、特徴を明記する事

で対象事業者に対しに新たな気付きを提供す

る事ができる。この支援報告書の内容を元に

個社の目標を設定し、課題の抽出及び今後の

方向性の意思決定、改善策・実効策の立案す

る３．事業計画策定支援に関すること【指針

①】(P.25)へつなげる。なお、当該報告書は

海津市商工会職員内で回覧を行い、情報共有

を行うとともに、事業計画策定支援事例とし

て週に１度の支援員定例会の際に報告会を開

催する事で支援員の支援スキルの向上、モチ

ベーションの向上を図る。 

 

②事業計画策定モデル事業実施による効果 

 モデル事業の実施により、小規模事業者の目指すべき指針を明確にする事で、より伴走型

の効果的な分析体制を整備する事が可能である。経営発達意欲を向上させた事業者と支援員

による診断の実施により今まで気づかなかった経営の現状を発見する事ができる。その結果

を元に事業計画の策定へつなげ、小規模事業者の持続的発展に向けた新たな方向性を検討実

現する大きな足掛かりとする。 

 

 

取組３海津市経営相談窓口の開催による経営分析 

～事業計画策定支援報告書～ 
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①海津市経営相談窓口の概要 

 海津市内の全事業者を対象とした経営相談窓口を

開催する。巡回訪問による経営分析や、事業計画策定

モデル事業でカバーしきれない支援ニーズを吸い上

げる。こうした多様な受け口の設置により、より面的

に「発達支援のきっかけ作り」を成し得る事につなが

る。経営相談窓口は完全予約制とし、経営に関しての

悩み事を気軽に相談できる海津市のコンサルタント

窓口をキャッチコピーに実施する。 

②海津市経営相談窓口の実施体制 

 経営相談窓口では、支援員による個社経営相談を実施する。海津市商工会経営相談窓口の

特徴は、伴走型の支援体制のきっかけ作りが可能である点である。身近であるゆえ１日のみ

の相談で終わらない総合的な支援計画をプランニング可能で、いわゆる専門家を多数有した

ワンストップ型の相談窓口と比較すると解決策の総合的な即時提示という面では劣るもの

の、あくまでも地域の身近な経営相談窓口としての支援員による情報の聞き取り、今後の支

援を見越した経営分析を実施する。地域の事業者の元にすぐ駆けつける事ができる支援員を

相談窓口とする事による強みを発揮する事が海津市商工会経営相談窓口開催の成功につなが

る。さらに、海津市内での創業相談、事業承継に係る相談を受付けるとともに、海津市小規

模事業所の情報の一元化による様々な取引マッチングの実現を目指す。 

③海津市経営相談窓口の周知 

海津市経営相談窓口の周知には前述事業計画策定モデル事業と同じく、郵送や、巡回訪問

による周知に加え、自治体と連携した広報の実施、海津市商工会ＨＰへの掲載、地域情報誌

への掲載といった多様な情報発信を実施し、より幅広く面的に海津市商工会の発達支援の浸

透を図るきっかけ作りを行う。 

④海津市経営相談窓口における経営分析 

経営相談窓口に問い合わせがあった際は予約ヒアリングシートを活用し、事前に相談内容

等を確認しておく。事前に相談内容を把握し、前述１．地域の経済動向調査に関すること【指

針③】(P.13)で分類蓄積した情報を業種別に活用するとともに、必要となる予備調査を実施、

相談実施に臨む。相談時には経営診断システムを活用し、ヒアリングや各種帳票類の確認を

行い、経営分析を実施、事業者の相談内容に留まらない経営上の課題を洗い出す。追加分析

が必要であれば予定を調整の上実施する。また、後述するビジネスマッチング支援や、創業・

事業承継の相談に当たっても、事業者の現状を知るための経営分析は必要となるため同様の

分析を実施する。 

⑤経営分析結果の活用 

 相談事業者に分析結果を踏まえた事業計画の策定を提案、分析経緯と分析結果の実施記録

を作成し、３．事業計画策定支援に関すること【指針①】(P.25)による事業計画の策定支援

の実施に繋げる。 

⑥海津市経営相談窓口開設による効果 
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 海津市経営相談窓口の設置により幅広い面的な小規模事業者の持続的発展に寄与できる。

巡回訪問による診断需要の直接的な需要開拓とは異なる、地域事業者の気軽に相談できる相

談場所を用意する事で、より多くの小規模事業者の経営発達へつながる経営分析のきっかけ

を提供、提案する。 

取組４税務支援をきっかけとした経営分析 

①海津市商工会における税務支援の現状と経営分析の目的 

 海津市商工会では、市内の多くの事業者の決算書作成、確定申告実施等の税務支援の利用

率が高く、多くの市内小規模事業者に記帳支援、税務支援を実施している。平成２６年度の

確定申告を目的とした税務支援件数は合計で４５５件となっている。そこで多くの支援ニー

ズを有する税務支援をきっかけとした経営分析を提案実施する事で、小規模事業者の経営体

質を把握し、支援の方向性を模索、多くの小規模事業者に経営分析のきっかけと、関心を得

て頂き、伴走型の事業計画策定を初めとする支援実行のきっかけ作りとする。 

②経営分析の内容 

 各種税務支援の際、事業者に対して経営分析によるメリットを記載したチラシを用いて提

案、実施する。税務支援をきっかけとした経営分析では、初めに経営診断システムの財務診

断機能を活用する。決算書作成の際、残高をシステムに入力する事で同業種の経営指標と比

較分析、財務数値の推移分析、キャッシュフローの状態を把握し、事業者の傾向や特徴を判

断する。続いてヒアリングを実施し、予定を調整の上必要な追加分析を実施する。 

③経営分析結果の活用 

 経営分析の結果内容をプリントアウトし、内容説明と、その特徴に基づく経営に当たって

のアドバイスを実施する。さらに、同意を得た財務分析内容は匿名で業種別に収集・蓄積を

実施し、１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】(P.13)における景況調査に活用す

る。また、経営分析の結果基づき、３．事業計画策定支援に関すること【指針①】(P.25)に

つながる事業の方向性を提案、事業計画の策定支援に移行を図る。 

目 標多様な経営分析メニューに基づき多くの事業者に経営分析を実施していく 

取組 取組名 測定尺度 実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

取組 1 
経営診断システムの活用

による経営分析         
事業者数 未実施 40 48 60 72 84 

取組 2 
事業計画策定モデル事業

の実施による経営分析  
事業者数 未実施 4 8 8 12 12 

取組 3 
海津市経営相談窓口の定

期開催による経営分析 
事業者数 未実施 36 42 48 54 60 

取組 4 
税務支援をきっかけとし

た経営分析  
事業者数 16 20 28 36 40 40 

総経営分析件数 事業者数  100 126 152 178 196 

 各取組による経営分析の実行事業者数を測定尺度として目標を設定する。取組１では支援

員４名×年間 10 回の分析実施によりプロセス定着を図り、5年後に 4名×21 件の分析実施を

目指す。取組２では初年度支援員 4名×1件のモデル事業による経営分析を実施、4年目以降

支援員 4名×年間 3件の実施を目指す。取組３では当初月 3件×12月の分析実施を目標とし、

5年目に月 5件×12 月の分析実施を目指す。取組４では 5年度目支援員 4名×10 件の分析実

施を見据えて実施、全取組を通して総分析回数の増加を図っていく。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
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要約 小規模事業者だからこその本来の強みを輝かせる意味のある事業計画策定を支援

 する総合的なサポートを実現。小規模事業者の豊かなアイディアと海津市商工会

の業界動向を見据えた情報・分析を組み合わせる支援カンファレンス（支援員意

見交換会）の開催により、多種多様なブレーンストーミングと、筋道を立てた方

向性を導く討論を実現、小規模事業者の持続的発展へ向けての設計図を描く。 

（１）現状と課題 

達成 

課題 

Ｌ商売繁盛のアイディアを実現する事業計画策定・実行支援 

Ｐ職員間の情報共有強化 
 現在海津市商工会では専門家を招いての事業計画の作成セミナーの開催や、個社別の数値

計画の策定、方向性の提案等の事業計画策定支援を実施している。しかし、地域経済動向に

関する調査分析、対象事業者の経営分析が不十分であり、外部環境、内部環境に基づく理論

的かつ効果的な事業計画策定支援が実行できていない。また、経営分析同様各支援員各々の

力量による事業計画策定支援に依存しており、情報の共有が充分に図れていない。そこで、

体制整備を含めた各種取組を通して、小規模事業者にとって実行可能性が高く、かつ持続的

発展に効果的に寄与できる事業計画の策定支援の実行を目的とする。 

（２）事業計画策定支援の考え方 

 事業計画の策定支援に当たって、経済環境の変化や業界動向といった外部環境と、自社の

ビジネスモデル、強み弱みといった内部環境を踏まえた需要を見据えた計画の立案が重要と

なる。しかし、それ以上に事業者本人の経営に対する思い、意気込みを尊重した事業計画策

定支援である必要がある。事業計画の実施主体は事業者であり、事業者が意欲的に計画を遂

行できる事が最重要である。支援員の一方的な方向性の提示で終わらない、事業者と支援者

のコミュニケーション、思いの共有を重要視した事業計画の立案支援と、その事業者の思い

を明確化する事業計画の作成を手段とする事業計画策定支援を実施する。 

（３）実行スキーム【事業計画策定支援実施プロセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】(P.13)及び、２．経営状況の分析に関する
こと【指針①】(P.17)で調査分析して得た結果を、取組１の支援カンファレンスにより需要
を見据えた小規模事業者の商売繁盛を実現する事業計画（進むべき方向性）へと昇華させる。

その事業計画を取組２事業計画書の作成支援により事業計画書への具現化をサポート。なお、

事業計画書の作成に当たって、事業者主体的な計画書の作成を促す事が効果的だと判断され

る場合は取組３事業計画書作成講習会の開催により事業計画書作成支援を実施する等、相互

行き来する場合がある。それぞれで作成された事業計画書に基づき４．事業計画策定後の実
施支援に関すること【指針②】(P.28)で着実な計画遂行支援を実施する。 

取組１支援カンファレンスの開催【事業計画の立案】 

取組１ 支援カンファ

レンスの開催 

 事業計画の立案 

取組２ 事業計画書の

作成支援 

 アイディアの具現化① 

１．地域の経済動向調査に

関すること【指針③】 

２．経営状況の分析に関す

ること【指針①】 

取組３ 事業計画書作

成講習会の開催 

 アイディアの具現化② 

事業計画策定完了 
 
事業計画策定後の実施支援

に関すること【指針②】へ

収集・分析した情報を元に

商売繁盛を実現するため

の事業計画策定を支援 
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①支援カンファレンスの目的 

事業計画の策定支援に当たっては、支援員個々の知識やノウハウを集約的に活用する必要

がある。支援カンファレンス（支援員事業計画策定支援意見交換会）の定期開催により海津

市商工会としてのより精緻な事業計画策定支援プロセスの構築を図る。 

②支援カンファレンスにおける支援対象者 

 支援カンファレンスの実施には対象事業者の経営上の特性を把握するための経営分析を経

る事が必要不可欠となる。よって２．経営状況の分析に関すること【指針①】(P.17)におけ

る各種経営分析を行った事業者を対象に支援カンファレンスを実施する。 

③支援カンファレンスの内容 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】(P.13)及び、２．経営状況の分析に関す

ること【指針①】(P.17)による各種調査、経営分析により判明した企業の内部環境及び外部

環境に基づき今後事業者が目指すべき方向性及び、それを実現するための実効策について事

業者と支援員が共同で検討をし、この支援カンファレンスでその検討結果を担当支援員が発

表する。担当支援員は内容が固まった段階

で、支援カンファレンスの開催を報告しス

ケジュール調整を実施する。開催に当たっ

て具体的な実効策、費用対効果、実行可能

性を踏まえた内容をとりまとめ発表する。

参加支援員は下記支援カンファレンス協議

指針に基づき質問提案を実施、より効果の

高い実現可能性の高い事業計画の策定を目

指す。協議の際は付箋を活用したブレーン

ストーミング（意見の発散）を実施する。

より精緻化された持続的発展に向けた事業

計画の策定に向けたブラッシュアップを図

る。 

～支援カンファレンスにおける協議指針～ 

ドメイン 指針 総合指針 

What 

何を 

提供する商品又は役務の内容、魅力は

どうか 

◆３軸相互的な視点で矛盾が生じて

はいないか 

◆対象市場における外部環境と照ら

し合わせた場合効果は見込まれるか

どうか 

◆小規模事業者の経営資源と照らし

合わせて実行可能性は高いかどうか

◆方向性を実現するための実効策は

相当に具体化できているかどうか 

Who 

誰に 

ターゲットとするべき市場の特性およ

び将来性を踏まえているかどうか 

How 
どのように 

事業所の競争優位性を加味した内容と

なっているかどうか。実行手段として

効率的かどうか 

 

④事業者とのコミュニケーションによる方向性の擦り合わせ 

課 題

ＰＯＰの有効利

用 

無料ＨＰ作成

サービスの活

用 

付箋を活用したブレーンストーミング 

プライスライン

の設定 

ＨＯＷ 

ＨＯＷ 

実効策

詳 細



26 
 

 支援カンファレンスによりブラッシュアップされた事業計画について、事業者との最終意

見調整、事業の方向性を共有する事が重要となる。 

事業者と支援員はコミュニケーションを図りながら事業者の目標及び、事業に対する思い

を踏まえつつ、支援カンファレンスにより導き出されたいくつかの考え得る選択肢を提案し

ながら、事業の方向性の最終決定を行う。このコミュニケーションによる方向性の擦り合わ

せにより事業者と支援担当者が共に考え実行する伴走型の支援を実現する。 

⑤カンファレンスシートの作成 

 支援カンファレンスの開催と事業者のコミュニケーションを経て固めた目標、進むべき事

業の方向性と、その実効策について所定の記載項目を設けた A4 用紙１枚程度のカンファレン

スシートに取りまとめる。取組２、取組３による事業計画作成の際の材料として活用する事

で円滑な事業計画作成を促す。 

取組２事業計画書の作成支援【アイディアの具現化①】 

①事業計画の作成支援の対象者と目的 

 取組１支援カンファレンスの開催による方向性の検討と、綿密なコミュニケーションを経

て事業計画案を作成した事業者に対して事業計画書作成支援を実施する。伴走型の作成支援

により商売繁盛へ向けた経営者の思いと方向性、そして実効策の具現化を図る。 

②事業計画の作成支援の内容 

 支援員は巡回により事業者を訪問、窓口相談、メールの活用により作成支援を実施する。

事業計画の作成支援に当たって以下の海津市商工会事業計画作成支援要領を元に事業者にア

ドバイス、添削を実施し、伴走型の事業計画作成支援を実施する。 

 

～海津市商工会事業計画作成支援要領～ 

（ア）目標の設定 

事業計画には定性的な目標（どのようになりたいか）定量的な目標（定性的な目標を達成

した際の目標売上、利益等）を盛り込む。 

（イ）方向性の明記 

 目標を達成するに当たって事業者が取る方向性（戦略）を明記する。 

（ウ）課題の設定 

目標を達成するに当たって遂行すべき課題を記述する。（例：人材の教育、ＩＴを活用した

販売促進の強化等、新商品の開発等） 

（エ）具体的実効策の記載 

課題と対応する具体的な改善策・実効策を記載する事で、事業計画の実施を現実的なもの

へ落とし込む。 

（オ）検証方法の記載 

策定された事業計画の遂行に当たっては、指針となるべき一定期間毎の目標尺度及び、そ

れぞれの検証の方法を明確とする事が必要となる。定量・定性目標に加え、各実効策別の目

標値、検証方法を明確にして記載する。 

さらに、アクションプラン（計画の実行スケジュール）、予想損益計算書の作成を行う。ア

クションプランによる事業進捗の把握、予想損益計算書の作成による売上・利益・コストの

実績差の把握を行い、ＰＤＣＡサイクルの実現に活用する。 

取組３事業計画作成講習会の開催【アイディアの具現化②】 
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①講習会開催の目的と対象者 

