
経営発達支援計画の概要 
 

実施者名 大垣市上石津商工会（法人番号 8200005004266） 
実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 
目  標  小規模事業者に寄り添った伴走型支援を実施し、個々の小規模事

業者の経営力向上や販路拡大等を図り、地域経済の担い手である小

規模事業者の持続的発展を目指すことを目標とし、合わせて小規模

事業者の持続的発展を通じ、地域全体の活性化を目指す。 
事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向に関すること【指針③】 

①経済動向調査により定期的に小規模事業者の景況把握 
②行政・金融機関から経済動向を入手し「景況トピックス」の作

成し提供 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①自己診断システムを活用した簡易な経営分析の実施 
②SWOT分析及び３C分析の実施     
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定に取り組む事業者の掘り起こし及び事業計画策

定セミナーの開催及び事業計画策定支援 
②創業・第二創業・事業承継に伴う事業計画策定支援 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①経営指導員を中心とした巡回とフォローアップ会議の開催 
②専門家派遣、関係機関との連携によるフォローアップ 
③創業、第二創業、事業継承後のフォローアップ 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①国・県その他各種統計資料による情報を収集し提供 
②消費者モニタリング調査の実施 
６．新たな需要に開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

①需要開拓の啓発と取り組みの提案 
②販路開拓に向けた商品・サービスの魅力付け 
③情報発信の強化による新たな需要開拓の支援 
④展示会・物産展・イベント等への出展による需要開拓の支援 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

① 行政と連携した地域経済活性化の検討 
② 需要開拓とにぎわい創出のためのイベント事業の実施 

連 絡 先 大垣市上石津商工会 
 岐阜県大垣市上石津町上原１３４９番地 
  TEL：0584－45－2643 FAX：0584－45－2812 

  E̶Mail：kamiishizu@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．大垣市上石津地区の特徴と事業者の状況 

  
（１）位置・沿革・地勢 

【養老山脈に位置する自然豊かな山間地域】 

大垣市上石津地区は、岐阜県の西南端に位 

置し、南は三重県、西は滋賀県と接する県 

境の地区である。西に鈴鹿山系、東に養老 

山系、北に南宮山塊と標高８００ⅿ 前後の 

山に囲まれ、中央をぬうように牧田川が南 

北に貫流し、その周辺に集落が開けた盆地 

型の町である。町土１２３．３８㎢の８割 

が山林で占められ、豊かな自然に恵まれ 

た、山紫水明、風光明媚な中山間地域であ 

る。 

 

６世紀の中ごろ（古墳時代）からこの地 

に人が移り住み、その後武家社会の台頭に 

より、牧田合戦・関ヶ原合戦等幾多の戦場 

となった。１６０１年に旗本高木家が多良 

地区に入り、明治維新までこの地を治めて       上石津町 

きた。 

その後、村の合併が行われ、明治３０年にこの地方は養老郡となり、牧田村、一之瀬

村、多良村、時村となる。 

昭和３０年にこの四ケ村が合併、上石津村となる。    

その後、昭和４４年に町制が施行され上石津町となり、平成１８年３月大垣市に編入し

て飛び地合併し、現在に至っている。 

 
産業面では、農林業を中心とする第一次産業から第二次産業や第三次産業に変わって

きた。森林資源を利用した炭焼きや木材業等森林業務に携わってきた人々が多くあった

が、現在では木材産業の低迷により、従事する人はほとんどない状況である。 
 
（２）交通 

【町外からの通行者が多く、山間地ながら主要都市へのアクセスの良い立地】 
地理的には、北は関ヶ原町、東は養老町と接しており、また町の最北端を日本の大動

脈である名神高速道路が走っている。さらに本町の北の玄関口に当たる関ヶ原町境には

名神高速道路関ヶ原インターチェンジがあり、そこから南に伸びる国道３６５号線が本

町の中央を南北に縦貫していることから町内の通行量が非常に多い。 
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例えば、国道３６５号線の交通量は１日約 10,600 台と多く、また名神高速道路関ヶ

原インターの交通量は約 38,000 台であり、町外の通行者が多い立地である。（交通量は

平成 22 年道路交通センサスよる） 

  主要都市までの所要時間は、岐阜市（県庁所在地）へ１時間（国道２１号線）、大垣

市中心部へ３０分、名古屋市へ１時間２０分（名神高速）であり、隣接する関ヶ原町に

JR 関ヶ原駅や国道２１号線・名神高速関ヶ原インターチェンジがあることから、山間

地ながら主要都市の大垣市や名古屋圏へのアクセスも良い。 

 

（３）観光 

【豊かな自然を活かした景勝地・観光施設が豊富】 

  当地区は豊かな自然を生かした観光施設が豊富にあり、年間を通してこれらの観光施

設や景勝地を訪れる人々が多い。 

  例えば「かみいしづ緑の村公園」では、宿泊施設をはじめとして、芝生広場・テニス・

グランドゴルフ・アスレチック・魚釣り・屋根付きグランド・各種体験プログラム（陶

芸・そば打ち・草木染等）・バーベキュー場等多くのアクティビティや施設があり、年

間 107,000 人(平成 27 年度)が訪れる。 

また、「多良峡森林公園」は、渓谷に吊り橋が 

架かった風光明媚な公園で、毎年夏になるとキャ 

ンプやバーベキューに多くの家族連れや団体が 

訪れ、秋になるともみじの名所として団体客がバ 

スで訪れる。 

  また、「日本昭和音楽村」は、森と湖の自然公 

園で、上石津出身の音楽家江口夜詩を記念して建 

 てられた江口夜詩記念館や野外ステージもあり、 

コンサートや各種催し物に利用されている。なお  

施設内にはコテージもあり宿泊が出来る。 

  その他、渓流釣りや、オフロード、マウンテンバイク等のアクティビティも盛んで、

四季を通じ多くの観光客がある。 

 

（４）大垣市上石津地区の人口推移 

【大垣市上石津地区の人口は減少傾向にあり、高齢化率は大垣市内全体よりも高い】 

  上石津地区の人口は、平成 18 年の大垣市との合併時は 6,573 人であったが、10 年を

経過した平成 28 年 3 月末には 5,750 人と 10 年間で 12.5％減少し、同時期の大垣市全

体の人口減少率 0.25％と比較して極端に減少が進んでいる。 

  また、高齢化率を見てみると平成 18 年は 28.9％であったが、平成 28 年においては

35.1％と 6.2％の増で超高齢化社会となり、現状を考えると今後も高齢化率は上昇して

いくものと思われる。 

一方、生産年齢人口の動向を見てみると、平成 18 年に 3,868 人が平成 28 年に 3,132

人と 10 年間で 736 人、率にして 19.0％減少している。 
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  大垣市全体では、高齢化率は 10 年間で、19.9％から 26.0％と 6.1％の増加となって

おり、また生産年齢人口は平成 18 年に 108,879 人であったものが平成 28 年には 98,064

人と 10 年間で 10,815 人減少し、率にして 9.9％減少している。 

   

これらのことから、上石津地区は同じ大垣市であるが大垣市全体と比較し、人口の減

少率・高齢化率・生産年齢人口の減少率のどの数字についても大垣市全体の 2倍以上と

なっており、特に人口の減少率は高い。 
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           《大垣市上石津地区の人口と高齢化率の推移》       （人） 

項目 H18 年 H21 年 H24 年 H27 年 H28 年 

15 歳未満 
807 

（24,307） 

752

（23,816）

713

（24,143）

626 

（22,270） 

600

（21,974）

15 歳～64 歳 
3,868 

（108,879） 

3,750

（105,646）

3,575

（103,654）

3,255 

（99,253） 

3,132

（98,064）

65 歳以上 
1,898 

（33,156） 

1,913

（35,958）

1,899

（37,509）

2,011 

（41,179） 

2,018

（42,119）

総人口 
6,573 

（166,342） 

6,415

（165,420）

6,187

（165,306）

5,892 

（162,702） 

5,750

（162,157）

年平均増減率 
－ 

- 

-0.8%

（-0.2%）

-1.2%

（0％）

-1.6% 

（0.5%） 

 -2.4％

（0.3%）

高齢化率 
28.9% 

（19.9%） 

29.8%

（21.7%）

30.6%

（22.7%）

34.1% 

（25.3%） 

35.1%

（26.0%）

※（ ）内は大垣市全体の数値   出典：大垣市統計局「大垣市人口動態資料」 

 

（５）大垣市上石津地区の産業 

【事業所数全体、多くの業種について減少傾向にある中、農産物販売業は増加傾向】 
管内商工業者数の推移を見てみると、この 11 年間で 92 社の商工業者が減少し、率に

すると 28.8％の減少である。内訳を見てみると、そのほとんどが小規模事業者の減少と

なっている。 

またこれを業種別にみると、平成 13 年と平成 24 年を比較して、製造業が 40.5％の減

少と最も高く、次にサービス業が 37.3％、卸・小売業 36.7％と続いている。 

また飲食店・宿泊業については減少率が 4.3％と比較的低く、さらに農産物販売業に

ついては 16.7％の増加と唯一の増加業種となった。 
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《管内商工業者数の推移》 

 

商工業

者数 

小規模 

事業者数 

小規模

比率 

平成 13 年 320 296 92.5% 

平成 18 年 286 255 89.2% 

平成 24 年 228 202 88.6% 

H24/H13

減少率 
28.4％ 31.7％ - 

出典：平成 13年・18年は総務省「事業所統計」 
平成 24年は経済産業省「経済センサス」 

  

 

《業種別商工業者数の推移》 

  建設業 製造業 
卸・小売

業 

飲食店・

宿泊業

サービス

業 

農産物

販売業
その他 合計 

平成 13 年 65 79 79 23 48 6 20 320 

平成 18 年 62 61 71 24 47 7 14 286 

平成 24 年 56 47 50 22 30 7 16 228 

H13/H24 

増減数 
△ 9 △ 32 △ 29 △ 1 △ 18 1 △ 4 △92 

H13/H24 

増減率 
△13.8% △40.5% △36.7% △ 4.3% △37.5% 16.7％ △20.0% △28.8%

出典：平成 13年・18年は総務省「事業所統計」、平成 24年は経済産業省「経済センサス」
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管内商工業者数の推移
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（６）業種別の事業所の推移及び経営状況  

 
①建設業 

【事業所数は多いが減少が激しく、今後は廃業と生き残りに二極化が進む】 
事業所の減少は進んでいるが事業者数は他業種と比較して多い。現在の 56事業所に
ついては、中小企業規模の工務店や土木・建設業者と家族経営で下請け的工事を中心に

