
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
北方町商工会（法人番号 8200005003334） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

・個別の特長を最大限活かした事業計画を持って、自ら持続的な成長のため意欲的

に創意工夫する小規模事業者を育成する。具体的には、様々な情報から将来の成

功要因を特定し、自社の強みを活かし他社との差別化を図りながら、環境の変化

に応じた対策を実施し続けることで新たな販路の開拓を実現し、売上拡大、最適

な利益確保を実現する小規模事業者を増加させる。 

・行政との連携を綿密に図り、今後の地域再生に向けて、小規模事業者が活躍でき

る環境整備や新たな特産品の創出につながる仕組みの提言を行い実現すること

で、地域全体での小規模事業者支援の輪を拡大する。更に、小規模事業者の業種

分野問わず旧態依然の事業の革新を積極的に推進し、実利的な取り組みへと昇華

させていくことで、地域経済の活性化に大きく寄与する。 

 

事業内容 

１．小規模事業者への個社支援 

個別の伴走型支援により小規模事業者の持続的発展を目指す。 

①経済動向調査 

各種調査を活用して、地域の経済動向について整理、分析を行い事業者に提供する。

②経営分析 

経営状況、財務状況、環境変化を適確に把握し、必要な提案を行う。 

③計画書策定・実行支援 

中長期的かつ戦略的な事業計画書を策定し、実行支援が可能な仕組み、体制を整備

する。 

④需要動向調査 

 業種や製商品・サービス、技術に応じた需要動向について調査、分析を行い提供

する。 

⑤販路開拓支援 

 事業計画の目標達成を後押しし、小規模事業者の販路開拓を支援する。広報展開、

展示会・商談会への参加、ホームページやＳＮＳの活用などによる認知度向上を促

進し、販路開拓に資する支援を行う。 

 

２．地域経済活性化支援 

小規模事業者が成長・発展するための仕組みの構築を行政と連携し実行する。 

①北方町「地域再生計画」事業との連携及び提言 

 新たな町の振興を図る地域において、行政と積極的に連携し、小規模事業者が活

躍する環境整備を図る。 

②商店街を中心とした活性化委員会の立ち上げ、活動推進 

 現事業の取り組みを検証し、一過性ではなく持続的な効果獲得を目的とした事業

の実施を推進するとともに、各小規模事業者の変革を促進する。 

 

連絡先 

北方町商工会 

ＴＥＬ：058-323-1101 

Ｅ-mail：kitagata@ml.gifushoko.or.jp 
担当：野原康則、高橋正忠、近藤卓也 
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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 

本町は平安時代より門前町として形成され、明

治時代旧本巣郡の郡都として西美濃北西地域一

帯の中心市街地として周辺のまちから人々や物

資が集まり商都として発展した。昭和 40 年代か

ら、町は平坦な地形であることや岐阜・名古屋の

通勤圏など立地条件を活かし、都市計画道路や土

地区画整理事業の面的整備を促進し、住宅都市と

して発展してきた。平成 26 年度時点の都市基盤

整備状況は、上水道整備率は 100％、下水道整備

率は 96％、都市計画道路整備率は 93％、土地区

画整理事業の整備率は 90％に達する。これらの

都市基盤整備により、良好な住宅地、沿道商業地

など利便性の高い市街地を形成している。 

 

 

②北方町の立地 

本町は、岐阜県の南西部、濃尾平野の北部に位置し、

東に岐阜市、北西に本巣市、南に瑞穂市へと隣接して

いる。そして、東西 1.85 キロメートル、南北 4.2 キ

ロメートル、面積 5.17 平方キロメートルと町全体が

南北に細長くなっており、町の中には一級河川の天王

川、糸貫川と普通河川の長谷川等の河川が南北に流れ

ている。 

交通の面においては、岐阜バス７路線、国道 157 号、

主要地方道北方・多度線、岐阜・関ケ原線がそれぞれ

岐阜市方面あるいは大垣市方面へと結ばれており、こ

れらの交通を利用して岐阜市中心部まで 20 分以内、

大垣市へ 30 分以内、名古屋市まで 60 分内外で到達す

ることができる。このような恵まれた立地条件から、

名古屋市をはじめとする中京圏の住宅都市として発

展している。平成 32 年には東海環状自動車道の開通

によって近隣市町村にインターチェンジ（以下 IC）が

設置される予定である、 

 

 

 

