
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号） 
神戸町商工会（法人番号 3200005004262） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

・独自の技術やノウハウを再認識することで自社の魅力を再発掘し、事業意欲

旺盛に売上・利益を拡大していく小規模事業者を育成する。また、支援を通し

て小規模事業者の潜在的な魅力を引き上げるとともに、次世代にそれらを伝承

することで地域産業の維持、活性化を図り、地域力の底上げを目指す。 

・本町の「ごうどブランド」認定制度の魅力を高めることで、更なる認知度向

上、活用の拡大を図る。特に、認定を受け販路開拓を図る小規模事業者に寄り

添って支援を行うことで、成長力のある小規模事業者を育成する。 

・行政機関をはじめ各機関との連携を図ることで、今後インターチェンジの設

置などで物流・流通の利便性が高まる当地域の特徴を活かした事業活動を促進

し、地域経済の振興に寄与する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

町内の経済動向や各種業界の動向に関する情報を収集・分析し、現状を

把握し、整理した情報を定期的に小規模事業者に提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営戦略立案に役立つ経営分析を主導的に実施していく。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が経営課題を正確に認識し、その課題を解決するためのス

トーリーを描き、持続的に発展して頂ける計画策定の支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 常に事業の進捗状況を把握し、現時点での課題や今後の課題を先読みし

たフォローアップ支援を実施する 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

製商品・サービスの需要情報を収集し事業者に発信していくことで、新

たな市場の開拓や新商品・サービスの開発に役立てて頂く 

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】 

専門家や企業支援機関などと連携し、テストマーケティング活動の支援

と、県内外のイベント・見本市・商談会への出展支援を行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（１）「ごうどブランド」認定制度の活用促進事業 

行政機関との連携を図り、ごうどブランドを活用した事業展開の支援を促

進する。 

（２）事業承継支援事業 

  周辺地域も含めた各種機関と連携し、高齢化や業績不振により衰退する工

業団地、商店街に属する小規模事業者を中心に、事業承継支援を実施するこ

とで、地域産業の維持、雇用の維持を図り、地域経済の振興を促進する。 

連絡先 

名称：神戸町商工会（担当：田中宏和） 

住所：〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 520-1 

ＴＥＬ番号：0584-27-4185 ＦＡＸ番号：0584-27-8022 

Ｅ-ｍａｉｌ：hiro-tanaka@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 

（１）地域の現状 

①沿革、歴史 

 本町は、歴史のまちとしてその起源も古く、奈良・平安時代の初めの頃、美濃国（安

八郡）の郡司安八太夫安次が開いた地域と言われており、後に延暦寺領の荘園として栄

えてきた。この平野庄の庄域は、日吉神社を中軸とし、戦国時代の後期からは門前町と

して、江戸時代は商業のまちとして発展してきた。 

明治 21 年に公布された市制町村制により、明治 22 年に神戸村となり、明治 25 年に

は町制を施工して神戸町と改められた。明治 25 年に北平野村を合併し、昭和 29 年には

町村合併促進法により下宮村・南平野村との 1 町 2 村で合併、さらに昭和 35 年には揖

斐郡大野町の一部大字西座倉を編入合併し、現在に至っている。 

昭和 40 年代には積極的な企業誘致を推進し、昭和 46 年、神戸町北部に工業団地が完

成した。合併から 50 年余りを経た現在、約 20,000 人が暮らす、自然と工業が調和した

豊かなまちとなっている。 

 

②神戸町の立地 

 本町は、総面積 18.77 ㎢、南北 7.2

㎞、東西 4.1 ㎞の農業に適した肥沃な

平坦地で南北に三角形をなしている。

西に伊吹山、北に白山山系の山々を望

み、東は清流揖斐川に沿い、南は濃尾

平野に連なっている。標高は北西部に

高く、南部に低くなっており、南北の

高低差は約 14m ある。 

 地質は揖斐川の沖積層で、良質にし

て豊富な地下水に恵まれている。気候

は表日本気候に属す。 

 また、平成 31 年度には大野・神戸

インターチェンジが整備予定であり、

物流・流通面の向上から様々な形での

機会増加が期待されている。 
 
③神戸町の人口 

全国的に本格的な人口減少社会を迎えるなか、本町においても平成 17(2005)年をピー

クとして人口減少局面に移行している。このままの減少傾向が続いた場合、平成

52(2040)年の総人口は約 14,300 人（国立社会保障・人口問題研究所の推計）となり、

急激な人口増加社会を迎えていた昭和 45(1970)年から昭和 50(1975)年頃の規模と同程

度となる見込みである。しかし、人口構造は当時と大きく異なる。昭和 45(1970)年に年

少人口は 3,102 人（総人口の 22.8％）だったが、平成 52(2040)年の推計値では約 1,400
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人（同 9.8％）となる。同様に生産年齢人口は 9,474 人（総人口の 69.9％）が約 7,500

人（同 52.5％）に、老年人口は 1,039 人（総人口の 7.6％）が約 5,400 人（同 37.6％）

となることが見込まれ、少子高齢化と地域の担い手、現役世代（生産年齢人口）の減少

が一層顕著になる。こうした人口構造の変化により、地域経済や消費活動の縮小、医療・

福祉分野の人材不足、社会保障費の増大等を招くことが懸念されている。 

本町における少子高齢化、生産年齢人口の減少は、大きく①合計特殊出生率が 1.32

と低く、死亡が出生を上回る自然減の状態であること、②大垣市、岐阜市、瑞穂市等の

近隣市や愛知県への転出が多く、「職業上」、「結婚・離婚・縁組」等を理由とする社会

減の状況（特に若年世代）が続いていることが要因となっている。 
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④神戸町の産業 

 神戸町の総生産額は、2012 年（平成 24 年）で 772 億円となっている。リーマンショ

ックの影響から一時的な落ち込みはあるが、長期的には横ばい、微増傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業構造としては、生産額でみると 2012 年（平成 24 年）には製造業が 61.5％と圧倒

的に多い。工業団地の造成と積極的な企業誘致によって工業集積が非常に高いまちとな

っている。特にプラスチック製品や生産用機械器具が主力となっている。従業者数でみ

ても全体の約 50％に達している。大手企業に限らず、小規模事業者でも優れた技術を有

する事業者が多く、様々な分野における請負仕事を行っている。 
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 商工会では、神戸町の主力産業である製造業の状況を更に把握すべく、平成 28 年 8

月に製造業に属する商工会員を対象にアンケートを実施した。 

※アンケート：全 95 社対象に送付し、68 社（約 8割が小規模事業者）より回答を得た。

16 の設問に対して選択形式（一部記入箇所有り）にて回答を頂いた。 

今回はその中で特徴的な傾向があった項目を抜粋して掲載し、現状を考察する。 

 

 

製造業の出荷額は、

リーマンショック後

大きく減少したが持

ち直し、安定傾向に

ある。 

製造業の業種別では、プラス

チック製品が 37％と最も多

く、一般機械（はん用機械器

具＋生産用機械器具＋業務

用機械器具）が 31.3％と続

いている。 



５ 
 

○経営状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問５：直近決算における最終利益
①黒字 26 39.4%
②収支トントン 24 36.4%
③赤字 14 21.2%
④分からない 2 3.0%

66 100.0%

問６：５年前と比較した年間売上高の増減
⑤大幅に減少 19 27.9%
②やや増加 17 25.0%
④やや減少 14 20.6%
③変わらない 11 16.2%
①大幅に増加 5 7.4%
⑥分からない 2 2.9%

68 100.0%

問10：経営上の課題についてお答えください（複数回答）
⑥人材確保・育成 35 25.7%
②技術・品質の向上 25 18.4%
⑤取引先の確保・安定 24 17.6%
③生産管理 13 9.6%
⑦資金調達・財務 13 9.6%
④販売・営業・マーケティング 10 7.4%
①原材料・部品調達 8 5.9%
⑧情報収集 5 3.7%
⑨その他 3 2.2%

136 100.0%

問７：※問６で「大幅に増加」「やや増加」と回答した方のみ
売上高が増加した理由についてお答えください（複数回答）

15 51.7%
13 44.8%
1 3.4%
29 48.3%

問８：※問６で「大幅に減少」「やや減少」と回答した方のみ
売上高が減少した理由についてお答えください（複数回答）

25 58.1%
10 23.3%
8 18.6%
43

問９：新規取引先（顧客）獲得のための取り組み（複数回答）
⑤特に取り組んでいない 35 40.7%
④口コミ 14 16.3%
①ホームページ 13 15.1%
②営業マンの訪問活動 12 14.0%
③展示会・イベントへの参加 7 8.1%
⑥その他 5 5.8%