営む小規模事業者に分かれている。その中で双方について今後は事業所数が減少し、さ

らに廃業する事業所と後継者が存在し収益が安定していることから経営を維持する事

業所へ２極化が進むと予想される。 
 
②製造業 

【事業所数の減少が激しく、また小規模事業者の割合は低い】 
事業所の減少数が著しい。理由としては家内工業的に事業を営んできた小規模事業者

が経営者の高齢化・汎用的な工程の海外移転により受注減少して廃業したことが挙げら

れ、今後もこの傾向は続くと思われる。 
一方で、高速道路に近く交通の便が良いことから、大手製造業者や規模の比較的大き

い中小企業が多く所在し、これらの事業者は廃業や移転が少ない。 
 
③卸・小売業 

【消費者の地域外での購入等の影響で事業所数の減少が激しい】 
事業所の減少が著しい。理由としては小商圏で近隣客向けに小売販売している業者が

多いなかで、事業者の高齢化や人口減少による消費規模の減少、モータリゼーションの

普及により大垣市内や隣接する養老町の専門店や大型店へ購入しに行く人が増加した

ことが挙げられる。今後はますますの事業所の減少と集約化が図られると危惧される。

 
④飲食店・宿泊業 

【事業所数の減少は少ないが、町内の利用客の減少による売上減少が顕著】 
事業所数の減少は他業種と比較して少ない。前述の通り、国道の通行者の来店が安定

しているが、地区内人口の減少により近隣の利用客が減少していることから、それら客

の売上構成が高い事業所は大きな影響を受けている。今後は地域外の顧客獲得を進めて

収益が安定している事業所、後継者が存在する事業所、経営者が若く経営意欲が高い事

業所へ集約化が進むと危惧される。 
 
⑤サービス業 

【消費者の地域外での購入等の影響で事業所数の減少が激しい】 
事業所の減少数が著しい。理由としては小商圏で近隣客向けにサービス提供している

業者が多いなかで、経営者の高齢化や人口減少による消費額規模の減少、モータリゼー

ションにより地域外へ購入しに行く人が増加したことが挙げられる。今後はますますの

事業所の減少と集約化が図られると危惧される。 
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⑥農産物販売業 

【既存事業者の廃業が進む中で、新規就農者の増加から事業所数が増加傾向にある】 
生産から消費者への販売まで一貫して行う新規就農者や既存の経営を革新した農業

者の増加が今後も予想される。上石津地区は豊富な土地、きれいな水や空気、農業に適

した気候等により、茶や米を中心にこれまでも農業が発展してきた。しかし既存のこれ

まで農業を営んできた人々は農産物を農協へ販売するだけであったため、単価の低下に

よる売上高の減少や後継者不足からの廃業が進んでいる。しかしその中で、農産物やそ

の加工品を直接消費者へ販売することで売上高を拡大して生き残りを図る事業者も見

られる。 
また地域内での新規就農者が存在し、今後も増加していくことが予想されることと合

わせて、その結果、農産物販売業の事業者数は今後拡大する傾向にある。また農協以外

の朝市実施業者等の農産物販売業者も地区内に 3か所ある。 
 
（７）後継者の有無 

【後継者は小規模事業者の 50％が不在、20.9％が未定】 
平成 28 年 5 月に実施した以下の調査により後継者の有無を見てみると、回答者の

29.1％が「有」、50％が「無」、20.9％が「未定」となっている。 

  これを業種別に見てみると、「有」と答えた事業者は建設業の 45.7％が一番高く、他

の業種については、20％から 30％の間となっており、各業種とも非常に少ない結果と

なった。また、「無」と答えた事業者はサービス業で 73.3％、次いで卸小売業で 60.0％、

製造業で 55.6％となっており、これらの業種は非常に高い比率で後継者不在となって

いる。さらに「未定」と答えた事業者は飲食業が 37.5％と高く、他の業種においては

20％前後である。 

  後継者がいないと答えた事業者は、今後廃業を考えており、このままの状態で推移す

ると小規模事業者の数は減るばかりで非常に深刻である。 

 

《後継者の有無》 

業  種  
小規模 

事業者数 
回答数 

後継者 

有 ％ 無 ％ 未定 ％ 

建設業 56 35 16 45.7％ 11 31.4％ 8 22.9％

製造業 47 27 6 22.2％ 15 55.6％ 6 22.2％

卸小売業 50 35 8 22.9％ 21 60.0％ 6 17.1％

飲食・宿泊 22 16 4 25.0％ 6 37.5％ 6 37.5％

サービス 30 15 3 20.0％ 11 73.3％ 1 6.7％

その他 23 6 2 33.3％ 3 50.0％ 1 16.7％

計 228 134 39 29.1％ 67 50.0％ 28 20.9％
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 出典：大垣市上石津商工会「平成 28 年 5 月後継者の有無に関するアンケート」 

 

（８）地域内で拡大可能性が高く、注目すべき「農業」 

前述の通り、中山間地における厳しい経済条件の中、既存の事業者の廃業が進む一方

で、現在、農業が地区内で活況を見せている。 
当地区では以前より農業が盛んで、これまでは農協や市場といった流通ルートで販売

していたが、取引価格の低下化や取引需要の減少からそのようなビジネスモデルでは利

益確保が難しくなり、廃業が進んでいた。 
そのような中で、経営の持続化に向けて業態を改めて既存

の流通ルート以外に自社で直接消費者に小売販売する「農産

物販売業」としての農業者が地域に増加しており、さらに新

たに地区内で事業を始める新規就農者の増加、加工品開発や

観光農園の実施といった６次産業化への取り組みを行う事

業者の増加、他の業者との農商工連携に取り組む事業者の出

現など、発展可能性のある取り組みを行う農業者が地区内に

多く出てきている。 
そこでそれらの事業者について「現在見受けられる新しい取り組み」「新規就農者の

特徴と増加理由」「農産物販売業者のニーズ」といった観点で、下記の通りまとめた。 
 

〈現在見受けられる新しい取り組み〉 

現在、６次産業化による魅力ある加工品の製造販売や競争力のある付加価値の高い農

産物の栽培、さらにそれらの消費者への直接販売の実施など、新規性や革新性のある取

り組みを行う事業者が地区内に存在している。具体例としては下記の通りである。 
 

有, 29%

未定, 21%

無し, 50%

後継者の有無

有 未定 無し
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① お茶製造業の例 
当地区で廃業が多いお茶製造業者の中で、従来

は一般的なお茶の栽培と製造加工を行い、全てを

買い付け業者に販売していた事業者が、栽培品種

の特徴化や粉末加工の導入により自社ブランド構

築を図り、包装パッケージを斬新なものにして一

般の消費者に販売したり、大垣茶としてペットボ

トルのお茶を大垣の観光施設で販売したりと新し

い取り組みを実施している。 
 
 

② 観光農園の例 
耕作放棄地を活用して新規就農し、多品種のハ

ーブ等の栽培とそれらの香りを楽しむ観光農園の

実施、さらに来園者に向けて加工品を販売する、

などといった新しい取り組みを実施している。 
 
このように拡大可能性、支援ニーズの高い事業   
者が地域に多く存在している。 

 

〈新規就農者の特徴と増加理由〉 

当地区では従来の農業者の高齢化により耕作放棄地が増えており、また中山間地で農

業に手間がかかることから、農地の借上げが容易であり、さらに面積も 1区画当たり 10a
～30aと比較的狭く、新規就農者が農園として管理するには取り組みがしやすい。また
農地を獣害から守るために、地域全体で獣害対策を行ったことによりその被害が減少し

つつあり、また大垣市街地とも近いことから工夫次第では、効果的に販路も開拓が出来

る。以上のことから新規就農者が増加している。 
 
また、これまで当地域で新規就農をした人は、上石津地区の空き家へ都市部から移住

してきた人や、知人の紹介によりこの地域へ来た人など地域外からの流入者が中心であ

る。これは上石津地区の空き家対策事業の取り組みの結果、移住定住しやすい環境が整

備されている結果と言える。 
なお、従来の農業者は米作を中心としているが、新規就農者はトマト等野菜やハチミ

ツなど特徴的かつ競争力の高い作物栽培を実施し、そのほとんどが直接販売の形態をと

って販路の開拓に努めていることが特徴である。 
 
〈農産物販売業者のニーズ〉 

上記の通り、新規就農者は農協や市場を通さずに直接一般消費者へ販売をする傾向に

あり、売上確保に向けて市場や農協へ販売していた際には必要ではなかったマーケティ

ングが必要となる。そのためのプロモーション戦略や販売戦略の策定による販路開拓支
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援、魅力ある農産品やその加工品の開発、それらを含めた経営計画の作成支援へのニー

ズが高い。 
 
 以上のことから、新たな販路を開拓しようと考える農産物販売業者については地区内

で活力ある取り組みを実施しており、そのために経営計画作成や新商品開発、新たな需

要開拓などといった内容についてニーズが高い。 
 
Ⅱ．商工会のこれまでの取り組みと課題 

 
【これまでの取り組み】 

金融・税務・記帳・労働等の経営改善普及事業を中心とした事柄について、巡回時に

説明し、また事業者から相談があれば、時には専門家を交え対応していくことが主で、

小規模事業者の経営の下支えに関する身近な相談所としての意味合いが強い状況であ

った。 
  特に記帳や税務申告においては、パソコンを利用した帳簿作成、また税務申告につい

ては指導対象者 122 名の全てに℮-TAX による申告指導を行うことで、過去の事業に対す

る決算数値を財務データとして把握・管理をしており、これらを利用して簡単な経営分

析も実施していた。 
 
【課題】 

今まで小規模事業者からの基本的な経営相談には対応して来ているが、一歩踏み込ん

で積極的に働きかけて経営課題の掘り起こしや売上増加策・販路拡大等について提案型

でアドバイスを行う指導、特に今後重要と思われる事業承継や第二創業等、将来に関し

て見通しを立てる指導が現状では十分ではない。 

現在各業種において事業者数の減少と集約化が進んでいることから、今後は集約化し

て残存した事業者を中心にして、経営計画作成と実行支援を行うことで、業態変革を促

して競争力を強化し、さらに後継者育成や事業承継支援を実施することが必要である。

また、今まで行ってきた金融・税務・記帳・労働等の経営改善普及事業と合わせて今

後事業を継続発展させるための支援をしていくことが求められる。 
 

ⅠとⅡによる現状のまとめと今後の課題 

 