岐阜県における北方町の位置 

北方町

国道 157 号線 

県道 53 号線 

至岐阜市 

至岐阜市 

県道 92 号線 

県道 23 号線 

至本巣市、関ヶ原市 

北方町地図
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③北方町の人口 

本町の人口は、昭和 40 年代から進められた都市計画道路や土地区画整理事業の面的

整備の促進により、昭和 55 年（1980 年）から平成 22 年（2010 年）までの 30 年間で

約 1.4 倍の 18,395 人まで人口が増加し、住宅都市として発展してきた。しかし、その

後の人口は横ばい状況が続いていたが、平成 26 年より微減に転じており、これまで進

めてきたまちづくり政策の過渡期にあることを示している。 

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の推計によれば、今後、

2025 年を増加のピークとしてその後は徐々に減少し、2060 年には 16,669 人になると推

計されている。しかし、本町の北方町独自推計※1 では、国の推計値よりも早い 2010 年

にすでに増加のピークを迎え、2060 年には 14,861 人となり、国の推計より早く人口減

少が進むと予測されている。更に、人口減少と少子高齢化の進行により、年少人口と生

産年齢人口の減少が予測されており、このような人口動態に対応した新たな政策が必要

となっている。 

※1 北方町独自推計：平成 27 年 8 月 31 日現在の人口 18,319 人を考慮するとともに、

現在の出生率を維持し、かつ社会増減を 0として推計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の高齢化率は、1980 年から 2015 年までの 35 年間で、約 14％増加しており、社

人研の推計によれば、将来的にも増加していくことが見込まれ、2060 年には 32.6％ま

で上昇するが、本町の独自推計では、2060 年には 34.7％と国の推計を上回る予測とな

っている。 
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推計値/社人研推計及び北方町独自推計を根拠

 

④北方町の産業構造 

産業構造としては町内総生産の経済活動別構成比（平成 25 年度岐阜県の市町村民経

済計算）によると、第 1次産業が 0.4％、第 2次産業が 12.8％、第 3次産業が 86.8％と

なっており、第 3次産業の比重が大きい産業構造となっている。業種別でみると、最も

高い割合となっているのはサービス業で 28.4％、次に不動産業 20.1％、卸売・小売業

が 10.4％と続く。農林漁業は 0.4％、製造業は 5.0％、建設業は 7.8％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年の製造品出荷額は 147 億円とピーク時の平成 10 年から 62.3％に、平成 19

年の商品販売額は 289 億円とピーク時の 63.0％に減少している。また、事業所・従業者

数についても商工業ともに減少傾向にある。 
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製造業については

リーマン・ショック

の影響を受け、好転

を示していた平成 20 

年から一転し、平成

21年～平成23年にか

けて再び減少し、以

後は規模の縮小傾向

にある。平成 24 年で

は 19 事業所、478 人

の従業者数であり、

ピーク時の平成10 年

に対して、事業所数

は 46.3％、従業者数

は 54.8％にまで減少している。 

商業についても販売額のピークである平成 11 年の 459 億円と比べ、平成 19 年は 289

億円と大きく落ち込んでおり、この傾向は現在までも続き更に減少している。特に卸売

業の減少は非常に大きく、現在では 20 億円程度まで減少している。（平成 25 年度岐阜

県の市町村民経済計算より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業者数の内訳として、化学工業製品が全体の約 96％を占めており、大手・中堅企業の

影響が大きい。町内の小規模事業者は、町内の大手・中堅企業の下請け仕事を行っている

ところはほとんどなく、独自に技術開発や販路開拓を行っているところが大半である。 
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 一方、小規模事業者（概算）（下表※印参照）の事業所数でみた場合、商業系、サー

ビス業関連の事業所で小規模事業者全体の約 65％（下表）となり、町内総生産の経済活

動別構成比と同様に、第 3次産業の事業所が多いことが分かり、本町の重要な産業であ

ることが確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体としては大きく減少しているが、小売業はほぼ横ばい傾向である。 

平成26年経済センサス‐基礎調査より

事業所数 小規模事業所（概算）
小規模事業者全体

に占める割合

A～S 全産業 803 523 100.0%
　　A 農業，林業 0 0 0.0%
　　B 漁業 0 0 0.0%
　　C 鉱業，採石業，砂利採取業 0 0 0.0%
　　D 建設業 50 47 9.0%
　　E 製造業 47 44 8.4%
　　F 電気・ガス・熱供給・水道業 2 1 0.2%
　　G 情報通信業 3 3 0.6%
　　H 運輸業，郵便業 7 4 0.8%
　　I 卸売業，小売業 206 110 21.0%
　　J 金融業，保険業 13 11 2.1%
　　K 不動産業，物品賃貸業 39 38 7.3%
　　L 学術研究，専門・技術サービス業 29 23 4.4%
　　M 宿泊業，飲食サービス業 130 77 14.7%
　　N 生活関連サービス業，娯楽業 107 79 15.1%
　　O 教育，学習支援業 50 27 5.2%
　　P 医療，福祉 77 36 6.9%
　　Q 複合サービス事業 3 1 0.2%
　　R サービス業（他に分類されないもの） 35 22 4.2%
　　S 公務（他に分類されるものを除く） 5 2 0.4%

※小規模事業者（概算）は、
　　D 建設業、E 製造業、H 運輸業，郵便業、J 金融業，保険業、K 不動産業，物品賃貸業、S 公
務（他に分類されるものを除く）は、1～19人以下の従業者の事業所、それ以外の産業は1～4人以
下の従業者の事業所の合計を算出。