86 100.0%

②新たな取引先（顧客）を獲得した

③その他

①取引先（顧客）からの受注が減少した
②取引先（顧客）が減少した
③その他

①取引先（顧客）からの受注が増加した

※枠内の比率表記は、回答合

計数に対する割合を示して

いる。 

・近々の状況としては、売上

が増加している事業者は全

体の 3割強しかない。 

・経営上の課題としては、人

材や技術、取引先確保と回答

する方が多い。人材・技術・

生産・資金など内部的な行動

を課題とする傾向が強い。取

引先の確保を選択している

方も多いが、販売・営業・マ

ーケティングや情報収集の

選択が少ないことから、当事

者意識は感じられない。 

・売上増加の要因とし

ては新たな取引先の獲

得が既存取引先からの

受注増を上回ってい

る。また、売上減少の

原因としては、既存取

引先の受注減が圧倒的

に多い。このことから

新規取引先の獲得が今

後の売上増に向けては

最も重要であると考え

られる。 

・しかし、その取り組

みとしては、「取り組

んでいない」が最も多

く、自発的な行動の不

足は明らかである。 
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○事業の継続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このアンケートから、製造業に属する商工会員の状況としては、経営上、決して楽観

視できる状況ではないということ、そして、それを改善するための取り組みや行動が不

足しているということ、更には、後継者の問題から今後中長期的な視点での産業の維持

といった観点でも危機的な状況であることが分かる。これは商工会員に限らず、町内の

全事業者に当てはまることであると推察できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問３：代表者の年齢についてお答えください
⑤60代 24 35.3%
⑥70歳以上 19 27.9%
④50代 13 19.1%
③40代 11 16.2%
②30代 1 1.5%
①30歳未満 0 0.0%

68 100.0%

問14：後継者の有無についてお答えください
①いる 34 50.0%
②いない 28 41.2%
④その他 4 5.9%
③説得中 2 2.9%

68 100.0%

問16：※問14で「後継者がいない」と回答した方のみ
今後の方向性についてお答えください
①自分の代まで 19 63.3%
④まだ分からない 8 26.7%
③事業を売却したい 2 6.7%
②他者に承継したい 1 3.3%
⑤その他 0 0.0%

30 100.0%

※枠内の比率表記は、回答合計

数に対する割合を示している。

・代表者の年齢は 60 代以上が

6割を超えている。 

・また、その約半数が後継者が

不在と言える状況であり、数

年、10 数年先には存続の危機

に陥ることが分かる。 

・後継者がいない内、6割を超

える事業者が自分の代までで

事業を終える考えである。 
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一方、卸売・小売業の総生産額における割合はわずか 3.6％で、その割合は 2001 年時

よりも更に小さくなっている。岐阜市や大垣市郊外の大型商業施設に消費の中心が移行

していることは明白であり、商店街はもはや機能不全と言えるような状態に陥りつつあ

る。製造業同様、代表者の高齢化が進んでおり、それに伴い、事業意欲の低下が顕著で

ある事業者も少なくない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

農林漁業の総生産額における割合は 1.2％ではあるが、バラ、ユリなどの高品質な銘

柄花卉生産物や小松菜、グリーンネギ等の特色ある主要作物があり、県内では有数の産

地となっている。しかし、圃場整備が概ね完了しており、この先大幅に成長させること

は難しい状況である。 

 

 

⑤小規模事業者の課題 

○内向きの活動から外部に向けた活動へのシフト 

 製造業に関しては、本町の総生産額の約 6割を占めるとともに、本町での従業者の約

半数が従事しており雇用面を考えてもまさしく主力産業であると言える。その製造業者

の多くを占める小規模事業者の経営状況は楽観視できる状況になく、売上の維持・向上

のためには新たな取引先の開拓が急務であると考えられる。しかし、実際にその取り組

みを行っている事業者はごく一部であり、ほとんどが新規開拓に向けた取り組みは行っ

ていない状況にある。 

 一方、商業・サービス業に関しても消費の中心が岐阜市・大垣市等の郊外大型商業施

設に移行している影響を大きく受けているが、代表者の高齢化、意欲の低下などの理由

から、消費者を引き戻す取り組みや外部から新たな消費者を獲得する取り組みを行って

いる事業者は少ない。 

 こうした小規模事業者の旧態依然の経営状況を放置すると、本町の産業力の低下を招

くことは必至である。よって、今後は、小規模事業者が外部の顧客獲得に向けた取り組

みを活性化させていくことが大きな課題と言える。平成 31 年度に予定されている大野・

小売業は緩やかな減少傾向である。 卸売業は中期的には微増・横ばいである。 
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神戸インターチェンジが整備され、物流・流通面が向上されることで、更に外部の顧客

獲得の可能性が広がると考えられることから、今からその下地となる取り組みを具体的

に推進していく必要がある。 

 

○ごうどブランドを活かした販売力強化 

 現状、行政を中心に進めている「ごうどブランド」の認定であるが、町内における認

知度はあるが、周辺地域、県内外への周知が進んでいない状況であり、認定を受けてか

らの効果が見えにくい状態にある。行政としても産業振興のツールの一つとして、まち

の魅力発見や外部からの人の流入のきっかけになるよう仕向けていく方針である。よっ

て、今後は「ごうどブランド」の認定事業者に対して、行政と連携しながら外部への情

報発信力を高める取り組みを強化し、「ごうどブランド」の価値を高めていく必要があ

る。これにより、小規模事業者が外部に向けて活動するきっかけの一つにもなると考え

ている。 

 

○後継者不在の廃業による産業力の低下が懸念 

当会が実施した製造業の会員向けアンケートによると、約半数が後継者不在であり、

今後数年または十数年で廃業となる可能性が非常に高くなっていることが分かる。本町

に所在する大企業の工場からの下請けの恩恵を受けている事業者も存在するが、独自の

販路（取引先）を保有しているところが多く、保有する技術やノウハウも様々であり、

あらゆる分野において成長する可能性は有している。小規模事業者の意欲を喚起するこ

とで、これらの可能性を現実的な成果に結びつける支援も当然必要であるが、これらを

喪失することなく次世代に伝承していくことは地域の産業、雇用を守る上でも非常に重

要である。事業承継による引継ぎ、廃業後の経営資源（人材、設備等）の活用を促進す

る仕組みの構築が必要である。 

 また、これは商店街を中心とした商業・サービスに関わる小規模事業者にも同様のこ

とが言える。生産額や従業者数は、製造業ほど占める割合は大きくはないが、事業所数

は多いため、廃業による本町の産業力の低下は否めない。よって、本町における小規模

事業者全体の課題として後継者問題に取り組む必要がある。 

 

 

⑥神戸町の行政施策と商工会としての連携の方向性 

 行政が構想として掲げ取り組んでいる事業に積極的に関与することで、上記で掲げた

小規模事業者の課題解決に向けて取り組んでいく。 

 

(1)神戸町の産業振興施策（関連事項を一部抜粋） 

テーマ 構想 事業 商工会の連携状況及び今後

の関わり方 

地域活力の源

となる産業・

雇用の創生 

本町の経済を

支える地域産

業の活性化 

神戸町の魅力再発見

事業 

これまで事業者紹介の冊子

の制作等を行ってきた。 

→小規模事業者の意欲喚起

により、積極的な関与を促
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す。 

観光農園補助制度の

創設 

農業分野に対する支援はこ

れまで積極的には行ってき

ていない。 

→ごうどブランドでの普及

活動の連携を図り、販売強

化の支援を行う。 

産業コーディネータ

ーによる町内企業の

支援事業 

直接的な企業支援において

は積極的な連携はない。 

→商工会が実施する専門家

派遣制度等との連携促進を

図る。 

新たな魅力・活

力を生み出す

新規産業の誘

致・育成 

新規企業の誘致推進 企業誘致等について関わり

はなかった。 

→製造業、商業・サービス

業を中心に、事業承継（ま

たは廃業後、移管）を活用

した拠点拡大、創業の仕組

み構築を図り連携する。 

ベンチャー企業の誘

致、支援 

地域の魅力を

活かした新た

なひとの流れ

の創生 

本町の魅力を

発信するＰＲ

活動の展開 

ごうどブランドアン

テナショップの設置

ごうどブランドを小規模事

業者に紹介し、認定を推薦

している。 

→小規模事業者の支援の一

環としての活用を促進す

る。特に認定後の販路開拓

に活かす取り組みを推進す

る。 

広域連携によ

る圏域の新た

な魅力の創生 

産業振興と雇

用促進 

創業支援事業 連携はしておらず、単独で

のスポット支援を行ってき

た。 

→創業前から創業後のフォ

ローアップ支援まで一貫し

て実施するとともに、活用

できる制度の情報提供を連

携して実施する。 
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（２）小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