 取組１支援カンファレンスの開催により事業の目指すべき方向性と、それを実現するため

の実効策を固めた事業者に対して事業計画作成講習会を開催する。事業計画作成講習会の受

講により主体的かつ意欲的な事業計画の作成を支援する。 

②講習会の開催概要 

講師には専門家（主に中小企業診断士）への依頼に加え、商工会支援員による講習も開催

する。この事は地域特性を理解し、支援カンファレンスの開催により事業者の現状を把握し

た支援員による実施により事業者の計画書作成を円滑に実施する事が可能であるからであ

る。取組１支援カンファレンスの開催による事業計画作成案件に応じて対象者に開催案内を

通知する。下記事業計画策定講習会開催スケジュールに沿って定期的に講習会を実施する。

③事業計画作成講習会の特徴 

講習会は確実に、かつ円滑に事業計画書の作成へ繋げるため実習形式で開催する。PC とプ

ロジェクターを活用し実際の事業計画の作成の流れを４回に分けて講習を実施する。受講者

には取組１で作成したカンファレンスシートと、PC の持参を推奨（場合によって事務所 PC

の貸出、紙ベースでの作成を実施）、実際に作成・交流を図りながらアドバイスや添削を実施

し、事業者にとって意欲の向上に繋がる事業計画策定の普及浸透を図る。講習４回の終了時、

事業計画作成に当たって追加支援が望ましいと判断した場合は取組２の事業計画の作成支援

に移行し、個社対応による伴走型支援に移行する。 

～事業計画書作成講習会開催スケジュール～ 

回数 テーマ 内容・目的 

第１回 
事業計画作成講習会
「自社の将来像」 

事業計画作成のポイント、ビジョンに基づいた目標の
記載方法を説明 

第２回 
事業計画策定講習会
「自社・環境分析」 

事業計画策定に当たって外部環境、内部環境を踏まえ
た分析結果の記載について説明 

第３回 
事業計画策定講習会

「将来像の実現のために」 
把握された分析結果に基づく課題と、それを達成する
具体的手段の記載について説明 

第４回 
事業計画策定講習会

「実行スケジュールの策定」 
具体的実行手段についてアクションプラン、利益計画
の作成方法の説明 

注）小規模事業者経営発達支援融資制度の活用に当たっての事業計画の策定支援 

本融資制度を活用する場合、取組１支援カンファレンスにおいて財務内容とキャッシュフロ

ーに基づく返済計画、設備投資であれば売上の増加見込額に基づく投資採算性の検証を実施

し、融資有効性を検証する。また事業計画書の作成に当たっては、個社別の、取組２事業計

画書作成支援に限定し、計画書内に予想 P/L に加え予想 B/S を盛り込み、返済計画、投資採

算性についての内容を追記する。 

目 標商売繁盛への設計図作りを支援する事業計画策定支援の順次増加を図る 

測定尺度 単位 実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定 

事業者数 
件 未実施 40 60 80 100 120 

取組１支援カンファレンスを皮切りに、取組２事業計画書の作成支援又は、取組３事業計

画作成講習会の受講を経て、事業計画の策定に至った事業者数を支援目標として設定する。

年度ごとに支援件数の増加を図り 3年度目以降２．経営状況の分析に関すること【指針①】
(P.17)における経営分析の実施事業者の内、過半数の事業者への事業計画策定支援の実施を
目指す。5年度目に支援員 4名×30 事業者に対し事業計画策定支援を実施する。 

 
【参考】総経営分析目標件数 

28 年度・・100 件 29 年度・・126 件 30 年度・・152 件 31 年度・・178 件 32 年度・・196 件 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
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要約  事業計画の遂行を効果的に支援するフォローアップの仕組みを構築すると共に

 支援員や専門家による着実に事業を遂行できる伴走型の支援を実施する。さらに、

事業の実施→効果の検証→事業のブラッシュアップによるＰＤＣＡサイクルの実

現による計画の研鑽を実現し、小規模事業者の経営発達に資する事業計画の実践

を総合サポートする。 

 

（１）現状と課題 

達成 

課題 

Ｌ商売繁盛のアイディアを実現する事業計画策定・実行支援 

Ｉ事業者の ITの有効活用 
Ｋ現場改善による生産効率向上支援 

 現在事業計画の策定後の進捗状況の確認や実施支援は、巡回支援や、窓口相談を活用した

ヒアリングを中心に実施しており、ある意味では事業者本人の意向にそった形で実施できて

いる。しかし、支援者として事業計画がどの程度進展しているのか、当初の目的通り事業を

実施できているのかといった進捗管理が不十分である。そのため事業計画が絵空事になって

しまう可能性、検証不足から事業のブラッシュアップが実施できていない可能性がある。こ

ういった事業計画実施支援の現状の改良を図り、実際に策定し事業計画を指針としたＰＤＣ

Ａサイクルを実現する実行支援、検証支援の取組みにより、小規模事業者の発展に資する事

業計画実施のフォローアップを効果的に実施する体制の構築、実現を目的とする。 

 

（２）実行スキーム【事業計画策定後の実施支援プロセス】 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針①】(P.25)で作成された事業者の事業計画を滞り

なく実行する PDCA を基準とした取組１～取組３の一連の実施支援でフォローアップを行う 

 

 

取組１アクションプラン実行支援 

①アクションプラン実行支援の内容と対象者 

 事業計画策定支援で策定された各種取組の中には小規模事業者単独で実行するには困難な

手段が存在する。３．事業計画策定支援に関すること【指針①】(P.25)により事業計画を作

成した事業者全員を対象に、事業計画を滞りなく実行するためのバックアップ体制を構築・

支援を実施する。事業計画の作成事業者を支援員それぞれに担当割りを行い、担当支援員は

事業計画書に記載された事業の実効策とスケジュールを確認しつつ四半期に１度以上事業計

画作成者との連絡調整及び巡回訪問を実施する、必要となる支援策を検討し、事業者に対し

て必要な支援を提案し実行に移す。 

②アクションプラン実行支援の流れ 

取組１ アクション
プラン実行支援 

 
事業計画の実行支援 

３．事業計画策定支援

に関すること【指針

②】 

 事業計画実施状態の把握 

取組２ フォローア
ップツール活用によ 

る事業計画進捗調査 

 事業計画の進度確認 

取組３ フォローア
ップレポートの

作成・発行 

 事業計画の軌道修正 

ＡＣＴＩＯＮＣＨＥＣＫ ＤＯ ＰＬＡＮ 
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 アクションプラン実行支援の実施に当たって支援員は事業計画の内容に合わせた支援策を

実行に移す必要がある。支援員は事業の内容に応じて事業実行の助言、専門家の派遣など適

切な支援策を提案、実行する。 

～アクションプラン実行に向けての支援策～ 

支援員による巡回支援 専門家支援の活用 

担当支援員によるアクションプランの実行スケジ

ュールを確認する事による適時連絡・定期的な巡

回支援を実施。事業の実施に当たり必要とる実効

策サポートを行う。中でも実行にあたってＩＴの

有効活用の提案を重点的に実施する（次項③）。 

中小企業基盤整備機構 

岐阜県産業経済振興センター「よろず支援」拠点 

岐阜県商工会連合会「エキスパート」派遣事業 

の活用により高度かつ専門的な事業実施策にあた

っての支援を実施する。 

実行支援例）事業計画の策定に当たって、Ｓ社（支援対象事業者）の現状調査を実施した結果、Ｓ

社では社員相互的な情報共有の仕組みがなく、部門間での軋轢が発生しているようであった。原因

を分析した結果Ｓ社従業員は社内の規則関係を共有しておらず、守るべきルールが体系化されてい

ない事に不満を覚えており、その事により社内の指示系統を不明確になっている事が部門間の軋轢

に繋がっている可能性があると判断できた。こうした分析結果を含めてＳ社は、「全社一体型の営

業体制の強化による市場拡大」を方針とし事業計画を策定した。この事業計画の遂行に当たって設

定した課題の１つ「社内規則の整備」において実行支援が必要と認められた。担当支援員は計画策

定時に設定したアクションプランに基づき実行タイミングを確認し、巡回支援により具体的実効方

法の再確認を行った。担当支援員は当初の計画通り課題の達成に当たって社会保険労務士による就

業規則策定支援が望ましいと判断し、岐阜県商工会連合会の「「エキスパート」派遣事業を活用し

専門家派遣を実施する事と決定した。 

 

③ＩＴビジネス導入・運用支援 

 アクションプランの実行にあたって、ＩＴの有効活用による事業計画の円滑な実行手段を

重点的に提案していく。現在海津市商工会ではビジネスにおけるＰＣの活用方法としてＨＰ

作成支援や、ＳＥＯ対策といった販促支援に加え、業務の効率化や、効果的な情報管理方法

に向けた表計算ソフトの活用等の提案支援を実施している。その取組を強化するとともに、

事業計画の実行手段として提案・実施する事で小規模事業者のＩＴを活用したビジネスモデ

ルの導入を支援する。 

～ＩＴビジネス導入・運用支援を重点的に提案する理由～ 
 事業計画における様々な課題の達成に当たって、ＩＴの活用は最も効率的かつ、効果的な実行策と
なりうる。商業者であれば、顧客の情報管理や需要予測、販売促進といったマーケティング活動全般

にＩＴを活用したデータ管理・活用は非常に有効な実行手段となる。また、製造業者であればＩＴを

活用した受注管理から、在庫管理、納品管理までの一連の生産管理のプロセスを効率化する仕組みを

構築する事で生産性の向上を図り、付加価値を高める事が可能である。こうしたＩＴを活用した経営

管理は大企業、一部の中小企業では実施されているものの小規模事業者の導入率は未だ非常に少なく

なっている。その要因として経営活動に当たってのＩＴ活用のハードルがコスト面、情報面、知識面

等の要因から未だ高いからであると考えられる。特にシステム導入に当たっては多額の投資、コスト

が発生し、小規模事業者にとっては多くの場合投資採算性に見合わず実行可能性が低くなってしま

う。そこで、海津市商工会では支援メニューの一つとして小規模事業者にとって実行可能性が高く、

かつ比較的簡易に実行でき、将来的な持続的発展に資するであろうＩＴビジネスの導入・運用支援を

実行していく。 

④ＩＴビジネス導入・運用支援の実施方針 

小規模事業者を対象としたＩＴビジネスの普及に当たって重要となる要素として①簡易に
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実行でき設備投資・維持コストがほとんど発生しない事②事業の業務体系を把握し事業効率

を高める仕組みを提示する事の２点である。それを踏まえたＩＴのビジネス活用を実現する

に当たって汎用ソフト（市販の表計算ソフト等）の使用や、クラウドサービス等の各種ネッ

トサービスの活用、その他業務を効率化するアイディアを織り交ぜた提案型支援を実施する。

～ＩＴビジネス導入・運用支援実施の流れ～ 

（ア）小規模事業所における業務体系の調査と把握  

既存の業務の流れを調査把握（事業計画策定の際の分析の一環として実施する場合もあ

り）する。ヒアリング、実際の業務を目で確認しながら事業者とともに、簡易的な業務フ

ロー図を作成し、業務の体系化、見え        ～業務フロー作成例～ 

る化を行う。一般的な製造業であれば受

注、在庫確認、製造指図書の発行から製

造過程、納品処理までの一連の流れを具

現化する事で、どの過程で多くの時間を

消費しており不効率な作業が発生して

いるかを検証する材料とする。商業者で

あれば顧客情報の管理方法や販売促進

の実施状態を体系的に把握、図化する事

で同じく生産性の向上、効果の拡大を目

指すに当たっての検証材料とする。 

（イ）業務体系におけるボトルネックの検証  

 作成した業務フローを活用し、事業者とともに非効率が発生している箇所を特定してい

く。支援担当者と事業者はディスカッション形式であらゆる可能性を互いに指摘しあう事

で最も改善効果の大きく、非効率の要因となっている業務箇所（ボトルネック）や、効果・

効率の向上の望める業務箇所を抽出する。そしてＩＴの活用等を見据えた業務改善の可能

性を模索していく。このボトルネックは日々従事している事業者にとっては盲点となりや

すく見える化する事により普段は気づきにくい業務改善点を見つける事につながる。 

（ウ）ＩＴ活用による業務改善手法の検討  

 非効率が発生していると判断できる業務箇所（ボトルネック）、業務体系の変更で効果の

拡大が望める業務箇所の抽出ができた    ～改善策実行後の業務フロー図例～ 

ら実際のＩＴ活用手段の検討に移る。Ｉ

Ｔの活用手段については既存ＰＣの設置

個所、台数、スペックや導入済みシステ

ム、ソフト等の内容を総合的に考慮しな

がら、追加の情報機器の必要性、汎用ソ

フトの使用や、各種ネットサービスの活

用による改善の可能性を検討していく。

事例によっては、より専門的なＩＴ支援

が必要となるため、専門家派遣の活用、

または公益財団法人ソフトピアジャパン

と連携する事による業務改善手段の検討

を実施する。 

 

（エ）ＩＴ活用手段の決定と運用支援  

 事業者と担当支援員で決定したＩＴ活用策の実行支援を実施する。導入機器や、ソフト

やサービスの使用方法について伴走型の支援を実施し、運用体制の整備を目指す。 



31 
 

～実際の活用例「営業活動の標準化・効率化に向けたＩＴ活用支援」～ 

 

事業の実行における課題が営業活動の効率化・営業スキルの標準化であると判断され、営

業担当者が活用できる表計算ソフトベースのツール作成支援を実施した。ツールの使用に

より商品別の採算性が一目で確認でき、遠隔決済のできる活用方法の提案を行った。 

（オ）ベンダーへの取り次ぎ支援  

 事業者のプロセスの改善にシステムの設計・導入が最も効果的で、パッケージによる対

応も不可能であると判断され、投資採算性も見込める場合、また事業者がシステムの発注

を望んでいる事例には、ベンダーと事業者の打合せに同席する事による要件定義の作成同

伴を行う事が望ましい。小規模事業者の思い描くシステム設計を、より具体的に表現する

サポートを実施。業務の体系を理解した支援員の同伴による本当に望まれるシステム像を

ベンダーに伝達する事でより効果の高いシステム導入を支援する。 

⑤ＩＴビジネス導入・運用支援の実施体制 

 ＩＴの活用支援に当たっては担当支援員の一定以上のＩＴスキル、ＩＴ知識が必要となる

が、基本として汎用ソフト、既出サービスの活用支援を図るためプログラミング言語の習得

等の高度な技術習得は必要とせず、業務体系の把握を主とした仕組みの提案に重点を置く。

また、ＩＴビジネス導入・運用支援の事例報告を定例会の際に実施する事で具体的支援策

の共有と流用を図るとともに、ＩＴ知識を得意分野にもつ支援員を中心としたプロジェクト

チームの結成等で対応を図る事も可能である。また、岐阜県の同地区である大垣市に所在地

を有する公益財団法人ソフトピアジャパンとの連携支援により高度な事例にも対応する事が

可能である。 

公益財団法人ソフトピアジャパン  

ＩＴ関連企業の集積や優れた情報基盤を生かして、地域産業の高度化

を担う人材を育成・供給し、ソフトピアジャパンエリアを「IT ビジネ

スネットワーク拠点」として発展させる事を目的に活動を実施してい

る。生産性向上や商品の競争力向上を目指した産業の情報化支援や、

県内中小企業の戦略的情報化を促進することを目的とする IT 活用に

よる経営改革を支援する「ＩＴ経営応援隊ぎふ」を実施しており、海

津市商工会では地域の中小企業支援の協力体制を結んでいる。 

公式ＨＰ：http://www.softopia.or.jp/

取組２フォローアップツール活用による事業計画進捗調査 

 

①フォローアップツール活用の目的 
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 小規模事業者による事業計画策定後のフォローアップの実現には、事業計画の実行支援に