商業系・サ

ービス業関

連の事業所

で、全小規

模事業所の

約65％を占

める。 
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就業に関して、本町の勤務地別 15 歳以上の就業者数は、平成 22 年国勢調査では、町

内での就業率は 26.7％となっている。本町における約 7割の就業者が他市町村および他

県で就業しており、岐阜市での就業率が 30.9％と最も多く、町内就業率 26.7％より多

いという現状となっている。県内で自市町村での就業率が 30％を切っているのは、本町

のみであり、長年、住宅都市として発展してきた町の現れとも言える。 

 

 

⑤商工会の現状 

会員数は以下のような推移となっている。 
 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

商工業者数 777 777 777 777 777 777 709 709
小規模事業

者数 
571 571 571 571 571 571 515 515

会員数（各年

度末時点） 
454 433 418 417 387 393 409 406

 会員数は、近年、平成 24 年度末までは減少傾向であったが、以降は微増・横ばいと

いった状況である。組織率も県内において決して高くはない。 

 経営改善普及事業として、経営指導員による巡回・窓口指導、金融斡旋の他、講習会

等を開催し、記帳・税務指導も行ってきた。一部ホームページやフェイスブックを積極

的に更新し、情報発信を強化してきた側面はあるが、従来型の支援に留まっていること

は否めない。地域の振興事業としても、イベント（円鏡寺「門前市」、北方まつり、商

店街「歩行者天国」、ふれあいまつり）等を中心とした従来からの継続事業がほとんど

であるが、平成 27 年度に新たな取り組みとして飲食店を中心とした北方町グルメガイ

ドを制作・配布し活性化を図り、これまでの受け身の体制からの脱却を図り始めている。

 

⑥北方町の行政施策と商工会としての連携の方向性 

 北方町が平成 21 年に策定した第６次総合計画において、地域産業の振興について大

きく３点が定められている。これらの３点において、現状及び今後の商工会としての連

携のあり方を以下の通り整理する。 

 

◆北方町の産業振興施策 

テーマ 構想 事業 商工会の連携状況

及び今後の関わり

方 

農業の振興 農業関係団体の代表者に

よる水田農業推進協議会

が中心となって、農業振興

地域における担い手農家

とＪＡ出資の農業生産法

人による土地利用集積と

作業委託の受け入れ体制

の確立を推進します。ま

・売れる米づくり

の奨励 

・担い手育成事業

・産地ブランドづ

くりの奨励 

・開放（体験）農

園の普及 

 

現状、商工会として

の直接的な関わり、

連携はほぼない。 

 

今後、産地ブランド

づくりにおいては、

生産作物を使用し

た加工品開発を行
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た、安心・安全な「売れる

米づくり」と都市近郊の特

長を生かした園芸作物の

産地ブランドづくりを奨

励します。 

 う小規模事業者を

増加させる等、認知

度向上に貢献する

支援を展開する。 

 

商工業の振興 商業の活性化を図るため

商工会が実施する各種イ

ベントの支援を行い、販売

促進に結び付けます。ま

た、商業経営の安定化をめ

ざし、商工会との連携を図

りながら、経営技術の習得

や各種調査・研究事業への

支援をします。 

・商工会活動事業

への支援 

・空き店舗の利用

促進 

・中小企業向け小

口融資制度事業 

現状、最も商工会事

業との関係が深い

テーマであるが、実

施事業が固定化し

る。 

 

今後は、効果検証を

確実に行いながら、

より的確かつ効果

的な施策を展開す

るための提案を行

い、その事業の実施

において連携を深

めていく。 

観光の振興 観光については、円鏡寺を

代表とする町の観光資源

を活用した観光プランや

周辺市町の類似観光施設

との連携による広域的な

観光ルートの形成により、

集客数の増加を図ります。

・広域も含めた観

光ルートの整備 

・観光振興補助事

業 

・新北方名物開発

支援事業 

現状、商工会として

の直接的な関わり、

連携はほぼない。 

 

今後は既存イベン

トの観光イベント

化や名物の開発、認

知度向上等を実施

する小規模事業者

の支援を強化する

ことで連携を図っ

ていく。 

 

 また、北方町は平成 27 年に地域再生計画（案）が策定され、具体的な構想の検討を

行っている。内容としては、北方町高屋・柱本地内（市街化調整区域・農業振興地域）

において、農商工の産業基盤整備と産業連携強化による産業振興により、雇用の場の創

出と地域経済の好循環及び活性化を図り、持続可能な活力あるまちづくりを推進すると

ともに、住民が健康で快適に暮らせる健康まちづくりを促進する、というものである。

対象区域を農業振興エリア、企業誘致エリア、広域交流拠点エリアに区分し、これらを

検討する一部の分科会に商工会も参加しているが、積極的な関与は行っていない。しか

し、本計画は今後の小規模事業者支援において有効活用できると考えており、地域経済

の活性化に資する事業となる可能性もあるため、具体的な活用案について積極的な提言
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を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦小規模事業者の課題 