・自社の強みを活かした技術や商品、サービス保有し自立して事業展開する小規模事業

者が自発的な成長する過程で、その成長を更に加速させるための経営パートナー支援

を継続して実施する。これにより、それぞれの事業者独自の視点で、神戸町を代表し

て地域外に神戸町の魅力を発信する小規模事業者を数多く輩出することで、地域経済

への貢献を促進する。 

・「地域産業を守る仕組み」の運用継続により、地域の基幹産業が安定して成長し続け

る環境・風土を整備する。その中で小規模事業者が新たなチャレンジを積極的に行う

ことで、新たな成長産業の創出を図っていく。 

 

 

（３）目標 

・独自の技術やノウハウを再認識することで自社の魅力を再発掘し、事業意欲旺盛に売

上・利益を拡大していく小規模事業者を育成する。また、支援を通して小規模事業者

の潜在的な魅力を引き上げるとともに、次世代にそれらを伝承することで地域産業の

維持、活性化を図り、地域力の底上げを目指す。 

・本町の「ごうどブランド」認定制度の魅力を高めることで、更なる認知度向上、活用

の拡大を図る。特に、認定を受け販路開拓を図る小規模事業者に寄り添って支援を行

うことで、成長力のある小規模事業者を育成する。 

・行政機関をはじめ各機関との連携を図ることで、今後インターチェンジの設置などで

物流・流通の利便性が高まる当地域の特徴を活かした事業活動を促進し、地域経済の

振興に寄与する。 
 
 
（４）目標達成に向けた実施方針 
・小規模事業者個社の支援については、個々の内部事情、外部環境を十分に把握した上

で、具体的なアイディアや発想を交えた提案を商工会として行い、自社の進むべき方

向性を明確にしながら寄り添って支援する。産業分野分け隔てなく、均一の支援サー

ビスを提供することで、いずれの産業分野においても将来の可能性を見出し、小規模

事業者に実感して頂きながら支援を実施する。 

・地域経済の活性化に資する取り組みについては、既存の仕組みを活用しながら、必要

な事業スキームを整備し、小規模事業者にとって使い勝手の良い仕組みを構築し、地

域の経済活動を担う小規模事業者が活躍する機会を増やしていく。特に行政との連携

を密に図ることで、共に本町の将来像を共有しながら、支援の最大効果を得られるよ

う取り組む。 
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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 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

＜現状及び課題＞ 

 地域内事業者は、限られた経営状況の中で活動しているため、情報収集などを行う余

裕はなく、外部の情報が不足している状況下にある。商工会が保有する情報の提供に対

するニーズは高いと考えられる。これまで当商工会では、地域内事業者への情報提供を

目的とした経済動向調査は実施していない。一部の事業者や商工会の役員会、経営支援

機関より入手する情報はあり、「商工会トピックス」（毎月発行）を発行しているが、十

分に有効活用できていないのが現状である。今後入手する情報を含め、いかに継続的に

小規模事業者へ提供していくかが課題である。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

今後は、地域内の経済動向や各種業界の動向に関する情報を収集し分析するととも

に、地域の商工業者の景況について把握し、整理した上で小規模事業者に分かりやすい

定期的な情報提供を行い、事業者の計画策定に役立ててもらう。また、職員による指導・

助言に活用する。 

 

（実施内容） 

（１）景況調査情報の入手（調査）、分析、整理及び提供（拡充事業） 

岐阜県商工会連合会が行っている中小企業景況調査や、岐阜県及び日本政策金融

公庫・地元金融機関等が実施している岐阜地域の景況調査のレポートデータを収集

し、地域内の経済動向に関する情報とする。なお、収集した情報は、職員間で共有

するとともに、職員会議で業種ごとに課題を抽出し分析する。 

調査目的 公表されている景況調査のレポートを入手し、客観的

な統計データをもとに神戸町の経済動向を把握し、こ

れらの情報を会員以外の小規模事業者も含めて提供す

ることで、今後の経営分析や事業計画策定に活かして

もらう。 

調査情報源 景況調査結果（岐阜県商工会連合会及び岐阜県、3ヶ月

に 1回発表）、ぎふ経済レポート（岐阜県商工労働部、

毎月発行） 

調査項目 基本的には景況調査のレポートに記載されている項目

を把握する。また、小規模事業者に提供する際のレポ

ートに記載する項目は、業況判断ＤＩ（産業別）、売上

額ＤＩ、原材料・商品仕入単価ＤＩ、採算（経常利益）

ＤＩ、設備投資動向とする。 
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分析手法 収集、整理した情報（景況調査結果、ぎふ経済レポー

ト）は、職員会議に提示し、意見を抽出し動向を分析

する。主に項目ごとの推移をみることで、特異な傾向

や特徴を把握する。 

調査手順 

提供方法 

3 ヶ月ごとに公表される岐阜県商工会連合会の中小企

業景況調査レポート、岐阜県及び金融機関が公表する

景況調査・レポートを入手する。「商工会トピックス」

に年 4 回項目を抜粋して推移が分かる形で落とし込み

作成する。その後、作成した「商工会トピックス」を

会員以外の小規模事業者も含めて巡回または窓口相談

の際に提供する。また、商工会ホームページに掲載す

る。 

活用方法とその効果 整理した結果は、職員会議で共有し、統一した地域経

済の見解のもとに支援を行う体制づくりに役立てる。

また、巡回または窓口相談時、また、商工会ホームペ

ージでの公開にて会員以外の小規模事業者も含めて提

供することで経営分析や事業計画策定に活用してもら

う。「商工会トピックス」に商工会ホームページに情報

が掲載されていることを目に留まるように謳い、ホー

ムページの閲覧を促す。 

 

（２）金融機関等との連絡会議による情報収集（新規事業） 

日本政策金融公庫・地元金融機関等や神戸町産業建設部との情報交換を年 1 回行

い、金融需要動向や各種施策に関する情報収集を行い、適宜、事業者に提供できる

よう蓄積し、小規模事業者に提供する。 

収集目的 金融関係に特化した情報を得るために実施する。 

収集項目 金融需要動向、各種施策（優良な融資制度等） 

分析手法（共有方法） 収集した情報整理、分析しは、月 1 回の職員会議に提

示し、指導員・職員間で共有する。 

情報収集・提供方法 

 

年 1 回実施する連絡会議にて金融需要動向、各種施策

（優良な融資制度等）の情報を入手する。入手した情

報は、「商工会トピックス」にトピックスとして記載す

る。その後、「商工会トピックス」を小規模事業者に巡

回または窓口相談の際に提供する。また、商工会ホー

ムページに掲載する。 

活用方法とその効果 整理した結果は、職員会議で共有し、統一した地域経

済の見解のもとに支援を行う体制づくりに役立てる。

また、巡回または窓口相談時、また、商工会ホームペ

ージでの公開にて小規模事業者に提供することで経営

分析や事業計画策定に活用してもらう。「商工会トピッ

クス」に商工会ホームページに情報が掲載されている
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ことを目に留まるように謳い、ホームページの閲覧を

促す。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

「商工会トピック

ス」説明事業所数 
0 170 190 210 230 250

※景況調査の収集・分析は、３ヶ月ごとに公表されるため、年４回「商工会トピックス」

に掲載する。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜現状及び課題＞ 

小規模事業者は経験と勘で事業運営を行っていることがほとんどであるため、自社の

客観的な経営分析は行っていない。当商工会では、これまで記帳・税務指導は行ってき

たが、事業者の今後の経営戦略立案のための経営状況の分析は行ってこなかった。一部、

小規模事業者からの相談を受けて専門家派遣による総合的な経営支援は行っているが、

要望があった事業者に対してのみであり、受動的な活動である。よって、今後は、小規

模事業者の持続的発展のため、経営戦略立案に役立つ経営分析を、商工会から提案し実

施していく必要がある。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

調査・把握した経済動向を踏まえ、経営指導員による巡回、記帳・税務指導等の折り

に、経営分析の必要性を訴求し、事業者の意欲喚起を促す。併せて、各種分析手法や記

帳機械化システムを活用した経営分析を実施する。なお、実施にあたっては専門家も活

用し、より専門的かつ緻密な分析も想定している。 

 