加え、事業計画の進捗状況を定期的に把握、調整を図る事が重要となる。しかし、事業者に

対して伴走型かつ、面的なフォローアップを実現するには、多くの時間と支援人材、リソー

スの負担が過大となる。そこで、海津市商工会では事業計画策定支援を行った事業者を対象

にフォローアップツールの活用による事業計画の進捗確認を実施、効率的かつ効果の高い事

業計画のフォローアップの実現を目指す。 

②フォローアップツールの内容   

フォローアップツールは事業計画策定事業者の計画遂行状況をモバイル端末の活用により

進捗状況を簡易に把握できるシステムである。月次売上高や、経費といった所定事項を入力

する事で、設定期間別の売上高や、利益額の推移を直観的に把握する事ができる。このシス

テムを活用し事業計画策定の折設定した目標に対しての差異を把握し、事業計画遂行状況の

判断材料として活用する。また、ヒアリングによる聞き取り内容、課題に対する実効策の実

施状況、実行に伴う効果検証内容等をシステムに入力・保存を行っていく。 

③進捗調査の実施頻度 

 フォローアップツールを活用した進捗調査は３．事業計画策定支援に関すること【指針①】

(P.25)により事業計画を作成した事業者全員を対象に実施する。各事業者毎に四半期に１度

以上支援員が出向き実施状況の確認を行う。 

 

 

～フォローアップツール目標値・実績値表示画面～ 

 

 

取組３フォローアップレポートの作成・発行 

 

①フォローアップレポートの内容 
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 四半期に１度取組２による事業計画の進捗管理を実施した事業者に対して事業計画施行状

況を文章・図式化したフォローアップレポートを作成・発行する。取組２のフォローアップ

ツールを活用し作成した測定値の推移や、目標との差異等をグラフにより見える化し、レポ

ートに記載する。定量情報に加え、ヒアリングの実施を含む調査内容に基づいた進捗の診断

内容及び、総合所見等を盛り込み更なる事業計画遂行に当たっての提案を実施する。 

②フォローアップレポートの活用 

支援員はレポートを事業者に提供するとともに、レポート内容について説明と、それに基

づいた計画の継続に向けての提案を実施する。そして、事業計画の遂行状況に対する理解を

事業者と支援員とで意思共有を図る。また、当レポートは職員内で回覧・共有を行い、職員

間での情報共有や進捗確認のできる体制を整え、相互的な進捗管理の徹底を図る。 

③年次レポートの発行 

年度末のレポート作成時には年次レポートとして、事業計画における１年間の実績をまと

める。フォローアップ支援の実施内容、計画に対する進捗状況、事業計画実行による効果検

証結果等を盛り込む。それに基づき軌道修正の必要性を検討し、事業計画の実施状況に応じ

た事業計画のローリング（見直し・軌道修正）を提案する。 

④事業計画のローリング 

進捗調査の結果に応じて事業計画のローリングを提案する。例えば、事業計画書の目標売

上に対しての差異が、客単価の低推移が原因で発生した際は、客数獲得への販促策を講じる

等の軌道修正を図る代替策を講じる必要がある。その代替策に基づいて事業計画の再構築を

提案、新たな実行計画への調整を支援することで最終的な事業計画の遂行と達成を目指した

フォローアップを目指す。 

 

注）小規模事業者経営発達支援融資制度の活用後の事業計画実施支援 

本融資制度を活用した場合の事業計画実施支援に当たっては、取組２による事業計画進捗調

査を四半期に２回に増加させ、当初の返済計画に無理が生じていないか財務内容及び、資金

繰りの状態を重点的に確認する。負担が生じているようであればそれに基づいた、方向性の

転換を図り事業計画の調整を緊急実施する。また、融資資金の使途と、その効果について検

証し、取組３フォローアップレポートに記載する。 

 

 

目 標事業計画の遂行に向けた細やかなフォローアップ実施を目指す 

測定尺度 単位 実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画フォローアップ回数 回 未実施 160 240 320 400 480 

 取組１アクションプラン実行支援、取組２フォローアップツール活用による事業計画進捗

調査及び、取組３フォローアップレポートの作成・発行にて行う一連の事業計画実施支援に

よるフォローアップ回数を目標として設定する。３．事業計画策定支援に関すること【指針
①】(P.25)における事業計画の策定全事業所を対象に１事業所当たり四半期に１回（年４回）
ペースでの支援を実施する。5年度目支援員 4名×120 回のフォローアップ実施を目指し、事

業計画の滞りのない実施を支援、事業者の描く未来像の実現をサポートしていく。 
【参考】事業計画策定支援目標件数 

28 年度・・40 件 29 年度・・60 件 30 年度・・80 件 31 年度・・100 件 32 年度・・120 件 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

要約 小規模事業者個社別の需要動向調査を実施するマーケティングリサーチ支援事業

 の実施により、個社の実情に即した売上拡大に活用できる情報の収集・分析・蓄
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積を図る。その情報を活用した事業者の新商品・役務の開発や取り扱い、販路開

拓といった持続的発展に資する事業の実施につなげる提案を実施する。 

（１）現状と課題 

達成 

課題 
Ｍ消費者のニーズを掴み売上に繋げるマーケティング支援 

 現在海津市商工会においては事業者のマーケティング活動を支援する取組が少なく、情報

の収集と、それを活用し売上向上を目指す方法について事業者への浸透が充分でない。支援

員の伴走型の調査支援によって小規模事業者の売上に直結する情報の収集ノウハウ、活用プ

ロセスを提案、消費者のニーズを踏まえたマーケットインの考え方の浸透を図る。売上拡大

に向けた商品開発や、販売促進、新市場への参入へと活用する提案型の情報を収集・整理・

分析・提供し、海津市の小規模事業者へ提供する事で収益力の強化を目指す。 

（２）実行スキーム 

 

 

 

 

 

 

取組１マーケティングリサーチ支援の実施   

 

①マーケティングリサーチ支援事業とは 

 人口減少が進展し、少子高齢化に加速がか

かる昨今、限られた消費者のニーズをいかに

掴み喚起するか、売れる仕組みを創り出すか

が重要となる。この海津市においてもそれは

例外でないが、３県隣合わせの立地環境は需

要喚起の工夫次第では大きな需要を掴み取

れる可能性がある。このマーケティングリサ

ーチ支援は、従来小規模事業者に普及してい

なかったマーケティングを活用した継続的

な支援活動を通して、成り行きまかせで実施

する商売ではない計画的かつ、効果が高い販

売手法を提案していく。消費者のニーズを把

握したマーケットインに基づく需要開拓に

資する情報提供と提案活動を通して海津市

の小規模事業者の売上拡大を目指す。１．地

域の経済動向調査に関すること【指針③】

(P.13)に関することにおいて前述した商工

会動向調査レポートでは海津市における小

規模事業者に直接的に影響を与えうる密着型の情報と、業界の動向を踏まえた間接的に影響

を与えうる情報とを組み合わせた提案型の情報提供を実施するものであるが、このマーケテ

業界動向 

地域 

経済 

動向 

需要

動向 

マーケティングリサーチ 
個社別の新商品導入、販路開拓の際

の需要動向を集中的に調査分析す

る事でより効果的な提案が可能 

商工会動向調査レポート 
業界別の動向を様々な要素（商品の

需要や競合等）を地域の現状と照ら

し合わせて、面的に調査提供

取組１ マーケティングリサ
ーチ支援 

 売上拡大に資する個社の状況に即した
情報の収集・整理・分析・提供 

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】 

情報の活用 

３．事業計画策定支援に関する

こと【指針②】 
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ィングリサーチ支援は、前述の調査内容を活用するとともに、より個社に即した小規模事業

者の商品や、サービスといった生産物全般について需要が見込めるかどうか、より需要を拡

大するに当たって何をするべきかの答えを導きだすための調査分析支援を行う事業である。

事業者の経営発達に向けた意欲的な取組（新商品の開発、取り扱いや、新市場開拓）を促進

し、成長を確実なものとする情報を活用した支援の実施により、地域内小規模事業者の売上

拡大を目指す。 

 

②マーケティングリサーチ支援実施の流れ 

 マーケティングリサーチの実施に当たっては、海津市商工会の支援メニューの１つとして

下記の流れで提示実施を行う。１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】(P.13)で設

置したリサーチチームは、業界動向レポート収集に蓄積したデータを活用、必要な追加調査

を実施しつつマーケティングリサーチを実施する。 

 

～マーケティングリサーチ支援の実施プラン～ 

ＳＴＥＰ１ 

マーケティングリサーチ支援の周知を行う。チラシ作成の上巡回にて市内

事業者へ提案を実施。また、海津市と連携した海津市報への掲載や、ＨＰ

への掲載等、市内事業者への幅広い周知を実施する。なお、事業計画を実

行するに当たりリサーチ実施が望ましい事業者に調査の実施を提案する。 

ＳＴＥＰ２ 

支援実施に当たって所定様式の「マーケティング調査開始届」に①事業所

名②事業内容③調査概要④事業の方向性といった所定事項へ記入を依頼す

る。開始届を元にリサーチチームは予備調査を実施する。 

 

ＳＴＥＰ３ 

対象事業者に対し。調査開始の連絡を実施した上、リサーチチームによる

巡回訪問を実施し、ヒアリング行う。ヒアリングにより調査目的を明確に

し、事業者と共に実施する調査事項について打ち合わせする。 

 

ＳＴＥＰ４ 

リサーチチームは動向調査レポートで収集したデータを活用しつつ、目的

に必要な追加調査を検討しながら調査プランを設計する。事業者に調査計

画を提示し伴走型の調査を実施していく 

 

ＳＴＥＰ５ 

調査結果に基づき、事業者とリサーチ担当者によりリサーチレポートの作

成を行う。当レポートには①調査内容②調査結果③提言内容を掲載し、調

査報告を実施。調査結果は整理分類した上で、次のリサーチへの活用を目

的としたデータ蓄積を実施。 

ＳＴＥＰ６ 

蓄積・共有されたリサーチレポートは職員間で内容共有を行う。リサーチ

レポートの回覧や、定例会の際に調リサーチチームによる調査結果報告を

実施する。リサーチ結果に基づき具体的な需要開拓に資する取組みの実行

を支援する。 

③マーケティングリサーチ支援における情報の収集 

 マーケティングリサーチの実施に当たって、新商品や役務の開発、販路の拡大に応じた広
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範囲な動向を踏まえた公開データ（２次データ）の収集と、事業者個社別の取り組みに焦点

をあてたより具体的な調査（１次データ）を組み合わせて行う事でより効果的な需要開拓へ

向けた情報収集を実施する。目的に応じて以下の調査を企画実施する。 

２次データの収集方法  

公開されている既存の調査情報や、広域的な傾向を調査するため公開データの活用や、マ

ーケティングサービスの利用により効率的かつ広範囲の情報収集を実施する 

(1)日経テレコンの活用 

日経 BP の市場調査・アンケート調査・調査会社のレポートにより対象市場の動向を調 

査し、市場規模の推移や、売上の動向等を調査し需要の動向を収集 

(2)日経 POS 情報の活用 

POS 情報の収集により商品別の売れ行きや、関連購買の傾向、価格の動向を調査収集 

(3)マクロミル（WEB ｱﾝｹｰﾄｻｰﾋﾞｽ）の活用 

アンケート結果を調査・収集し、年代別のトレンド、嗜好を収集 

(4)業界紙の活用 

業界別のトレンド、新商品、新役務といった最新情報を収集するとともに、業界の統計

情報を収集 

(5)家計調査・消費者動向調査の活用 

総務省、日本政策金融公庫、各都道府県の発行する消費者の動向について情報収集 

(6)Google Adwords の活用 

Google の提供するサービスを活用しネット閲覧者の検索傾向を地域別に調査収集 

(7)地域別統計データの活用 

必要に応じて各市町村の人口、性別割合、自動車保有率、消費指数のデータを収集 

 

１次データの収集方法  

個社毎の需要開拓の方向性を踏まえた各種調査の実施・支援を行う。公開データでは判断

できない商品や役務、販路拡大へ焦点を当てた個別調査を実施する。 

(1)アンケート調査の実施 

 回答者の年代や、所在地、性別、職業といった特性と、商品や役務に対する嗜好、意見

といった需要調査を組み合わせてアンケート項目を設定、用途に合わせた幅広いアンケー

ト手法の活用により精緻な、特性毎の需要傾向を把握する。 

(ｱ)全国商工会連合会アンケート作成支援クラウドサービス「Seeds」の活用 

海津市事業者を対象とした、客層調査、売上推移等の景況調査を実施。メールマガジ

ン、ネットを活用した効率的なアンケート収集を行う 

(ｲ)顧客アンケートの企画実施支援による顧客満足度調査 

 既存客の特性を知り、更なる売上向上を図るための顧客ニーズを収集。既存商品に対

する満足度、価格設定等を収集する事で、需要開拓へ向けた判断材料とする 

(ｳ)主要観光地でのアンケート調査、 

 海津市の豊富な観光資源を活用した来街者アンケートを実施する。観光地を訪れる多

くの来街者の所在地や性別といった特性、商品や役務に対するニーズを把握する事で

新規客獲得への取り組みの足掛かりとする。 

(ｴ)イベント開催時のアンケート調査 

  海津市の一般在住者を対象とした調査を行う。来客 2万人以上を集める海津市産業感

謝祭でのアンケート調査を実施する事で幅広い特性の需要動向調査を行う 
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(2)対象事業者の商圏調査 

 事業者の会員制度や、割引券、ポイントカードといった顧客データの収集活動の提案支

援による顧客の特性調査及び分析をサポートする事で個社別の既存客の商圏情報収集を

実施する。この事で事業者が販路開拓を目指すべきターゲットを明確とする 

(3)海津市商工会職員による品評会の開催 

 事業者の扱う商品や製品、役務などについて商工会職員による品評会を開催する。性別

や年代も様々な職員による品評を実施する事で、商品の改良や、開発、取り扱いに向け

た情報収集を実施する。 

(4)海津明誠高等学校の生徒とのマーケティング実習 

 海津明誠高等学校の情報処理科では地域の活性化、特に地元商工業の発展に向けた学習

に力を入れており、海津市商工会で研究企画まちゼミ事業にも協力を頂戴している。今

後マーケティング実習と称した商工会職員が講師となっての実習形式での調査を共同実

施する。調査の目的を定め、情報処理科の PC を活用したデータ分析を多人数で実施す 

る事でより多くの情報収集が可能であるとともに、生徒及びその家族に対してのアンケ

ート実習を経る事で商工業においてのマーケティングの意義と目的の普及を図るととも

に、効率的かつ効果的な情報収集へつなげる。 

 

④マーケティングリーチによる情報の整理・分析 

 調査、収集した情報は業種、事業所別にデータベース化、リスト化し蓄積を実施する。収

集した情報は対象顧客を起点とした４P（Product・・商品、Price・・価格、Place・・販路、

Promotion・・宣伝訴求）により整理・分析を行った上で、整理項目相互の整合性を確認、需

要開拓へ向けた提案情報の抽出に活用する。 

Target 
（対象顧客） 

事業者が対象とする、もしくは対象を予定する顧客について分析を実施す

る。収集した市場・業界動向、アンケート調査の結果を活用し市場細分化

を行う。年齢や性別、家族構成、職業といったデモグラフィック変数、在

住地域といった地理的要素を加味したセグメンテーションを実施し、商

品・役務の売り込み先として現在のターゲティングは正しいのかどうか、

さらに最も効果が高いと判断できるターゲットを導き出す。 

 

 

 

Product 
（商品役務） 

事業者が提供又は、提供を予定する商品役務について業界誌等を活用した

情報収集により、類似品、トレンド、機能等の比較を実施。相対的な評価・

分析を実施する。（ポジショニングマップの作成） 

Price 
（価格） 

事業者が設定又は、設定を予定する商品役務の市場価格の推移について、

日経 POS 情報を活用した価格分析を実施するとともに、アンケートを活用

した PSM 分析を実施する事で商品役務の適正価格を導き出す。 

Place 
（販路） 

事業者が流通又は、流通を予定する販路形態について、Google Adwords

を活用した消費者の検索傾向の分析、マクロミルを活用した消費者アンケ

ート結果の分析により最適販路を導き出す 

Promotion 
（宣伝訴求） 

事業者が実施又は、実施を予定する販売促進策について、地域別統計デー

タや、アンケート結果、商圏調査結果を活用する事により効果の検証を行

い、より効果的な販売促進策を導きだす。 

⑤マーケティングリサーチ結果の提供と活用 

 マーケティングリサーチ支援に基づく需要動向情報の収集、整理、分析内容はマーケティ

ングリサーチレポートとして支援事業者へ調査結果を提供する。調査結果提出の際には、調

整理項目の分析結果を相互検証 
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査結果の定量的な資料提供や報告で終始する事なく、更なる需要開拓、売上拡大を実現する