  現在、上石津地区では人口、商工業者数の双方について大きく減少傾向にあり、さら

に後継者が無い、または未定である事業所が７割を超えることから、今後も商工業者は

減少していくことが予想される。そこで今後、新たな取り組みを行って事業拡大を図っ

たり、後継者を確保して事業の維持拡大を図ったり、といった取り組みを行う事業者へ

集約化が進行していくことが予想される。 
  また、現在、当地区では新規就農が増加しており、また６次産業化、消費者への直接

販売への業態転換といった地区の中で新しく、活力のある取り組みを行う事業者が農産

物販売業には多く見受けられ、地域産業の拡大に向けたポイントとなっている。 
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このような状況の中で、今後上石津地区においては①一つでも多くの事業者を維持す

るため、また集約した結果として残存する事業者数の拡大を図るために、地区内の個々

の事業者に対して、事業承継や経営革新を促進すること、②農産物販売業者の事業拡大

の促進をしていくことが課題になっていると言える。 
 
Ⅲ．大垣市の今後の方向性 

 
当商工会は大垣市の行政施策を把握して、行政と一体となって連携して取り組み、当地

区の事業者だけでは解決できない産業構造的な課題にも取り組んでいくことが重要であ

る。そこで下記の大垣市総合計画と連携して当計画を実施していく。 
 
（１）大垣市第五次総合計画について 

 

大垣市では、第５次総合計画後期基本計画（2013年～2017年）において将来のある
べき姿を示すとともに、これらを実現するための基本的な施策の方向を明らかにして市

政運営の指針としており、ダイナミックな都市の創造をめざして「飛躍」・「輝き」・「安

心」の３つのキーワードのもとに以下の５つの基本理念を定めている。 
 
「飛躍」 

 １．個性・活力 
   人と地域の個性を生かした活力 

あるまちづくり 
 
 「輝き」 

 ２．人づくり・共生 
   人々が支え合い・助け合う子育て    

日本一のまち 
 ３．連携・協議 
   市民と行政が連携する協働のまち 
 
 「安心」 

 ４．安全・安心 
   誰もが安全・安心でいつまでも住み続けたいまち 
 ５．自立・安定 
   効率的な行政経営により自立したまち 
 
この５つの基本理念を踏まえ、大垣市の将来都市像は、【水と緑の文化・産業・情報・

交流都市】としている。 
その中で、上述の「飛躍」１．個性・活力の中に、産業振興に関する政策方針が含ま
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れており、そこでは、製造業を中心に県内有数の産業都市として発展してきた地域特性

を生かして、従来型産業の活性化と新産業の創造により、地域産業の振興を図り、観光

資源を活用した交流人口の増加を図り、「にぎわいと活力みなぎるまちづくり」を進め

るとしている。 
 
しかしながら、上石津地区は大垣市に飛び地合併した経緯から、旧大垣市とは産業構

造が異なっており、旧大垣市が製造業や IT産業を中心にしたものづくりが盛んな地域
であるのに対して、上石津地区は上述の通り山間地域で、建設業や農林業、飲食店・宿

泊業が中心となっており、また事業所の廃業数も多い。そこで、上述の大垣市の産業振

興策に寄与していくためには当地区の特性に合わせた取り組みを行っていく必要があ

る。 
 
そこで、当地区の特性を生かしながら、これらの大垣市の方針と連携して発達支援計

画を実施していくために、具体的な取組内容として、減少する地域内の事業所の維持や

拡大に向け、また地域特徴として存在する農業に対して経営革新や新分野進出を図り、

それらの結果として経営計画作成と実行支援を実施することで、支援を実施することな

どにより、上記の総合計画の従来産業の活性化と新産業の創造、地場産業の振興に対し

て取り組むこととする。 
 
以上の通り、当商工会では、大垣市の総合計画と目指すべき方向性を共有し、中山間地 

の特徴を入れながら、各種課題に取り組んで上石津町の小規模事業者が持続的な発展を 

出来るように進めていく。 

 

Ⅳ．小規模事業者の中長期的な振興の在り方 

 

当地区においては、経営者の高齢化や後継者不足・経営難により廃業を余儀なくされる事

業所が今後増えると予想される。 

（11 年間で 92 事業所減少、年平均 8事業所減少、率にすると 11 年間で 28.8％減少） 

 

そのような状況下、地域内に継続できる事業所を１社でも多く増やしていくために「大垣市第

５次総合計画後期基本計画」の方向性とともに、上石津地区の中山間地域の地域特性を生

かしながら、小規模事業者の今後１０年を視野に入れ、事業者自身が経営に対する意識を高

め、経営を持続的に発展させていくための取り組みを実施していくことが必要である。 

 

そのために、既存事業者の経営意識を高めた上で、事業を発展させられる環境を整備する

とともに、農林業が盛んな中山間地域の特性を生かした事業者の育成を図る。 

 

 

 

Ⅴ．小規模事業者振興の目標 
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 【目 標】 

上記の「中長期的な振興のあり方」を踏まえ、小規模事業者の持続的発展に向けて、

全職員が経営発達支援事業による小規模事業者に寄り添った伴走型支援を実施し、個々

の小規模事業者の経営力向上や販路拡大等を図り、地域経済の担い手である小規模事業

者の持続的発展を目指すことを目標とする。また、小規模事業者の持続的発展を通じ地

域全体の活性化を目指す。 

そのために、下記の２点を重要テーマとして経営発達支援目標に設定し、それらを中

心にして各々具体的な活動を進めていく。 

 

１．今後地区内に一件でも多くの小規模事業者を維持するため、新たな取り組みや継続

発展を考えている小規模事業者、後継者を確保し事業の維持拡大を図ろうとする小規模

事業者、創業（第二創業）し事業の継続発展を図ろうとする小規模事業者等地区内の小

規模事業者に対し、利益の拡大を図れるよう中長期的ビジョンに基づいた経営計画の作

成支援を実施していく。 

特に円滑な事業承継、創業（第二創業）の実施に向けた税務・法務面からの側面支援、

さらにその後の事業の維持拡大に向けて、競争力強化に向けた新分野進出などを含め

て、経営計画の作成支援をしていく。 

 

２、現在増加傾向にある新規就農者や既存の業態を革新していこうと考える農産物販売

業者を中心にした地区内の新たな取り組みを行う小規模事業者に対して、売上拡大を図

るため農商工連携による６次産業化に向けた取り組みや経営計画の支援を実施してい

く。 

 

これらの重要テーマを中心に、大垣市上石津地区内の個々の小規模事業者に対して、それ

ぞれ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、小規模事業者が持続的な成長が実現できることを目指していく。 

 

【実施方針】 

   目標達成に向けて、大垣市上石津商工会は経営発達支援計画を推進するために、岐阜県

商工会連合会、岐阜県、大垣市等関係機関と連携しながら支援体制を整える。 

   また、経営指導員をはじめ全職員が小規模事業者と良好なコミュニケーションを心掛け、相

談しやすい環境づくりを行いながら、経営課題に対応した経営計画策定支援や定期的なフォ

ローアップを実施し、伴走型で小規模事業者個々の経営力向上を図る。 

具体的な実施方針は下記の通りである。 

 

① 地域経済動向や各種のデータや情報を収集分析し提供 
  各種データに基づいた現状把握を前提として定量的・定性的に問題解決を図る支援を

していく。 
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② 小規模事業者増加や減少に歯止めをかける創業（第二創業）と事業承継支援 
  高齢化や後継者不足により廃業が多いなか、創業(第二創業)や事業継承また販路開拓

を支援していくことで事業の持続的な発展につなげる。また観光農業等新たな業態を目

指す新規就農者や既存の農業者等に対しても6次産業化や農商工連携を軸とした支援を

強化し、事業の持続的発展が出来るようきめ細かい支援をしていく。 

 

③ 巡回指導時の支援内容を提案型支援へシフト 
今までは、基本的な経営相談（金融・税務・記帳・労働・経営等）を中心に行ってき

たが、今後は少しでも小規模事業者のやる気を引き出し持続的発展が出来るよう提案型

支援をしていく。 

 

④ 事業所におけるＩＴ活用の推進支援 
情報発信による新たな需要の開拓や取扱商品等を紹介するため、事業所個々のホーム

ページ作成やリニューアル、また商工会ホームぺージやＳＨＩＦＴ等の活用など、各種

のＩＴ活用を支援していく。 

 

⑤ 地域内イベント参加による地域産業の育成 
上石津地域内で実施されているイベント（もんでこかみいしづ・ふれあいかみいしづ）

や大垣市駅前通りで開催されているイベント（元気はつらつ市）に小規模事業者が扱っ

ている商品や製品を出品し、広くＰＲを行い販路の開拓を図る。 

特に農業と連携した６次産業化の商品についてはモニタリング調査等もイベント会

場にて実施し支援していく。 

 

⑥ 他の支援機関との連携と専門家活用による高度かつ円滑な支援 
  行政及び各支援機関や金融機関と連携強化を図ることで、効果的な面的支援を実施

し、また専門家の活用により高度な支援をしていく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

■経営発達支援事業の実施期間 

平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 
 

Ⅰ．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る。 
 

【指針①】経営状況の分析 
     小規模事業者の販売する商品または提供する役務の内容、保有する技術または

ノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務内容その他の経営状況の分析・提

供。 
 
【指針②】経営計画の策定・実施支援、創業（第二創業を含む）・事業承継支援 
     経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた経営計画を策定するための指

導・助言、当該経営計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の

指導・助言（既存企業だけでなく、創業・第二創業を含む）。 
 
【指針③】地域の経済動向調査 
     小規模事業者の販売する商品または提供する役務の需要動向、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。 
 
【指針④】小規模事業者販路開拓支援 
     商談会、展示会、販売会等への参加、ホームページ、ソーシャルメディア等の

IT活用等、需要の開拓に寄与する事業の実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 地域の経済動向に関すること【指針③】 
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(1)現状と課題 

これまでは、巡回指導や窓口指導において、岐阜県商工会連合会が行う景況調査や、

金融機関（大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫、日本生活金融公庫）が行う経済レポート、

また確定申告時おいて小規模事業者から聞き取りを行った景況動向を、必要に応じて口

頭や紙ベースで小規模事業者に提供して来た。これらは事業者からの依頼で提供するこ

とが多く、商工会が積極的に経済動向調査を実施し、その分析・公表等を行うことはし

ていない。 
さらに、統一した調査方法や取りまとめ方法がないため、個人的主観に基づいた内容

となり小規模事業者に対する的確な情報提供とはなっていない。 
また、町内の経済動向の調査についても、岐阜商工会連合会が行う景況調査の実施の

際に行う程度であり、中長期的な視点で定点観測的に地区内の経済動向を調査すること

は実施できていない。 
そこで今後は、客観的情報に基づいて定期的かつ総合的に地域の経済動向に関する情

報を収集・分析して小規模事業者に提供していくこと、定点的な地域の経済動向の調査

を行うことが必要である。 
 
(2)目標 

小規模事業者の事業内容に関わる動向だけでなく、地域の経済情報についても、定期

的にかつ総合的に情報提供を行う。 
 
(3)本事業で取り組む内容 

 
① 地域経済動向調査(新規事業) 
小規模事業者の景況状況を定期的に把握して補足するため、中小企業景況調査を四半

期ごとに実施する。調査は１２事業者の調査を行い、製造業・建設業・小売業・サービ

ス業(飲食店も含む)等の各業種偏りなく行い、タイムリーな域内の景況を把握するとと
もに経営分析への意識付けを喚起する。 
 ・調査項目 

中小企業庁が実施している項目に倣い、下記について調査する。  
調査項目 

①３か月間の月別売上高 

②前年同期と比較した売上額、単価、数量・仕入れ単価、採算、従業員数等について 
「増加」・「不変」・「減少」の状況 

③ 今期及び来期の設備投資計画 

④ 直面している経営上の問題点 

⑤ 自社が感じる業界の状況 

 