（実施内容） 

（１）経営指導員による経営分析の実施、説明（拡充事業） 

小規模事業者に対して巡回訪問により、現状のヒアリングを行い、経営分析を提

案し、まずは独立行政法人中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムや記帳機

械化利用者に対しては会計システム『会計王』を活用し、財務分析（定量分析）を

行い、現状を数値で理解頂く。分析資料としては、前年同月対比表、前年四半期対

比表、連続 5 期経営分析、損益分岐点分析などを提示する。財務分析結果は経営指

標としての活用を啓発するとともに、定性分析も含めた経営分析の重要性を理解頂

くことにも役立つ。その後、ヒアリングをもとに定性分析を実施し、整理した上で

小規模事業者に説明する。 

 

（２）専門家による経営分析の実施（拡充事業） 

経営分析では、より業界業種に精通した情報や見識をもって分析が必要と判断し

た場合には専門家を派遣し対応する。専門家の選定・派遣については、岐阜県商工
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会連合会のエキスパートバンク事業や国のワンストップ総合支援事業（よろず支援

拠点・ミラサポ）を活用する。 

 

  ◎分析手法と主な分析項目 

分析手法 主な分析項目と情報収集項目 

財務分析 

（定量分析） 

収益性（総資産利益率、自己資本利益率、売上高利益率、

損益分岐点など）、安全性（流動比率、自己資本比率など）、

効率性（総資本回転率、在庫回転率、売上債権回転率など）、

成長性（財務主要項目の推移など）、資金繰り分析指標等

ＡＢＣ分析 

（定量分析） 

小規模事業者の業界ごとの重要指標を分析する。 

製造業：顧客別売上（利益）、技術別売上、クレーム件数・

内容など 

小売・卸売・サービス業：アイテム別売上（利益）、サー

ビス別売上（利益）、クレーム件数・内容など 

３Ｃ分析 

（定性分析） 

環境分析の一環としては、「市場、顧客: Customer（成長

性、規模、構造、決定要因など）」、「競合: Competitor（経

営資源、戦略、業績など）」、「自社: Company（経営資源、

戦略、業績など）」の分析を行い、成功要因を特定する。

ＳＷＯＴ分析 

（定性分析） 

外部環境（政治動向、規制、経済・景気、社会動向、技術

動向、業界環境の変化や顧客ニーズなど）と内部環境（強

み、弱み）を分析し、戦略立案の基盤とする。 

 

（３）経営分析結果の活用（拡充事業） 

   分析結果は、巡回により提供していく。また、分析結果を踏まえ、今後成長・発

展するためにはどのような取り組みが必要になるかを検討するきっかけにしても

らう。その上で、事業計画の策定提案を行い、事業計画を策定して頂く。更に、分

析結果に応じて、経営指導員や専門家から、同様の特徴を持った事業者の成功事例

を紹介する。ツールとしては、岐阜県商工会連合会や全国商工会連合会が公表して

いる先進支援事例を活用する。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

経営分析件数 

（経営指導員また

は専門家による経

営分析件数） 

10 30 35 40 45 50

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

＜現状及び課題＞ 

当商工会では、これまで経営革新計画、小規模事業者持続化補助金、国の認定三法（新
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連携、地域資源活用、農商工連携）、岐阜県助成金の獲得等に向けた事業計画の策定提

案を行い、専門家を派遣して支援を行ってきた。しかし、補助金獲得ということが目的

になりがちな側面もあり、必ずしも中長期的かつ発展的な事業計画として活用されてい

るケースは少ないのが現状である。よって、今後は、当商工会の支援により、小規模事

業者の経営課題を解決し、中長期的視野での経営を実践頂くことが必要である。 

 

＜本事業での取り組みと支援に対する商工会の考え方＞ 

今後は、地域の経済動向調査、各社の経営分析等の結果を踏まえ、小規模事業者の経

営課題を解決していくことを前提に、小規模事業者の持続的発展に資する事業計画の策

定支援を実施する。この支援により、自社の将来の姿や目標を明確にし、効率的かつ効

果的に行動できる計画とし、さらに専門家や各種支援機関、金融機関と連携を図ること

で具体的かつ実現可能な計画策定につなげていく。 

 

（実施内容） 

（１）事業計画策定の意義などの啓蒙活動（新規事業） 

巡回により各種情報提供や経営分析支援を行った事業者に対し、将来を見据えた

事業計画の重要性を説明し、事業計画策定の提案を行う。説明の際には、事業計画

策定に関するセミナー資料や成功事例を用いて、理論と実態を結びつけ理解いただ

けるようにすることで、意欲喚起を行う。 

 

（２）経営計画策定セミナー及び個別相談会の開催による啓蒙活動（拡充事業） 

経営計画策定セミナー及び個別相談会を開催し、事業計画の重要性を理解いただ

き、事業計画策定に対する意欲を喚起する。また、過去に巡回や窓口相談で接点の

ある小規模事業者をはじめ、町内小規模事業者全てを対象に実施する。更には、チ

ラシを作成し巡回や窓口相談時、郵送、町広報誌への記事投稿により募集を掛ける。

内容としては、簡易的な様式で事業計画が策定できるようなカリキュラムを組み

（講師と相談し）、策定の流れや視点を掴んでいただくことで策定に向けたハードル

を低くする工夫を行う。 

個別相談会では、個別の状況をヒアリングの上、どのような事業計画を策定すべ

きか、またどういった点に注意して事業計画を策定すべきかを助言し、事業計画策

定に向けた事業の方向性、策定手順・注力点の整理を行う。 

 

（３）事業計画の策定支援方法（新規事業） 

上記（１）（２）で事業計画の策定を希望する小規模事業者に対しては、話し合い

の場を設け、「事業計画策定に必要な項目に関するヒアリングを行い、それらを整理

する」、という作業を繰り返し行っていく。その際には、経済動向の情報や経営分析

結果を活かすとともに、小規模事業者の意見をしっかり取り入れることで納得して

いただきながら進めていく。なお、精度の高い事業計画とするため、目標数値とそ

れを実現する取り組みとの整合性を確認する。特に、販売戦略における取り組み成

果は不透明な側面が大きいため、市場性やニーズに関しては念入りに確認し指導す

る。また、岐阜県商工会連合会のエキスパートバンク事業や国のワンストップ総合

支援事業（よろず支援拠点・ミラサポ）による専門家、各種金融機関等の専門家と
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連携し支援を実施する。 

 

（４）創業者・事業承継者向けの事業計画の策定支援（新規事業） 

創業予定者、事業承継者に対しては、蓄積した経済動向に関する情報提供やＳＷ

ＯＴ分析を中心とした経営分析の実施後に、事業計画の策定支援を行う。 

創業予定者の内、予備知識が全くない小規模事業者に対しては、大垣商工会議所

が定期的に開催している創業セミナーへの参加を促し、参加後、事業計画策定の支

援を行う。手法は上記（３）と同様である。 

事業承継者は、岐阜県事業引継ぎ支援センター（岐阜商工会議所）や大垣共立銀

行（事業承継サポートデスク）などの相談窓口と連携して支援を行う。岐阜県事業

引継ぎ支援センターや事業承継サポートデスクなどが実施するセミナーチラシを巡

回時に紹介し参加を促し、参加後は、事業計画策定の支援を行う。なお、セミナー

情報は当商工会ホームページにも掲載することで周知する。事業計画策定支援の手

法は上記（３）と同様である。 

尚、現在、神戸町は産業競争力強化法における市区町村による創業支援の計画認

定を受けていないため、より充実した支援を行うためにも神戸町へ認定を働き掛け

ていく。 

 

  ◎事業計画策定の効果 

    事業計画を策定することで、事業計画自体の論理性、妥当性が増すといった効

果が期待できる。また、事業の進捗状況を確認し、的確な軌道修正をすることが

容易になることが事業計画を策定する効果と言える。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

経営計画策定セミナ

ー及び個別相談会へ

の参加者数 

15 20 25 30 35 40

事業計

画策定

支援件

数 

既存事業者

策定件数 
10 12 14 16 18 20

創業計画・

事業承継計

画策定件数

0 1 1 2 2 3

合計 10 13 15 18 20 23

※事業計画策定支援件数は、経営分析を行った事業者全てに対して提案を行い、その中

から事業計画策定に進む小規模事業者の件数である。 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

＜現状及び課題＞ 

これまで事業計画の策定支援を行ってきた事業者に対しては、巡回を中心に状況の確

認を行ってきた。しかし、全ての事業者に対して均一に行っておらず、事業者から新た

な要望や支援依頼がある場合にサポートをする程度の関わりであった。このような状況

であり、事業の進捗状況を把握し、定期的な支援を行ってはいなかったと言える。よっ

て、事業計画を確実に実行して頂くための継続的な支援を行う必要がある。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