【主要消費地の変動、飲食・サービス業は激戦】 

 本町の産業の中心である第 3 次産業（主に商業・サ

ービス業）については、幹線道路沿いに所在している

事業者が多い。しかし、消費者の流れは道路整備の状

況や大規模施設の立地等により変化してきており、小

規模事業者の所在する立地により課題が異なる。 

 

●旧商店街地域 

＜国道 157 号沿線＞ 

（栄町、加茂、若宮、朝日町、東加茂地区） 

この地域は、人の動き、交通量が少なくなっている

地域である。 

当該地域に所在する小規模事業者としては、事業の

再定義も含めた経営方針の見直し、販路開拓に関する

手法の見直しが必要となっている。 

 

●主要幹線道路沿い地域 

＜県道 23 号沿線＞ 

（平成、高屋、高屋太子地区） 

国道 157 号線 

県道 53 号線 

至岐阜市 

至岐阜市 

県道 92 号線 

県道 23 号線 

至本巣市、関ヶ原市 
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＜県道 53 号沿線＞ 

（曲路、曲路東、春来町、小柳、長谷川西、天狗堂地区） 

＜県道 92 号沿線＞ 

（高屋伊勢田、高屋条理、高屋白子地区） 

これらの地域は交通量が多く、東海環状自動車道の IC の整備により今後更に増加す

る可能性もある。 

当該地域に所在する小規模事業者としては、競合が非常に激しく、大手チェーン等も

積極的に進出している地域であるため、独自の強みを保有し消費者に訴求することが重

要な課題と言える。近年は特に交通量の多い地域に店舗が集約されてきており、尚一層

独自性が求められていると言える。 

 

【ビジネスチャンスを活かす】 

東海環状自動車道の開通によって近隣市町村に IC が設置されることは大きなビジネ

スチャンスになると考えられ、これらの効果をいかに獲得していくかが大きな課題とな

る。具体的には、隣町に大野・神戸 IC、糸貫 IC が設置される予定であり、特に名古屋

圏への物流状況が格段に改善される。東海地域において経済の中心であり、製造業の中

心である名古屋圏との距離が近くなることは大きなメリットである。この点において、

新たな取引先の発掘に向けた積極的な外部への情報発信、直接的なアプローチの拡大が

必要と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図：北方町「地域

再生計画（案）」よ

り引用 
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（２）小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 本町は東西南北に主要幹線道路が通り、物流面におけるメリットは大きく、県内の主

要都市である岐阜市・大垣市からの距離も近く、産業が発展する環境としては悪くない

条件である。このような環境を活かす事業を展開することで、北方町内の顧客獲得はも

とより、名古屋圏、岐阜市・大垣市等の周辺の中心都市圏からの顧客を積極的に獲得し

続ける仕組みを構築し、安定して成長し続けることで地域産業の発展や地域内での雇用

に貢献する小規模事業者が増加することを目指す。 

そのために、商工会として本町における小規模事業者が内発的な取り組みや改革を自

ら進めるよう促し、競争力をより一層高め成長するための支援を実施するとともに、北

方町や県内外の支援機関と連携をより密にしながら、小規模事業者が更なるステップア

ップを図るためのネットワークの構築・強化を図る。これにより、小規模事業者が更に

活躍できる環境を整備していく。 

 

 

（３）目標 

・個別の特長を最大限活かした事業計画を持って、自ら持続的な成長のため意欲的に創

意工夫する小規模事業者を育成する。具体的には、様々な情報から将来の成功要因を

特定し、自社の強みを活かし他社との差別化を図りながら、環境の変化に応じた対策

を実施し続けることで新たな販路の開拓を実現し、売上拡大、最適な利益確保を実現

する小規模事業者を増加させる。 

・行政との連携を綿密に図り、今後の地域再生に向けて、小規模事業者が活躍できる環

境整備や新たな特産品の創出につながる仕組みの提言を行い実現することで、地域全

※図：北方町「地域再生計画（案）」より引用 
仮称）糸貫ＩＣ 

仮称）大野・神戸ＩＣ 

仮称）大垣西ＩＣ 
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体での小規模事業者支援の輪を拡大する。更に、小規模事業者の業種分野問わず旧態

依然の事業の革新を積極的に推進し、実利的な取り組みへと昇華させていくことで、

地域経済の活性化に大きく寄与する。 

 

 