・調査方法 
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経営指導員による３か月に一度の調査を実施する。調査用紙に企業が直接記入、又は

経営指導員がヒアリングにより行う。企業が直接記入の場合も記載内容の確認に合わせ

て状況把握を行う。  
 
②国、岐阜県や大垣市、金融機関等調査の分析による「景況トピックス」の作成 

(新規事業) 

国・岐阜県及び大垣市等が公表するデータの結果を収集し、地理別・業種別に分析し

て取りまとめて小規模事業者へ提供することにより、国・県内や大垣地域全体の動向や

変化を把握し、事業計画策定と実行の際の資料とする。 
 
・収集するデータ・情報 

   
使用する統計・報告 調査内容 分析内容 

・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

経営課題や動向など 

国全体の動向について、また

業種別に分けて分析する 

・中小企業景況調査（岐阜県 

商工会連合会） 

・ぎふ経済レポート（岐阜県

商工労働部） 

・金融機関景況レポート（大

垣共立銀行・大垣西濃信用

金庫） 

景況 DI値 国及び岐阜県、大垣市につい

て業種別に分けて分析を行う

・経済センサス（総務省統計

局） 

・大垣市統計書（大垣市公式

ウェブサイト） 

事業所数、従業員数、創業率、

販売額等 

大垣市全体及び上石津地区、

業種別などで分けて分析する

 
(4)調査結果の活用方法 

上記①②の調査結果はＡ４版レポートに取りまとめてワンポイント解説を入れ、巡回

時の提供・説明、広報誌に年 4回掲載、商工会ホームページに年４回掲載することで、
小規模事業者に周知するとともに、事業計画や実行支援の際も経済環境の変化や動向を

確認する資料として活用する。 
内容としては、地域別や業種別に細分化して分析を行うことで、事業所個々が関心を

持ってもらいやすい内容とすることで、情報提供から経営への意識づけを行い、経営へ

の関心を一層高めてその後の支援に結びつける。 
同時に巡回指導時にもレポートの内容を説明することで経営支援にも活用していく。

 
 
(5)期待する効果 
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中小企業景況調査を実施することで当商工会が地域内の景気の状況を把握するとと

もに、業種別の課題を抽出し、小規模事業者に対する今後の事業計画策定等に活用する。

また、岐阜県及び大垣市、金融機関の景況状況の提供により、県内や大垣地域の経済

動向を小規模事業者が把握することが出来、小規模事業者が今後を見据えた事業計画を

策定するための材料とする。 
 
・地域経済動向調査の目標数  

調査業種 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

地域経済動向調

査の実施小規模

事業所数 
0 件 12 件 12 件 12 件 12 件 12 件 

調査結果の提供

回数 0 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

調査結果を提供

する小規模事業

所数 
0 202 事業所 202 事業所 202 事業所 202 事業所 202 事業所

 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

(1)現状と課題 

これまでは、巡回・窓口での金融・税務相談時や小規模事業者持続化補助金の申請時にお

いて簡易な経営分析（売上総利益率、借入金回転期間、流動比率等）は行うものの、経営状

況全体を把握できるだけの分析にはなっておらず、単なる数字の提示をしているにすぎなかっ

た面があり、経営の全体像が把握できる経営分析が出来ていない状況である。 

現在は少子高齢化・人口減少による需要規模が縮小傾向で進む状況の中にあり、環境変

化に対応するための経営改善意識を高めるとともに、今後の方向性、自社の強みや弱みを的

確にとらえて事業計画の策定につなげ、持続的な経営が可能となるよう一歩踏み込んで経営

状況の分析を行う必要がある。 

 

(2)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、経営状況の分析、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)本事業で取り組む内容 

記帳指導や決算・確定申告支援を行っている小規模事業者や、経営改善に意欲的な小

規模事業者について、巡回・窓口相談時に中小機構の「経営自己診断システム」を活用

し、収益性・効率性等の分析や経営課題の抽出を行う。 

比較的簡便な分析からＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析の実施につなげ、さらにそこから小規
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模事業者の今後を見据えた事業計画策定につなげる。 
 
①「経営自己診断システム」を活用した簡易な経営分析〈ステップ１〉 

（新規事業） 
商工会で記帳・決算指導を受けている小規模事業者や、簡易な経営分析を希望する事

業者を対象に経営分析を行い、その結果を提供することで小規模事業者に現状を認識し

てもらい、気づきを与えて今後の事業計画策定につなげる。 

  

・分析方法及び項目 

  中小機構「経営診断システム」を用いて「収益性」「効率性」「生産性」「安全性」

「成長性」等について経営指導員が年1回分析を行う。 

  

・活用方法 

  結果を紙面にまとめ、経営指導員が巡回・窓口相談時に個別に説明を行い、小規模事

業者が今後経営判断するときや事業計画策定時の参考資料とする。 

  

・期待する効果 

  経営状況を表す客観的な数値への関心と理解を促し、経営意欲のある事業者に対して

事業計画策定へとつなげる。 

 

② ＳＷＯＴ分析及び３Ｃ分析〈ステップ２〉(新規事業) 
簡易な「経営自己診断システム」を行った小規模事業者のうち、さらに分析が必要と

判断した事業所や経営意欲の高い事業者を対象に、外部環境の変化や自社の強み・弱み

を把握し、その活用によりさらに精度の高い事業計画策定につなげる。 

  

・分析方法及び概要 

ＳＷＯＴ分析を用いて、目標達成のため、自社の内部資源である強みや抱えている弱

み、所属する市場の機会や脅威といった外部環境について分析・整理し、事業所の定性

的な経営分析及び経営課題の抽出を行う。また、３Ｃ分析を用いて市場や顧客のニーズ

の変化や競合の対応を分析・整理し、自社の事業が成功する要因を導き出す。これらは

経営指導員が主体で行うが、事業所の経営状況によっては専門家派遣等の制度を活用

し、中小企業診断士等の支援を受けながら分析を行う。 

・活用方法 

結果を紙面にまとめ、経営指導員が巡回・窓口相談時に個別に説明を行い、小規模事

業者の経営戦略や事業計画策定時の基幹資料として活用する。また、専門家の支援を受

ける場合は、経営指導員が専門家の説明を補完して内容をよりわかり易く説明する。 

 

 ・期待する効果 

精度の高い具体的な経営分析により、経営状況を客観的に把握することが出来、今後
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の方向性を定める事業計画策定の指針となることにより、経営活動の継続的発展へとつ

なげる。 

(4)経営状況の分析実施に関する目標事業所数                   

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営自己診断システムでの分析 0 5 7 7 8 10 

ＳＷＯＴ分析・３Ｃ分析 0 4 4 5 5 6 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

(1)現状と課題 

事業計画について、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、計画策定の経験やノウハウは商工会に蓄積されて

きている。また、関係機関や専門家とも連携し小規模事業者を支援するためのネットワークを構

築している。 

一方、個別相談会の実施や経営計画セミナーへの参加を促しているが、地域経済の先行き

不透明感や経営者の高齢化により計画策定に取り組む事業者が少ないのが現状であり、また

計画策定も補助金申請段階のレベルで停滞しており、実際の経営において利用できる実効性

の高い計画の策定はできていない。 

よって今後は事業の持続的発展といった視点での小規模事業者の経営計画策定意識の醸

成やその後の計画策定の支援が必要である。 

また小規模事業者に対する創業や第二創業、事業承継に関する事業計画策定支援につい

ても、個別に相談があった際に対応するまでにとどまっており、支援対象者の洗い出しや計画

策定支援を体系立って積極的に実施することができておらず、対応改善が必要である。 

 

(2)目標 

経営状況の分析から一歩進めて、事業計画の策定への動機付けをするところから、具体的

な事業計画の策定・ブラッシュアップまでを一貫して支援する。また、創業、第二創業、事業承

継の促進に向けて対象企業のリストアップ及び関係機関と連携しながらの事業計画策定支援

を実施する。 

 

(3)本計画において取り組む内容 

持続的発展を目指すための経営計画策定はなぜ必要かについて、広く小規模事業者に浸

透させるとともに、経営計画策定・実施が効果的に行われるよう関係機関との連携を密にして、

伴走型でより質の高い計画策定支援を実施する。 

また同時に、小規模事業者が減少する中で、地域内の経済活動を維持していくために創業

や第二創業、事業承継の促進に向けて、対象事業者の掘り起しから、関係機関と連携した方

向性の立案、また創業においては創業者が事業を軌道に乗せて継続できるよう創業計画作成

支援を実施し、また事業承継・第二創業については、後継者への円滑な承継の実施に向けた

事業承継計画作成支援を実施することで、掘り起しから計画策定まで一貫して商工会として支
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援を行い、地域や事業所の持続的発展につなげる。 

  

①事業計画策定に向けた集団セミナー開催及び事業計画策定支援 （拡充事業） 

 

 ・集団セミナーの実施 

商工会報やホームページで商工会の事業計画策定支援の取り組みを紹介し、また日頃の

巡回・窓口相談において計画策定の意義を説明し、計画策定に取り組む事業者の掘り起こし

を行う。 

その後、事業計画策定に向けた集団セミナーを開催し、経営改善の必要性やその実施に向

けた行動することの重要性などを伝達して意識改革を図る。さらに事業計画を策定する意味・

意義や計画の内容について理解して頂き、その後、計画策定において検討すべき項目である

「事業への想い」「経営理念」「中長期的な経営ビジョンと目標」「その達成に向けた経営戦略」

「経営課題」などについて明確化を図ることで、個々の事業計画の策定に効果的につなげてい

く。 

 

 ・事業計画策定に向けた個別支援 

集団セミナーの実施後、個別相談会を実施して個々の事業計画策定に向けた個別支援を

実施し、上述の検討項目のさらなる明確化を図る。その後、その際の内容を踏まえて、経営指

導員により、より踏み込む必要がある項目の具体化、解決策を実行可能な段階まで立案する、

などといった事業計画のさらなる具体化や精緻化を図る支援を事業者の考えを聞きながら伴走

的に行う。 

また必要に応じて専門家によるブラッシュアップ、岐阜県商工会連合会西濃広域支援室、岐

阜県よろず支援拠点などといった各種機関との連携を通したブラッシュアップを実施し、専門

的かつ具体的で実行可能性の高い計画策定に向けて商工会が支援していく。 

   

②創業(予定者)・第ニ創業・事業継承に伴う事業計画策定支援（拡充事業） 

  （創 業） 

・創業予定者のリストアップ及び創業塾への紹介・斡旋 

岐阜県内の西濃地域では、大垣商工会議所を中心に岐阜県の西濃地域全体（商工会議

所・商工会・自治体）で、創業支援の体制が構築され、「西美濃地域創業支援ネットワーク」とし

て活動している。そのため、この体制を活用して創業支援が最大の効果を上げるようにすること

が求められている。 

そのような中で、まず経営指導員を中心に創業者(予定者)の情報を収集するため、上記支

援ネットワークと連携して情報共有を行い、さらに商工会が創業者（予定者）を全面的にバック

アップするといった内容についてホームページ・フェイスブック等を活用して情報発信するなど

して創業意欲のある人の掘り起こしとリスト作成を行う。 

その後、それら支援対象者に対しては、巡回訪問を実施しながら、上記支援ネットワークが

創業計画を策定するために開催する創業塾への斡旋・紹介を行い、創業に向けた心構え、必

要な知識などを取得してもらうとともに、創業計画の策定を行っていく。 
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（第二創業・事業承継） 

・第二創業・事業承継予定者のリストアップ及び関係機関と連携した方向性の立案 

経営指導員を中心にして、第二創業・事業承継の対象となる小規模事業者に巡回する際

に、事業主・後継者の事業承継に対する考え、現状と課題（後継者がいない、法律・税務面で

問題がある、承継意欲が低いなど）についてヒアリングを行い、支援対象企業をリストアップす

る。  

その後、その課題に対して岐阜県事業引継ぎ支援センターや岐阜県よろず支援拠点、各金

融機関など関係機関と連携して解決策の立案・提案を実施し、その実施に向けた個々の事業

者に合わせた方向性を明確化し、円滑な第二創業・事業承継の実施を図る。 

 

 ・経営指導員及び専門家や関係機関と連携した計画策定支援 

上述の支援対象企業のリストアップ、他の支援機関と連携した計画策定及び方向性の立案

を実施した後、経営指導員により事業計画のさらなる具体化や精緻化を図る支援を行い、また

必要に応じて専門家によるブラッシュアップ、岐阜県商工会連合会西濃広域支援室、岐阜県

よろず支援拠点などといった各種機関との連携を通したブラッシュアップを実施し、専門的かつ

具体的で実行可能性の高い創業計画・第二創業計画、事業承継計画策定に向けて商工会が

支援していく。 

 

 (4)期待する効果 

事業計画策定支援を行うことにより、地域経済動向や市場環境、自社の経営実態や経営資

源を踏まえた実効性の高い事業計画の策定が可能となる。このことにより経営者の意識改革や

戦略的経営への転換を進めることが出来る。 

さらに創業、第二創業、事業承継の促進・円滑化により、地域に一社でも多くの事業所を残

していくことで地域の維持発展につなげることが出来る。 

 

 （5）目標件数 

  ①事業計画策定の目標 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

集団セミナーの開催   （回） 0 1 1 1 1 1 

集団セミナーの出席者数 (人) 0 5  7 7 10 10 

事業計画策定件数  (件) 1 2 2 3 3 3 

  

  ②創業(予定者)・第2創業・事業継承支援目標 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

創業(予定者)・第2創業計画策定

件数          (件) 
0 1 1 1 1 2 

事業承継計画策定件数  (件) 0 1 1 1 1 1 

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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 (1)現状と課題 

経営指導員や専門家派遣により事業計画策定支援を行ってきたが、事業計画策定後の

進捗状況については、小規模事業者まかせで、確認方法としては口頭のヒアリングに留

まっており、事業計画の進捗状況や実績の把握が十分にできていない。 

今後は、事業計画策定後には経営指導員を中心として巡回訪問を実施し、事業の進捗

状況の把握と新たな課題抽出、それらの解決を図る支援を確実に実施していくことが課

題である。 

 

 (2)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

施する。 

 

 (3)本計画において取り組む内容 

 

①事業計画実施支援 

 ・経営指導員を中心とした巡回とフォローアップ会議の実施(拡充事業) 

事業計画策定後には、３か月に１回の割合で巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行うととも

に必要な指導助言を行う。特にＰＤＣＡサイクルを意識し、段階的に目標の実現が図られるよう

支援を行う。なお、進捗状況が芳しくない場合は、新たな問題が生じているとの推測のもと、事

務局長と指導員等職員全員で計画の進捗状況や事業状況を確認し、その課題を把握するとと

もに改善策を話し合うフォローアップ会議を開催し、適切な助言や支援を行う。特に金融支援

においてはマル経、第二マル経の利用について支援を行う。 

 

 ・専門家派遣、関係機関との連携によるフォローアップ（新規事業） 

経営指導員による伴走型支援、フォローアップ会議でも解消が困難な課題の場合は、中小

機構、岐阜県商工会連合会、岐阜県産業経済センター、よろず支援拠点、ミラサポ専門家派

遣等を活用し、小規模事業者の問題解決の支援を行う。 

なお、金融面においてはマル経や第二マル経の利用について重点的に支援を行う。 

 

 ・創業、第二創業、事業承継後のフォローアップ(拡充事業) 

創業、第二創業、事業承継を実現した小規模事業者に対しては重点的にフォローアップを

行い、２か月に１回以上巡回し、業況をヒアリングする。売上・粗利益・営業利益等をチェックし、

事業計画と事業実績の差異分析とそれに応じて新たな課題を抽出し、その解決を支援する。

また、当初予定になかった困難な課題が生じた場合は専門家派遣による支援を行う。 

 

(4)期待する効果 

小規模事業者の経営の発展に向けて、事業計画実施にあたり、計画の実行とチェックを行

い、計画通りにいかない場合の見直し（ＰＤＣＡサイクル）を経営者と一緒になって考えて行う伴

走型支援を行うことにより、経営力向上につながり持続的発展を促すことが出来る。 
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(5)目標件数 

  ①フォローアップ件数 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 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 
4 8 8 12 12 12 

創業(予定者)・第二創業支援者へ

のフォローアップ支援回数 
0 6 6 6 6 12 

事業承継支援者へのフォローア

ップ支援回数 
0 6 6 6 6 6 

  （フォローアップ支援はマル経・第二マル経の支援も含む） 

 

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日々の業務に追われ、需要動向や消費者ニーズについて的確に

掴みきれてはおらず、需要動向にマッチした商品開発やサービスの提供、品ぞろえが十

分にできていない。また、商工会においても需要動向調査については行っておらず、個々

の経営指導員の知識や経験則により収集した情報を個別に事業者に対して提供するに

とどまっている。このことから商工会においても効率的な需要動向調査にはなっておら

ず、併せて経営指導員の能力にも起因するため、情報の質についてもバラツキがある。

市場ニーズが目まぐるしく変化し多様化する中で、小規模事業者がいかにそのニーズ

を的確に掴んで、開発及び取扱商品に反映させるかが重要であり、様々な情報媒体を活

用して、効率的にかつ体系的に需要動向調査を実施していくことが必要である。 

  

(2)目標 

事業計画策定後の事業者に対し、個々の商品やサービスに関わる市場情報の提供を主

体的、体系的に実施し、その情報提供を踏まえて、事業者の環境変化への対応を一貫し

て支援する。 

 

 (3) 本計画において取り組む内容 

 

① 調査・分析の手段・手法 
・家計消費調査等国・県の統計資料、各種新聞、日経テレコン（ＰＯＳデータ）、 

インターネット情報の収集・提供（拡充事業） 

家計消費調査により商品やサービスの品目別支出額を把握し、その他国・県の統計資

料により事業者に必要な情報を把握・分析する。さらに日経テレコンＰＯＳデータを基

に売れ筋商品の動きを把握し、どういった属性(年齢、地域、職業等)の消費者がどのよ

うな商品を購買しているかを把握する。さらに市場のトレンド情報、効率的なプロモー

ションや販売方法に関する情報を把握・分析する。 



- 25 - 
 

また併せて、市場規模やその推移、消費者のニーズなどについて新聞やインターネッ

ト情報、各種機関の公表情報などをもとに収集し、個々の事業者に合わせて集約・整理

して情報提供を行う。 

 

情報収集を行う項目 

調査手段 調査項目 頻度 

家計消費調査等国・県の統計資料、

日経テレコン（ＰＯＳデータ）など 

消費動向、新商品、新技術、売れ

筋商品、販売方法、トレンド情報

等 
計画の作成段階において

1回必ず提供する。その後

は最低年1回提供する。 
行政・民間が実施した一般的な市場

調査データ、関連する新聞記事やイ

ンターネット記事 

対象とする市場の規模やターゲッ

トの意識やニーズ 

 

・消費者モニタリング調査 

小規模事業者が新たに開発した商品や販路拡大をねらう商品について、消費者モニタ

リング調査を行う。消費性向や市場ニーズを把握するため、アンケート調査やヒアリン

グの方法で調査・整理を行う。 

調査の方法について、アンケート調査の場合は、地域内(年2回開催)や大垣市内のイ

ベント（年11回開催）実施時に行う。また職員(4人)・商工会女性部(10人程度)などの

人的資源を活用したモニタリング会の実施時に商品の試食・提供を行い、「味」「量」

「パッケージ」等について評価してもらう。その結果、得られた評価や意見を集約して

事業計画策定中の小規模事業者に提供することで商品改良につなげ、売れる商品づくり

に活かす。 

 

モニタリング調査の調査項目 

調査項目 調査方法 活用方法 

味 試食提供を行い、アンケートの選択項目

に○を付けてもらい、さらに自由意見を

頂く 
調査した内容について、選択項

目はグラフ化し、自由記入欄は

一覧にしてレポートとしてま

とめて、調査対象事業者へ提供

する 

量 実際の販売商品を見せて、選択項目に○

を付けてもらい、さらに自由意見を頂く

パッケージ 実際の販売商品を見せてカラーや文言、

デザイン、その他自由意見についてにつ

いて項目選択と口頭により意見を聞く 

総合的な購買可能性 総合的な購入可能性についてアンケー

トの項目選択で調査 

 