 事業計画を策定した全ての事業者に対して、定期的に事業の進捗状況を把握し、適宜

必要な情報提供やその時々の経営分析の結果を踏まえ、現時点での課題や今後の課題を

先読みしたフォローアップ支援を実施することで、小規模事業者が安定的かつ持続的に

発展を遂げていけるよう支援を行う。 

 

（実施内容） 

（１）巡回訪問による事業計画の進捗状況の確認（拡充事業） 

事業計画策定後は、既存事業者は３ヶ月に１回、創業・事業承継者は年間５回以

上巡回訪問し、事業計画の進捗状況を確認する。創業・事業承継者は、既存事業者

よりも手厚い支援が必要と判断しフォローアップ回数を増やす。事業者の状況や事

業計画の進捗状況については、基幹システムに入力し支援履歴が分かるように整理

し、職員間で情報共有する。その中で、進捗が滞っている小規模事業者については、

月 1 回の職員会議で支援方法について職員同士で議論し、解決に向けた方向性を見

出し、小規模事業者へ提案する。 

 

（２）専門家によるフォローアップ支援（拡充事業） 

巡回訪問により、高度な課題が発生していることが把握できた場合は、岐阜県商

工会連合会のエキスパートバンク事業や国のワンストップ総合支援事業（よろず支

援拠点）による専門家と連携し支援を実施する。もって、課題に応じた専門家を派

遣し支援することで、事業推進における課題を解決し、円滑な事業推進を図る。 

 

（３）事業推進に資する施策の情報提供（拡充事業） 

国や県、神戸町、他の支援機関が行う支援策（補助金公募や展示会参加案内、セ

ミナー案内）を、商工会のホームページ、「商工会トピックス」で周知し、フォロー

アップを実施する。また、支援策の内容を経営指導員が吟味し、該当する小規模事

業者には電話・ＦＡＸ・メール等で内容を伝え、その後、巡回訪問により活用に向

けて必要な指導・助言を行う。 

 

（４）課題解決に役立つ先進事例の提供（新規事業） 

巡回や窓口相談時に進捗状況を把握する際に抽出した課題に応じて、岐阜県商工

会連合会や全国商工会連合会が公表している個々の支援事業者の改善策を収集し、

巡回時に経済動向情報とともに提供する。 
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（５）事業推進に資する融資制度の紹介（拡充事業） 

事業推進中の資金繰り需要に応えるため、金融機関による融資制度（日本政策金

融公庫のマル経融資（小規模事業者経営改善資金）、小規模事業者経営発達支援資金）

を紹介し、円滑に事業推進が図られるよう支援する。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

既存事業者のフォローア

ップ回数 
0 48 56 64 72 80

創業・事業承継者のフォ

ローアップ回数 
0 5 5 10 10 15

合計 0 53 61 74 82 95

※フォローアップは、事業計画策定支援者全てを対象として算出。 

※フォローアップ回数は、原則 3 ヶ月に 1 度の巡回であるため、年間 4 回/事業者とし

て算出。伴走型で支援する。 

※創業・事業承継者は、年間 5回/事業者として算出。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜現状及び課題＞ 

これまで当商工会では、補助金の申請時に対象事業者の製商品・サービスに関する需

要動向調査を行ったことがある。しかし、事業実施段階での需要の検証や経営戦略の見

直し、修正に際しての需要動向の変化などの調査は行ってこなかった。よって、今後は

各事業者の製商品・サービスの需要動向を調査し、事業計画に随時反映させることで、

円滑な事業実施を促進することが必要である。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

事業計画を策定した事業者全てに対して、個社が扱っている製商品・サービスの需要

情報を収集しその個社に伝え、新たな市場の開拓や新商品・サービスの開発に役立てて

もらう。また、一度策定した事業計画を需要動向の変化に合わせて見直すことで、更に

発展した事業計画として推進することが可能となり、小規模事業者の持続的発展に資す

る支援となり得るものである。 

 

（実施内容） 

（１）他機関の調査結果に基づいた需要動向の把握、提供（拡充事業） 

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

で、客観的な視点で小規模事業者の保有する製商品・サービスの需要動向を把握す

ることができる。これにより、販売ターゲットの選定や販路の選定、開発商品の選

定等において、より需要の高い方向性を選択し、事業の精度を高めることを目的と

する。 

 



１９ 
 

 （ア）内閣府が実施する「全国消費動向調査」（拡充事業） 

（情報の収集・分析） 

 内閣府が発表している「消費動向調査」の結果を収集し、一般消費者が消費

に対してどのような考えを持っているか、またその推移を分析する。商業・サ

ービス業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者に限らず、製造す

る部品が使用されている商品、保有する技術によって生み出されている商品等

の情報を収集することで、最終商品を製造していない小規模事業者も活用する

ことができる。 

調査項目としては、消費者の意識（毎月）、物価の見通し（毎月）、旅行の実

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

出予定（6、9、12 及び 3 月）、主要耐久消費財等の保有・買替え状況（3 月）、

世帯の状況（毎月）、とする。 

（情報提供） 

  巡回訪問や窓口相談、訪問時に随時提供する。 

（活用方法） 

  全体的な消費動向、「どのような分野において消費需要があるか」を把握し、

小規模事業者の販売戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていく。 

 

 （イ）日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキング（拡充事業） 

（情報の収集・分析） 

  日経テレコンが公表しているデータを活用する。全国のスーパーマーケット

店頭で販売されている加工食品・家庭用品のＰＯＳデータ（商品１品ごとの販

売データ）に基づく売れ筋商品ランキングを収集し、刻々と変化する市場の動

向を速く、正確に把握する。 

  調査項目は、小規模事業者の保有する製商品・サービス、または技術に応じ

て、商品分類ごとの商品別ランキング、金額シェア、平均価格を収集する。商

業・サービス業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者に限らず、

製造する部品が使用されている商品、保有する技術によって生み出されている

商品等の情報を収集することで、最終商品を製造していない小規模事業者も活

用することができる。 

（情報提供） 

  巡回訪問や窓口相談、訪問時に随時提供する。 

（活用方法） 

「どのような分野において何が売れているか」を把握し、小規模事業者の販

売戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていく。 

 

（２）モニター調査の機会提供（新規事業） 

（情報の収集・分析） 

主に小売業やサービス業の小規模事業者の内、消費者の生の声を商品改良や販売

促進方法に反映させたい事業者を対象にモニター調査の機会を提供し、需要動向を

把握できるようにする。 

   事業者が提供する商品やサービスについて、流行や家庭消費に対して感度の高い
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青年部（毎月会合を開催、10～20 人参加）及び女性部（年 4 回会合開催、10～20

人参加）の会合時に、各会員に消費者目線で商品・サービスを考察してもらい、意

見を抽出する（聞き取り形式）。事業者が想定しているターゲットに応じた販売価

格、品質（味、機能、使用感など）、パッケージデザイン、販路等についてまとめ、

事業者へフィードバックし、事業者が想定している戦略とのギャップを確認する。

また、その内容は経営指導員と情報共有して多角的な視点でターゲットに対する売

り方・訴求方法を検討し、商品・サービスの改良や販路拡大につなげる。 

（情報提供） 

巡回訪問時に随時提供する。 

（活用方法） 

製商品・サービスの販売ターゲットである実際の消費者が、個社の製商品・サー

ビスに対してどのような反応・意見があるかを把握し、小規模事業者の販売戦略・

商品戦略・広報戦略の立案に活かしていく。 

 

（３）専門有識者へのヒアリング調査の実施 

（情報の収集・分析） 

   主に製造業（工業系）の小規模事業者を対象として、個社の該当技術に関する動

向や応用分野、今後の革新の方向性、そして、それらの技術ニーズが高い業界・企

業等に関してヒアリングを行う。ヒアリング対象は、該当する大学の専門講師やも

のづくりコーディネータ（岐阜県産業経済振興センター）など専門的な知見を有す

る方とする。ヒアリングした内容はまとめて、その個社に提供する。 

（情報提供） 

巡回訪問時に随時提供する。 

（活用方法） 

小規模事業者が保有する固有の技術が「どのような分野において需要があり、か

つ進化する可能性があるか」を把握し、小規模事業者の販売戦略・商品戦略・広報

戦略の立案に活かしていく。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

他機関の調査結果に基づ

く需要動向の提供事業者

数 

0 7 8 10 11 13

モニター調査の機会提供

事業者数 
0 3 4 4 5 5

専門有識者へのヒアリン

グ調査の実施・情報提供

事業者数 

0 3 3 4 4 5

合計 0 13 15 18 20 23

※事業計画策定支援事業者、事業計画の実行支援事業者全てを対象とする。 
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（４）市場動向・需要動向を捉えた修正計画の策定提案（新規事業） 