に当たっての販売促進策を例示する事で、具体的な取り組みイメージを提案し、実施に当た

ってのサポートを実行していく。 

また、本リサーチ結果は３．事業計画策定支援に関すること【指針①】(P.25)における事

業計画の策定材料として活用、より需要を見据えた事業計画の策定に移行する事が可能であ

るとともに、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】(P.39)における

具体的な需要開拓策の実行支援をする際の販売促進策の選択に活用していく。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 標マーケティングリサーチ支援増加による小規模事業者の売上拡大への貢献 

測定尺度 単位 実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

マーケティングリサーチレポート 

提供事業者数 
件 未実施 10 15 20 30 40 

一連の需要動向に関する情報の収集、整理、分析を経た成果物であるマーケティングリサ

ーチレポートの提供事業者数を目標尺度として設定する。初年度は情報の蓄積と、分析ノウ

ハウの獲得期として目標を年間 10 件と設定した。その後、情報の蓄積、プロセス習熟の進展

と連動して支援件数の増加を目指し、3年度目の年間 20 件から１年度 10 件の増加を図りつ

つマーケティングリサーチレポートの提供を実施する。需要動向調査の意義をＰＲし、確実

に売上に貢献できるマーケティングリサーチ支援の定着を目指す。 

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】 

要約 小規模事業者の特性に併せた、需要開拓に資する販売促進支援を実施。海津市の

 現状を踏まえた、情報の発信で終わらない海津市の小規模事業者へ売上に直結す
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る販売促進策を提案、実行を支援する。 

（１）現状と課題 

達成 

課題 
Ａ市内・市外に新たな需要を創出する総合的な販売促進支援 

 海津市商工会では地域情報誌「かわら版」を活用した、折り込みチラシの投函による地域

事業者向けの海津市の特性を生かした販売促進支援、商談会や展示会への出展支援、ＨＰの

作成支援といった需要開拓を目指した支援事業を実施している。特にかわら版は海津市にお

ける小規模事業者の需要開拓に当たって効果的に作用している。これらの取組みを強化する

とともに、海津市商工会による小規模事業者の販売促進をさらに促す仕組みを整備し、小規

模事業者の魅力を市内・市外に発信する事による新たな需要を創出する販売促進支援の実施

を目指す。 

（２）需要の開拓に寄与する事業の考え方 

 小規模事業者の持続的な発展に向けて、需要の開拓は非常に重要なものであると考えられ

る。需要の開拓をきっかけとした、顧客の獲得による売上の確保は、永続的な事業経営の源

となる。しかし、多くの小規模事業者にとって需要の開拓は非常な困難なものとなっている。

なぜなら人的資源が乏しく営業に時間を費やす事が難しかったり、取引のきっかけをつくる

情報が不足したりするからである。海津市商工会はそういった小規模事業者にとっての需要

開拓における課題を踏まえた各種需要開拓に寄与する事業を実施、小規模事業者の現状に併

せた取組１～取組４までの売上拡大に直結する支援メニューを重点的に提案していく。 

 

（３）実行スキーム 

 
小規模事業者の特性に併せた需要開拓に資する販促支援メニューを用意 

 

取組１商談会・展示会への参加斡旋支援 

①商談会・展示会参加斡旋支援の概要 

現在海津市商工会では、東海地区を中心とした大規模出展会メッセ名古屋への出展支援を

実施している。だが、一部の特定事業者のみに留まっており、より多くの小規模事業者の参

加を促し需要の開拓に向けた取り組みを実施する事が必要である。 

海津市商工会主催での商談会や出展会の開催は特性上広範囲への訴求も難しく、海津市の

現状を踏まえるとより広範囲に他地域を中心に訴求を図る事が望ましい。そのため、海津市

内での商談会・展示会の開催よりも、他都市部で開催される商談会や、出展会への出展支援

を行う事が小規模事業者の需要開拓支援に当たって最も効果的かつ、実行可能性が高いと判

断した。商談会・出展会開催の情報提供、実際の参加までの伴走型支援はもちろん、需要開

拓を見据えた参加・出展する際の知識やノウハウの獲得を支援、参加・出展後の取り組みを

通したトータルサポートを実施していく事で、小規模事業者の効果的な販促活動を通した、

新たな需要開拓の実現を目指す。 
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②商談会・展示会への参加斡旋支援の対象者 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】(P.34)におけるマーケティングリサーチ支援に

て調査分析を実施した事業者に対して、調査分析内容に基づいた効果的な商談会・展示会の

情報を収集、伴走型の参加斡旋支援を実行する。また、市内小規模事業者を対象に支援内容

の周知を実施、商談会・展示会参加の利点の周知、参加を促す支援を実行する。 

③商談会・展示会参加斡旋支援の内容 

 参加斡旋支援の主たる取組として小規模事業者に対し商談会・展示会への参加を通しての

販路開拓の意義を周知・浸透させ、より多くの小規模事業者への利用を促すとともに、参加

に当たってのトータルサポートを実施し、商談会・展示会への参加による需要開拓の効果を

最大限に引き出す支援を実施する。 

～商談会・展示会参加斡旋支援の実施内容～ 

（１）商談会・展示会の開催情報の提供  

 商工会ネットワークの活用や、実施情報の調査収集により商談会・展示会の開催情報を

いち早く提供する。各種商談会・展示会の情報を集約、それぞれの特性と内容を調査した

上で業種や、規模、事業内容に応じて情報整理を行う。周知方法として会報への記事掲載

に加え、巡回訪問での参加斡旋を行う。また、メールマガジン、ＦＡＸマガジンのデータ

ベースを活用し業種、事業特性ごとに事業者の細分化を実施、開催予定の商談会・展示会

への参加が望ましいと考えられる事業者を選定、通知を行う事で、より効果の高い商談会・

展示会への参加を提案していく。非会員の小規模事業者に対してはチラシを持参し参加を

促す事で、他の支援の足掛かりにもつなげる。通知の際は、開催の概要のみでなく、何故

参加する事が望ましいのか、どういった効果があるのかといった情報を加え、提案型の参

加斡旋を実施する。 

（２）商工会ネットワークの活用  

 全国商工会連合会が主催するむらからまちからち館への出店等、全国にネットワークを

有する商工会の強みを活かした支援を実施する。むらからまちから館は東京都千代田区に

有する全国各地の特産品を        ～むらからまちから館ＨＰ～ 

扱うアンテナショップであ

り、地域の特産品等を全国

へ向けて効果的に発信する

事が可能である。また、岐

阜県商工会連合会による県

内事業者の展示会参加斡旋

への取り組みも活用する。

効率的かつ効果の高い需要

開拓支援を実施するため、

商工会のネットワーク、連

携体制を活用する。 

（３）商談会・展示会活用術の獲得支援  

 商談会・展示会への参加を促しても、参加するだけで終わっては需要の開拓に当たって

の効果が薄くなってしまう。そこで、商談会・展示会で成果をあげるノウハウの獲得支援
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を実施する。参加に当たってのマニュアルを作成・整備し、参加事業者に提供・説明を行

う。既出のガイドブックの情報や、中小企業基盤整備機構や、岐阜県商工会連合会を初め

各商工会ネットワークの活用、有識者、専門家への相談等を経て効果の高いマニュアル作

成を実施する。マニュアルを活用するとともに、事業者とともに支援員が商談会や展示会

に参加する機会を設け、伴走型のアドバイスを実施する。この事で商談会、展示会への参

加ノウハウ獲得を支援し、より確実に需要の開拓に資するものにしていく。 

（４）支援機関との連携による逆商談会  

 海津市及び商工会地域の特性として、小規模事    ～㈱十六銀行との連携～ 

業者の取引発生の起点となりやすい大企業や中規

模企業が少ない点が挙げられる。そこで、金融機関

であり、支援機関でもある㈱十六銀行との連携を実

施する。㈱十六銀行の広い企業ネットワークを活用

した大企業対小規模事業者の逆商談会を開催。参加を市内小規模事業者へ促し、提案を実

施する事で、小規模事業者が苦手とする事が多い大企業への販路のきっかけ作りを提供し

ていく。参加の際の営業方法、自社商品の PR 方法について前述マニュアルを活用し、支援

員が全面的に相談に乗り商談の成立へ向けた支援を実施する。 

（５）商談会・展示会参加記録の作成  

 商談会・展示会への参加支援を実施した際は、その支援内容、実行スケジュール、実施

に立って得た効果等を実施記録として蓄積していく。蓄積された記録を活用し、商談会・

展示会出展支援内容のブラッシュアップを実施し、海津市内事業者へ向けた商談会展示会

出展メソッドとして定着させ、より一層需要開拓効果の高い支援を実施していく。 

④商談会・展示会参加斡旋支援実施による効果 

 海津市の特性を理解した商工会ならではの商談会・展示会への出展を効果的に支援する事

で小規模事業者の魅力をより内外に周知する事が可能である。各種の取り組みを通して販路

の拡大、潜在ニーズを刺激する事で需要の開拓へ寄与する。 

取組２ＩＴを活用した販売促進支援 

①ＩＴを活用した販売促進支援の必要性 

 海津市の「平成２６年度商店街活性化に向けたアンケート調査」による海津市内小規模事

業者の回答結果によるとＨＰを開設し販促を実施している事業者は約１５％と低くなってい

る。経済産業省が公表する「平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備」では小規模

事業者のＨＰ導入状況が４６．３％となっている事から相対的にも海津市の小規模事業者の

ＨＰ活用率は極度に低いと判断できる。その状況に反してインターネットの活用による販売

促進は事業者、消費者双方にとって常識的な手段ともなっており、ランキングとクチコミの

グルメサイト「食べログ」が公表した消費者のお店の探し方に関する調査結果ではお店の探

し方の手段としてインターネットを活用すると回答した消費者が６割に上っている。ＨＰや

ＳＮＳの活用による販促訴求は今後必須な手段といえ、海津市内の事業者によるＩＴを活用

した販売促進を普及、浸透を図る必要がある。 

②ＩＴを活用した販売促進支援の現状と目的 

現在海津市商工会では定期的に小規模事業者に対してＨＰの作成支援を行っており年間１

０件程度のＨＰの開設までの一貫した支援を実施している。しかし、昨今のＩＴの進展によ
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りＨＰの開設のみで売上に直結させる事は困難な状況であり、開設した後のアフターサポー

ト、いかにＩＴを有効活用するかが課題となる。閲覧数を増やすための効果的なＳＥＯ対策、

ＨＰの更新等の保守作業、さらにはＨＰにしばられないＳＮＳやＥＣサイト、マーケティン

グＷＥＢサービスの活用といった事業者個々の特性に併せたＩＴの有効活用により小規模事

業者の需要開拓の実現を目指す 

③ＩＴを活用した販売促進支援における対象者 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】(P.34)におけるマーケティングリサーチ支援に

て調査分析を実施した事業者に対してＩＴを活用した販売促進策を提案、実行を促す伴走型

支援を実行する。また、市内小規模事業者を対象に当支援内容の周知を実施する。 

④ＩＴ活用支援の実施内容 

ＨＰ導入講習会 

ＳＮＳ活用講習会 

の開催 

海津市内の小規模事業者を対象に、講習会を開催する。巡回

時の提案、チラシ折込や海津市広報の活用により、幅広い小

規模事業者へ周知、ＰＣを活用した実習形式の講習会を開催

する。講師の選定に当たって（公財）ソフトピアジャパンと

連携、ＩＴを活用した販売促進の浸透を目指す。 

巡回による 

ＩＴ活用支援 

対象となる事業者を訪問し、無料のＨＰ作成サービスを利用

したＨＰ作成を初め、ＳＥＯ対策、ＳＮＳの活用方法につい

て提案を実施する。事業所内のＰＣを操作しながら説明支援

する事で、より直観的かつ継続的なＩＴの活用いによる販売

促進の実行を促す。 

専門家派遣による 

ＩＴ活用支援 

事業者の売上拡大に向けての課題に対応したＩＴ活用方法

の提案を実施する。（公財）ソフトピアジャパンへＷＥＢを

活用した販売促進についての有識者の派遣を依頼、支援員は

事業者の業務内容や、課題を明示し、それに即したＩＴの活

用、実践方法について提案を仰ぐ。 

商工会ネットワークの活用 

全国商工会連合会の公式ショッピングサイトであるニッポ

ンセレクト．コムへの出店を提案、また同じく全国商工会連

合会の提供するＨＰ作成サービスであるＳＨＩＦＴを有効

活用、商工会ネットワークを活用した効率的かつ広範囲な需

要開拓の推進を図る。 

ＩＴ情報提供による支援 

中部地方のＩＴ拠点として県内産業の振興を図る（公財）ソ

フトピアジャパンと連携、需要開拓に資するＩＴの有効活用

に関する最新のサービスや、手法に関する情報を収集。市内

事業者に対して最新のＩＴの活用手段について情報を発

信・活用支援を実施していく。 

取組３ビジネスマッチング支援 

①ビジネスマッチング支援の概要 

 事業者の新たな取引の獲得を促すビジネスマッチングを斡旋する事で、小規模事業者を中

心とした需要開拓を支援する。新規取引の獲得や、技術提携による新販路の開拓といった事

業者相互の Win-Win の関係構築を目指す。開放型の商談会や展示会とは異なった個社 対 個

社それぞれの特性を考慮したお見合い型のマッチング支援を展開する。 

 海津市商工会エリア内におけるマッチングの斡旋により、潜在的な取引ニーズを掘り出し、

即効性の高く実行可能性が高い効果的な需要開拓が実現可能である。市内の事業者といえど

も他企業の事業内容、ニーズといったものは互いに把握できておらず、海津市商工会を媒介
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とした周知を図り小規模事業者にとっての販路開拓のきっかけを創造する。 

②ビジネスマッチング支援の対象者 

 ビジネスマッチング支援の実施には、より多くの規模、業種の事業者の参加が望ましい。

海津市内の全事業者を対象に周知、提案を実施する。 

③ビジネスマッチング実行プラン 

ＳＴＥＰ１ 

ビジネスマッチングについて紹介したチラシとともに市内小規模事業者へ

の巡回訪問を中心に提案を実施。マッチングシートの記入を依頼し回収す

る。マッチングシートには事業内容、連携、取引を希望する内容などを記載

する項を設け記入を依頼する。 

ＳＴＥＰ２ 

記入されたマッチングシートの内容をデータベースとして蓄積し、希望連携

内容、取引内容を勘案し、海津市商工会より連絡を実施、マッチング企業を

随時斡旋していく。 

ＳＴＥＰ３ 

実際のマッチングの際は、支援員が同席し仲人的存在として双方のメリット

や取引・連携の方向性を提案する。双方の意思確認ができた場合、マッチン

グ成立実績として記録し、伴走型の実行支援へとつなげていく。 

ＳＴＥＰ４ 

実行支援に当たっては、双方の取引・連携がより有用なものとなるように、

必要な諸支援を並行して実行していく。事業拡大、事業転換が必要な提携モ

デルであれば、経営分析の実施や事業計画の策定等による計画的かつ効果的

な取り組みを提案、実行支援にうつしていく。 

 