② 情報提供・活用方法 
上記の手段により収集した情報については、事業計画策定後の実施支援に係る外部環境
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資料として活用する。また、事業計画策定後の巡回訪問支援時には毎回必ず情報提供を実施

する。 

さらに、情報収集と提供の結果、事業計画の修正が必要な際には経営指導員が変更支援

を実施することで、実際の事業活動へと反映し、環境の変化への対応力を強化する。 

 

 (4)期待する効果 

現在の市場の状況や消費動向・消費者ニーズ、先進的な他社事例等を的確に掴むことで、

環境変化に対応した戦略的経営が計画的に行われることとなる。またモニタリング調査を行うこ

とにより、商品開発においても売れる商品づくりに活用できる。 

 

(5)目標件数 

  ①フォローアップ時の提供回数 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

情報提供回数（既存事業者の 

事業計画策定後フォローアップ支 

援時の提供） 

0 8 8 12 12 12 

情報提供回数（創業(予定者)・第

二創業・事業承継支援者へのフォ

ローアップ支援時の提供） 

0 12 12 12 12 18 

  

 

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 

これまでは、岐阜県商工会連合会や岐阜県が実施している需要開拓のための展示会や

出店等に取り組み、情報提供と支援策の活用に取り組んでいるが、積極的に取り組む事

業者は限られている。特に小規模事業者は、経営資源の不足から需要開拓のための商品

開発や情報発信、営業活動が十分にできていないのが実情で、これらの取り組みをいか

に効果的に実施していくか、それらを実行できるよう商工会としていかに伴走的に支援

していくかが課題である。 

  

(2)目標 

個々の事業者の事業について、商品・サービスの魅力付け、情報発信や販路開拓の実現ま

で全面的に支援する。 

 

(3)本計画において取り組む内容 

現状では需要開拓に積極的に取り組む事業者数が限られていることから、改めて地域

内の事業者に需要開拓の必要性について啓発するとともに、新たな取り組みについて提

案を行い、行政機関との連携や各種支援制度の活用を図りながら、「商品・サービスの
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魅力付け」、「効果的な情報発信」、展示会・物産展・イベント等出展による「営業活

動の強化」を一貫して支援する。 

 

① 需要開拓の啓発と取り組みの提案（拡充事業） 
需要開拓の支援対象者である事業計画を策定した小規模事業者全員を対象に経営指

導員が巡回訪問することで需要開拓に関する意識調査を行うとともに、各事業所の状況

に応じた取り組みを提案し、需要開拓に向けた意識を醸成する。 

 

② 販路開拓に向けた商品・サービスの魅力付け（拡充事業） 
事業計画を策定し、新しく販路を開拓したり、新商品を作ったり、新しいサービスを

始めた小規模事業者それぞれを対象に、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、商品・サービスのブラッシュアップを支援する。具体的には、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・サービスの内容の改

定などについて、対象市場に通じた専門家のノウハウを活用しながら、魅力付けをして

いく。 

 

③ 情報発信の強化による新たな需要開拓の支援（拡充事業） 
事業計画を策定した事業者に対して、商工会のホームページやｆａｃｅｂｏｏｋで小

規模事業者の取り組み内容を情報発信するとともに、ホームページ未整備の小規模事業

者や既にホームページがある小規模事業者に対し、専門家と連携を図り、事業の紹介や

ショッピング機能を持たせたホームページ作成及び既にあるホームページの見直しを

行い、新たな需要開拓につなげる。また、商工会のホームページ作成支援システム「Ｓ

ＨＩＦＴ」等を活用した作成についても支援する。 

さらに販路を広く手軽利用できるツールとして、現在全国商工会連合会が運用してい

るＥＣサイト「ニッポンセレクト．com」への登録を進め地域産品の魅力発信と新たな

需要につなげる。「ニッポンセレクト．com」とは全国商工会連合会が地域の商工会と

のネットワークを活かして全国の小規模事業者が生産する地域産品を集約し、販売して

いるECサイトであり、その特徴は小規模事業者がインターネット販売に取り組みやすい

ECサイトとなっていることである。例えば、発送や決済について仕組みを簡素化して事

業者の負担を軽減していたり、メールマガジンやSNSでの情報発信、カテゴリー別の特

集やランキング形式での掲載など消費者に商品をより効果的に伝える工夫を運営側で

行っていたりといったように、初めて取り組む事業者にとっても利用しやすい作りにな

っている。よってこのECサイトを活用することで域内小規模事業者の新たな需要開拓に

つなげていく。 

 

④ 展示会・物産展・イベント等への出展による需要開拓の支援（拡充事業） 
事業計画を策定した小規模事業者を対象に、地域産品・新商品やサービスなどの需要拡

大のため、展示会・物産展・イベント等への出展を支援する。現在ある商品や新しい取り組みを

いかに町外に発信するかということが、今後の経営において役立つことへの理解を深め、出展

への関心を喚起し、展示会等へ出展する小規模事業者の増加を目指す。 
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特に地域内で開催される「もんでこかみいしづ」・「ふれあいかみいしづ」への出展

や大垣市駅前通りで毎月開催される「元気はつらつ市」へ出展し需要の開拓を目指す。

また、出展する展示会の一つとして、毎年１０月に名古屋市で開催されるメッセナゴヤを想定

している。メッセナゴヤは幅広い分野・地域から様々な業種・業態が集う中部地区最大級の展

示会であり、岐阜県商工会連合会として域内事業者から参加を募り、統一ブースを設けて長年

出展を重ねている。そのため、出展に関するノウハウが蓄積できており、また門戸も広いことか

ら、初めて展示会に出てみるという事業所にとっては出展しやすい展示会である。よってこれま

で展示会に出展したことがなかった域内小規模事業者の参加を図り、新たな販路開拓につな

げる。 

なお、展示会等に向けて、商品・サービスのブラッシュアップ・商談の進め方・ プレゼンテー

ション力の向上やパンフレット・チラシ等の販売促進ツールの作成などについて、専門家も交え

て支援を行い、商談を効果的に実施できるようサポートすることで新たな需要開拓につなげる。

このほかにも地元金融機関（大垣共立銀行・大垣西濃信用金庫）が行っているビジネスマッ

チングサービスも利用し販路の拡大を図る。 

    

(4)期待する効果 

需要開拓への取り組みに積極的な小規模事業者が限られる中で、魅力的な商品やサービ

スがあることを再認識し、小規模事業者に新たな需要開拓の必要性を啓発するとともに、可能

性を提案することにより、小規模事業者の持続的発展に向けた取り組みを促進することが出来

る。 

また小規模事業者の需要開拓は、ノウハウやマンパワーの不足、資金の問題などから独自

に取り組むのは難しく、展示会等への出展機会の提供や出展支援は競争力のある資源や技

術を持つ小規模事業者の需要開拓に大きく寄与する。 

また、魅力ある商品づくりやITを活用した情報発信は需要開拓に今では不可欠であり、支援

システムや専門家派遣制度の活用により、取り組みの遅れている小規模事業者の需要開拓に

貢献できる。また行政機関との連携等商工会が幅広いネットワークを活用し伴走型支援を行う

ことにより、効果的な需要開拓につながる。 

 

(５)目標件数 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

需要開拓の啓発と取り組みの提案 1 4 4 5 5 6 

販路開拓に向けた商品やサービスの

魅力付け 
1 2 3 3 3 4 

情報発信の強化による新たな需要開

拓の支援 
1 4 4 5 5 5 

展示会・物産展・イベント等への出

展による需要開拓の支援 
1 1 2 3 3 4 

展示会等での一社当たりの商談件数 0 1 2 2 3 3 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域経済活性化事業 

 

(1)現状と課題 

上石津地区は、地域資源を生かして、人と地域の個性を生かした活力あるまちづくり

や交流人口の増加策を進めており、当商工会も大垣市と連携を取り地域活性化事業に取

り組んでいる。これまで、観光振興や地域資源活用支援に取り組むとともに、にぎわい

創出のためのイベント開催や運営支援も行っているが、人口減少や高齢化、行政合併等

による地域活性化の担い手不足や地域の活力低下による事業の継続性について問題と

なっている。また、従来のイベント事業では一時的なにぎわい創出にとどまる傾向にあ

り、イベントを通じていかに継続的な地域経済の活性化につなげるかが課題である。 

 

 (2) 本計画において取り組む内容 

行政と連携して地域経済活性化に取り組むとともに、地域の特徴を活かして地域経済

活性化につながる人材育成や協力体制の構築を進める。イベントと事業についても地域

内資金循環や外貨獲得につながるよう、地域経済の活性化を意識した取り組みとしての

内容の質的向上を図る。 

 

① 上石津まちづくり協議会の拡充による行政と連携した地域経済活性化の検討 
(拡充事業) 

当商工会地域は中山間地で自然も地域資源も豊富で、地域の特徴を活かした活性化策

が求められる。そこで、大垣市や大垣市観光協会、地域で活動する各種の住民団体（地

域にある民間の活動団体「魔女ルカ」、各地区まちづくり委員会等）などと連携して組

織的に事業の推進を行う。 

現在、当地区の活性化を推進するため「上石津まちづくり協議会」が設置されている。

これは行政・公民館・自治会・商工会等で組織され、「まちづくり」をキーワードに年 4

回の会議や移住定住についての PR 活動を行っている。 

この組織にて、特に当地区の課題となっている、豊かな自然を利用した観光振興、6

次産業化、地域資源を活用した商品開発、地域外への情報発信等についても検討を加え、

小規模事業者の持続的発展につながるよう商工会として提案をしていく。 

また住民団体などこれまで連携が十分でなかった団体とも連携することで、それぞれ

の強みを活かした効果的な取り組みの立案につなげたり、新たな組織・人材の活用や育

成により担い手不足の解消による事業の継続性の維持につなげたりすることが出来、ひ

いては小規模事業者の持続的発展や地域の振興にもつなげることが出来る。 

 

検討項目 具体的な内容 検討による効果 
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観光振興 

 

景勝地やキャンプ施設など地

域の観光資源の新たな活用策

やそれらを活かした新たなイ

ベントの実施内容など 

参加する各種団体がそれぞ

れの強みを活かして連携して

立案することで、新しい、地域

や団体の横断的な取り組みの

検討につなげ、さらに担い手不

足解消に向けた人材確保にも

つながる。 

さらに、行政と連携した会議

とすることで、事業の実現性の

向上につながる。 

6 次産業化、地域資源を活用し

た商品開発 

それぞれが持つネットワーク

を活用した取組事業者の確保

方法、それぞれのネットワーク

を活かした販売箇所の拡大や

効果的なテスト販売実施など 

情報発信 上記の実施内容を効果的に PR

する方法について、利用媒体の

検討、統一 PR 用の HP 作成・情

報発信などについて検討 

 

② にぎわい創出のためのイベント事業の実施（拡充事業） 
地域活性化の観点から実施している「もんでこかみいしづ」

「ふれあいかみいしづ」等の運営に積極的に加わっていく。

これらのイベントは、行政や自治会、地域の活性化グループ、

商工会が連携して実施しており、地域の連帯意識の醸成やに

ぎわい創出の意味からも継続していく必要がある。また大垣

市商店街連合会主催のイベントにも積極的に参加していくこ

とが必要である。 

今後は、このようなイベントを利用して地域産品や六次産

業化商品などの販売強化や需要開拓につなげていくことで、

にぎわい創出だけでなく地域経済活性化につなげる視点を反

映させていく。 

 

 ・各イベントの特徴   

  ・もんでこかみいしづ 

主催：もんでこかみいしづ実行委員会 

   構成：大垣市・大垣市上石津商工会・自治会・緑の村公社・出店事業者 

1 特徴：毎年 7月第 3土曜日に実施される夏のイベントであり、「もんでこ」の意味

は「戻って来いよ」という上石津の方言である。盆踊り大会や花火大会があ

り大人から子供まで楽しめる内容となっており、地域内だけでなく近隣市町

からも多くの人が訪れる。 

 

    ・ふれあい上石津 

主催：ふれあいかみいしづ実行委員会 

    構成：大垣市・大垣市上石津商工会・自治会・ＪＡ・森林組合・小中学校・ 
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地域活性化グループ 

特徴：毎年１０月第４日曜日に開催される地域住民手作りのイベントであり、

上石津地域の産業や特産品を一堂に会し展示することで、上石津地域を

ＰＲすることが一つの目的となっている。警察・消防署・自衛隊などの

協力により白バイや消防車に乗ったりして子供が楽しめるコーナーを多

く作り、地域の人々がふれあいを深め、地域活性化を目指しているイベ

ントであり、近隣市町からも多くの人が訪れる。 

 

 ・元気はつらつ市 

     主催：大垣市商店街振興組合連合会 

     構成：大垣市商店街振興組合連合会・大垣市・商工会議所・観光協会 

     特徴：中心商店街のにぎわいを回復するため、毎月第１日曜日に開催されてい

るイベントであり、中心商店街の活性化に弾みをつけるとともに全市的な

参加・交流・連携を深めることを目的として開催されるイベントである。

大垣駅前商店街を歩行者天国にして開催されているため、大垣市民だけで

なく近隣町から多くの人が訪れる。 

 

(3)地域活性化事業の効果 

人口減少や高齢化が進み、また大垣市への飛び地編入合併による地域の疲弊感が高ま

る中、地域経済活性化の方向について、行政等と一緒に検討することにより、事業推進

の協力体制が構築できる。また、中山間地域の特徴を活かした取り組みを進めることに

より、大垣市の中心市街地との一体感も醸成され、また山間地の一行政区としての特徴

を活かした効果的な事業が推進される。 

また、イベント運営は、地域の連帯感醸成といった意義があるが、単に一時的なにぎ

わい創出にとどまることなく、交流人口の増加や新たな需要開拓につながる展開を考え

ることにより、地域経済の活性化を図ることが出来る。 

 

 

(4)目標件数 

取り組み項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

行政と連携し地域経済活性化に 

取り組む会議回数 
0 4 4 4 4 4 

 

  

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

 (1)現状と課題   
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現在は、岐阜県商工会連合会、西濃ブロック商工会協議会における、事務局長会議や指導

員研修会などを通じて、商工会の運営や経営改善普及事業の実施状況、小規模事業者に対

する支援内容等について情報交換を行っているが、他の支援機関との連携は、関係はあるも

のの弱いものとなっている。 

小規模事業者に対する事業計画策定や販路開拓等に関する支援ノウハウの共有化、地域

の需要動向等についての情報交換は十分行われているとは言えない。 

今後、発達支援事業を推進するために、また事業所支援の複雑・専門化が進む中で、より広

範囲の内容を的確に支援していくためには、関係支援機関とのより深い関係を持つことが必要

である。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

県内の支援機関との連携・情報交換を通じてノウハウ等を蓄積し支援能力の向上に努める。

情報交換先 最低頻度 内    容 

岐阜県  

 

年２回 県の支援策についての情報交換（各種補助金及

び助成金、県制度融資、重点施策、県内の経済

動向等） 

大垣市 

 

月１回 大垣市の支援策についての情報交換 

・各種施策及び補助金等の活用 

・地域活性化事業の実施及び連携 

・市制度融資の活用 

・人口動態等調査等の情報収集 

よろず支援拠点 

(公財)岐阜県産業経済センター 

  

月１回 ・事業計画策定等に関する情報提供 

・専門家派遣事業の活用 

・各種補助金及び助成金の活用 

岐阜県商工会連合会 

西濃ブロック広域支援室  

 

週１回 ・専門家派遣事業の活用が可能 

・展示会・商談会等の販路開拓事業の活用 

・創業塾・第二創業塾や創業相談会の活用 

・弁護士等専門的な相談会の活用 

・経営指導員の資質向上 

(公財)ソフトピアジャパン 年２回 ・専門家の派遣 

・ホームページ作成支援 

大垣商工会議所 

 

年４回 ・経済動向等の情報収集 

・創業塾（第二創業・女性起業）や創業相談会

の活用 

・情報交換 
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中小企業基盤機構 中部本部 

  

年１回 ・地域経済動向・需要動向の情報提供 

・事業計画策定、計画実施時の高度で専門的な

支援の活用 

・情報交換 

日本政策金融公庫 岐阜支店      

  

年４回 ・マル経・第二マル経当各種融資制度の活用 

・事業計画に関する指導及び助言 

・景況等情報交換 

岐阜県用保証協会               

  

年２回 ・各種保証制度の活用 

・経営指導員等の資質向上 

・情報交換 

地元金融機関 

 大垣共立銀行上石津出張所 

 大垣西濃信用金庫養老支店  

年６回 ・制度融資等の窓口 

・事業計画の相談及び地域経済動向等の情報交

換 

 

 (3)期待する効果 

小規模事業者の需要の動向、支援ノウハウに関しての情報交換・共有を目的に、各種

機関と連携を図ることで、連携機関ごとに得られる情報を明確にして支援ノウハウの取

得をすることができ、小規模事業者への支援能力の向上につなぐことが出来る。 

 

２．経営指導員の資質向上に関すること 

 

 (1)現状と課題 

現在は、岐阜県商工会連合会や西濃地区商工会協議会が実施する職員の資質向上研修

を中心に実施している。これらの研修はどちらかというと受け身の研修であり、小規模

事業者への伴走型支援を実施していくには学習体制として十分でない。また、職員全員

が情報を共有して対応できる体制が不十分であり、今後は支援に関するより広範囲の内

容を能動的に習得できる学習体制や職員間で情報共有ができる体制の構築が必要であ

る。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

 

① 支援ノウハウの習得 

岐阜県商工会連合会が実施する職員の資質向上研修を中心に据え、支援能力を向上さ

せるためにＯＪＴ・ＷＥＢ研修等を効果的に組み合わせて資質向上に取り組む。それに

より、様々な業種・経営課題に対応でき、また経営分析から計画策定、その後の実行支

援まで一貫的に対応できるよう資質向上を図る。 

 

学習方法 内容 



- 34 - 
 

岐阜県連主催

の販路開拓等

能力アップ研

修 

経営指導員に加えて経営指導員以外の指導職員(補助員、記帳指導員)も必要に

応じて岐阜県商工会連合会が主催する資質向上研修会を今以上に受講し、支援

能力の向上を図る。 

ＷＥＢ研修シ

ステム 

全国商工会連合会が運営する「経営指導員等ＷＥＢ研修システム」を活用し、

小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業や経営革新につなが

る提案型指導が出来るよう必要な知識の習得に努める。 

中小企業大学

校主催の研修 

中小企業大学校が主催する課題別研修に経営指導員が 1 年に 1 回以上参加し、

特定の専門分野に特化した実践的で高度なスキル「新商品開発」「事業継承」「Ｉ

Ｔ活用支援」「販路開拓」等を学び、小規模事業者への支援能力の向上を図る。

西濃支援室と

のＯＪＴ教育 

岐阜県商工会連合会西濃支援室との連携を図り、専門家や広域支援室職員と同

行することで、積極的なＯＪＴを実施し、経営者との対話力や適格な課題把握

力、実行可能性の高い提案力など実戦的な支援現場で対応するための能力を身

に付け、小規模事業者への支援能力の向上を図る。 

 

② 支援ノウハウの組織内での共有 

 各種研修や、経営発達支援事業で実施した各種事業については、それらの内容を職員

で共有し、商工会事務局全体の支援ノウハウの向上を図る。 

 

共有方法 内容 

職場内での説

明・報告会 

研修を受講した職員は研修内容を他の職員へ説明し、全職員のレベルアップを

図る。また、各種支援施策等の情報についても経営指導員が全職員に説明し、

全員が理解し、小規模事業者へ情報提供できるよう職場内報告会を四半期に一

度開催をする。 

職員間での意見

交換・協議 

経営分析、事業計画等の経営発達支援事業で、担当者が整理した計画等につい

ての意見交換や計画実施後の結果と計画改善提案等を職員で協議し、事業者へ

提案する。 

フォローアップ

会議 

経営計画の進捗状況が芳しくない場合に職員全員で計画の進捗状況や事業状況

を確認し、その課題を把握するとともに改善策を話し合うフォローアップ会議を年３回

目安に必要に応じて開催する。 

データベース化 協議・発表した内容や作成した経営計画・経営分析の結果を事務所の共有ファ

イル内にデータベースとして蓄積していくことで、支援内容や事例、支援方法

について、全職員が必要に応じてデータを活用できる体制を整える。 

 

 

(3)期待する効果 

  個々の職員の支援能力を今以上に高め、組織内で色々な情報を共有することにより、

小規模事業者への支援能力の向上につながる。 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

 (1)現状と課題  

大垣市上石津商工会が実施する事業は、これまでは事業計画を立案し、総会により承

認を得て、実施後に事業報告を行うという仕組みであり、事業見直しのための事業成

果・進捗状況等の評価が十分設定されておらず、評価結果に基づく改善策が事業計画の

見直しに反映されにくい。 

今後は事業の進捗状況を管理し、さらに実施した事業内容が真に事業者の経営課題の

解決につながっているか、支援効果が上がっているかなど具体的な評価結果を把握し

て、それに基づいて事業の見直しを行うことが必要である。 

 