上記の調査結果を踏まえ、需要動向の変化に応じた商品戦略、販売戦略、広報戦

略の立案提案を行い、事業計画の修正を、専門家（岐阜県商工会連合会のエキスパ

ートバンク事業、国のワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点・ミラサポ）活

用）と連携し実施する。これにより、自社の商品力の向上や新たな販路の開拓に繋

げる。 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

＜現状及び課題＞ 

 これまで需要開拓に寄与する支援としては、商店街を中心としたイベントの案内や飲

食店を中心としたグルメガイドの制作・配布を行ってきた。また、岐阜県商工会連合会

からの見本市の共同出展に関する案内等を行ってきた。しかし、それぞれ一元的な取り

組みであり、実施した結果を検証する活動も不足しており、効果的な活動とは言い難い

ものであった。よって、今後は小規模事業者が積極的に行動し、その行動の成果を確実

に得ていけるよう支援を行っていく必要がある。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

事業計画を策定し実施支援を行っていく中で、小規模事業者が開発した新製商品・サ

ービス等の認知度向上を図るため、専門家や支援機関（岐阜県産業経済振興センター、

岐阜商工会議所、中小企業基盤整備機構）、他団体などと連携し、テストマーケティン

グ活動への支援と、県内外のイベント・見本市・商談会への出展支援を行う。 

 

 

○新たな需要の開拓に対する商工会の考え方 

現代は「物余りの時代」であり「作れば売れる」という時代ではない。小規模事業者

は特に販路開拓の取り組みを苦手としており、商工会としても提供できていなかったこ

とは事実である。また、小規模事業者の保有する技術や製商品によって、販売の対象タ

ーゲット・対象市場・対象地域は異なるため、各小規模事業者の個々の事情に適した支

援が必要と考える。よって、本事業においては、小規模事業者それぞれの事情を考慮し

た情報発信の取り組みや消費者・バイヤーと接する機会の提供、ＩＴを活用した取り組

みを継続的に支援することで、認知度向上に貢献し小規模事業者の販路開拓を実現す

る。 

 

（実施内容） 

（１）マスメディア活用支援（拡充事業） 

 （ア）マスメディアへの一斉プレスリリースの実施（新規事業） 

新たな商品・サービスやイベントなどの認知度を高めたい小規模事業者を対象

に、マスメディア（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ）へのプレスリリースを商工会

にて取りまとめて一斉に実施する。一事業者として実施するよりも、信頼感のあ

る商工会を通して実施することで、採用される可能性を高くする。 
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（イ）メディアの目を引く魅力向上支援（拡充事業） 

プレスリリースを出す際、より洗練された技術や商品・サービスであった方が

メディアに取り上げられる可能性は高くなる。よって、上記（ア）の対象者にメ

ディアに取り上げて頂くためのポイントを指導することで、効果の向上を図る。 

 

（２）Ｗｅｂ、ＳＮＳ活用販促支援（拡充事業） 

地域外への販路拡大を目指す小規模事業者を対象に、当分野の専門家（岐阜県商

工会連合会のエキスパートバンク事業、国のワンストップ総合支援事業（よろず支

援拠点・ミラサポ）活用）を派遣し、ホームページ・インターネット（通販）・Ｆａ

ｃｅｂｏｏｋ・ブログを活用した販路開拓の支援を行う。これにより、地域内外問

わず、幅広い消費者に対してＰＲすることができるようになる。 

 

（３）見本市・展示会、商談会、ビジネスマッチングへの出展提案（拡充事業） 

地域外への販路拡大を目指す小規模事業者を対象に、ビジネスマッチングや商談

の機会を提供するため、毎年開催される異業種交流展示会（メッセナゴヤ）に、巡

回や窓口相談時、商工会ホームページを利用し積極的に出展の告知を行い、出展を

促す。見本市・展示会、商談会、ビジネスマッチングは、一般消費者よりも対企業

との取引拡大において有効と考えている。 

展示会の出展については、岐阜県商工会連合会と連携して出展料の一部助成など

の支援を行い、小規模事業者の販路開拓・販売促進の取り組みに対し支援を図って

いく。なお、岐阜県商工会連合会ブースでの出展となり、1 社単独で出展するより

も存在感を醸し出すことで、訴求力も高まる効果がある。 

 

（４）全国商工会連合会のコンテンツを活用（拡充事業） 

地域外への販路拡大を目指す小規模事業者を中心に、全国商工会連合会が関係す

る「むらからまちから館」・「ニッポンセレクト com」・「ニッポン全国物産展」への

出展による販路開拓・販売促進支援を実施する（むらからまちから館は年２回募集、

ニッポンセレクトは随時募集）。なお、「むらからまちから館」・「ニッポンセレクト

com」は常設販売することで、知名度向上・売上増加が期待でき、「ニッポン全国物

産展」への出展は、県を代表しての出展となるため、注目度は高く、出展による販

路拡大の効果は高いと考える。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

マスメディア活用支援上

段：プレスリリース実施

事業者数 

下段：魅力向上支援事業

者数 

0 4 5 6 7 7

0 4 5 6 7 7

Ｗｅｂ、ＳＮＳ活用によ

る販路開拓支援件数（岐
0 2 3 4 5 6
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阜県商工会連合会、よろ

ず支援拠点） 

見本市・展示会、商談会、

ビジネスマッチングへの

出展事業者数（上段）、商

談件数（下段） 
・メッセナゴヤ 

・ビジネスマッチング 

0 1 1 2 2 2

0 2 2 4 4 4

全国商工会連合会のコン

テンツを活用事業者数 
・むらからまちから館 

・ニッポンセレクト 

・ニッポン全国物産展 

0 1 1 2 2 3

商談成立数(上記全体で) 0 1 1 1 2 2

※事業計画の実行支援事業者に、いずれかの支援を実施する。 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．「ごうどブランド」認定制度の活用促進事業（拡充事業） 

＜現状及び課題＞ 

 平成 26 年 6 月に「神戸町の特産品で特に優れたものを“ごう

どブランド”として認定し、神戸町の特産品を全国に発信する

ことにより、神戸町ならびに特産品の認知度とイメージ向上を

図る」ことを目的に本制度が制定され、これまで決められた条

件を満たす 4事業者 11 アイテムが認定されている。認定委員と

して商工会長も参加している。しかし、現状としては認定する

ことがゴールになっており、その後の認定商品に関する情報発

信や認定事業者に対する販路構築などのサポートが体系的に行

えていない状況である。今後、地域内外において本制度の認知度を高めるとともに、販

路構築に活かすことができる制度として確立を図る必要がある。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

 行政担当部署（ふるさと発信課）と連携しながら、認定を受ける小規模事業者を増加

させるための支援を実施する。また行政として十分にサポートできていない認定後の販

路構築に関する取り組みやそこに至るまでの過程におけるサポートを商工会にて行う

ことで、より精度の高い充実した取り組みにしていく。これにより、本制度認定のメリ

ットを明確にし、認知度を向上させ、活用を促進していく。 

 

（実施内容） 

ごうどブランドロゴ 
（神戸町ＨＰより） 
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（１）小規模事業者への周知、認定支援の実施 

 小規模事業者の窓口相談や巡回訪問時に、本制度について説明し認定のメリットを十

分に理解頂く。そして、既存商品での認定の可能性、また将来開発する商品での認定の

可能性を模索し、認定の可能性があるものがあれば認定に向けた支援を実施する。 

 

（２）見本市・展示会・イベントへの合同参加及びサポート 

 認定事業者に対して、販路構築に向けた取り組みを支援する。具体的には、行政と打

ち合わせを行い、見本市・展示会・イベントに合同参加する年間スケジュールを作成し、

認定事業者へ参加を促す。また、ただ参加するのではなく、新たな取引先の開拓を主と

した成果創出に向けて、広報ツールの整備や商品展示の仕方、セールストークのあり方

等について指導を行うとともに、参加後の振り返り（勉強会）も行政担当者同席の下、

合同で実施することで、参加事業者ごとの課題の抽出はもちろん、互いの課題を共有す

ることで、より多くを学ぶことができる仕組みを構築する。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

累計認定アイテム数 11 13 14 15 16 17

認定事業者の展示

会・見本市・イベン

トの合同参加回数 

4 
※行政の

みで実施 
4 4 4 4 4

 