取組４海津市地域情報誌かわら版の機能強化 

①海津市地域情報誌かわら版とは 

 現在海津市商工会では「かわら版」というＢ４判の

地域情報誌を月に 1度のペースで発刊している。「か

わら版」は海津市及び、隣接する岐阜県養老町、岐阜

県輪之内町を中心に約 20,000 枚の新聞折り込みを実

施しており、海津市内事業者から発信される情報は商

品・サービスの周知を初め、求人・イベントの開催情

報等多岐に渡っている。地域密着型の情報誌として閲

覧者からの反響も大きいと評判である。実際に事業者

の利用件数は年間平均で 300 件に上っており、初回利

用者のリピート率は 60%にのぼっている。このかわら

版を利用するためにはどうしたらよいのかといった

問い合わせが頻繁にあり、問い合わせも増加傾向であ

る。 

今回この海津市地域情報誌の強化を図る事で、市内

事業者の需要開拓に活用する。現在普及している主要

な地域経済情報紙や、フリーペーパーは都市部や、県

内主要部を中心とした掲載となっており、海津市の事

業者が広告を出すには内容が埋もれ、効果が薄くなっ

てしまう。そこで、海津市内の事業者を代表した戦略型広告サービスを提供する事でターゲ

ットを明確にした効果測定型の集約型広告として、地域内事業者のマーケティング活動支援

につなげ、小規模事業者の新たな需要開拓に資する事を目指す。 

②掲載対象者と周知方法 

 海津市内の全事業者に対して周知掲載の募集を実施する。発行中のかわら版に、リニュー

アル内容と掲載募集欄を設ける事に加え、海津市と連携した海津市報での周知を通して会員
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外の事業者へも掲載を提案していき。市内事業者の売上拡大を支援する。 

 

③具体的な強化内容 

（ア）フルカラー化による訴求力の強化  

 かわら版は現在１色刷りで印刷されており、商品や店舗等の写真の掲載には情報量が不

足しており、掲載物の具体的使用シーンを連想させにくく購買動機の刺激力が充分でない。

印刷のフルカラー化により効果的に料理や、商品の写真の掲載ができ、掲載事業者の情報

をより魅力的に周知する事が可能である。また、閲覧率の向上にも寄与するものと判断で

きる。 

 

（イ）紙面構成の変更による視認性の強化  

 紙面レイアウトの刷新により訴求力の強化を図る。現在掲載されている内容については

コマ数を基準に配置レイアウトが実施されている。これを飲食店・美容院等のサービス種

別に分類レイアウトする事で、消費者の目的に応じた、それぞれの需要を効果的に満たす

紙面構成への変更を実施、消費者の認知向上につなげる。 

 

（ウ）連動ＨＰの作成による有用性の強化  

 海津市かわら版ＨＰ版とした掲載事業者の情報掲載ＨＰを作成する。ＨＰの作成により

地域の情報をより広範囲に発信できると共に、ＩＴ活用による地図情報やクーポンの表示

はもちろん、海津市内事業者のリアルタイムな情報を提供する。かわら版への掲載に加え

て、ＨＰ掲載といった付加       ～かわら版海津ＨＰイメージ画像～ 

価値を提供する事で地域事

業者にとってはＨＰを活用

した販売促進の強化にもつ

ながり、掲載ニーズの向上

にもつながる。また、アナ

リティクス等のＨＰ検証サ

ービスの活用によりＨＰ訪

問者の検証を実施する事で

海津市における需要開拓に

資する情報取集にも活用す

る。さらにスマートフォン

等を活用したアプリの構築

や将来的には通信販売シス

テムの導入を目指す事で、

かわら版の汎用性、更なる

強化を目指していく。 

（エ）クーポンの導入による集客力の強化  
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 現在のかわら版には事業者の広告、求人欄の 

みで クーポンの掲載等は実施していない。ク    ～クーポンの活用イメージ～ 

ーポンの追加掲載を行う事で、事業者にとって

多様な販売促進手段の検討及び実行につなげ

る。例えばイベント実施の際の粗品プレゼント

クーポンや、割引クーポンを発行する事で消費

者の興味を促進し、来店動機の創造につなげる。

さらに、クーポンを活用した商圏強度測定機能

を付加する。事業所の掲載するクーポンに配布

エリアを識別できる目印（色分けしたライン）

を印刷する事で、掲載事業者はクーポンの回収、

色別の枚数集計により地区別の商圏強度、客層

調査が実施可能となる。 

 

（オ）配布エリア調整によるヒット率の強化  

 かわら版の現在の発行エリアは海津市内で約１１，０００部、近隣する養老町へ約２，

７００部、輪之内町へ２，６００部発行している。この配布エリアの順次拡大を目指して

いく。拡大に当たっては海津市の現状で前述した交通状況や、観光特性等を踏まえた県外

近隣市町村への配布も見越している。掲載事業者と連携したチラシの効果測定を実施し、

聞き取りや、クーポンの回収状況等から最も効果の高い配布エリアの検証を繰り返し、よ

り効果の高い販売促進チラシにするための調整を実施していく。 

 

（カ）掲載内容相談による提案力の強化  

 現在かわら版の掲載内容については事業者からの掲載依頼をそのまま印刷するケースが

大部分となっているため、掲載者には提案型のより効果の高い広告掲載方法についてのア

ドバイスを実施する。掲載の際に支援員による効果的なチラシ掲載に当たっての無料相談

が可能とＰＲを実施、また、掲載原稿の受領時により集客内容の高い掲載レイアウトや、

キャッチコピーの提案を実施する。事業者と共により効果の見込める、刺さる広告の実現

へ向けた支援を行う事で事業者の販促力強化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④海津市地域情報誌かわら版の機能強化実行にあたって 

お食事１０％OFF 
１会計につき１枚の利用可能 

 
有効期限 H28/09/1～H28/10/31 

 
○○レストラン 

ＴＥＬ：○○○○―○○―○○○○ 
岐阜県海津市海津町高須○○―○ 

 
 

№001

ラインの色で

来店客特性を

把握可能 

例）海津市・・青色 養老町・・緑色 
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かわら版海津の強化に伴い、小規模事業者の需要の開拓に向けてかわら版海津掲載者の掲

載率の増加と新規獲得を目指す。掲載量に応じて掲載枚数を増やす等の必要性も検討してい

く。 

ＳＴＥＰ１ 

かわら版海津のリニューアルに当たって利用者への周知及び、新規利用者の

勧誘を実施する。勧誘に当たってはかわら版の利点をまとめたチラシを作成

した上で、かわら版紙面、巡回訪問配布により実施する。 

ＳＴＥＰ２ 

かわら版海津の各月の申込状況を確認し、実績値を把握する。掲載事業者と

連携しつつチラシの効果測定を実施する。測定の結果に基づき配布エリア等

の検討・調整を行う。 

ＳＴＥＰ３ 

かわら版海津のＨＰの運営を開始。内容更新、ＨＰ訪問者の検証等を実施す

る。紙面掲載事業者は原則ＨＰへも掲載されるものとする。 

 

ＳＴＥＰ４ 

ＳＴＥＰ２～３の取組に基づいて年度ごとに実績を集計、小規模事業者の需

要開拓に寄与すべく、かわら版海津の調整強化を繰り返すことにより事業者

の需要開拓の効果向上を目指す。 

⑤かわら版海津機能強化による効果 

 かわら版海津の機能強化により、海津市商工会による直接的な小規模事業者の需要開拓支

援が実践可能である。地域内の多くの事業者の集合体ともいえる地域経済団体のスケールメ

リットを活用した最も効率的かつ、効果の高い需要開拓方法である。小規模事業者にかわら

版海津による販売促進を実行していただく事で、顧客の新規獲得や、新市場の参入、需要の

創出といった様々なメリットを提供できる事に加えて、かわら版海津を活用した情報収集機

能により持続的発展に資する支援活動に活用していく。 

 

目 標海津市内事業者の売上拡大につなげる需要開拓支援の件数増加を目指す 

取組 取組名 測定尺度 実績 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

取組 1 
商談会・展示会への参加

斡旋支援         

参加 

事業者数
6 12 20 32 40 40 

取組 2 
ＩＴを活用した販売促

進支援  

支援 

事業者数
10 60 80 100 100 100 

取組 3 
ビジネスマッチング支

援 
成立件数 1 4 8 10 12 14 

取組 4 
海津市地域情報誌かわ

ら版の機能強化 
申込件数 300 324 348 372 396 420 

 

目標の設定に当たって各取組別に尺度を設定する。取組 1においては積極的に商談会・展

示会の提案を促し、5年度目に支援員 4名×10 事業者の参加実績を目指す。取組 2では早期

的なＩＴ活用による販促手法の浸透を目指しつつ5年度目支援員4名×25事業者に対して支

援を実施する。取組 3においてはマッチング成立件数を尺度に 5年度目年間 14 件の成立を目

指す。取組 4では申込件数を尺度に積極的に掲載勧誘を実施し、リピーターの獲得を見込み、

年度ごとに１月当たり２件×１２月分の増加を目指していく。 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 
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要約 小規模事業者の持続的発展を促す地域経済発展への基盤整備を目標に各種取組を

 実施する。創業・事業承継の斡旋と支援、市内、市外各機関との相互強化を図る

ネットワークの構築、地域ブランドの着実な認知を目指したブランディングサポ

ートを実施する事で、小規模事業者の活躍できる海津市を目指す。 

◆活性化事業の現状と課題 

達成 

課題 

Ｂ海津市の認知度を高める効果的な情報発信 
Ｃ市内各商業集積の相互連携の強化 
Ｅ観光資源を活用した地域ブランドの定着 
Ｆ主要観光地と商業施設を結ぶネットワークの構築 
Ｊ創業・事業承継の斡旋 

 現在海津市商工会では海津市や、自治会連合会、農林団体、  ～海津市夏祭りの風景～ 

福祉団体といった市内の様々な組織・団体との連携による各種

の地域経済活性化への催しを実施している。８月には夏祭りを

開催し、ステージイベントの企画や花火の打ち上げにより多く

の人々に楽しんでいただいている。この日は海津市より市外へ

転出した人々も、家族と子供連れで夏祭りにやってくる。地域

の活性化の原点とも呼ぶべき喜ばしいことでないだろうか。ま

た、１０月の終わりには海津市産業感謝祭として２日間、市内

の商工業者、農林業者、福祉団体といった様々な業種の関係者

が協力しあい企画運営を実施し、販売ブースや、展示ブース等

を設け多くの住人や来街者の集客に成功している。このブース

には警察署、農林団体、金融機関、大手スーパーや、携帯キャ

リア業者、飲食店や商店といった様々な組織・業者が出店し、

訪問者の目を楽しませている。この催しはただのイベントとしてではなく、事業者の出展会

としても機能し、多くの出店者からはＰＲや、イベントによるプロモーション活動の場とし

ても大変喜んでいただいている。平成２７年度にはハングライダーの無料体験や、海津市マ

スコットキャラクターである「かいづっち」の活用等新たな取り組みも実施し 22,500 人の入

込客数を記録した。海津市は鹿児島県霧島市との姉妹都市盟約、山形県酒田市との友好都市

盟約を結んでおり、双方の催しの際には毎年相互交流を実施、

地域活性化への協力体制を整備している。県外への海津市の紹

介、ＰＲ活動を通して海津市の振興を図っている。 

また、観光振興への取り組みとして海津市観光協会と連携し

た様々なキャンペーンを開催している。岐阜県内でも有数の観

光施設である国営木曽三川公園や、千代保稲荷神社で、姉妹都

市の霧島市とゆかりのある大鍋による薩摩汁の配布、海津市の

魅力をイラストで表したタオルの配布等とともに、海津市の観

光マップ、商工業マップを配布するといった各種観光振興のキ

ャンペーンを実施している。海津市観光資源の強みを活かした

観光地来街者への周知活動により商工業者とのネットワーク

構築を目指している。 商店街の活性化策として、市内商店街

合同での共同売出しの実施や、商店内ポイント活用の運営支援

を実施している。 

また調査研究事業として平成 24 年より商店街及び商業者の活性化策について議論を続け、
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専門家を招聘しての幾多の勉強会や視察研修、討論を重ねてきた。そして平成 26 年度より海

津まる得教室としたまちゼミ事業の実施及び、まちゼミ実行委員会の立上げに至った。こう

した各種取組により商店、商店街の消費者のニーズを踏まえた魅力の強化による活性化を目

指した取り組みを実施している。 

海津市の現状を踏まえると、創業や事業承継の後押しといった地域経済のインフラ整備や、

市内だけでない他地域との連携を一層の強化、更に工夫をこらした効果のある活性化策の実

施を行っていく事が地域経済の活性化の実現を目指すに当たって必要となる。また、それを

踏まえた各種の事業・取組を企画・運営し小規模事業者の将来へ向けた発達の可能性をさら

に広くする事も商工会という地域経営支援団体の役割である。地域経済発展へ向けた仕組み

づくりと、小規模事業者の経営発達を目指す個社強化の相互体系を実現し、海津市創生への

貢献を目指す。 

 

１．活性化に資する各種事業展開 

取組１創業支援・事業承継斡旋による経済基盤の強化 

 

①創業支援・事業承継支援の重要性 

海津市の現況で前述した通り、市内事業所数は 2001 年以降急減し、さらに「平成２６年度

商店街活性化に向けたアンケート調査」の結果から今後さらなる急減が予想される。また、

人口と事業者数の減少の密接な関係性もあきらかで、地域経済の活性化には事業者数の維持、

発展が必要不可欠な要件である事は間違いない。そこで海津市商工会では創業・事業承継の

斡旋、支援による事業者数の維持を目指すとともに、創業手続きだけで終わらない創業後の

各種支援を実施する事で海津市の経済活性化の基盤強化への取り組みを実施する。 

 

②創業支援事業計画への参画 

 海津市における創業支援事業計画については、産業競争力強化法に基づき平成 27 年 5 月に

岐阜県西濃地区の 11 市町村による広域事業として認定を受け大垣商工会議所を中心とした

連携体制が整備され実行されている。5カ年計画の事業実施を予定しており、各市町村及び、

各市町の商工会議所、商工会、金融機関、（公財）ソフトピアジャパンや、（公財）岐阜県産

業経済振興センターによる連携体制を構築、各機関の強みや情報を活かしたより効果的な創

業支援の実施を目的としている。創業の手続きといった事務的な支援だけでなく、創業の際

のニーズ調査、方針の提案、販路開拓に向けたマッチングや金融支援、事業計画の策定とい

った総合的なバックアップ体制を整備・実施する事を目的とし、海津市では 4件の創業支援

と 1件の創業実現を目標と設定し、海津市商工会では年間 12 件の創業支援、4件の創業実現

を目標として設定している。 

 

③海津市商工会における創業支援・事業承継支援事業 

 海津市商工会では創業支援事業計画による岐阜県西濃地域内各組織の連携体制、情報提供

を活用し、より多くの創業希望者のバックアップ、事業承継の斡旋、支援を実施していく。

２．経営状況の分析に関すること【指針①】における海津市経営相談窓口(P.22)を軸とした

伴走型の創業支援・事業承継支援及びマッチングを以下要領により実施する事でより多くの

創業・事業承継の実現を目指す。 
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～創業支援事業計画実行の流れ～ 

（１）創業ニーズの吸い上げと創造  

 岐阜県西濃地域で共同策定に至った創業支援事業計画による連携体制を活用し、海津市

内での創業希望者の情報収集を実施、創業ニーズを吸上げる。既存事業所に対しての情報

周知力では優位性をもつといえる経営支援団体であるが、創業希望者への周知力といった

意味では不利な面があった。しかし、この連携体制の構築により（公財）ソフトピアジャ

パンや（公財）経済産業経済振興センター等の専門機関からの広域的な情報、各市町村か

らの情報提供を受ける事で、より幅広い創業ニーズ情報を多用なチャネルから収集する事

が可能である。また、海津市と連携した海津市報等による市内住民に対しての創業支援事

業の内容周知により、より多くの市内在住者に創業の可能性を喚起し、創業支援のきっか

けを創造する。あくまで創業の意思が固まっている人のみでなく、創業に関心・興味をも

つ人を対象としたより幅広い周知広報を実施する事が重要で、そういった創業に対する関

心・興味を、経営相談窓口での方向性提案、事業計画策定支援による伴走型支援の実施に

より、創業への思いを具現化、実現を図る。 

（２）海津市経営相談窓口による取組  

 海津市経営相談窓口による窓口相談を実施する事で、創業支援の伴走型の体制を構築、

創業ニーズの創造を実現する。前述した広域的な連携、周知によって得た創業希望者に対

して個別の窓口相談を実施する。創業にたいしての思い、不安等といった悩みから、実際

の手続き、事業計画、資金計画、創業施策の活用といった総合的な相談を実施し、支援プ

ランを策定する事で伴走型の支援を実施していく。創業希望者の情報は創業支援カルテと

して情報蓄積を実施し、下記創業講習会や、事業マッチングの実施に資する情報として活

用整備を行う。 

 