(2)本計画において取り組む内容 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況や成果について、以下の方法により評価・検

証・公表を行う 

 

① 事務局での進捗状況の確認及び事業内容の検証 

  毎月、全職員で経営発達支援進捗会議を開催し、事業の進捗状況の確認及び事業内容

の検証を行う。 

 

② 大垣市上石津商工会理事会での評価・検証 

年 2回経営発達支援進捗会議の結果を理事会で評価・検証して指摘事項の改善を行う。

 

③ 大垣市上石津商工会経営発達支援評価委員会(仮称)での評価・見直し案の提示 

年２回、大垣市上石津商工会理事、大垣市商工観光課長、中小企業診断士等の有識者

で構成された、大垣市上石津商工会経営発達支援評価委員会(仮称)において事業の実施

状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 

「経営発達支援計画評価委員会（仮称）」のメンバー構成 

大垣市商工観光課長（外部有識者） 

中小企業診断士等専門家（外部有識者） 

大垣市上石津商工会会長・副会長・理事数名 

 

④ 大垣市上石津商工会理事会での評価・見直し方針の決定 

年２回、理事会において大垣市上石津商工会経営発達支援評価委員会(仮称)での事業

の実施状況成果の評価・見直し案の提示について、評価・見直し方針を決定する。 

⑤ 大垣市上石津商工会通常総会での報告・承認 

事業の成果・評価・見直しの総合結果について事業年度終了後、５月実施の通常総会

にて承認を受ける。 
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⑥ 事業の成果・評価・見直しの公表 

事業の成果・評価・見直しの結果を大垣市上石津商工会公式ホームページ・ｆａｃｅ

ｂｏｏｋ・ＳＨＩＦＴ等で公表する。また大垣市上石津商工会が年４回発行する商工会

報にも掲載することで域内の小規模事業者に公表する。 

 

(3)期待する効果 

小規模事業者の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

いるか等、具体的な成果が得られたのかどうかを見直すことにより、具体的な成果が上がる伴

走型支援につながる。 

 

 

 

 

経営発達支援計画のＰＤＣＡサイクル 

 

             Ｐｌａｎ【計画】 

             理事会で承認 

 

 

 

 

  Ａｃｔｉｏｎ【改善】            Ｄｏ【実行】 

   事務局                  事務局 

 

 

 

 

 

              

Ｃｈｅｃｋ【評価】 

             経営発達支援計画 

評価委員会(仮称) 

 

 

 

 

（別表２） 
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 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

 

（1）組織体制 

 

大垣市上石津商工会事務局組織図 

（平成 28 年 4 月 1 日現在 職員数：計４名） 

 

事務局長 

１名 

 

  

    

経営指導員 

１名 

 経営指導員補 

１名 

 記帳指導職員 

１名 

 

 

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・進捗管理 
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 

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 

経営指導員補 

①各種共済 

②軽微な経営改善普及

事業 

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 

記帳指導職員 
①記帳指導 
②軽微な経営改善普及
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 

 

当商工会は、職員数が４名と少なく、各職員を狭い範囲の専門業務に集中させること

は現実的ではないので、経営発達支援計画では各事業の主担当を決めるが、実行にあた

っては事務局の主たる担当を上記の通りとし、全員で本支援事業を実施する。 

また、計画通り実施するため岐阜県商工会連合会、商工会連合会西濃広域支援室と連

携を密にし、実施する。 

 

（2）連絡先 
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大垣市上石津商工会 

〒506-1622  岐阜県大垣市上石津町上原 1349 

TEL 0584-45-2643  FAX 0584-45-2812 

HP     http://www.kamiishizu.jp 

E-mail kamiishizu@ml.gifushoko.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                                   （単位 千円） 

（単位 千円） 

毎年度 4月～翌 3月 
H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

必要な資金の額 22,550 23,230 23,730 23,730 24,030

 

人件費等 

旅費・事務費等 

講習会開催費等 

各種調査費等 

販路開拓・拡大支援事業

費 

経営計画策定支援費 

創業支援費 

 

21,500

610

250

70

100

100

30

22,000

650

300

70

100

100

30

22,500

650

300

70

100

125

30

22,500 

650 

300 

70 

100 

 

125 

30 

22,800

650

300

70

100

150

60

（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 

 会費・手数料等収入 

 

（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 地域経済動向・需要動向調査にかかる連携 

② 事業計画策定・事業計画の実施支援にかかる連携 

③ 資金調達支援にかかる連携 

④ 創業支援にかかる連携 

⑤ 事業承継支援にかかる連携 

⑥ 販路開拓支援にかかる連携 

連携者及びその役割 

 

連携者 住所等 役割及び効果 

岐阜県  

商工労働部商工政策

課ほか  

知事 古田 肇  

岐阜県岐阜市薮田南 

２丁目１番１号 

(役割) 

・経済動向調査等の情報収集 

・各種補助金及び助成金の活用 

・県制度融資の活用 

（効果） 

・県内各地の景気動向の把握が可能であり、

当地区との比較対比が出来る。 

・当事業を行うにあたり、各種補助金や助成

金の情報収集や活用が可能であり、小規模事

業者にとって有益な対応が出来る。 

大垣市 

市長 

 小川 敏 

岐阜県大垣市丸の内

2-29 

TEL：0584-81-4111 

(役割) 

・各種施策及び補助金等の活用 

・地域活性化事業の実施及び連携 

・市制度融資の活用 

・人口動態等調査等の情報収集 

・情報交換 

(効果) 

・地域の実情に合った補助金等の活用が可能

である。 

・イベント等実施における協力及び連携にお

いて、市の支援は不可欠である。 

・本事業に対する評価及び見直しについての

協力及び支援が可能である。 
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よろず支援拠点 

(公財)岐阜県産業経

済センター 

 理事長 丹羽義典 

岐阜県岐阜市薮田南

５丁目 14-53 ふれあ

い福寿会館 10 階 

TEL：052-277-1090 

(役割) 

・事業計画策定等に関する情報提供 

・専門家派遣事業の活用 

・各種補助金及び助成金の活用 

(効果) 

・経済状況の分析や事業計画の策定に際し、

その策定方法や各種ソフトの活用が可能で

ある。 

・専門家を活用することにより、より高度な

支援が可能となる。 

岐阜県商工会連合会 

 

 

 

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 ふれあ

い福寿会館９階 

TEL：058-277-1068 

岐阜県大垣市昼飯町 

108 

TEL：0584-76-3600 

(役割) 

・専門家派遣事業の活用が可能 

・展示会・商談会等の販路開拓事業の活用 

・創業塾・第二創業塾や創業相談会の活用 

・弁護士等専門的な相談会の活用 

・経営指導員の資質向上 

・情報提供等各種相談指導 

(効果) 

・経営状況分析や事業計画の策定にあたっ

て、専門家を活用でき、より高度な支援が可

能となる。 

・展示会や商談会等の情報提供を受けること

により、事業者にあったものを選択すること

が可能である。 

・経営分析等各種の研修を受けることによ

り、経営指導員等の資質向上を図ることが出

来る。 

・各種助成金の申請や HP 作成等に際し、相

談指導を受けることが出来る。 
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(公財)ソフトピアジ

ャパン 

理事長 熊坂賢次 

岐阜県大垣市加賀野

4-1-7 

TEL:0584-77-1111 

(役割) 

・専門家の派遣 

・ホームページ作成支援 

・情報交換 

(効果) 

・販売促進につながるホームページ作成が受

けられる。 

・ソフトピア主催のＩＴ関連講習会の受講に

よりＩＴ関連の情報や各種ソフトの使い方

の習得が期待できる。 

大垣商工会議所 

会頭 堤 俊彦 

岐 阜県大垣市小野

4-35-10 

TEL:0584-78-9111 

(役割) 

・経済動向等の情報収集 

・創業塾（第二創業・女性起業）や創業相談

会の活用 

・情報交換 

(効果) 

・大垣市内の経済動向等の把握が出来る。 

・創業相談を利用することにより、よりスム

ーズに創業・起業が出来る。 

 

 

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 

TEL:052-220-0516 

 

(役割) 

・地域経済動向・需要動向の情報提供 

・事業計画策定、計画実施時の高度で専門的

な支援の活用 

・情報交換 

(役割) 

・経営計画策定時に専門的な支援を期待でき

る。 

・中部地区や全国の経済状況等の情報提供を

受けることが出来る。 

日本政策金融公庫 

岐阜支店             

 支店長 木村正明 

岐阜県岐阜市吉野町

6-31 岐阜スカイウイ

ング 37 西棟 2Ｆ 

TEL：058-265-2136 

 

(役割) 

・各種融資制度の活用 

・事業計画に関する指導及び助言 

・情報交換 

(効果) 

・第二マル経、創業融資等の活用が出来る。

・事業計画策定にあたり、金融面での指導及
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び助言を受けることが出来る。 

・融資動向や経済動向等の情報交換が出来

る。 

岐阜県用保証協会    

 理事長 川出達恭 

岐阜市薮田南五丁目

14 番 53 号ふれあい福

寿会館 

 

(役割) 

・各種保証制度の活用 

・経営指導員等の資質向上 

・情報交換 

(効果) 

・各種制度融資の活用にあたり、条件に合っ

た保証制度の適用が出来る。 

・研修会等を通じて、融資動向や経済動向等

の情報交換が出来る。 

地元金融機関 

 大垣共立銀行 

上石津出張所 

所長 後藤浩司 

 大垣西濃信用金庫 

   養老支店 

  支店長 岡本誠 

 

岐阜県大垣市上石津

町上原 1321-1 

TEL:0584-45-3555 

岐阜県養老郡養老町

押越 550-2 

TEL：0584-32-1311 

・制度融資等の窓口 

・事業計画の相談及び地域経済動向等の情報

交換が出来る。 
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連携体制図等 

 
 
  
         岐阜県商工会連合会 

  国  商工会連合会西濃広域支援室

           

  岐阜県       日本政策金融公庫

       

  大垣市  施策・情報提供   地元金融機関 

        専門家派遣・各種指導等   

            信用保証協会 

              

      

  施策・補助金・情報提供等   情報交換・各種融資 

      ・創業支援等 

      

大垣市上石津商工会 
                  

          

専門家派遣・情報提供・講習会等     事業連携・情報交換等 

        

                     

 岐阜県産業経済センター 相談・支援  
大垣商工会議所 

 （よろず支援拠点）   

       

 ソフトピアジャパン       

 

            
  

    

中小企業基盤機構 中部本部     

       
小規模事業者 

   

       
 

  
 

 
 