（４）目標達成に向けた実施方針 

・個社支援としては、各事業者は事業内容や取扱製品も様々であるため、十分に個々の

状況や市場環境におけるそれぞれの立ち位置に応じた支援を実施する。事業者に自主

性を持って取り組んで頂くためにも、商工会から提供する情報の説明を十二分に行う

ことで深い理解を促し、各事業者の持ち得る成功の可能性を感じて頂きながら支援を

実施する。また、中長期的な事業計画を策定し、その目標達成に向けて小規模事業者

が邁進して頂けるよう、時にはパートナーとして、時には監視者として、各事業者の

目標に対して厳格な姿勢で支援を行う。 

・地域経済の活性化に資する取り組みについては、行政とビジョンの共有、ゴールの共

有をしっかりと図りながら推進する。中長期的なまちづくりとの関係性も非常に強い

ことから、行政や商店街関係者とは密に連絡をとりながら、互いのコンセンサスを得

ながら実行に移していく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（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、平成 28 年 8 月より「きたがた商工会マル得新聞」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北方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にも提供するこ

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。「きたがた商工会マル

得新聞」に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「きたがた商工会マル

得新聞」を会員以外の小規模事業者にも巡回または窓

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、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にも提供すること

で経営分析や事業計画策定に活用してもらう。ホーム

ページをより多くの方に閲覧頂くために、町の広報誌

に商工会の取り組みの紹介とともにＵＲＬ等を記載頂

くようにする。 

 

（２）金融機関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・地元金融機関等や北方町総務課との情報交換を年 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、分析は、月ごとに開催する職員会

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、「きたがた商工会マル得新聞」にトピックスとし

て記載する。その後、「きたがた商工会マル得新聞」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。 
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＜目標＞ 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

「きたがた商工会

マル得新聞」説明事

業所数 

400 430 450 460 470 480

※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「きたがた商工会マ

ル得新聞」に掲載する。 

※金融に関する情報交換は、年 1回実施することとする。 

 

 

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

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。 
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  ◎分析手法と主な分析項目 

分析手法 主な分析項目 

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。 

   ※分析にあたっては、定量・定性両面からの分析を行う。 

 

（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 15 18 21 24 27 30

 

 

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

連携、地域資源活用、農商工連携）、岐阜県が行う様々な助成制度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
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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。 

 

＜本事業での支援に対する考え方とその取り組み＞ 

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

果的に行動させる。支援にあたっては、専門家や各種支援機関、金融機関と連携を図り

ながら実施する。 

 

（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（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

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） 
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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、商工会が事業計画

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、北方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北方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 

10 15 15 20 20 20

事業計

画策定

支援件

数 

既存事業者

策定件数 
15 17 19 21 24 27

創業・事業

承継計画策

定件数 

0 1 2 3 3 3

合計 15 18 21 24 27 30

※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。 

 

 

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
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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、3 ヶ月に 1 回、創業者・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。創業者・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、北方町、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、「きたがた商工会マル得新聞」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。 

 

（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。 
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＜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 
20 68 76 84 96 108

創業・事業承継事業者の

フォローアップ回数 
0 5 10 15 15 15

合計 20 73 86 99 111 123

※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。創業・事業承継事業者は、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 

   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。 

 （ア）内閣府が実施する「全国消費動向調査」 

（情報の収集・分析） 

 内閣府が発表している「消費動向調査」の結果を収集し、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
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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 

（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。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。 

  調査項目は、小規模事業者の保有する製商品・サービスに応じて、商品分類

ごとの商品別ランキング、金額シェア、平均価格を収集する。 

（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） 

「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）テストマーケティング・モニター調査の機会提供（新規事業） 

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テストマーケティングやモニター調査の機

会を提供し、需要動向を把握できるようにする。 

 （ア）「門前市」出店により消費者の生の声を収集 

（情報の収集・分析） 

円鏡寺で毎月開催される「門前市」を活用したテストマーケティングとして

の出店を促し、商品・メニューに対する商品の需要動向を図る。これは、物を

ただ単に販売するだけでなく商品・サービスに対する消費者の生の声を聞くこ

とができ、より市場ニーズを反映させた製商品・サービスの開発、改善につな

げることができる。販売価格や品質（味、機能、使用感等）、パッケージデザイ

ン等に対する意見をアンケート形式にて収集することとする。 

     ※円鏡寺「門前市」 
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       毎月 21 日に円鏡寺にて開催されるふれあい市であり、本町内外の事業

者が 20 社程出店し、地元住民の方々を中心に、毎月 400～500 人程度の集

客があり賑わいをみせている。 

（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。 

 

 （イ）商工会青年部や女性部から生の声を収集（モニター調査） 

（情報の収集・分析） 

     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

高い青年部（年 4回程度会合開催、10～20 名参加）及び女性部（年 4回程度会

合開催、10～20 名参加）の会員に、消費者目線で商品・サービスを考察しても

らい、意見を聞き取り形式にて抽出する。事業者が想定しているターゲットに

応じた販売価格や品質、パッケージデザイン、販路等についてまとめ、事業者

へフィードバックすることで、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。 
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＜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（合計） 

0 6 7 8 9 9

テストマーケティング機

会・モニター調査の提供

事業者数（合計） 

0 11 13 15 17 20

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 1 1 1 1 1

合計 0 18 21 24 27 30

※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。 

 

（４）成果の活用（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、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
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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。 

 

（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）やしんきんビ

ジネスマッチング等に、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。メッセナゴヤやしんきんビジネスマッチングは、

対企業との取引拡大において有効と考えている。特にメッセナゴヤでは、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
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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。 

 

（５）十六銀行サプライヤー探索サービス（逆見本市商談会）への参加提案（新規事業）

企業との商談・取引を希望する小規模事業者を対象に、十六銀行と連携し、同行

が開催しているサプライヤー探索サービス（逆見本市商談会）への参加を促し、中

堅・大手企業との商談機会を創出する。 

※「逆見本市商談会」は、製造業を中心とした中堅・大手企業のバイヤーを招聘する

商談会（1 社のバイヤーに対し 1 回の商談会を開催）で、平成 23 年から平成 27 年

までに 134 回開催し、延べ 2,000 件以上の商談を行っており、成約率は 30％を超え

ている。 

 

＜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 9 10 12 13 14

(0) (9) (10) (12) (13) (14)

Ｗｅｂ、ＳＮＳ活用によ

る販路開拓支援事業者数

（岐阜県商工会連合会、

よろず支援拠点） 

3 7 8 8 8 8

見本市・展示会への出展

事業者数（上段）、商談件

数（下段） 
・メッセナゴヤ 

・しんきんビジネスマッチ

ング 

0 1 1 2 2 3

(0) (4) (4) (8) (8) (12)

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 1 2 3

十六銀行サプライヤー探

索サービス（逆見本市商

談会）への参加事業者数

（上段）、商談件数（下段） 

0 0 1 1 2 2

(0) (0) (4) (4) (8) (8)

合計 3 18 21 24 27 30

※原則、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。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．北方町「地域再生計画」事業との連携及び提言 

＜現状及び課題＞ 

現在、本町では将来的な「地域再生計画」として、町南東部における農業振興、企業

誘致、広域交流拠点の開発が進められている。昨年度から有識者懇談会が行われており、

テーマごとに分科会を開催し、具体的な構想が検討されている。今後は商工会として積

極的に関与を図るためにも、具体的な施設の活用案を提言していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本事業での取り組み＞ 

 本事業では、地域内の小規模事業者にもメリットを共有できるよう、開発及びその後

の活用に向けての提言を行政に対して実施し、特産品の開発を促進する。 

 

（実施内容） 

■提言に向けた検討、提言書の作成 

 商工会としては、特に農業振興エリア及び広域交流拠点エリアにおける提言に向けた

検討委員会を立ち上げる。委員会の構成メンバー（案）は、行政担当者、商工会長、商

業部会長、経営指導員、他外部有識者またはアドバイザー数名とする。検討の視点とし

ては、主に地域経済の活性化に資すること、小規模事業者の成長・発展に寄与すること、

の二点を重要視する。行政側のスケジュールにもよるが、検討期間は 1年間とし、提言

書をまとめ、行政（分科会及び有識者懇談会）へ提出する。 

 

※北方町高屋・柱本地内（市街化調整区域・農業振興地域）
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＜北方町の計画段階の事業内容＞（地域再生計画案より抜粋） 

エリア 事業内容案 

農業振興 

エリア 

農業経営基盤の強化・拡大と新たな担い手の確保・育成による農業振

興事業を行う。 

１．農用地の再配分・集約により、農作業の合理化と新たな担い手の

就農促進事業を行う。 

２．農産物の消費拡大を見込める農業の６次産業化を促進するため、

付加価値を高めた商品開発や販売網の拡大・強化、新規開拓支援等を

包括する農業６次産業化ネットワーク構築事業を行う。 

広域交流拠点 

エリア 

「健康・福祉・農業と人をつなぐ食」の 3 つのテーマによる複合施設

の整備により、住民や広域からの人々が集い、楽しみ、賑わいのある

新たな魅力あふれる活力の場を創出し、地域経済の好循環と活性化を

促進する事業を行う。 

１．広域交流拠点エリアの町道整備、汚水処理施設整備など基盤整備

事業を行う。 

２．広域交流施設、健康施設、交流商業施設、スポーツ・アウトドア

施設などで、公共サービスを提供する。 

３．広域交流拠点の施設整備は、消費者ニーズに応じた質の高い公共

サービスを提供するため、民間活力による建設、維持管理、運営とし

ＰＦＩ事業の導入事業を検討する。 

※一部の土地を利用して温泉・スパ施設の誘致が決定している。 

 

 

＜商工会としての提言の方向性＞ 

エリア 提言の方向性（案） 想定効果・メリット 小規模事業者への支

援内容 

農業振興 

エリア 

・6次産業化施設の活用に

ついて、一部のエリアを、

町内事業者を中心とした

共有施設としての活用 

⇒商品開発のために必要

な製造機械、検査機器

類、関連設備の整備（使

用料制） 

⇒商工会の支援実施 

 

・小規模事業者の商品

開発意欲の向上 

・商品開発コストの低

減 

・事業者同士の連携、

交流の促進 

・農産物のブランド化

・商品開発における

ポイント指導支援

（ヒット商品の作り

方指導） 

・商品開発・生産及

び販売促進に係る連

携事業者の紹介 

 

・先述の個社に対す

る支援の実施 

広域交流

拠点 

エリア 

・一部のエリアにおいて、

町内事業者のチャレンジ

ショップの開設 

・町内開発商品等を優先的

に販売するアンテナショ

・小規模事業者の販路

拡大 

・商品力の強化 

・新規事業におけるリ

スク軽減 

・個社ごとの需要動

向に関する情報提供

・消費者の意見をも

とにした商品改良に

関する支援 
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ップ開設（運営は民間委

託） 

⇒複数事業者入居施設の

建設、賃貸形式での貸し

出し 

⇒商工会の支援実施 

 

・事業者同士の連携、

交流の促進 

・販売促進に係る連

携事業者の紹介 

 

・先述の個社に対す

る支援の実施 

 

＜実施計画＞ 

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

現状の再確認 

行政への意思表示 
  

検討委員会の立ち上げ 

検討開始 
  

町へ提言書のまとめ ○   

行政（分科会及び有識者懇

談会）への提言書提出 
○   

行政との提言内容の調整   

地域再生計画の実行におい

て行政と連携 
  

小規模事業者支援   

 

 

２．商店街を中心とした活性化委員会の立ち上げ、活動推進 

＜現状及び課題＞ 

 現状、本町における商店街は、以前のような活気がなく、年数回のイベント以外は人

通りもここ数年で急激に減少している。先述したように、本町における消費の中心は主

要幹線道路沿いの店舗へ移行し、旧態依然の商店街は衰退の一途を辿っており、新たな

顧客の獲得は急務の課題となっている。しかし、集客力のあったイベントについても、

近年はマンネリ化しており、顧客が固定化し減少していることから企画の刷新が必要と

なっており、商店街活性化のためのイベントとして一新する必要がある。 

 

※北方町の主なイベントは次の通りである。 

開催月 イベント 内容 

12 月～1月 年末年始大売り出し 年末年始に掛けて、商店街店舗を中

心とした売り出しイベント。 

8 月 歩行者天国 商店街一帯を歩行者天国にし、様々

な催しが行われる。 

11 月 未来タウン北方ふれあいまつり 町の農業・商業・工業などの産業が

集結し、新鮮な野菜や特産品などの

各種バザーのテントが立ち並ぶほ
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か、様々なステージイベントが行わ

れる。 

※開催場所は商店街と異なるが、商

店街関係者も関わり、商店街への人

の流入も期待できるため、他イベン

トと同様に捉える。 

 これらの他、スポット的なイベントとして実施している催しもある（サマーセール、

秋の大抽選会等）。 

 

＜本事業での取り組み＞ 

 現状の取り組みの効果検証、及び将来的に商店街の活性化または新たな商店街の形を

構想する必要があると考えており、これらを中心に検討する活性化委員会の立ち上げ、

数年間掛けて実効果の高い取り組みを各実行主体者に提言し、実行頂きながら仮説検証

を繰り返していく。 

 

（実施内容） 

■商店街の活性化策の実施及び経営改善の実施 

本件を検討、推進するための「商店街活性化委員会」のメンバー選定を行い、委員会

を組織する。メンバー構成（案）としては、行政担当者、商工会長、商業部会長、商店

街店主、他外部有識者及びアドバイザー数名とする。検討の視点は、現イベントの効果

（単一イベントとしての費用対効果、イベント後の継続効果）の検証、今後の商店街と

してのあり方・意義、継続発展が望める新たな形へのブラッシュアップ構想等を検討す

る。あるべき姿とのギャップに対して仮説を立て、改善を繰り返していく。 

基本的な流れとしては、各イベントには実行委員会が存在しており、それらの主要メ

ンバーに委員会に参加頂く。委員会内で検討・提言された内容を、各実行委員会に持ち

帰って頂き、具体的な実行手法を議論頂き、委員会に報告して頂くこととする。 

委員会メンバーとして、行政担当者に参加頂き、内容の議論から加わって頂くことで、

予算確保をスムーズに行うとともに、行政の方針を確認しながら実行する。 

 

＜商工会としての提言内容（案）＞ 

テーマ 提言内容（案） 

①イベント実施を含めた

来店客獲得の仕組み構築 

複数事業者の共同事業実施 

・イベント時のリピーター獲得策の共同実施 

・イベント実施後のＷｅｂ活用による共同販売の実施 

・共同宅配事業の実施 

 

②事業見直し 

※①の対策実施後の効果

を見定めた上で実施 

各個店に対する事業見直し案の提示、集団または個別に

具体的手法等を指導・助言 

・業態変更 

・移転の検討 

・事業承継 
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＜目標＞ 

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

現状の再確認（行政からの

予算支出状況、個店の意見

等） 

  

活性化委員会の立ち上げ ○   

各イベントの効果検証    

各実行委員会との検討、提

言 

   

来店客獲得に向けた改善策

の提言、実施 
 

 
 

事業見直し策の提言、実施    

 

 

 

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。 

（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岐阜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岐阜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 1 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独特の企業支

援ノウハウを学ぶ。 

（４）専門家との情報交換（拡充事業） 

各種専門家派遣制度を活用し、専門家（中小企業診断士・弁護士・税理士・社会
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保険労務士・弁理士等）に同行する際、企業支援に関しての情報交換を行い、それ

ぞれの分野における専門的な情報を入手し、月に一度の職員会議で経営指導員・職

員間で共有する。 

（５）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専門家が多数在籍しており、半年に一度訪問するこ

とで情報交換を行う。 

（６）支援ノウハウ等の情報交換（拡充事業） 

上記（１）～（５）で収集したノウハウ（経営課題に対する解決方法、支援事例、

各分野の専門的な情報）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。 

（１）ＯＪＴによる支援ノウハウの向上 

①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、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。 

②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 

①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。 

 ②中小企業経営改善計画策定支援研修への参加 

中小企業大学校の主催する中小企業経営改善計画策定支援研修等に年１回以上参

加することで、経営計画策定ノウハウを習得し、特に売上や利益向上を重視した支

援能力の向上を図る。 
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 ③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。 

（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共有し、それらをデータ化して常に閲覧でき

る状態にしておく。 

 

 

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 

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・北方町総務課・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） 

・北方町総務課長（外部有識者） 

・北方町商工会副会長、専務理事（小規模事業者代表） 

・北方町商工会長 

（２）北方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、当商工会のホームページ

（http://www.ccn.aitai.ne.jp/~e-machi/）に掲載するとともに、商工会事務局に

報告書を設置し、常時閲覧できる状態にする。また、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。 

 

■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。

■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。
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■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 6 月現在）

（１）組織体制 

   北方町商工会 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 
①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 

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 
①記帳指導に関すること 

②軽微な経営改善普及事業に 

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 

 野原 康則 

経営指導員 2 名 

 高橋 正忠 

近藤 卓也 

業務職員 1 名 

 苅谷 美和 

会長 1 名 

 梅田 治 

理事会 

女性部 

青年部 

部会 

 商業部 

 工業部 

 広報部 

 企画観光部 

経営発達支援計画推進担当 

記帳職員 1 名 

 神谷 裕樹子 
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（２）連絡先 

北方町商工会 

〒501-0431 岐阜県本巣郡北方町北方 1524－ 1 

 ＴＥＬ：058-323-1101 

 ＦＡＸ：058-324-7652 

 ＵＲＬ：http://www.ccn.aitai.ne.jp/ 

Ｅ-mail：kitagata@ml.gifushoko.or.jp  

担当：野原康則、高橋正忠、近藤卓也 

 

 

 

（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 14,670 14,880 15,090 15,300 15,510

 

人件費等 

旅費・事務費等 

講習会開催費等 

各種調査費等 

経営計画策定支援費 

13,400

420

450

100

300

13,600

420

460

100

300

13,800

420

470

100

300

14,000 

420 

480 

100 

300 

14,200

420

490

100

300

（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「商工会事業補助金」 

 北方町商工業振興補助金にて調達 

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地域再生計画事業、商店街活性事業の連携支援

②岐阜県商工会連合会（岐阜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（日本政策金融公庫、大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫）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北方町（町長 戸部 哲哉） 

住所：〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川 1丁目 1番地 

TEL：058-323-1111（代表） 

 役割：地域再生計画事業に関する情報提供及び各種調整、商店街活性事業における検討委員会

への参加、予算調整 

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 

・十六銀行北方支店（支店長 近藤 勝彦） 

 住所：〒501-0425 岐阜県本巣郡北方町加茂 216-1 

 TEL：058-324-1116 

 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 

・大垣共立銀行北方支店（支店長 森口 隆弘） 

 住所：〒501-0425 岐阜県本巣郡北方町加茂 15-50 

 TEL：058-324-1231 

 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、事業承継に関するセミナー開催 
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・岐阜信用金庫北方支店（支店長 清水 誠司） 

 住所：〒501-0457 岐阜県本巣郡北方町高屋太子２丁目６７ 

 TEL：058-323-8422 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北方町 

（総務課） 

岐阜県商工会連合会 

岐阜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（北方支店） 

・大垣共立銀行（北方支店） 

・岐阜信用金庫（北方支店） 

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 
⑦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地域再生計画事業、 
 商店街活性化事業に 
関する連携 

⑥販路開拓連携 報告 

評価 

北方町商工会 