（３）創業講習会の共催  

 より簡易で気軽に創業希望者や、創業に興味関心持つ人が参加を希望できる創業講習会

の開催を実施する。開催には海津市自治体及び、創業事業支援計画策定による連携組織の

協力を得ながら周知・開催する。より多くの希望者に対して、創業のきっかけ作りを目的

とした講習内容とし、創業の具体的手段を提示する事で受講者に創業の具体的なイメージ

を連想させるような内容を計画実施する。講習受講者は海津市経営相談窓口の窓口相談に

よる伴走型支援へ移行していく。 

 

 

（４）事業承継斡旋の実施  

 収集した創業希望者情報や、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】におけるビジネスマッチングシート(P.42)によるマッチング情報を活用した事業承継
斡旋を実施する。後継者を予定している事業承継予定事業者への計画的事業承継の実現を

目指しての支援と同時に、後継者不在の事業者に対して行う事業承継の斡旋・提案活動を

行う。海津市内での創業希望者や、事業転換事業者、多角化を目指す事業者と、事業廃止

予定事業者との取次を図り、廃業の減少、より成功性の高い創業の実現に向けた承継支援

を行う。この取り組みには情報収集と、提案、特に事業廃業者に対しての提案活動が必須

となるため海津市、その他連携機関との情報交換、支援員による巡回訪問活動による地道

な提案活動を行い、より多くの事業承継・ビジネスマッチングの実現を目指していく。実

際の面談の際はビジネスマッチングと同じく経営相談窓口による三者面談を開催、スムー

ズな交渉・双方の利益の確保を目指し支援を実施する。 

 

取組２木曽三川流域商工会連絡協議会による新たな取組 
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①木曽三川流域商工会連絡協議会とは？ 

 木曽三川流域商工会連絡協議会は、愛知県の愛西市商工会、三重県の桑名三川商工会と岐

阜県の海津市商工会で組織された協議会である。木曽三川流域に位置し、隣接地にありなが

ら県を異にする商工会が、交流を図り、商工会活動の活性化と、地域産業経済の発展に寄与

する事を目的に設立された。連絡協議会でのそれぞれの地域の支援事例発表会の開催や、合

同講習会の企画運営や情報共有の実施、活性化に対する成功事例に対しての合同視察研修等

を実施している。相互的に地域外へそれぞれの地域の魅力を伝達し合う取組を強化する事で

更なる県外、地域外の需要獲得を目指している。 

 

②木曽三川共同イベントの開催 

 連絡協議会の名前の由来ともなっている木曽三

川（木曽川、長良川、揖斐川）を主題とする催し

を共同で開催する事で、各市町村・各県の住人が

一同に集まるイベントを企画開催する。この取り

組みによって県外の地域に対して各地域の団体に

よる地元の特産品や、観光地等といった地域ブラ

ンドをＰＲする事によって相乗的な認知度向上を

図っていく。岐阜県最南端に位置し、愛知県、三

重県、岐阜県の境目に位置する海津市の強みを活

かす取組であると考える。また、異業種交流会を

共同で企画し、事業者が地域をまたいで連携でき

るきっかけを提供していく。 

 

取組３海津市商店街活性化検討会の開催 

①海津市商店街活性化検討会とは？  

Ⅰ地域の現状と課題(P.1)で示した通り海津市内の商店街は人口動態の推移や、立地や交通
網の影響、大型店舗の進出等様々な理由から、客数の減少し、商店の減少が進み衰退の一途

をたどっている。その打開策を模索するべく海津市との連携により「平成２６年海津市民の
買物動向調査報告書」や「平成２６年度商店街活
性化に向けたアンケート調査」を実施、市内の現
状調査を行った。海津市民の買物方法の実態、商

店街における後継者の存在有無等、海津市の商店

街活性化に向けた諸データの分析を行ったが、そ

のデータの周知、すなわち商店街活性化に向けた

具体的な連携策、活性策が固まっていない状況で

ある。そこで、海津市内の経営者の集合体である

各振興組合と海津市、海津市商工会が一同に集結

し、地域コミュニティの担い手として、現状の問

題点共有、改善策の発案を図っていく。 

②検討会の内容 

検討会開催に当たって以下の内容について情報共有・協議を実施する。第１回目の開催を

海津市の商店街に賑わいを 

木
曽
川 

長
良
川 

揖
斐
川 
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皮切りに定期的に海津市の商店街活性化に資する情報提供、具体的な解決策の立案をそれぞ

れの地域、視点から提案をしあう事でより有効な実効策を導きだす。検討会開催に当たって

は商店街の活性化への参画経験を有する専門家の招聘により、より多角的かつ、効果の高い

改善策の立案を目指す。 

議題１ 海津市民の買物動向調査報告  

 海津市民の買物動向調査の結果を受けて海津市民の買物傾向について調査結果から判断

できる特徴の報告を実施する。自動車の保有率が高く買物には車を活用する世代がほとん

どだが、高齢化の進展によりその傾向に鈍りが表れる可能性や、最寄品、買回品など販売

品目の違いで消費者の買物傾向は異なる点等、事実と将来的な予測を交えた報告をする事

で、消費者観点から見た活性化に資する取り組みの立案につながる判断材料を提供する。

議題２ 商店街活性化に向けたアンケート調査報告  

 商店街活性化に向けたアンケート調査の分析結果の説明報告を実施する。商店街の経営

者の約７割が６０歳以上であり、さらに事業承継の予定がない事業者が３割でのぼるとい

った事実や、個々の商店がどういった取組を行っているのかといった情報を織り交ぜ、商

店街のあるべき姿の道筋を提示する事で、商店街目線の活性化実現に向けた課題と、活性

化策の実行可能性の高低を判断する材料提供を行う。 

議題３ 商店街活性化に向けた意見交換  

 ２回のアンケート調査の結果から消費者目線、経営者目線の２つの視点から総合的に商

店街活性化に向けた取り組みを検討していく。消費者のニーズを踏まえた目標の設定と、

取組の検討、商店目線による取組を実施するに当たっての課題を相互的に検証し、より効

果の高い商店街活性化策を導き出す。第１回の検討会では目標と取組内容をブレーンスト

ーミング形式で実施し、より多くの案を回収し、次回開催の検討会の材料を創出する。 

③参加団体一覧 

ふれあいカード、平田ラッキースタンプ会、南濃グッディポイント会、今尾振興会、大尻発

展会、須脇観光協会、下多度地区発展会、中部発展会、南部発展会、まちゼミ実行委員会、

海津市商工会、海津市商工観光課の計１２の組織による検討会を実施する。 

④検討会実施による効果 

 同一市内でも細分化すると地区や団体別に現状は異なり、商店街活性化に向けた目的や、

それに向けた活性化策も異なる。海津市の主要経営関連団体それぞれの視点での意見を共有、

共同で取組を検討する事で、より具体的かつ将来を見据えた活性化策を立案可能である。 

 

取組４ふるさと名物ブランディングサポート 

①ふるさと名物ブランディングサポートとは 

 海津市の提唱する、ふるさと名物応援宣言に海津市観光協会と共に参画し、自治体の情報

力と、商工会による伴走型支援体制、海津市観光協会のプロモーション力とをかけあわせた

連携型の地域ブランド構築に向けた取り組みを実施する。海津市商工会は市内事業者による

地域資源を活用した商品やサービス等の開発や生産、販売、情報発信の一連のプロセスに対

し支援を実施し、地域ブランドの構築に向けた商工会ならではのブランディングサポートを

実施する。 

 

 

 

 

 現在海津市、海津市観光協会が主体となり、地域ブランドの認知を目

指した観光協会加盟事業者による統一的な地域資源活用による商品展

開、ＰＲを実施している。姉妹都市盟約を結ぶ霧島市の名産である黒豚

を用いた「黒豚もちもちブランド」等がある。この取組に海津市商工会

による参画を強化し、経営発達支援事業に基づく、経営分析や事業計画

の策定、需要動向調査に関するサポートを実施し、海津市内外に向けた

より一層の地域ブランドの認知を目指す。
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②ふるさと名物ブランディングサポート実施の流れ 

ア）連携機関との情報共有の実施 

 海津市と海津市商工会は、地域資源を活用、または活用した商品やサービスの開発に意

欲を有する事業者、さらに地域資源を活用する事が望ましい業態や技術を有する事業者に

ついての情報共有を実施する。ブランディングサポートを実施する事業者の選定を実施す

る。 

 

イ）ブランディング計画の策定 

 対象事業者との打ち合わせにより、地域ブランド構築までの計画を検討、策定する。海

津市商工会として経営発達支援事業に基づく経営分析、事業計画策定支援を実施し、ブラ

ンディング実施に向けての現状把握、方向性と実効策の立案を支援する。 

特に地域ブランド確立に向けたプロモーションの実施については、経営発達支援事業に

おける需要動向調査に基づくマーケティングリサーチ支援を実施し調査分析の上、より効

果的な販促方法の立案につなげる。策定されたブランディング計画は事業者、海津市、海

津市観光協会と共有の上、ブラッシュアップを実施し、それぞれの機関のサポート内容を

明確にすると共に、より効果の高いブランディング計画を策定する。 

 

ウ）ブランディング計画実行支援 

 策定されたブランディング計画の実行支援を行う。地域資源を活用した商品・サービス

の開発、販路開拓の実施に当たって適任と思われる専門家への要請や、海津市、海津市観

光協会との連携の上、市内・市外への情報発信を実施する。 

 

③ふるさと名物ブランディングサポートの効果 

ブランディングサポートの実施により、海津市の地域ブランドの育成・強化に当たって必

要な、地域資源を活用した商品、サービスの開発や販売、発信を促しサポートする事で、海

津市、事業者にとっての相互の利益確保を図る。その事で地域資源を活用し、地域ブランド

の構築を目指す事業者が増加し、さらに地域ブランドの認知へ向けたきっかけが増えるとい

う好循環を形成し、着実に地域ブランドの浸透を目指していく。 

 

取組５その他海津市の活性化に資する取り組み 

 

①今後のイベント開催への方針・取り組み 

 現在市内各機関と連携して実施しているイベントを、更なる工夫・活用による海津市の活

性化にさらに資する取り組みとして強化していく。海津市内で行われている各種イベントの

最大の強みは、行政、自治会、農林業者、商工業者といった市内の活性化の実現を担う多々

の組織で結成運営をおこなっている事であると考える。この一同に海津市の発展を願う諸団

体の連携により話題性を産むイベント開催、各業界の発展・利益にも資するイベント内容の

検討を実施していき海津市の活性化への貢献を目指していく。イベントの開催には現在実行

委員会を組織する事による共同検討を実施しているが、専門家や、イベントコーディネータ

ーの招聘等といった外部有識者の知識・ノウハウの活用により諸イベントの更なる魅力強

化・地域ブランドの確立のきっかけ作りを目指していく。 

②観光振興へ向けた取り組みの強化 
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 海津市の現況で前述した通り海津市は岐阜県内でも有数の観光入込客数を誇る観光資源を

有している。この強みともよぶべき観光資源をさらに強化・周知を行うとともに、海津市全

体の認知度の向上、商工業等の発展につなげていく。千代保稲荷神社や、国営木曽三川公園

の観光客にインタビューを行うと、この場所が海津市という事を知らなかったといった声も

存在していた。これは観光地ブランド認知が、市町村である海津市のブランド認知より強い

事から起こるべく事象でないだろうか。この状況を打破すべく自治体・観光施設・商工業者

のネットワークを構築、連携的な周知体制を目指す事が重要となる。海津市、海津市観光協

会、主要観光施設、海津市商工会の連携会議を実施し、提携体制の構築を提案するとともに、

観光地のさらなる集客力・認知度強化を媒体とした海津市諸産業の周知・ＰＲによりネット

ワーク体系の実現を目指していく。海津市商工会では市内観光地の強みを活かした外国人観

光客へのプロモーションに向けた事業と、それに対しての観光地における事業者の外国語学

習や、メニューの外国語表記といったインバウンド対策に取り組んでいく。 

③商店街活性化に向けた取り組みの強化 

 平成２６年より稼働した海津まる得教室によるまちゼミ事業の一層の強化を目指した運営

支援を行っていく。海津まる得教室は商店店主によるお店ならではの情報・技術など知って

得する内容を講座形式で提供するもので、商店における買物といった日常の購買活動に、エ

ンターテイメント要素を付加したものである。商店の販促、来店のきっかけ作りに寄与し商

店の活性化へとつながる。参加商店の増加獲得を目指した巡回提案や、教室開催店主へのア

イディア・運営提案、専門家の活用といったバックアップの実施を通してより一層の普及・

強化を目指していく。また、海津市商工会では地域別に存在する商店街を一つの共同体と見

なし、各商店街の連携体制を強める「商店街活性化計画の策定」を、前述海津市商店街活性

化検討会で提案予定である。専門家や商店街振興組合に助言を仰ぎつつ協力を依頼の上商店

街の現状を把握し、ビジョン・方向性の策定による具体的活性化策の立案へとつなげ、商店

街の活性化を目指していく。 

 

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 

商工会を取り巻く外部環境は刻々と変化を続け、海津市商工会も平成 17 年に海津町、平田

町、南濃町の 3町合併を経るなどし、支援員数の減少、業務量の増加といった事由から支援

体制の変革を余儀なくされており、支援プロセスの効率化、支援手法の改善といった取組を

実行してきた。当計画書に記す経営発達支援事業の円滑な実施に当たっては、他支援機関と

の一層の連携強化、支援体制の変革による一層の効率化、当計画の評価見直し機能の設計が

必要不可欠である。滞りない経営発達支援計画、各事業の遂行を実現するための基盤整備に

資する事項についての計画は下記の通りである。 

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 

達成 

課題 
Ｒ他機関との連携による支援ノウハウの獲得 

他支援機関との連携については、前述した各種事業や取組の実施の際に形成すべき円滑な

実施・効率化に向けた他機関との協力体制について述べさせていただいている。この項目で

は特にノウハウの共有、情報交換といった発達支援計画実施の際の基盤に当たるソフト面の

成長に資する各種連携内容について説明を行う。各取組実施後は情報の蓄積を図るべく実施

記録を作成の上、職員間での共有を実施する。 

取組１地域支援機関合同研究会の開催 

①取組の内容 
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海津市内の小規模事業者の発達支援に当たっ

て最も優位に立ち、貢献すべき地元の支援機関

の参画を得る事による合同研究会を開催する。

地域の経済動向を把握し、小規模事業者の身近

で直接的な経営支援を実施している各支援機関

の実際の事例報告、地域の経済動向や、小規模

事業者に影響を与えうる情報の共有、事業承継、

Ｍ＆Ａ、海外展開といった小規模事業者の発達

支援に資するスキルの習得を目指す共同勉強会等、小規模事業者の持続的発展に焦点を当て

た種々の合同研究を実施する。 

②参画する支援機関 

大垣共立銀行海津支店、十六銀行高須支援、大垣西濃信用金庫今尾支店、桑名信用金庫海

津支店、海津市商工会による海津市内の支援機関に加え、海津市商工観光課の参画による合

同研究会を開催、開催の都度参加要請を実施する。 

③合同研究会の企画運営 

 実施に当たって当初は半年に 1度の開催ペースで研究会を実施するが、内容や、進捗度合

によっては四半期に 1回、2月続けての開催等柔軟な企画招集を実施する。毎回順番に幹事

支援機関を設定し、幹事支援機関は研究テーマ、講習内容等の企画立案を実施し当日の案内、

運営を実施する。 

④研究テーマの内容例とその効果 

（ア）実際の支援事例に基づく内容検証  

 各認定支援機関の実際の支援事例の報告及び意見交換を実施する。発表に当たって、た

だこうした支援を行ったという報告で終わるのでなく、支援の経緯や、分析の流れ、実際

の支援策、支援効果といったプロセス重視の報告発表を実施するものとし、発表後にはブ

レーンストーミング形式で、何故支援が成功したのかを検証し、海津市の小規模事業者に

対して効果的な支援策について意見交換を実施する。支援機関相互の情報共有スキルの向

上を目指す。 

（イ）地域経済動向の分析・検証報告  

 各認定支援機関による各種調査情報の発表を行う。各機関の有する小規模事業者に発達

支援に資する価値ある情報を互いに提供しあう。報告に当たっては情報の提供のみで終わ

らない分析結果、活用の方向性も併せた報告を実施しあい、その内容についての意見交換

を実施する。 

（ウ）小規模事業者支援勉強会  

 勉強会のテーマはその都度小規模事業者の支援に資するものを設定する。事業承継や、

Ｍ＆Ａ、海外展開支援の他にも製造業や商店等業種別の実際の調査分析スキル、計数分析

の実施方法等、各認定支援機関固有の得意領域を勉強会開催時に講師として発表を行う。

同じ支援機関とはいえ事業領域は異なるため相互的にスキルアップを図る事が可能であ

り、発達支援計画の遂行体制の強化を目指す。 

取組２中小企業広域支援機関との相互勉強会の開催 
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①相互勉強会の目的と内容 