 

２．事業承継支援事業（新規事業） 

＜現状及び課題＞ 

 現状、行政としても商工会としても体系的に事業承継に関する取り組みは行っていな

い。しかし、先述の小規模事業者の現状を踏まえると、既存事業者の事業承継を促進し

なければ地域産業の衰退は明らかであることから、行政と一体となって事業承継の仕組

みを構築し、その認知活動と事業者の意識改革を図り、既存事業者の事業引継ぎを必要

がある。小規模事業者の課題として前述したとおり後継者不足による廃業が増加してお

り、この事業を推進することにより地域活性化につなげていく。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

 本事業では、行政とともに「事業承継斡旋窓口」（事務局は商工会が担う）を開設す

る。そして、後継者が存在せず、事業を引き継ぐ必要のある小規模事業者に対する啓蒙

活動を行うとともに、それらの情報を蓄積する。また、神戸町内で事業拡大や創業意欲

のある事業者（個人）を募集する。これら両者の情報を一元管理しデータベース化する。

データベースの登録者にて引き合わせを行うとともに、問い合わせ者に対しては随時、

登録者の中から選定して引き合わせを実施し、事業承継を促進する。 

 当面は行政と定期連絡会を設けて連携を図るが、その他、金融機関や他支援機関とも

連携を図っていくことで取り組みの輪を拡大していく。 
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（実施内容） 

（１）事業承継斡旋窓口の開設 

 商工会を事務局として。「事業承継斡旋窓口」を開設する。その際、事業承継斡旋窓

口としての業務内容や事業承継の手順、各機関・各担当の職務分掌等を定めた運用マニ

ュアルを策定する。 

 

（２）引渡し事業者への啓蒙活動（取り組みの広報活動） 

 本事業の広報チラシを制作し、事業者への案内ツールとして活用する。そして、後継

者が存在せず、事業を引き継ぐ必要のある小規模事業者に対して、事業承継の必要性を

説明し納得頂いた上で、アンケートまたはヒアリングにより事業を引き渡す上で必要な

情報を把握する。 

 

（３）引受け事業者への啓蒙活動（取り組みの広報活動） 

神戸町内で事業拡大意欲のある既存事業者と創業意欲のある個人を募集するため、町

広報誌への広告記事掲載やチラシ新聞折込等により希望者を公募する。各町内会の回覧

板や各サークル活動団体等への案内も行うことで、認知頂く幅を拡大していく。応募の

あった方に対しては、アンケートまたはヒアリングにより引き継ぐ上での希望や条件を

把握する。 

 

（４）データベースの作成 

 啓蒙・広報活動の結果、対象者として収集した方々（引渡し事業者、引受け事業者）

の情報を一元的に管理し、すぐに参照できるようにするとともに、希望や条件等により

照合できるようにデータベースを作成する。 

 

（５）マッチングの実施（承継業務） 

 登録者同士の情報を照合し、引き合わせ可能な先は随時、互いに紹介していく（引き

合わせる際は秘密保持誓約書に互いにサインする）。ただし、当人同士で話がまとまら

ない場合は、岐阜県商工会連合会のエキスパートバンク事業や国のワンストップ総合支

援事業（よろず支援拠点・ミラサポ）による専門家、各種金融機関等の専門家をテーマ

に応じて派遣し、着実に引継ぎが進んでいくよう支援する。 

 

（６）行政との定期連絡会の開催 

 本事業については、取り組みの進捗状況や課題・解決策について情報共有を図る定期

連絡会を設け、3 ヶ月に一度開催する。また、行政の保有する空き家情報や移住者等の

情報を本連絡会にて共有し、本取り組みに活かしていく。 

 

＜取り組みスケジュール＞ 

実施内容 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

事業承継斡旋窓口の開設 ○   

引渡し事業者及び引受け事

業者への啓蒙活動 
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データベースの作成    

マッチングの実施    

行政との定期連絡会の開催    

 

 

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 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

＜現状及び課題＞ 

 現状としては意識的に情報交換を行っていることはほとんどない。岐阜県商工会連合

会岐阜ブロック広域支援室に対して支援に関する相談をすることはあるが、情報交換と

いうレベルにはない。小規模事業者への定期的な情報提供、支援スキルのレベルアップ

のため各機関と密に情報交換を行い、当商工会内に蓄積する必要がある。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

今後は、支援ノウハウ等を蓄積し、小規模事業者の伴走型支援に活かすための情報交

換について、以下の通り実施する。 

 

（実施内容） 

（１）経営指導員研修会での情報交換（拡充事業） 

岐阜県商工会連合会が年 2 回開催する「経営指導員研修会」において、支援ノウ

ハウ、支援の現状等について情報交換を行う。 

 

（２）岐阜県商工会連合会西濃ブロック広域支援室との情報交換（拡充事業） 

岐阜県商工会連合会西濃ブロック広域支援室との情報交換及び支援方法の共有化

を図る。広域支援室では、各単会の専門家派遣を一手に担っており、各単会での支

援事例を豊富に保有しているため、支援における類似事例を紹介していただくこと

ができる。また、他の岐阜地域の情勢についても情報共有することとする。情報交

換の頻度としては、毎月一回の連絡交換会として開催する。 

 

（３）金融機関との情報交換（拡充事業） 

   年一回の連絡会議において、日本政策金融公庫や地元金融機関等の融資の観点で

の企業支援ノウハウを学ぶ。 

 

（４）財団法人岐阜県産業経済振興センターとの連携（新規事業） 

   多くの小規模事業者や中小企業の経営支援を行っている財団法人岐阜県産業経

済振興センターと連携を図り、情報交換を行う。主に、専門的な経営手法（市場調

査、需要動向調査、マーケティング手法、事業承継、創業）に関して、財団法人岐

阜県産業経済振興センターにはコーディネータが多数在籍しており、当会の職員会

議に半年に一度参加頂くことで情報交換を行う。 
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（５）支援ノウハウ等の情報交換（拡充事業） 

上記（１）～（４）で収集したノウハウを、職員会議にて職員間で情報交換して

共有するとともに、データベース化し、職員の異動等があった場合にも対応できる

ようにする。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜現状及び課題＞ 

 本事業の計画推進に特に必要な能力は、「コミュニケーション能力」と「提案力」で

ある。「コミュニケーション能力」については、若い経営指導員や職員については更に

磨く必要がある。一方、「提案力」については、各種情報収集から、経営分析、事業計

画策定、その後のフォローアップまで、自力で体系立てて小規模事業者に納得頂きなが

ら支援していくことは、どの経営指導員・業務職員についても難しい状況である。よっ

て、これらの能力を継続的に向上させるための仕組みを構築する必要がある。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

本事業では、経営支援に資する能力を習得し、小規模事業者に対する伴走型支援を実

施するため、以下の取り組みを実施する。 

 

（実施内容） 

（１）ＯＪＴによる支援ノウハウの向上 

（ア）専門家への同行 

岐阜県商工会連合会岐阜ブロック広域支援室と連携して、毎月 1 回以上専門家

派遣事業に同行し、ＯＪＴによる企業支援能力（ヒアリング手法、支援の進め方、

分析の視点、事業展開の手法等）を高める。 

 

（イ）経営指導員同士の同行 

   ベテラン経営指導員に若手経営指導員が同行し、事業者との接し方を学ぶとと

もに経営支援に関するノウハウを断片的に学ぶこととする。 

 

（２）ＯＦＦ-ＪＴによる支援ノウハウの向上 

（ア）研修参加によるノウハウの習得 

岐阜県商工会連合会が主催する研修に積極的に参加し、企業支援ノウハウを習

得する。 

 

 （イ）専門家講師によるセミナー参加 

経営指導員、職員を問わず、専門家が講師を務めるセミナーには参加し、経営

支援に関するノウハウの習得に努める。 

 

 （ウ）見本市や商談会、マッチングでの情報収集・ノウハウ化 

見本市や商談会、マッチングイベント等に積極的に赴き、出展企業の魅力的な

展示方法やＰＲ手法を学ぶとともに、参加企業からヒアリングを行うことで商流
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や商慣習等について学び、小規模事業者の売上・利益向上につながるノウハウと

して蓄積する。 

 

（３）情報共有に関する仕組み 

職員間の情報交換により組織内での企業支援ノウハウを共有する。また、経営指

導員のみならず、他の職員が担当する支援、担当団体の運営上から得た情報を月１

回の職員会議で共有し、支援に役立てる。なお、日々の指導後には指導カルテを作

成し、指導員・職員間で回覧することで情報共有を図る。 

（４）支援ノウハウ等の情報交換 

上記（１）～（２）で収集した支援ノウハウを、職員会議にて職員間で情報交換

して共有するとともに、データベース化し、職員の異動等があった場合にも対応で

きるようにする。 

 

 

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 

毎年度、本計画の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。

（１）中小企業診断士及び経営コンサルタント・金融機関・神戸町ふるさと発信課・岐

阜県商工会連合会・小規模事業者代表（複数名）・商工会長による「経営発達支援

計画事業評価委員会」を組織し、事業実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行

う。（毎年２月） 

【事業評価委員（案）】 

・中小企業診断士及び経営コンサルタント（外部有識者）  

・金融機関複数名（外部有識者） 

・神戸町ふるさと発信課長（外部有識者） 

・神戸町商工会副会長（小規模事業者代表） 

・神戸町商工会長 

 

（２）神戸町商工会理事会において、評価・見直しの方針を決定する。（毎年３月） 

 

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

見直し等については、月 1回の職員会議で行う。 

 

（４）事業の成果・評価・見直しについては、総代会へ報告し、承認を受ける。（毎年

５月） 

 

（５）事業の成果・評価・見直し等の結果については、毎月配布している岐阜県商工会

連合会の「商工ニュース」配布時に報告書を折り込みして周知する。また、商工会

事務局に設置し、常時閲覧できる状態にしていく。更には、当商工会のホームペー

ジで公表する。 

 

■Ｐlan（計画） 

・当商工会で、これまでの実績や将来を予測して、経営発達支援計画書を作成する。



２９ 
 

■Ｄo（実施・実行） 

・計画書に基づき、当商工会で経営発達支援業務を実施する。 

■Ｃheck（点検・評価） 

・当商工会の支援者に対してヒアリングを行い、「経営発達支援事業評価委員会」に報

告し、最終評価を行い、見直し案を提示する。 

・なお、経営指導員等で月１回実施する職員会議で、支援状況の確認等内部でのチェ

ックを随時実施する。また、事業進捗状況についても同委員会でチェックを行う。

■Ａction（処置・改善） 

・「経営発達支援事業評価委員会」で提示された評価結果に基づき、改善案を示し改め

て同評価委員会の指示を受ける。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 10 月現在）

（１）組織体制 

   神戸町商工会 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な事務分掌明細 

担当職名 現在の主な事務分掌 発達支援計画支援事業の事務分掌 

事務局長 

①商工会の運営に関すること 

②事務局の統括・外郭団体に関する

③補助金に関すること 

①事業全体の統括 

②事業における行政、支援機関等の調整

③事業の収支予算の管理 

④研修会の受講等のスキル 

経営指導員 

①経営改善普及事業に関すること 

②講習会に関すること 

③各種共済・決算指導に関すること

①事業の円滑な推進に関する業務全般 

②支援機関との調整に関する業務全般 

③事業推進のためのデータ管理 

業務職員 

② 労働保険事務組合に関すること
②軽微な経営改善普及事業に関す

ること 

①事業の円滑な推進に関する業務の補助

②事業の推進に関する事務全般 

③データ収集・管理に関する業務 

記帳職員 

② 記帳指導に関すること 
②軽微な経営改善普及事業に関す

ること 

①記帳指導におけるデータ収集及び分析

②データの管理と共有データの作成 

 

事務局長 1 名 

  

経営指導員 2 名 

業務職員 1 名 

総会 

理事会 

会長  1 名 

副会長 2 名 

理事  21 名 

部・部会 

各委員会 

経営発達支援計画推進担当 

記帳職員 2 名 



３１ 
 

 

（２）連絡先 

担当者氏名：田中宏和、松岡正英、竹中弘 

住所：〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町大字神戸 520-1 

電話番号：0584-27-4185 

メールアドレス：hiro-tanaka@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） 

 
H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

必要な資金の額 44,650 45,350 46,050 46,450 46850

 

人件費等 

経営支援事務費 

地域振興費 

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 

管理費他 

30,200

1,000

4,750

500

500

300

300

7,100

30,600

1100

4,750

500

600

400

300

7,100

31,000

1200

4,750

500

700

500

300

7,100

31,400 

1,200 

4,750 

500 

700 

500 

300 

7,100 

31,800

1,200

4,750

500

700

500

300

7,100

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

①「小規模事業指導費補助金」 

 岐阜県商工会連合会を通じて調達 

②「商工会事業運営補助金」 

 神戸町からの補助金収入にて調達 

③「自主財源」 

 商工会費、各種手数料（共済受託手数料等）にて確保 

 

（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行政・関連団体との小規模事業者支援全般及び、「ごうどブランド」認定制度の活用促進事業、

事業承継事業の連携支援 

②岐阜県商工会連合会（西濃ブロック広域支援室）による専門家派遣事業による専門的指導、支

援ノウハウに関する情報共有 

③岐阜県産業経済振興センターの実施する専門家派遣事業による専門的指導、支援ノウハウに関

する情報共有、各種補助金・認定制度等の高度専門的指導 

④ミラサポの専門家派遣事業による専門的指導、支援ノウハウに関する情報共有 

⑤よろず支援拠点による経営指導及び情報収集支援 

⑥中小企業基盤整備機構を活用した販路開拓事業、新事業展開に関する支援 

⑦各種金融機関との交流による地域経済動向等の情報収集と小規模事業者の資金繰り支援 

 

連携者及びその役割 

①神戸町（町長 谷村 成基） 

住所：〒503-2392 岐阜県安八郡神戸町大字神戸 1111 番地 

TEL：0584-27-3111（代表） 

 役割：「ごうどブランド」認定制度の活用促進事業及び、事業承継事業における当会との連携

支援 

②岐阜県商工会連合会（会長 岡山 金平） 

 住所：〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 ふれあい福寿会館 9階 

TEL：058-277-1068 

 役割：専門家派遣事業での講師派遣、先進事例等の提供、支援ノウハウの情報提供 

③公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター（よろず支援拠点）（理事長 丹羽義典） 

 住所：〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南 5-14-53 

TEL：058-277-1090 

 役割：専門家派遣事業での講師派遣、支援ノウハウの情報提供 

④金融機関 

・日本政策金融公庫岐阜支店（支店長 木村正明） 

 住所：〒500-8844 岐阜市吉野町 6丁目 31 

 TEL：058-265-3171 

 役割：景況調査レポートの提供、金融動向・融資施策等の情報提供、融資制度活用時の事業計

画策定支援 

・十六銀行神戸支店（支店長 稲垣和昭） 

 住所：〒503-2311 岐阜県安八郡神戸町川西 50-1 

 TEL：0584-27-1916 

 役割：景況調査レポートの提供、金融動向・融資施策等の情報提供、融資制度活用時の事業計

画策定支援 

・大垣共立銀行神戸支店（支店長 杉山富保） 

 住所：〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 292 

 TEL：0584-27-3101 

 役割：景況調査レポートの提供、金融動向・融資施策等の情報提供、融資制度活用時の事業計
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画策定支援、事業承継に関するセミナー開催 

・大垣西濃信用金庫神戸支店（支店長 松岡伸治） 

 住所：〒503-2305 岐阜県安八郡 神戸町神戸 455 番地の 1 

 TEL：0584-27-3134 

 役割：景況調査レポートの提供、金融動向・融資施策等の情報提供、融資制度活用時の事業計

画策定支援 

⑤独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部（中部本部長 花沢文雄） 

住所：〒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 

 役割：専門家派遣事業での講師派遣、先進事例等の提供、支援ノウハウの情報提供、販路開拓

に関する支援 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸町 

（産業建設部） 

（ふるさと発信課）

岐阜県商工会連合会 

西濃ブロック広域支援室 

岐阜県産業経済振興センター 

【金融機関】 

・日本政策金融公庫 

・十六銀行（神戸支店） 

・大垣共立銀行（神戸支店） 

・大垣西濃信用金庫（神戸支店）

小規模事業者 

地域経済活性化 

経営発達支援計画 

事業評価委員会 
中小企業基盤整備機構 

支援 相談 
④金融連携 

②③④⑤専門的指導、支援ノウハ

ウ共有に関する連携 
①「ごうどブランド」事

業、事業承継事業に関

する連携 

⑤販路開拓連携 報告 

評価 

神戸町商工会 