 専門的かつ広範囲な中小企業支援を目的とした広域支援機関との情報共有を図る。相互勉

強会は年に２回以上の開催を実施し、中小企業支援施策活用に当たっての知識、ノウハウ、

広域的な小規模事業者の動向に関する情報の提供をうけ、海津市商工会からは、実際の施策

活用事例を含めた実際の現場活動、海津市における地域経済動向、小規模事業者の現状とい

った情報を提供する事で互いの業務活動に活用できる Win-Win の情報交換の実現を目指す。

 

②共に勉強会を実施する専門機関 

中小企業基盤整備機構中部、日本政策金融公庫岐阜支店、岐阜県信用保証協会、（公財）ソフ

トピアジャパン、（公財）岐阜県産業経済振興センター、岐阜県中小企業団体中央会 他 

 

③相互勉強会開催による効果 

各中小企業支援機関による最新の施策及び、その動向について収集蓄積を行う事で経営発

達支援事業の遂行における事業計画の策定や、事業計画実施時の遂行支援などに活用できる

情報、ノウハウの獲得につなげる事を目的とする。また、海津市の地域経済動向、小規模事

業者の現状について周知を図る事により、中小企業支援機関からの小規模事業者支援に資す

る各種バックアップ体制構築の可能性を探る。 

 

取組３商工会ネットワークの活用による情報収集 

①商工会ネットワークの優位性 

 岐阜県内には現在 46 の商工会及び、地域別に 5拠点の広

域支援室が存在し各地域事業者との直接的な関係性を構

築、地域内の事業者支援に当たっている。地域内で気軽に

経営に関する相談ができ、敷居の低い支援団体としての密

着型の支援体制は商工会の強みであると考えられる。この

各地商工会の密着型支援による地域の支援情報の共有、岐

阜県商工会連合会が収集する全国単位での支援情報、施策

情報の共有の仕組みを通して、より小規模事業者の発達支

援計画の遂行に活用できる情報・ノウハウを収集していく。 

 

 

②情報共有の仕組み 

 岐阜県下商工会ではグループウェアを活用し、岐阜県商工会連合会及び、各商工会からの

情報を即座に共有できる体制となっている。また県内地域別に職員協議会が設置されており

海津市商工会 中小企業支援機関 

実際の施策活用例・地域の現状

施策の知識ノウハウ・広域情報
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地域間、地域別の研修会、意見交換会が開催され、職員間の情報収集やノウハウの研鑽を実

施している。また、県内５カ所に拠点を有する広域支援室は地域内商工会に対して高度支援

実施に当たってのバックオフィスとして機能し、連携支援によるノウハウ提供、情報の提供

を実施している。 

 

③ネットワークの活用 

 前述したネットワークを最大限に活用し、経営発達支援計画の円滑な遂行を実施していく。

グループウェアを活用した情報収集・発信、職員協議会による研修会、意見交換への積極的

な参画、岐阜県商工会連合会、西濃支援室と連携した積極的な小規模事業者支援・経営発達

支援事業を実施していく事で、商工会のスケールメリットを最大限に活かした情報収集、支

援ノウハウの獲得を図っていく。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

達成 

課題 
Ｑ支援手法の標準化・スキルアップ 

 経営指導員等の資質向上に当たっては、事業の実際の遂行とともに知識・技術の習得を目

指す OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）と職場外での集合教育等での知識・技術の習

得を目指す Off-JT（オフ・ザ・ジョブ・トレーニング）の双方のメリット・デメリットを勘

案した資質向上に向けた取り組みが重要となる。 

取組１ＯＪＴによる資質向上プログラム 

①ＯＪＴのメリット・デメリット 

該当支援についてのノウハウを有する職員と実際の支援に従事、一連の流れの説明等によ

る教育の実施や、マニュアル等の活用による事業者支援を実際に体験しながら経験を積む事

により、効率的かつ支援に直結したプロセス習得を図る事が可能である。一方知識を体系的

に習得する事は難しく実際の支援の背景的部分の理解に至るまでは時間を要する。 

 

②実行するプログラム 

（ア）支援ツールの活用  

 前述した２．経営状況の分析に関すること【指針①】における経営診断システム(P.17)

や、４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】におけるフォローアップツー

ル(P.32)といった支援ツールを活用しての経営支援の実施により、支援に当たって実施す

べき事を即座に実践、体験する事で、効率的に支援に即したスキル習得、経験を積む事が

可能である。支援ツール活用に当たって事前にツール操作勉強会を開催、事例の設定によ

る支援シミュレーションを行い活用体制の整備を行う。マニュアルとは異なり、モバイル

端末による直感的な活用が可能で、支援実施の際、操作しながらの支援活動が可能なため

現場で即座に活用し、支援員のスキル標準化を図る。 

（イ）同行支援の積極的な実施  

 経営発達支援計画の遂行に当たって、経営分析や、事業計画策定支援等の支援経験を有

する職員または専門家と、支援経験を有さない職員や、新任職員での同行支援を積極的に

行なう。豊富な経験を有するベテラン支援員、岐阜県商工会連合会エキスパート事業の活
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用等による専門家派遣の活用等、適時習得すべき支援事例を勘案しての同行者を決定する

事で、実際の分析・事業計画策定プロセスの一連の流れを実践しながらのノウハウの共有

を図り、プロセス習熟を目指してく。この同行支援に当たっては本人の自主的な同行希望

はもちろん、在籍 2年以内の新任職員に当たっては月 2回以上の同行支援を実施する。 

（ウ）西濃広域支援室との連携支援  

 海津市商工会が属する岐阜県西濃地区を拠点とする西濃広域支援室と積極的な連携支援

を実施する。広域支援室は高度な支援を実施する際のバックオフィスとして機能しており、

他地域の多くの発達支援に関与する事により多くの施策についての知識、ノウハウを有し

ている。意見交換や共同巡回の実施等による支援プランの策定や、事業者の経営分析、そ

れに基づく事業計画策定支援等、一連の経営発達支援計画の遂行を共同で実施していく事

で各種知識やノウハウの習得を目指していく。 

（エ）支援カンファレンスや定例会  

 発達支援事業の実施に当たっては、３．事業計画策定支援に関すること【指針①】にお

ける支援カンファレンス(P.25)による支援事例の把握や意見交換を実施する。また週に 1

回の定例会開催の際に、多くの事例報告や、意見交換を行っていく。これら取り組みによ

り実際の支援に従事していない他の職員にも支援プロセス、その成果といった情報とノウ

ハウを共有し、支援員に属人的に蓄積される支援スキルを表出化することで、海津市商工

会の組織としての支援スキルへの還元と定着を目指す。 

 

③ＯＪＴプログラムの実施体制 

ＯＪＴの実施には計画的かつ管理的な教育体制を整備する必要がある。経験者と、新任者

のそれぞれの意向にまかせたＯＪＴの計画では効果的なプログラムの実施は難しい。そこで

ＯＪＴプログラムの実施に当たって主任支援員をＯＪＴ責任者として選任、報連相の徹底に

よる実施状況の把握と管理による、効果的なＯＪＴを実施し、経営発達支援計画の確実な遂

行体制の構築を目指す。 

 

取組２Ｏｆｆ－ＪＴによる資質向上プログラム 

 

①Ｏｆｆ－ＪＴのメリット 

 実際の支援に当たっての体系的な知識、支援を実施するに当たって理解すべき理屈・根拠

の習得にあたってはＯＪＴより効率的に実現する事が可能である。また、実際に経験する事

が難しい支援に当たっての知識も習得可能である。だが、本人の学習意欲が大きく効果に左

右する点、実践での知識の活用には一定の経験を必要とする点を勘案するとＯＪＴと組み合

わせた相互的な学習が望ましい。 

 

 

②実行するプログラム 

（ア）各種勉強会の開催  

 前述した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に
おける地域支援機関合同研究会(P.54)や、中小企業広域支援機関との相互勉強会(P.55)の
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開催により、実際の支援では獲得しにくい知識の習得を図る事で、幅広い知識を身につけ

ていく。また、週に 1度の定例会の際には職員が参加したセミナーや、研修会の内容につ

いての資料を用いての報告を求め、学習内容の共有、個人の知識を組織の知識として還元

する事で職員全体の資質向上を図る。 

（イ）資格取得の奨励  

 中小企業診断士や、社会保険労務士といった経営関連資格の取得は支援に当たって必要

となる知識の体系的な習得に有効であり、本人の支援意識の向上に大きな効果があると考

えられる。海津市商工会では支援員１名が中小企業診断士の資格保有者であり、さらに 2

名が資格取得にむけての学習を実施している。岐阜県商工会連合会では中小企業診断士養

成講座として中小企業診断士１次試験合格に向けた資格学校通学の奨励及び支援を実施し

ており、その制度の活用を促す。また、資格取得に向けた勉強会の開催の奨励を行う。 

（ウ）経営指導員等ＷＥＢ研修  

 全国商工会連合会が構築した、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創

業・経営革新につながる提案型支援ができるよう、商工会職員の専門化や資質向上に必要

な知識の習得を目的としたＷＥＢ動画を媒体としての研修システムである。学習内容は財

務会計や、経営分析といった発達支援事業の遂行に当たって有意義な学習内容となってい

る。このＷＥＢ研修システムは各職員の受講状況が把握・確認できるとともに、効果測定

による学習の成果も把握できる仕組みとなっているため、在籍職員に学習の喚起を行い、

効率的に発達支援実施へ向けての知識習得を図る。 

（エ）セミナー・研修会への参加  

 前述した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に

おける商工会ネットワーク(P.55)を活用し、商工会職員協議会開催のセミナーや研修会へ

の積極的な参加を促す。さらに中小企業大学校が開催する課題別研修への積極的な参加を

促していく。また、その他支援機関や、団体開催のセミナーや研修会への参加を推奨し、

定期的な受講内容を管理、派遣を行っていき職員の資質向上への取り組みとして実施して

いく。 

 

③Ｏｆｆ－ＪＴプログラムの実施体制 

Ｏｆｆ－ＪＴの実施に当たっては、本人の意欲向上を図る意識的な学習に向けたコミュニ

ケーションに加え、ＷＥＢ研修、セミナー、研修会等への参加状況の把握、管理が重要であ

る。Ｏｆｆ－ＪＴの実施管理に当たっては面談等による職員個別の状況の把握に適任である

事務局長による管理を実施し、計画的かつ本人の意向を汲み取る事による効果の高いＯｆｆ

－ＪＴを実施していく。 

 

 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするた

めの仕組みに関すること 

 

事業の評価及び見直しの仕組みを

経営発達支援計画の着実な 

遂行に向けた継続的な改善 
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構築し、当発達支援計画を着実に遂行するため、ＰＤＣＡサイクルＰＬＡＮ(計画）→ＤＯ（実

行）→ＣＨＥＣＫ（評価）→ＡＣＴＩＯＮ（改善）に基づいた、以下の取組を実行する。 

フェーズ 取組内容 

Ｐ Ｌ Ａ Ｎ 

◆経営発達支援計画の策定 

 地域経済の動向、小規模事業者の現状を踏まえた、最も有効に小規模事

業者の持続的発展に資する事のできる取り組みの実施を計画する「経営発

達支援計画」を策定（同計画書の作成により取組済み） 

 

Ｄ    Ｏ 

◆経営発達支援計画の実行 

 計画された経営発達支援計画の内容に基づいた各種取り組みを実際に

実行する。 

 

Ｃ Ｈ Ｅ Ｃ Ｋ 

◆経営発達支援計画の進捗管理・効果測定 

 経営発達支援計画の実行によって、計画を実際にどの程度達成できたの

か、そしてその成果としてどのような効果を得たのかを測定、検証を行う。

 

取組１アクションプランによる進捗確認 

 発達支援計画策定に当たって作成した年度別の達成すべき取組内容を

明記したアクションプラン（実施スケジュール）を活用した進捗管理を実

施する。計画管理責任者である事務局長はアクションプランを元に各チー

ムに実行状況及びその成果確認を行う事で、計画の進捗を把握する。把握

された進捗の遅れなどは担当チームに対して指摘、改善を指示する。また、

定例会で進捗状況の共有を行い、計画の遅れに対してはその都度修正案を

意見交換する事で、定期的な軌道修正の実行につなげていく。 

 

取組２支援効果測定調査の実施 

経営発達支援事業の実施に当たっては実施件数や、進捗といった海津市

商工会の視点だけでの成果把握だけでなく、当商工会の顧客ともいえる地

域小規模事業者目線での満足度、効果を把握する事が重要となる。 

経営発達支援事業実施の際には、ヒアリングや各種データ提供などを活

用した支援効果測定調査を実施し、発達支援事業の実際の成果について検

証を行う。この支援効果測定調査には小規模事業者の感想等の定性的な評

価に加え、事業者の同意を得た上で売上の増加や、コスト削減といった財

務情報、来客数や取引数といった販売データ等の定量情報を収集し、実際

の発達支援事業実施による前後の比較を通した信憑性のある効果測定を

実施する。 

Ｃ Ｈ Ｅ Ｃ Ｋ 

取組３経過報告書の作成報告 

 前述した進捗管理、効果測定の結果を元に、四半期に一度経営発達支援

事業の実績についての報告書を作成する。経営発達支援事業の遂行に当た

っては各事業別のチーム編成を実施（別表２）、そのチーム毎に報告書を

作成、提出を行う。報告書には対象事業の年間の目標件数及び実績値、主

要な支援事例、その成果と検証内容について記載し報告を行う。 

作成された報告書は定期的に開催される理事会に提出する事とし、経過

実績及び成果についての報告を行い、それに対しての意見を求める。こう

した計画の実行に当たっての定期的なチェックポイントを用意する事で

より確実な計画の実行を目指す。なお、経営発達支援計画実績報告書とし
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て一年度ごとの実績を記す報告書を作成、後述する経営発達支援計画評価

委員会に提出する。 

取組４経営発達支援計画評価委員会の発足 

 １年に１度海津市経営発達支援計画の実施状況、成果内容について評

価、改善案の提示等を行う評価委員会を組織する。評価委員会には以下の

外部有識者を含む構成メンバーで結成組織する。海津市商工会は評価委員

会に経営発達支援計画実績報告書を提出するとともに、委員会開催時に報

告発表を行う。評価委員会は開催時に評価内容、改善案等を意見するとと

もに、経営発達支援計画評価報告書を取りまとめ提出・公表する。提出さ

れた報告書については事業者が常に閲覧できるよう海津市商工会ＨＰに

掲載公表を実施する。 

～経営発達支援計画評価委員会構成メンバー～ 

地域事業者 海津市商工会長、小規模事業者代表者 

自治体 
（外部有識者） 

海津市産業経済部長、海津市商工観光課長 

専門家 
（外部有識者） 

中小企業診断士 

広域支援機関
（外部有識者） 

日本政策金融公庫岐阜支店 

地域支援機関 
大垣共立銀行海津支店、十六銀行高須支店 
桑名信用金庫海津支店、大垣西濃信用金庫今尾支店

 

ＡＣＴＩＯＮ 

◆経営発達支援計画の効果を更に高めるための事業の見直し 

取組５経営発達支援計画ブラッシュアップ会議の実施 

 経営発達支援計画評価委員会の評価及び提言内容、実施した調査による

成果を総合的に勘案し、発達支援計画の事業、取組の見直しを実施する。

評価報告書受領後ただちに海津市商工会職員全員参加により会議を開催

し、目標達成に向けた計画の実施方針、取組の実行方法についての調整に

当たっての意見交換を実施する。あきらかになった計画実施に当たっての

問題及び、その要因を話し合い、計画に無理が生じていないか、さらに効

率的に効果的に実施する方法はないかの検討を実施し、それに対する改善

策を発案決定していく。以上のように計画の研鑽を図った経営発達支援計

画の見直し事項を取りまとめ、経営発達支援計画評価委員会へ報告・提出

を実施する。この取組を通して小規模事業者の持続的発展を実現するため

の計画へのブラッシュアップを実施する事で、より着実な事業の遂行を目

指す。 

Ｐ Ｌ Ａ Ｎ 
◆見直しを行った経営発達支援計画の実行 

調整を行った経営発達支援計画の内容に基づき各種取組を実行する。 
 

（別表２） 

経営発達支援事業の実施体制 
（平成２８年２月現在）

（１）組織体制 
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◆経営発達支援計画実施に当たっての組織体制 

事務局長１名、経営指導員４名、経営指導員補１名、業務職員１名、記帳指導職員２名、記帳員

３名の職員計１２名全員体制でのマトリクス体系によるチーム編成を実施、経営発達支援計画の

着実かつ効果的な遂行体制を構築する。 
経 営 相 談 窓 口 ・ モ デ ル 事 業 企 画 運 営 チ ー ム  

経営発達支援計画実施に当たっての、経営相談窓口の開設運営、経営分析や事業計画の策定支

援、事業計画策定モデル事業の企画運営を担当する。また事務局長へ各チームの進捗情報を伝

達すると共に、各チームの情報共有、運営管理を実施する。 

基盤整備チーム  

経営発達支援計画実施に当たっての、支援カンファレンス・定例会の企画開催や、他支援機関

との勉強会の運営といった情報共有に向けた取り組み、ＯＪＴやＯｆｆ－ＪＴによる資質向上

プログラムの実施、進捗管理を執り行う。 

リサーチチーム  

経営発達支援計画実施に当たっての、地域経済動向調査、経営分析に関して収集した情報管理

と、その分析の実施によるレポート発行、マーケティングリサーチ支援を実施。各種支援ツー

ル及びデータの保守管理を実施する。 

販促支援チーム  

経営発達支援計画実施に当たっての販路開拓支援を担当管理する。かわら版海津の取りまとめ

や活用推進を行う。配布エリアの調整についてはリサーチチームと共同して実施する。また、

商談会・展示会への出展推進を実施、マニュアル整備を実施する。 

（２）海津市商工会連絡先 
住所 〒503-0654 岐阜県海津市海津町高須 563番地 1 
T E L (0584)-53-2111 F A X (0584)-53-3023 
H P http://www.kaizu-sci.or.jp Mail kaizu@ml.gifushoko.or.jp 

 

 

（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） 
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 平成 28 年度

(H28.4 以降)
平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額 14,100 21,500 26,300 30,300 33,300

 

①人件費（事務局運営費） 

※計画実行従事に当たる人件費見込額 

②旅費・事務費 

③発達支援事業広報費 

④経営相談窓口運営費 

⑤リサーチ調査費 

⑥講習会・セミナー開催費 

⑦システム保守維持費 

⑧需要開拓推進費 

（１）かわら版海津 

 ※刷新に当たっての差額経費 

（２）かわら版ＨＰ 

（３）出展支援費 

⑨経営指導員等教育推進費 

⑩専門家謝金（全事業共通） 

 

 

6,000

1,000

1,000

500

500

500

500

1,600

(500)

(800)

(300)

500

2,000

10,000

2,000

1,000

800

800

800

500

2,100

(800)

(800)

(500)

500

3,000

12,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

2,800

(1,000)

(1,000)

(800)

1,000

3,000

14,000 

 

3,500 

1,000 

1,200 

1,200 

1,200 

700 

3,200 

(1,200) 

 

(1,000) 

(1,000) 

1,300 

3,000 

16,000

3,500

1,000

1,400

1,400

1,400

700

3,400

(1,400)

(1,000)

(1,000)

1,500

3,000

 

 

調達方法 

①岐阜県補助金    小規模事業者振興等事業費補助金 

②海津市補助金  商工会運営費補助金及び、商工会事業費補助金 

③会 費 収 入  会員事業者より年１回６月に口座振替実施による収入 

④受託料収入  各種共済労働保険手続きによる受託料収入 

⑤特別賦課金  かわら版掲載料、展示会等出展希望者の負担金による収入 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
（別表４） 

連携する内容 
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他機関との連携により行う経営発達支援事業とその内容の一覧 

 

 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

Ⅰ－１ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 取組１ 地域経済動向リサーチの実施（Ｐ．１３） 

連携先 海津市 

連携 

内容 

小規模事業者の持続的発展に資する情報の共有及び収集に当たっての

連携を実施する。相互的な情報提供を実施すると共に、共同企画アンケ

ートの実施により情報の収集について連携する。 

Ⅰ－２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 取組３ 海津市経営相談窓口の開設による経営分析（Ｐ．１９） 

連携先 金融機関を含む市内認定支援機関 

連携 

内容 

小規模事業者の経営に関する悩みに親身な相談を実施する窓口相談の

実施における、小規模事業者の情報共有の実施、発達支援に向けた相互

的な協力体制を構築する。 

Ⅰ－４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 取組１ アクションプラン実行支援（Ｐ．２８） 

連携先 （公財）ソフトピアジャパン 

連携 

内容 

小規模事業者の持続的発展に向けた事業計画遂行に当たってのＩＴ活

用支援の参画を頂戴するとともに、ＩＴによる生産性の向上や、販促へ

の活用方法に関するノウハウの提供をいただく。 

Ⅰ－５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

 取組１ マーケティングリサーチ支援の実施（Ｐ．３４） 

連携先 海津市、海津明誠高等学校 

連携 

内容 

マーケティングリサーチの実施に当たって必要な情報について海津市

と共に共同調査・情報共有を実施する。また、事業者の同意を得た案件

については海津明誠高等学校の生徒と共に事例を活用した実習形式に

よるマーケティング調査を実施し、分析を行う。 

Ⅰ－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】 

 取組１ 商談会・展示会への参加斡旋支援（Ｐ．３９） 

連携先 （公財）岐阜県産業経済振興センター、㈱十六銀行 

連携 

内容 

小規模事業者へ参加を斡旋する商談会や展示会の開催、出展に当たって

の情報提供を依頼する。また、逆商談会として、㈱十六銀行との連携に

より大企業、中規模企業と小規模事業者の商談の機会を創出する。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

Ⅱ－１ 活性化に資する各種事業展開 
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 取組１ 創業支援・事業承継斡旋による経済基盤の強化（Ｐ．４８） 

連携先 
岐阜県西濃地区市町村及び商工会議所、商工会、（公財）ソフトピアジ

ャパン、（公財）岐阜県産業経済振興センター 

連携 

内容 

創業支援事業計画に基づいた創業支援実施に当たる各機関の強みを活

かした情報共有を実施、より多くの創業希望者、創業に興味を持った方

の情報を吸い上げるとともに、創業希望者を創業実現に向けた伴走型の

支援を実施するに当たっての連携を実施する。 

取組２ 木曽三川流域商工会連絡協議会の新たな取組（Ｐ．５０） 

連携先 愛西市商工会、桑名三川商工会（木曽三川流域商工会連絡協議会） 

連携 

内容 

共有する観光資源である、木曽三川を主題においた共同イベントや異業

種交流会を開催、各地域からより多くの集客を目指す事で、各地域の地

域ブランドの認知等、魅力のプロモーションを実施し、地域経済の活性

化の実現につなげる 

取組３ 海津市商店街活性化検討会の開催（Ｐ．５０） 

連携先 海津市、海津市内振興組合 

連携 

内容 

海津市内の住民、商店者を対象に実施した海津市民の買物動向調査、商

店街活性化に向けたアンケート調査の結果及び分析結果について共同

検討会を開催。商店街の活性化に向けた活性化策立案を行う。 

 

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り組み 

Ⅲ－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 

 取組１ 地域支援機関合同研究会の開催（Ｐ．５４） 

連携先 
海津市、大垣共立銀行海津支店、十六銀行高須支店、大垣信用金庫今尾

支店、桑名信用金庫海津支店、桑名信用金庫松山支店 

連携 

内容 

地域支援機関の合同研究会開催により、各支援機関の経験、支援方針と

いった強みを活かした相互研鑽を実施。小規模事業者の持続的発展に向

けたノウハウや、情報共有を実施する。 

取組２ 中小企業広域支援機関との相互勉強会の開催（Ｐ．５５） 

連携先 

中小企業基盤整備機構中部、日本政策金融公庫岐阜支店、岐阜県信用保

証協会、（公財）ソフトピアジャパン、（公財）岐阜産業経済振興センタ

ー、岐阜県中小企業団体中央会 

連携 

内容 

広域的に支援活動、施策の展開を実施している広域的な専門支援機関と

共同の勉強会を開催する事で、地域の、海津市の現況、施策の活用事例

等の情報提供をすると共に、広域的な小規模事業者の動向や、広域的な

施策の活用例、知識・ノウハウ等の情報提供をいただく。 

Ⅲ－３ 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 取組４ 経営発達支援計画評価委員会の発足（Ｐ．６０） 

連携先 海津市、地域支援機関 

連携 

内容 

経営発達支援計画実施報告書の評価を実施、内容についてのフィードバ

ックをいただき、その内容を元に計画の改善・調整を実施する。発達支

援計画のブラッシュアップにつなげる。 

 
 

連携者及びその役割 
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連携機関 代表者 連絡先 役割 

中小企業基盤 

整備機構 

中部本部 

本部長 

花沢 文雄 

〒460-0003 

愛知県名古屋市中

区錦 2-2-13 名古

屋センタービル 4

階 

TEL(052)-201-3003

国の中小企業政策全般に渡る

総合的支援機関としての情報

や知識、ノウハウの提供を頂

き、海津市の小規模事業者の発

達支援実施に当たっての体制

整備に資する連携を行う。 

公益財団法人 

岐阜県産業経済 

振興センター 

理事長 

丹羽 義典 

〒500-8505 

岐阜県岐阜市薮田

南 5-14-53 ふれあ

い福寿会館 10 階 

TEL(058)-277-1090

岐阜県の中小企業に必要な総

合的な支援情報を提供いただ

き、海津市の小規模事業者の発

達支援実施に当たっての体制

整備に資する連携を行う。 

公益財団法人 

ソフトピア 

ジャパン 

理事長 

熊坂 賢次 

〒503-8569 

岐阜県大垣市加賀

野 4丁目 1番地 7 

TEL(0584)-77-1144

ＩＴ関連企業の集積により優

れた情報基盤を用いた、小規模

事業者のＩＴ活用策を幅広く

提供いただくと共に、発達支援

実施に当たっての情報共有を

行う。 

日本政策金融公庫 

岐阜支店 

支店長 

木村 正明 

〒500-8844 

岐阜県岐阜市吉野

町 6-31 岐阜スカイ

ウイング 37 西棟 

TEL(058)-263-2136

小規模事業者の発達支援に当

たっての金融支援を円滑に実

施するための、国の政策に基づ

いた情報の提供をいただき、地

域小規模事業者発達支援に当

たっての体制整備を実施する。

海津市 
海津市長 

松永 清彦 

〒503-0695 

岐阜県海津市海津

町高須 515 

TEL(0584)-53-2111

海津市の総合的な地域情報に

よる小規模事業者の発達に資

する各種情報共有を実施する

と共に、各種共同調査の実施、

海津市の小規模事業者の発達

に資する共同事業を執り行う。

大垣共立銀行 

海津支店 

支店長 

桐山 勝 

〒503-0653 

岐阜県海津市海津

町高須町 741 

TEL(0584)-53-1101

海津市の認定支援機関として

の地域密着型の事業者情報、広

域的な支援情報、ノウハウ等を

提供し合い、海津市小規模事業

者の持続的発展に向けての連

携を実施する。 

十六銀行 

高須支店 

支店長 

小川 嘉裕 

〒503-0652 

岐阜県海津市海津

町馬目 360-1 

TEL(0584)-53-2916

海津市の認定支援機関として

の地域密着型の事業者情報、広

域的な支援情報、ノウハウ等を

提供し合い、海津市小規模事業

者の持続的発展に向けての連

携を実施する。 
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連携機関 代表者 連絡先 役割 

大垣西濃信用金庫 

今尾支店 

支店長 

髙橋 俊幸 

〒503-0321 

岐阜県海津市平田

町今尾 1024-3 

TEL(0584)-66-3111

海津市の認定支援機関として

の地域密着型の事業者情報、広

域的な支援情報、ノウハウ等を

提供し合い、海津市小規模事業

者の持続的発展に向けての連

携を実施する。 

桑名信用金庫 

海津支店 

支店長 

伊藤 剛 

〒503-0652 

岐阜県海津市海津

町馬目 364-1 

TEL(0584)-53-2711

海津市の認定支援機関として

の地域密着型の事業者情報、広

域的な支援情報、ノウハウ等を

提供し合い、海津市小規模事業

者の持続的発展に向けての連

携を実施する。 

海津明誠高等学校 
校長 

若松 卓郎 

〒503-0654 

岐阜県海津市海津

町高須 11-1 

TEL(0584)-53-1155

海津明誠学校の生徒の海津市

に貢献したいという思い、豊か

な発想力、行動力を小規模事業

者の持続的発展に直接的につ

なげて行く活動を連携し実行

していく。 

愛西市商工会 
会長 

武藤 毅 

〒496-8011 

愛知県愛西市諏訪

町郷東 73-1 

TEL(0567)-24-6122

愛西市の豊かな自然、歴史文化

と、大都市圏域とを融合させる

魅力が作りあげた活気と、愛西

市商工会の有する活性化のノ

ウハウを共有するべく、相互発

展型の催しを共同開催し、持続

的発展に当たっての地域経済

の活性化を目指す。 

桑名三川商工会 
会長 

水谷 正 

多度支所 

〒511-0106 

三重県桑名市多度

町多度 871-11 

TEL(0594)-48-2627

長島支所 

〒511-1116 

三重県桑名市長島

町長島萱野 121-3 

TEL(0594)-42-3111

桑名三川商工会の数々の地域

貢献に向けた地域振興策、コミ

ュニティ活動などにより培っ

た活性化に資する取り組みや

ノウハウを共有し、合同の催し

を開催する事で、両地域の相互

発展を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 



67 
 

① 地域振興に当たってのノウハウ・情報の共有。共同イベントの開催 

② 創業支援事業計画の共同実施、創業に関る情報の共有 

③ 商店街活性化に向けた共同検討会の開催、各振興組合の視点による意見交換 

④ 海津市の発達支援に当たっての情報、知識を共有する共同研究会の開催 

⑤ 共同支援の実施、小規模事業者の発達支援に当たっての情報交換、資質管理 

⑥ 共同支援の実施、各種情報の共有、施策の活用に向けた各種ノウハウ提供 

⑦ 海津市内の発達支援計画実施に向けた情報共有、共同調査の実施、広報連携 
 

 

地域の認定支援機関

大垣共立銀行海津支店

十六銀行高須支店
大垣西濃信用金庫今尾支店

桑名信用金庫海津支店

海津市内小規模事業者の持続的な発展

広域的専門支援機関

中小企業基盤整備機構

日本政策金融公庫

岐阜支店

（公財）岐阜県産業経済

振興センター

（公財）ソフトピアジャパン

市内商工振興組合

ふれあいカード
ラッキースタンプ会
今尾振興会
須脇観光協会
南濃地区発展会
まちゼミ実行委員会

愛西市商工会

桑名三川商工会

木曽三川流域商工会連絡協議会

商工会ネットワーク

全国商工会連合会

岐阜県商工会連合会

西濃ブロック広域支援室

創業支援事業計画

大垣市・大垣商工会議所

岐阜県西濃地区内

市町村及び

商工会議所・商工会

海津市の地域経済基盤の強化・活性化

経営発達支援事業実施機関

海津市商工会

海津市の総合振興を目指す

海津市

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦


