
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
川辺町商工会（法人番号 200005007135） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

川辺町商工会は、次のような経営発達支援の目標を設定します。 

①小規模事業者に対し売上の増加（5 年後 5％）、利益の増加（5 年後 4％）に向けた経

営支援の評価や中長期的な支援体制構築による小規模事業者の事業の継続的発展を

行います。 

②事業者の創出のため、積極的な創業支援（5 年間 8件）を行うことで小規模事業者の

増加を図ります。 

③現状を分析し、自社の強みを明確にしたうえで顧客ニーズに対応した魅力ある新商

品・新サービス開発等新たな取り組みに挑戦してもらうため、事業計画策定支援（5

年間 50件）を行います。 

④事業の持続的発展に繋げるため第二創業（経営革新）（5 年間 5 件）、事業承継等（5

年間 6件）の支援を行います。 

⑤地域の他の支援 10 機関との連携強化を図り支援ノウハウ等の情報交換や情報の共有

化による連携支援を行い支援力向上に努めます。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 ３種類の経済動向調査を実施し、相互比較分析して「川辺町地域経済動向調査報告書」

を作成します。作成した報告書は、小規模事業者の経営計画策定等の支援に活用します。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 巡回・窓口相談時やセミナー開催等による経営状況分析を行い、事業計画策定に活か

すとともに、業種・規模別のデータベース化及び職員間での情報の共有化を図ることに

より、小規模事業者の支援の指標となる情報を整備します。 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 事業計画の必要性や有益性を理解していただくために巡回やセミナー、個別相談会の

開催による策定支援や、創業・第二創業・事業承継を行った小規模事業者に対する積極

的な策定支援を行います。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 策定した経営計画について、進捗状況の確認や新たな課題の抽出及びその解決に向け

て伴奏型支援を行います。必要に応じて、専門家等と連携したフォローアップ支援を行

います。 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

 経営指導員が主体となり、事業計画を策定した全事業者を対象に、個々の事業者の商

品・サービスに関する市場情報の１次データと、他機関が調査した２次データを総合的

に分析することで、買い手のニーズに合った商品・サービスの開発、販路開拓等に関す

る個別支援を行います。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 展示会やイベント情報の周知及び出展支援やマスメディアなど各種広報活動による

情報発信、ホームページ作成支援など、伴走型で支援を行います。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 川辺町の魅力を発信することにより交流人口の増加を図ります。また、地域内通貨を

発行することで消費喚起をし、地域経済の振興と活性化を図ります。 

連絡先 

川辺町商工会 

〒509-0305 岐阜県加茂郡川辺町西栃井 1376-1 

TEL:0574-53-2327 FAX:0574-53-2390 

e-mail: kawabe@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．川辺町の現状 
川辺町は、飛騨川沿いのまとまった平地に市街地を形成しており、自然や農地が豊かな中

で、コンパクトな町を形成しています。町域の約 7割を山林が占め、町の中央を飛騨川が南

北に流れる山と水の町です。川辺ダム湖を町のシンボルとして「ボート王国かわべ」をキャ

ッチフレーズに掲げ、周辺一帯の散策道や公園などでは、多くの人が余暇を楽しんでいます。

また、ダム湖はボート競技に絶好の自然条件を備えており、国体が開催されるなど、日本中

のボート愛好家からその名を知られています。 

 
 川辺町の人口は 10,207 人（平成 26

年 10月 1日現在）、世帯数は 3,751世

帯です。人口動態は平成 19 年から自

然減かつ社会減となっておりますが、

一方で世帯数は増加傾向にあり、今後

もその傾向が続くものと思われます。 

 年齢別人口では、0～14歳：12.9％、

15～64 歳：57.6％、65 歳以上 29.5％

となっています。 

 川辺町の小規模事業者数は 370 人

（平成 24年経済センサス）であり、製

造業者が 75 人で約 20％を占めていま

す。 

 川辺町の就業者数 5,291人（平成 22

年国調）であり、そのうち第 1次産業

就業者数の割合は 2.6％、第 2 次産業

就業者数は 40.6％、第 3次産業就業者

数は 54.4％となっています（その他分

類不能）。今後も農業と製造業の就業

者数は減少し、第 3次産業就業者数の割合が高まっていく傾向にあります。 
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２．人口の動き 
 川辺町の人口は平成 12(2000)年

の 11,013人をピークに緩やかに減

少していますが、世帯数は増加傾

向にあり、核家族世帯や単独世帯

といった少人数の世帯が増加して

いる様子がうかがえます。 

また、平成 26（2014）年の人口は

10,207 人となっており、昭和 55

（1980）年の人口と同等の水準と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口と高齢化率】 

項目 S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H26年 

15歳未満 2,196 1,967 1,909 1,803 1,605 1,449 1,315 

15歳～ 

64歳 
6,853 7,068 7,051 6,838 6,601 6,327 5,879 

65歳以上 1,322 1,615 1,990 2,372 2,632 2,810 3,013 

総人口 10,371 10,650 10,950 11,013 10,838 10,586 10,207 

増加率 ― 2.69％ 2.82％ 0.56％ △1.59％ △2.33％ △3.58％ 

高齢化率 12.75％ 15.16％ 18.17％ 21.54％ 24.28％ 26.54％ 29.51％ 

出典：国勢調査(昭和 60 年～平成 22 年)・岐阜県人口動態調査(平成 26 年) 
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【川辺町の人口推移】 

 

 人口ピラミッド比較 

     昭和 60年(1985年)            平成 25年(2015年) 

 

 ※国勢調査を独自集計、「日本の地域別将来推進人口(平成 25年 3月推計) 

                     （国立社会保障・人口問題研究所）引用 

 

 上記の人口ピラミッドの昭和 60年と平成 25年を比較してみると、少子高齢化の町になっ

たことがわかります。徐々にではありますが高齢化が進んでいるため、高齢者の住みよい町

づくりも必要となってくると思われます。 

 また、高齢化率を見てみると昭和60年は12.75％だったのに対して、平成22年では26.54％

と高齢化社会となり、現状を考えると今後も高齢化率は上昇していくと思われます。 

 一方、生産年齢人口の動向を見てみると、昭和60年に6,853人が平成26年に5,879人となり

29年間で12.2%減少しています。隣接する美濃加茂市は生産年齢人口が増加しており、川辺町

の生産年齢人口は年々減少している現状です。 

また、近隣の町でも川辺町同様に減少していますが、比較してみると川辺町は他の町より

減少幅が少ないことがわかります。 

 

【生産年齢人口（15歳～64歳の人口）】 

市   町 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H26年 

美濃加茂市 26,231 28,036 29,461 31,095 33,657 34,740 35,257 34,029 

川 辺 町 6,782 6,853 7,068 7,051 6,838 6,601 6,327 5,879 

七 宗 町 4,084 4,176 3,754 3,401 2,987 2,671 2,388 2,019 

八百津 町 9,846 9,637 9,245 8,693 8,047 7,448 6,736 6,014 

白 川 町 8,068 7,849 7,196 6,580 6,047 5,478 4,851 4,184 

出典：岐阜県環境生活部統計課 平成２８年７月更新資料 

 

川辺町の県内・県外等別転入転出差の推移を見てみると、平成9年までは毎年転入超過とな

っており人口は増加していましたが、平成10年に転出超過となり、それ以降は転出の総人数
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が多いため人口は減少しています。 

しかも、川辺町の社会動態を見てみると、転入してくる人の多くが近隣の町からであるこ

とも理由の一つとなっており、職を求めて美濃加茂市等の町外へ就職する人が増加してきて

いる中で、ベッドタウンとして川辺町で暮らし始める人たちが増えてきているものと思われ

ます。 

子育て世代が多く、夫が町外へ勤めに行っても、妻はパートとして町内で働く人が多い中、

喫茶店や美容院、ネイルサロンなどを開業する女性もおり、今後も若い世帯の流入が見込め

る中で女性の創業ニーズの掘り起こしが重要になってくるものと思われます。 
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３．交通 
 川辺町は、東海環状自動車道美濃加茂ＩＣから車

で約 5 分の距離に位置し、国道 41 号美濃加茂バイ

パス、国道 418号、主要地方道可児金山線をはじめ、

各国県道で形成されているため、町内と町外の出入

りは非常に便利になっています。 

しかし、町の中心を飛騨川が南北に流れているた

め、南北（町内⇔町外）の往来に比べ東西（町内）

は非常に往来しにくくなっています。 

その結果、町内で買い物をするよりも町外での大

型ショッピングセンターで買い物をする方が多く、

消費の流出が激しくなっています。 

 また、鉄道網としてはＪＲ高山線が国道 41 号線

に沿って南北に通っており、町内には中川辺駅と下

麻生駅の 2駅があるため、岐阜市や名古屋市への通

勤圏としてアクセスが良く、非常に利便性が高くな

っています。 

 しかし、利便性の高さ故に、町外へ消費の流出が起こっていることが現在の問題点である

と考えられます。利便性の高さを機会としてとらえ、町外から消費を流入させることが今後

の課題です。 

 

４．産業及び小規模事業者の現状 

①産業 

 川辺町の産業は、（図表１）の通り製造品出荷額の大半をパルプ・紙や電気機械、輸送用機

械などが占めていますが、そのほとんどは従業員 100人ほどの中規模事業所数社によるもの

であり、従業員が 20人以下の小規模事業者の出荷額は、それぞれの項目の 1/3程度です。 

製品出荷額全体では（図表２）にあるように、平成 20年をピークに平成 21年に大きく減

少し下降傾向にあります。業種別では（図表３・４）の通り、建設業の落ち込みが特に激し

くなっています。 

 

 【図表１】 【図表２】 
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②地域内小規模事業の現状と課題 

【小売業の現状・課題】 

 長年地域を支えてきた食料品・小物雑貨等の買い回り品の販売を行っていた店が、景気の

悪化や価格競争の激化、後継者不足等により廃業を余儀なくされています。 

20年前、中川辺駅前の商店街には77店舗ありましたが、現在では34店舗まで減少していま

す。 

近年では、近隣の美濃加茂市に大型ショッピングセンターや大手のスーパーマーケット・

ホームセンター、町内にドラッグストアやコンビニが進出してきたことで顧客が奪われたこ

とにより、個人商店での消費や売上が減少しています。 

 個人商店だからこそ可能なサービスや機動力の高さ、それぞれの商店の強みなど、チェー

ン店にはない地元小規模事業者の魅力を高め発信し、集客に結び付けることが今後の課題と

なっています。 

 

【製造業の現状・課題】 

 町内における製造業の小規模事業者は下請けが多く、大手製造企業の下請発注の減少等の

影響を大きく受けています。また、親会社の海外展開や海外からの輸入等によるコスト勝負

では、到底太刀打ちすることはできない状態です。 

 そのため、工賃の値上げ交渉や下請けからの脱却、高度な加工技術の習得など技術力の高

い付加価値製品の製造、経営革新の取り組みや、新分野への進出などが課題となっています。 

 また、仕事はあっても従業員の高齢化や職場環境の悪化による離職率の増加など事業の継

続にも苦慮している現状で、新たな従業員の雇用や働きやすい職場環境整備をどのように進

めるかということも課題となっています。 

 

【建設業の現状・課題】 

 川辺町内の多くの小規模事業者は一人親方、個人事業者であり、昨今の住宅着工件数の減

少と大手ハウスメーカーの地方進出により減少傾向にあります。地元で長年事業を営んでき

た信頼があり、紹介・口コミ等によりお客さんを獲得してきましたが、ハウスメーカーの攻

勢により苦戦しています。特に、公共事業の減少により小規模な建設業者の撤退・減少が続

いています。 

【図表３】 【図表４】 
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 多くの小規模事業者が下請体質であったことで販売促進には力を入れておらず、営業のノ

ウハウを持っていません。今後生き残っていく為には、販売力の強化や下請けからの脱却が

大きな課題となっています。 

 

【飲食業・サービス業の現状・課題】 

 国道４１号線の整備により隣接する美濃加茂市・可児市へのアクセスが容易となり、消費

の流出が加速しています。 

 昨今の消費動向は、ワンランク下の低価格帯とワンランク上のプレミアム価格帯の市場が

成長する一方、マンネリ化して値打ち感のない中間価格帯の商品・サービスには目が向けら

れなくなっており、「高品質・高価格」か「低品質・低価格」のどちらかを求める価格の二

極化が進んでいます。特に、飲食業や自動車整備販売業、理美容業においては顕著に表れて

おります。 

町内のほとんどの事業者は、「中品質・中価格」となっており、この二極化の流れから取

り残されてしまい、顧客ニーズに対応できなくなっています。 

また、医療・介護サービス業などにおいては、美濃加茂市より訪問サービスを行う事業者

がエリアを拡大している中で、サービス面で競争に対応できない町内の事業者の景況は大変

厳しいものとなっています。 

しかしながら、美容室でまつ毛エクステやネイルといった新サービスを提供するなどとい

った、女性ならではの目線でターゲットを絞りニーズに応える女性創業者が少しずつ増えて

きています。 

そこで、更なる顧客ニーズに対応した新商品・新サービス・付加価値サービスの提供や、

新規顧客の獲得、既存顧客の囲い込みなどが今後の課題として挙げられます。 

また、個社の販売促進や広報活動の強化といった取り組みも大きな課題です。 

 

【地域内小規模事業者数推移】 

 総数 建設業 製造業 卸売業 
小売業・

飲食業 
サービス業 その他 

平成 24年 370 62 75 8 111 90 24 

平成 14年 446 65 101 1 153 104 22 

増減数 ▲76 ▲3 ▲26 7 ▲42 ▲14 2 

出典：川辺町商工会実態調査より 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

地域経済の活性化には、地域経済をけん引していく活力ある企業が多く存在することが理

想です。しかし、川辺町は人口減少、高齢化及び美濃加茂市等への消費の流出などの影響に

より、需要の減少、売上減少によって小規模事業者の活力が徐々に失われています。 
また、後継者不足に直面し、やむなく廃業していく小規模事業者が増えています。 
それに伴い地域経済が疲弊、縮小することで小規模事業者の活力と共に地域の活力が徐々

に失われているのが現状です。 
交流人口の増加と地域経済の活性化のために、川辺町商工会では小規模事業者にとって有
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意な情報提供、中長期的な事業計画の策定支援、顧客ニーズに対応した魅力ある新商品・新

サービス・付加価値サービス開発支援、技術力向上支援、販路開拓支援、新分野進出支援等、

継続的支援によって小規模事業者数の維持・発展と共に新たな創業者の創出による小規模事

業者の増加を図り、さらに円滑な事業承継も積極的に支援し“活力ある小規模事業者の育成

支援”を目指します。 
また、地域経済の活性化を担う魅力ある地域イベントを開催するなど、川辺町への交流人

口を増やす取り組みを行います。 
 
 支援方針：活力ある小規模事業者を育成するための、個社のニーズに合わせた積極的な 

経営改善 

 

 

【小規模事業振興の目標】 

 

 ①小規模事業者に対し売上の増加（5年後 5％）、利益の増加（5年後 4％）に向けた経営支

援の評価や中長期的な支援体制構築による小規模事業者の事業の継続的発展を行いま

す。 

 

 ②事業者の創出のため、積極的な創業支援（5 年間 8 件）を行うことで小規模事業者の増

加を図ります。 

 

 ③現状を分析し、自社の強みを明確にしたうえで顧客ニーズに対応した魅力ある新商品・

新サービス開発等新たな取り組みに挑戦してもらうため、事業計画策定支援（5年間 50

件）を行います。 

 

 ④事業の持続的発展に繋げるため第二創業（経営革新）（5年間 5件）、事業承継等（5年間

6件）の支援を行います。 

 

 ⑤地域の他の支援10機関との連携強化を図り支援ノウハウ等の情報交換や情報の共有化

による連携支援を行い支援力向上に努めます。 

 

 ※支援 10機関：坂祝町商工会・富加町商工会・七宗町商工会・白川町商工会・東白川村商

工会・八百津町商工会・御嵩町商工会・兼山町商工会・美濃加茂商工会議所・可児商工

会議所 

 

 

【目標達成に向けた実施方針】 

 

 川辺町商工会では、小規模事業者に対し定期的な巡回訪問を実施して、経営・金融・税務・

経理・労働・情報化等の基礎的な支援を実施し、支援の依頼があった際には小規模事業者の

もとに駆け付け、迅速な課題の解決に努めてきたことによる信頼を得ています。 
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また、近年では専門性の増す小規模企業の課題に対して、中濃地方を支援範囲とし、専門

的な高度支援を目的として設置されている「岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室」

（以下、広域支援室とする）をはじめとした各種機関（中小機構、岐阜県商工会連合会、岐

阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点、ミラサポ専門家派遣等）と連携を強め、

経営改善普及事業を推進してきました。 

 経営発達支援計画を推進するにあたって、事務局体制・各関係機関との連携を強化し、川

辺町商工会の巡回訪問の機動力・信用力を活かし、事業計画の必要性や経営発達支援事業で

行う各種セミナー等の周知徹底を行います。 

 会員事業者はもちろんのこと、会員以外からも対象となる小規模事業者へ周知を徹底する

為、川辺町商工会公式ホームページ等による情報発信・非会員の巡回等を実施します。 

 小規模事業者と数多く接点を持つことで、川辺町内の小規模事業者全体に持続的発展に向

けた事業計画づくりの重要性を浸透させ事業計画作成に取り組む小規模事業者を募ります。 

 その上で、計画策定事業者に対して伴走型による事業実施支援、フォローアップ支援を行

う事で、計画の実行性をより高めるとともに、経営指導員等の資質向上の場とし、支援ノウ

ハウの習得に繋げます。 

  

 

 実施方針：小規模事業者の持続的発展に向けた事業計画づくりと計画遂行に向けたＰＤ

ＣＡサイクルの伴走型フォローアップ支援 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

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

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 
 
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】 

 

≪現状と課題≫ 

 経営発達支援事業を実行するうえで、地域の経済動向を正確に把握することは非常に重要

です。これまでは、岐阜県商工会連合会が実施する中小企業景況調査等の情報を巡回時に小

規模事業者に対して具体的な内容を伴わない資料としての提供に留まっていました。今後は

経営改善に向けたツールを作成し、有効的に活用していくことが課題です。 

≪目標≫ 

 本事業の中で次の３つの経済動向調査を実施します。川辺町小規模事業者を対象とした①

「ヒアリングシートを活用した小規模事業者への地域経済動向調査」②「金融機関と連携し

た地域経済動向調査」③「小規模企業白書・中小企業白書等の分析による地域経済動向調査」

から情報を収集し、その分析結果を相互比較分析して「川辺町地域経済動向調査報告書」を

作成します。 

この地域経済動向調査報告書を、行政や町内金融機関へ提供するほか、支援機関相互の地

域経済動向情報交換を行い、小規模事業者支援に活かすことが目標となります。 

なお、この地域経済動向調査報告書は、商工会ホームページや商工会広報誌などで広く情

報提供を行うとともに、経営指導員等巡回・窓口指導で小規模事業者に情報提供することに

より、小規模事業者等の経営計画の策定に役立てます。 
 

【情報提供小規模事業者数の目標】 

項目 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

巡回での提供 40人 40人 45人 45人 50人 

窓口での提供 20人 20人 25人 25人 30人 

合  計 60人 60人 70人 70人 80人 

 

【事業内容】 

１－① ヒアリングシートを活用した小規模事業者への地域経済動向調査【新規事業】 

 川辺町商工会は、従来の経営改善普及事業を実施する中で、小規模事業者に対して経営の

現状や問題を漠然とした聴き取りをするにとどまっています。また、巡回の内容について職

員間での共有化も図られていませんでした。 
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 上記の現状を踏まえ、新たな取り組みとして全国商工会連合会が運用している「基幹シス

テム」を活用して、川辺町商工会独自の地域経済動向調査ヒアリングシートを作成活用しヒ

アリングを実施します。それにより、小規模事業者情報の職員間での共有化が図れるように

します。 

 毎年１回の小規模事業者訪問を行う事で、川辺町内における小規模事業者の課題抽出を行

います。 

 現状の会員巡回訪問から川辺町内の全ての小規模事業者（３７０事業所）を対象としたヒ

アリングシートを郵送し、巡回訪問回収方法にて年１回定期的に情報を集約し、調査後のヒ

アリングシートは「基幹システム」を活用し、小規模事業者ごとに経営カルテにファイリン

グし、商工会内での情報共有に役立てます。 

 共有方法として、毎月１回行われる職員会議の場にて現状の地域動向やファイリングした

経営カルテを活用し、職員間での情報共有する事で小規模事業者支援の際に活用します。 

 ヒアリングシートの分析は、経営指導員が中心となり全職員にて検討を行い、広域支援室

の職員の分析評価も加味し、必要に応じて中小企業診断士等の専門家を活用しさらに分析を

行います。分析結果は、川辺町地域経済動向調査報告書を作成する際の資料とし、また、ホ

ームページや商工会だより等で公表します。 
 

 

１－② 金融機関と連携した地域経済動向調査【拡充事業】 

 今までは民間金融機関、政府系金融機関等との情報交換は、各機関が公に公表している情

報に留まっていましたが、連携力を強化する事で、地域特性に合った小規模事業者への有益

となる地域経済動向を収集します。 

 具体的には、川辺町内、近隣の金融機関（大垣共立銀行川辺支店・東濃信用金庫川辺支店・

十六銀行古井支店）及び行政・岐阜県信用保証協会を交え年１回の意見交換を行い、川辺町

管内の景気・経済動向を情報共有し、地域経済動向を収集します。 

 大垣共立銀行・東濃信用金庫・十六銀行が発行している岐阜県の経済動向・景況調査結果

調査目的 

全小規模事業者の内、調査に協力して頂ける小規模事業者の経営内

容を把握し、川辺町管内の経済・景気動向を業種別に正確に把握する

と同時にその内容を支援に活かし、調査で得た内容について職員間

で情報共有することにより小規模事業者支援の際に活用することを

目的とします。 

調査項目 

業況、売上、経常利益、販売数量、販売単価、雇用人数、設備投資、

仕入価格、在庫、取引先、後継者の有無、業界情報、資金繰り等金融、

困っている事等。 

具体的調査手順 

巡回時に経営指導員が事業を進めます。 

川辺町内の対象事業所は、小規模事業者の製造業・建設業・小売業・

飲食業・サービス業・その他事業で行います。 

調査期間は、毎年１回（４月～６月）川辺町商工会独自のヒアリング

シートにて実施し、８月までに情報の集約を行います。 

集約した情報については、職員間にて検討を行い効果的な活用が出

来るよう工夫した調査内容とします。 
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の経済レポート等を活用します。同じく日本政策金融公庫が発行する全国中小企業動向調査

結果、岐阜県信用保証協会が発行する保証月報等を活用します。 

また、日本政策金融公庫多治見支店、岐阜県信用保証協会の担当者と面談を行うなど、密

に連絡を取り情報交換をすることによって、岐阜県下の景気・経済動向を収集します。 

 金融機関との情報交換等で得た地域経済・金融動向などは、巡回時に小規模事業者等に対

して、資金繰り・借り入れ方法や参考となる事業者情報等を提供します。 

 調査の主な項目については１－①ヒアリングシートを活用した小規模事業者への地域経

済動向調査の中で金融等のニーズも把握し、活用します。 

（※１）マル経協議会 

 小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会の略で、経営改善貸付推薦団体が集まり、

各地域の経済動向と金融支援の状況等に関する情報交換、模範事例等の情報共有を実施する

協議会です。 

 

１－③ 小規模企業白書・中小企業白書等の分析による地域経済動向調査【新規事業】 

 毎年5月に中小企業庁から発表される、中小企業の動向を詳細に調査・分析した小規模企業

白書・中小企業白書等を活用し、情報収集を行います。 

 各種情報収集先として、国・県・各団体等が提供する調査内容等の情報を活用し、①小規

模事業者をとりまく経営環境や企業経営について、②小規模事業者をそれぞれ産業分野に分

けた将来展望、③小規模事業者のための行政施策等についての情報を収集し、既存のデータ

を効率よく活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査目的 

岐阜県内の融資を希望している小規模事業者等の資金使途や事業

取り組み事例、現況、景気・経済動向、融資実績等の内容を把握す

ることを目的とします。 

調査項目 

岐阜県内や川辺町管内の景気・経済動向、物価、融資件数、資金使

途、地価、空き店舗情報・土地の情報、業況、業界情報、他地域で

の取り組み事例等。 

具体的調査手順 

経営指導員により、町内金融機関及び近隣金融機関との情報交換に

ついては随時行い、行政及び町内・近隣金融機関、岐阜県信用保証

協会による意見交換会は年１回実施します。また、日本政策金融公

庫多治見支店とは年に２回開催されるマル経協議会（※１）、川辺

町内での小規模事業者の面接時など顔を合わせる機会が多くある

のでその都度実施します。 
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【各種情報収集先（一部）】 

情報提供元 収集先 

中小企業庁 
小規模企業白書・中小企業白書、中小企業景況調査報告書、中小

企業実態基本調査 

総務省 各種調査（国勢調査他） 

内閣府 景気動向指数 

全国商工会連合会 小規模企業景気動向調査 

岐阜県商工労働部 県内景気動向調査 

日本銀行 金融経済月報、短観 

 

 小規模企業白書等には、国等の各種施策の考え方や支援策が掲載されていますが、内容を

知らない小規模事業者も多くいます。そこで、川辺町商工会では、小規模企業白書等の概要

を説明し、個々の小規模事業者の実情に応じた情報を提供することで、小規模事業者の事業

運営に役立てます。併せて個々の職員により、新聞等から情報収集に努めます。 

 収集したデータについては、巡回時に小規模事業者等に提供し、事業計画策定等や販路開

拓支援時に役立てます。 

 

調査目的 

国・県等の提供する小規模事業者施策や各種地域経済動向を小規模事

業者へ個々の実情に応じた情報にして提供します。特に、小規模企業

白書に掲載されている全国の支援事例を活用することで、事業計画策

定の充実や販路開拓に役立てることを目的とします。 

調査項目 
国・小規模事業者の地域経済動向、小規模事業者の新たな事業活動や

販路開拓事例、中小企業施策等。 

具体的調査手順 

経営指導員が中心となり、小規模企業白書・中小企業白書・国・各団

体等が提供する地域経済動向より、川辺町地域の小規模事業者に関連

する景気動向や活動事例、施策を抽出します。 

 

【活用方法】 

 川辺町地域経済動向調査結果の取りまとめ（報告書）【新規事業】 

 経済動向調査により収集した情報は、毎年１回『川辺町経済動向調査報告書』として作成

します。 

 景気動向調査報告書を作成するにあたっては、①～③の地域経済動向調査の結果をもと

に、全国的な経済動向や川辺町内の経済動向を加味し、調査・分析します。 

 報告書の作成については、経営指導員を中心とし、広域支援室職員と協力して取り組み、

場合によっては専門家を招聘して調査分析し、報告書の作成を行います。 

 作成した『川辺町経済動向調査報告書』は川辺町内における小規模事業者の経営動向を把

握し、全国的な経営動向と比較することにより、経営支援時における課題抽出や検討資料と
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してのベースとなる基本情報として使用し、その内容は川辺町商工会公式ホームページ等に

より公開・情報発信を行います。 

 また、小規模事業者の事業計画策定時の外部環境分析や内部環境分析、自社の強みを活か

した経営力向上や販路開拓など、地域内企業の経営判断に活用し、職員間での情報の共有活

用を徹底し、小規模事業者の支援の際のツールとして役立てます。 

 

調査目的 

川辺町独自の『川辺町経済動向調査報告書』を作成することで、小

規模事業者施策や各種地域経済動向を理解しやすい情報に要約し、

小規模事業者へ提供することを目的とします。 

調査項目 
国・小規模事業者の地域経済動向、小規模事業者の新たな事業活

動や販路開拓事例、中小企業施策等。 

具体的調査手順 

上述の１－①、１－②、１－③の調査を、経営指導員が中心となり、

広域支援室職員の意見も踏まえ、必要に応じて専門家の意見も取り

入れ、川辺町の経済動向調査としてまとめ上げます。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

≪現状と課題≫ 

 これまで川辺町商工会では、簡易な経営分析（売上総利益率、借入金回転期間等）すら行

うことはなく、経営改善の具体的な手段手法にまでは踏み込む提案にはなっていなかったの

が現状です。 

そこで、小規模事業者の持続的発展のために、市場構造の変化・競合他社の有無等の外部

環境と各種経営資源の内部環境を定量的・定性的に分析し、経営課題を明らかにすることが

課題となります。 

また、小規模事業者は経営状況の分析についての必要性や係数観念が希薄であることや、

やり方がわからないといった理由から、経営課題が把握できている事業者は非常に少ないた

め、経営分析の必要性を理解してもらい、分析方法等の指導を行うことも必要となってきま

す。 

 

≪目標≫ 

 小規模事業者の経営改善に向けての効果的な経営分析が不十分なため、現在の経営状態・

今後の方向性を導く経営分析を実施し、小規模事業者が解決すべき課題を的確に捉えること

を目標とします。 

 また、小規模事業者が自らの強みを把握し、経営資源、提供する商品・サービス等を把握

できるように商工会が支援を実施することで、経営分析等の潜在的なニーズの掘り起こしと

なり、小規模事業者の経営の底上げにつなげます。 

 川辺町内の小規模事業者の持続的発展に向け、今後も、地域から必要とされ経営活動が継

続できるよう、小規模事業者と一緒になって経営指導員等が伴走型で経営分析支援を行い、

経営改善への道筋を示すことを目標とします。 
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【事業内容】 

２－①事業計画策定セミナーの開催による経営状況分析の実施【新規事業】 

 事業計画策定セミナーを広域支援室等と共同で実施します。 

 平成 26 年度から毎年事業計画策定セミナーを実施し、参加者に自社の分析、事業計画策

定までの一連の流れを身に付けてもらいましたが、その後のフォローも不十分であり、成果

に至っていないのが現状です。 

 本セミナーの中で、ＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析の手法を学んでいただき、自社の経営状況を

分析します。 

 分析内容は、小規模事業者の提供する商品・サービス、保有する技術・ノウハウ、従業員

等の経営資源の内容、財務の内容、その他経営状況について集約・分析を行います。 

 収集した情報は、川辺町商工会内で共有し、事業計画策定時に活用します。 

 

項 目 

ＳＷＯＴ分析（企業の強み、弱み、機会、脅威を徹底的に分析）・３Ｃ分

析（顧客、自社、競合の関係から、自社の持つ強みや差別化のポイントを

把握し自社及び自社の提供する商品・サービスの競争優位性の評価） 

実施体制 

事業計画策定セミナーを受講していただき、セミナーの中で経営状況等

の把握・経営分析を実施します。 

講師には、中小企業診断士等を依頼し、事業計画の意義・必要性から、自

社の経営に当てはめた実践型の内容のカリキュラムとします。 

募集方法は、経営指導員等の巡回時の情報提供・チラシの郵送・川辺町商

工会公式ホームページ・川辺町広報誌（川辺町発行）等により周知を行い

ます。 

経営分析対象

者の選定方法 

事業計画策定セミナーの開催を周知し、参加していただいた小規模事業

者の方に経営状況分析を実施します。 

 

２－② 記帳継続対象者に対する経営状況分析【拡充事業】 

 小規模事業者の中でも記帳継続指導対象者は、日々の記帳業務等の中で川辺町商工会との

接点が非常に多く、数値的な情報の他にも事業内容・資金繰り等についても深く理解してい

ます。 

 今までは経理処理及び税務申告が中心で、財務分析・経営分析は行っていませんでした。

そこで、財務分析・経営分析の重要性を説明し、個社の経営強化のための財務・経営分析を

実施します。 

 また、記帳継続指導対象者の多くは、会計王（※１）を活用しているが、その機能を十分

に活かしきれていません。 

 そこで今回の経営発達支援事業で講習会や個別支援等により、ソフトを活用した経営分析

指導を行い、自社の内部環境分析や事業計画策定に役立てます。 

 

（※１）株式会社ソリマチが提供する会計ソフト 
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項 目 
①財務分析（収益性、安全性、成長性）を実施。②ヒアリング調査（強

み、取扱商品、ターゲット等）③ＳＷＯＴ分析等 

実施体制 

最も小規模事業者に寄り添って伴走型支援をしている記帳員により経営

分析の必要性について説明を行います。理解を得たうえで会計王を活用

し、経営分析シートを作成し、経営指導員と連携してヒアリングを行い、

より深い経営状況等の把握・経営分析を実施します。 

経営分析対象

者の選定方法 

相談時に財務分析・経営分析の重要性等について説明を行い、実施意思

のある小規模事業者を優先的に選定します。 

 

２－③ 巡回・窓口相談時の経営状況分析【拡充事業】 

 経営指導員等による日常の巡回及び窓口相談の際に財務分析・経営分析の重要性を説明

し、財務・経営分析を実施します。 

 重要性の理解を得たうえで、小規模事業者の決算等関係情報等を確認するとともに、業況

等のヒアリングした内容を中小機構の簡易経営自己診断システムを活用し、経営分析指導を

実施し、自社の内部環境分析や事業計画策定に活用します。 

 

項 目 
①財務分析（収益性、安全性、成長性）を実施。②ヒアリング調査（強

み、取扱商品、ターゲット等）③ＳＷＯＴ分析等 

実施体制 

経営指導員により、巡回・窓口相談の際にヒアリング、事業所の状況確

認を実施し、決算書・総勘定元帳・残高試算表等の確認を行います。 

また、商工会にて継続指導をし、会計ソフト活用している小規模事業者

の場合には記帳員と情報を共有し、経営状況の把握、分析を実施します。 

経営分析対象

者の選定方法 

相談時に財務分析・経営分析の重要性等について説明を行い、実施意思

のある小規模事業者を優先的に選定します。また、開業5年以内、第二創

業、事業承継後3年以内の小規模事業者を優先的に選定します。 

 

２－④ 金融相談における経営状況分析【拡充事業】 

 マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）推薦事業所について、個別案件毎に経

営分析を実施し、今後の円滑な事業展開のための助言を行います。 

 また、それ以外の金融相談でも、原則として経営分析を行い、事業所の経営課題の抽出に

努めます。 

 融資利用者については、融資後半年ごとに事後指導を中心とした巡回を実施し、資金融資
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効果・収益性の向上などの資金効果についてヒアリングを行い、今後の事業計画策定に活用

します。 

 また経営指導員と広域支援室職員が連携して巡回し、資金繰りを中心とした経営アドバイ

スを行い、必要に応じて専門家による経営アドバイス等を行います。 

 

項 目 
財務分析(収益性、安全性、成長性)、資金繰り表やキャッシュフロー分

析 

実施体制 

融資相談時に小規模事業者の決算書を２期分、直近の残高試算表を確認

し、業況等と今後の見通しについてヒアリングを実施します。 

各種帳票より財務分析、資金繰り、キャッシュフロー分析を行い、適切

な資金繰りであるかの分析を実施します。 

経営分析対象

者の選定方法 

融資等の金融相談時に財務分析・経営分析の重要性等について説明を行

い、原則として相談に来た全小規模事業者を対象に経営分析を実施しま

す。 

 

項目 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

事業計画策定セミナー 1回 1回 1回 1回 1回 

事業計画策定セミナー参加者 6人 8人 10人 12人 14人 

２－①事業計画策定セミナーの開催に

よる経営状況分析 
6件 8件 10件 12件 14件 

２－②記帳継続対象者経営状況分析 20件 22件 24件 26件 28件 

２－③巡回・窓口経営状況分析 4件 4件 6件 6件 8件 

２－④金融相談における経営状況分析 2件 2件 2件 2件 2件 

合  計 32件 36件 42件 46件 52件 

※２－②以外の回数及び件数については、毎年新規対象者の数 

 

（活用方法） 

 川辺町内の小規模事業者に対し、上記の①～④の事業での切り口で経営分析を実施してい

きます。 

 経営分析を行った結果、専門的な課題を抱える小規模事業者に対しては、必要に応じて広

域支援室と連携し、課題解決を行います。さらにより高度な専門的支援が必要とされる場合

には専門家派遣を実施し、岐阜県、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点、

金融機関、各種団体と連携し、経営課題に対して伴走型で支援を行っていきます。 

 また、小規模事業者の経営分析結果は全国商工会連合会運用の基幹システムを活用しカル

テによる管理の他、業種・規模別にデータベース化し川辺町商工会職員間で経営分析結果の

共有化を図り、今後の小規模事業者の支援の指標となる情報を整備し、事業計画策定に役立
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てます。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

≪現状と課題≫ 

 これまで川辺町商工会では、小規模事業者にも事業計画が必要であるという認識はありま

したが、事業計画作成に積極的に踏み込むことが出来ず、事業者からの要望があった場合や、

事業計画セミナー等においての支援などが中心であり、それほど多くの支援件数はありませ

んでした。 

 実際の支援は、単発的な支援であり伴走型支援とはなっていないのが現状です。 

 今後の小規模事業者の持続的発展に向けて重点支援ポイントであり、川辺町商工会として

支援能力の向上は必須となります。小規模事業者が経営課題を解決していくため、上記の

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

【指針①】』の結果を踏まえて、やる気のある小規模事業者の掘り起し・経営の底上げを図

るべく重点的に取り組むことが今後の課題です。 

 

≪目標≫ 

 事業計画策定セミナー等により、小規模事業者に経営計画を策定するようはたらきかけ、

計画策定事業者を増やしていくことが目標となります。 

また、巡回や個別相談等においての指導・助言を広域支援室、岐阜県よろず支援拠点、中

小企業診断士等の専門家、金融機関等と連携して実施することで実現性の高い事業計画を策

定することを目指し、小規模事業者の事業の持続的発展を図っていきます。 

 

【事業内容】 

３－① 巡回による重点支援先の選定と事業計画策定指導の徹底【拡充事業】 

 『２．経営状況の分析に関すること【指針①】』の経営分析支援先へ継続し、巡回相談時に

事業計画策定の必要性・重要性の周知を実施します。 

 経営分析を行った小規模事業者の中から重点支援先を選定し、中小企業診断士等の専門

家・各種関係機関も連携した、経営計画策定についての専門的な支援を実施します。 

 また、事業計画の策定のツールとして中小機構基盤整備機構の経営支援ツールを活用し、

支援を行います。さらに新規性のある取り組みには経営革新計画の申請を行うように助言・

支援を行います。 

 このように、経営指導員が小規模事業者に伴走型で支援することで実現可能性の高い事業

計画を策定します。 
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実施体制 

経営指導員を中心に「２．経営状況の分析に関すること【指針①】」

の経営分析支援先へ巡回し、必要性・重要性の周知を実施していきま

す。 

その中で重点支援先を選定し、経営分析結果をもとにして中小企業

診断士等専門家・各種関係機関と連携した事業計画策定支援を実施

していきます。 

重点支援先小規模

事業者の選定方法 

重点支援先小規模事業者の選定は、川辺町商工会で支援を行った経

営分析実施事業者をはじめとして、各種補助金採択事業者、マル経融

資実行事業者、創業間もない事業者、経営革新計画認定事業者等の中

から決定します。 

 

３－②創業（予定者）・第２創業・事業承継に伴う事業計画策定指導【新規事業】 

 少子高齢化・過疎化が徐々に進む川辺町において、新規創業者支援を実施することは地域

経済の維持において非常に重要な支援です。 

 川辺町商工会では、年に０～１件の新規開業者があり、今までは、創業支援を実施し創業

後の融資相談や補助金相談などについても積極的に支援をしてきました。 

 そこで、商工会ホームページ・新聞チラシや川辺町広報誌を活用し、創業者（創業予定者）

の発掘を行い、創業計画策定から川辺町商工会にて伴走型の支援を行い、開業に向けて全面

的なバックアップを行います。 

 また、川辺町は産業競争力強化法第１１３条第１項の規定に基づき、創業支援事業計画 

（※１）の認定の申請を計画しており、今後は、国・県などからだされる施策等の活用が可能

となります。 

 

（※１）創業支援事業計画 

平成25年12月4日に成立した「産業競争力強化法」において、市区町村が民間の創業支援事業

者（地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等）と連携し、ワンストップ相談窓口の設

置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施します。「創業支援事業計画」（最長5年間）に

ついて、国が認定することとしています。 
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実施体制 

（創業） 

経営指導員を中心に、創業者（予定者）の情報を収集する為に、川辺町

役場・地元金融機関（大垣共立銀行川辺支店・東濃信用金庫川辺支店・

十六銀行古井支店）と連携して、情報の共有と川辺町商工会が創業（予

定者）について全面的にバックアップすることを、川辺町商工会公式ホ

ームページ等により公開・情報発信を行い、創業意欲のある方の掘り起

しを行います。 

対象者に対して定期的な巡回訪問を実施し、創業計画書作成支援、各種

セミナー、補助金施策、空き店舗等の情報を定期的に提供することによ

り、円滑な創業が図れるように支援します。 

(第二創業・事業承継) 

経営指導員を中心に、第二創業・事業承継の対象となる小規模事業者の

巡回時に、事業主・後継者両者の事業承継に関する考え、現状と課題等

についての聞き取り調査を行います。 

課題に対して解決策を提案し、円滑な事業承継が図れ、第二創業・事業

承継計画書策定支援を行います。必要に応じて中小企業診断士等の専門

家を活用します。 

事業計画作成

者の選定方法 

創業・第二創業・事業承継計画の重要性等について説明を行い、実施意

思のある創業予定者・小規模事業者を優先的に選定します。また、創業

3年以内、第二創業・事業承継後2年以内の小規模事業者を対象に選定し

ます。 

 

３－③事業計画策定セミナー、個別相談会の開催【拡充事業】 

 事業計画策定については、事業計画策定セミナー及び個別相談会を広域支援室と連携して

実施します。 

 個別相談会は事業計画策定セミナーのフォローアップとして開催し、事業計画を完成さ

せ、また、実施後の計画の見直しについても支援します。 

 講師には、中小企業診断士等専門家により個別相談会を開催し、その後は川辺町商工会の

経営指導員等がフォローアップし伴走型の支援を行うことで、事業計画策定を行います。 

 

３－④国・県の施策普及セミナーの開催【拡充事業】 

 国や県の施策が発表された際に、説明会や講習会を広域支援室や、近隣の商工会と共同し

て実施し、施策の普及を行うと共に事業計画の策定方法についても支援します。 

 国や県の補助金や融資制度ができたときや公募が始まった時に、川辺町商工会公式ホーム

ページ・川辺町広報誌・各種チラシを活用し、小規模事業者へ施策情報を提供すると共に、

補助金等支援策の事業計画作成に合わせる形で、説明会を開催し、事業計画策定を支援しま

す。 
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【計画策定目標件数】 

項目 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

３－①巡回による重点支援先指導 2件 3件 4件 5件 6件 

３－②創業・第二創業・事業承継指導 3件 3件 4件 4件 5件 

創業事業者数 1 1 2 2 2 

第二創業事業者数 1 1 1 1 1 

事業承継事業者数 1 1 1 1 2 

３－③事業計画策定セミナー 1回 1回 1回 1回 1回 

事業計画策定セミナー参加人数 6人 8人 10人 12人 14人 

個別相談会 1回 1回 1回 1回 1回 

個別相談会参加人数 6人 8人 10人 12人 14人 

事業計画策定事業者件数 6件 8件 10件 12件 14件 

３－④国・県の施策普及セミナー 随時 随時 随時 随時 随時 

国・県の施策普及セミナー参 

加者数 
10人 10人 10人 10人 10人 

事業計画策定事業者件数 3件 3件 3件 3件 3件 

事業計画策定件数合計 14件 17件 21件 24件 28件 

※回数及び件数については、毎年新規対象者の数 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

≪現状と課題≫ 

 川辺町商工会では事業計画策定後の支援を行ってきましたが、計画的な進捗状況管理が出

来ておらず、基本的には小規模事業者まかせで、巡回訪問時に口頭での確認に留まっており、

正確な事業計画の進捗・実績がつかめていませんでした。 

 そのため、今後は定期的に進捗状況の確認を行うとともに、必要に応じて中小企業診断士

等の外部専門家、各種団体とも連携し、小規模事業者の新たな経営課題を明確にすることが

課題となります。 

≪目標≫ 

 「３．事業計画策定支援に関すること【指針②】」の事業計画策定後は、小規模事業者が策

定した計画を円滑に遂行できるよう、漏れの無いサポートを行うことが目標となります。具

体的には進捗状況シートを作成し、四半期に 1回経営指導員による巡回訪問を行い、事業の

進捗状況の把握（数値的管理、進捗スケジュール管理）の徹底や新たな課題抽出、課題解決

に向けた対応等を行い、目標が達成できるよう努めます。 
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【事業内容】 

４－① 経営指導員を中心とした巡回とフォローアップ会議の実施【拡充事業】 

 小規模事業者の事業計画の進捗が芳しくない場合は、新たな問題が生じているとの推定の

もと、直ちに巡回指導を実施します。経営課題を把握するとともに、広域支援室職員とのフ

ォローアップ会議を実施し、その解消に向けた適切な指導・助言を行い、今後の支援方針を

決定します。事業計画で販路開拓・新商品新サービス開発・雇用等を実施する場合に進捗状

況を確認したうえで、各種補助金制度や県の小規模事業者への施策を紹介し、活用を積極的

に推進します。 

 また、事業計画を遂行する上で、設備投資やそれに付随する運転資金が必要である場合は、

日本政策金融公庫が事業の持続的発展の取組のために低利で融資をする「小規模事業者経営

発達支援融資制度」も活用し、金融面の支援を積極的にしていくと共に制度利用後のフォロ

ーも徹底します。 

 

４－② 専門家派遣実施によるフォローアップ【拡充事業】 

 フォローアップ会議で決定した支援方針に基づき解消が困難な課題の場合には、中小機

構、岐阜県商工会連合会、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点、ミラサポ

専門家派遣等を活用し、小規模事業者の課題解決のため、専門的な支援に取り組みます。 

 

４－③ 創業、第二創業、事業承継後のフォローアップ【拡充事業】 

 創業者の早期廃業を防ぎ、持続的発展を促すため、川辺町商工会では創業、第二創業、事

業承継を実現した小規模事業者に対して、重点的にフォローアップ巡回を行います。創業者

については毎月１回、経営革新認定者については半年に１回、事業承継事業者については四

半期に１回の定期巡回を行い、業況をヒアリングし、売上・粗利・利益等をチェックし、事

業計画と事業実績の分析と新たな課題の抽出を行います。 

 

実施体制 

事業計画策定が完了したすべての小規模事業者に対して、全国商工会連合

会基幹システムを活用し、経営カルテを作成します。経営カルテは、過去の

指導内容や報告書、事業計画に関する内容を記載し、経緯及び実行状況を職

員全体で共有します。 

川辺町商工会では担当職員にかかわらず、職員全体が小規模事業者の相談に

常時対応するとともに、巡回指導及び窓口相談にて進捗状況を把握して、経

営カルテに記録します。 

 小規模事業者の持続的発展には、事業計画が必要不可欠であり、常時Ｐ・

Ｄ・Ｃ・Ａサイクルを意識することで、少ない経営資源を効率的に活用して

いくことが重要です。 

 段階的に目標を設定し、実現に向けた計画遂行が図れるように支援を行う

ことが小規模事業者の経営力向上につながり持続的発展を促すことが出来ま

す。 

 また、事業計画の進捗状況が思わしくない小規模事業者に対して、巡回頻

度を上げ計画遂行に向けた伴走型支援を実施します。 
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【指針②事業計画策定後の実施目標】 

項目 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 

事業計画書策定事業者支援回数 24回 32回 40回 48回 56回 

事業承継事業者支援回数 4回 4回 4回 4回 8回 

創業者支援回数 12回 12回 24回 24回 24回 

経営革新計画認定事業者支援回数 2回 2回 2回 2回 2回 

フォローアップ支援合計 42回 50回 70回 78回 90回 
※回数については、毎年新規対象者の数とします。 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

《現状と課題》 

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

たニーズに合わせた商品サービスを提供するマーケットインの考え方が重視されてきてい

ます。これに対応できるように、商工会としては新商品開発セミナーの参加を促すことや、

専門家派遣制度を活用する中で一部の事業者に対してマーケットインの考え方を指導して

きました。しかし、考え方の説明のみに留まっており、行動に移すための具体的な支援を行

っていませんでした。 

 小規模事業者は独自で情報を収集し、分析することは非常に難しいです。今後は、考え方

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

が持つニーズの収集、分析までの支援を行い、その後、商品開発から販路拡大までを総合的

に支援して行きます。 

 

《目的》 

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

スを提供していくことがとても重要です。そこで、事業計画を策定した全事業所を対象に個

社の商品・サービスレベルで需要動向を把握して、買い手のニーズに合った商品・サービス

の開発、販路開拓等に関する個社支援を行います。 

 

《調査分析の具体的手法》 

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

します。独自に収集した 1次データから買い手からのニーズを的確に把握し、これに加え一

般に公表されている他機関が調査した 2 次データを収集して、1 次データと合わせて総合的

に分析することで市場全体でのニーズに適合しているか、優位性が持てるかの判断を行う材

料とします。 
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〔需要動向調査に関する俯瞰図〕 

 

 

《情報収集項目》 

５－① 1次データの収集方法とその活用【新規】 

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

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

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

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

す。 

 

ア）取引先調査（製造業・建設業を想定） 

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

調査は、既存取引先だけでなく、新規取引先に対するニーズ調査も含め、取引先から個々に

対する要望やニーズを直接収集することを目的とします。 

 

ⅰ）調査項目 

対象業種 調査方法 調査項目 

製造業 

建設業 

バイヤー（個人を含む買い

手）へのヒアリング 

性能、品質、価格、デザイン、改善希望、製

品に対するニーズ等 

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

します。 

 

 取引先調査は、個社の業種、商品・サービスに合わせて調査対象、調査項目を設定するこ

とになりますが、ここでは想定されそうな業種を具体的に例示します。 
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ⅱ）消費者ニーズ調査の想定される具体例 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 

部品 

製造業 
ゴム加工 

自動車部品メー

カーの担当者 

メッセナゴヤ等の製造業向け商談

会や見本市でブース出展すること

で、製品に対する機能性評価、技

術評価、改善要望をヒアリング 

製品評価、改善

要望、業界でのニ

ーズ等 

食品 

製造業 

百貨店・

スーパー

向け食肉

加工品 

スーパーのバイ

ヤー 

商工会地区内にあるスーパーに

持ち込み、新商品に対する商品

評価、パッケージ評価について試

食を含めた感想をヒアリング 

商品評価、パッケ

ージ評価、価格・

納入体制評価等 

 

ⅲ）調査方法 

 取引先ニーズ調査は、各小規模事業者の既存取引先や、「メッセナゴヤ」等の展示会、岐阜

県商工会連合会が企画する「バイヤーニーズ対応型商談会」等において、見込み取引先担当

者へのヒアリングにより情報収集を行います。 

 限られた時間の中で取引先のニーズを的確に把握するため調査項目は、個々の目的や商品

に応じて事業者と共に事前に検討します。検討内容を踏まえた調査票を作成して、調査表に

基づいてヒアリング調査を行います。個々の事業者と共にヒアリング事項を検討する事によ

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

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

 

ⅳ）サンプル数の想定 

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

 

 

 

イ）消費者ニーズ調査（卸売・小売業・サービス業・宿泊業を想定） 

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

ゲット等の意見を収集するため、アンケート調査にて実施します。本調査は、地域内外関係

なく対象者の意見を多く収集して、個々の商品・サービスに対する率直な意見や感想、ニー

ズを収集・分析することを目的とします。 
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ⅰ）調査項目 

対象業種 調査方法 調査項目 

卸売・小売業 

経営計画策定時に想定した

顧客ターゲット等 

商品評価（味、デザイン、価格）、年齢、性

別、感想、ニーズ等 

サービス業 

宿泊業 

年齢、性別、住所、サービスの質、価格適正、

設備、雰囲気、感想、ニーズ等 

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

ます。 
 

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

することになりますが、ここでは想定されそうな業種を具体的に例示します。 

 

ⅱ）消費者ニーズ調査の想定される具体例 

業種 
商品・ 

サービス 
調査対象 調査方法 調査項目 

飲食業 

喫茶店の

新メニュ

ー 

女 性 20 ～

30代 

商工会職員および商工会女

性部の家族の内、対象層で

の試食とアンケート 

味・食感・価格・分量・訴求

方法などについての生の評

価・声を収集 

サービ

ス業 
旅館 

ボート関係

宿泊者 

（県外在住

者） 

ボート合宿等で宿泊するボ

ート関係者を対象にアンケー

ト 

サービスの質・価格適正・設

備・雰囲気などについて収

集 

 

 

ⅲ）調査方法 

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

域内イベントを活用した調査、b)商工会組織を活用した調査のいずれか、または双方によっ

て調査を行います。 

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

そのため、商工会主導で行うことができる商工会組織を活用した調査を行うことで、時期に

よらず随時調査を実施できるようにします。 
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a：地域内イベントを活用した調査 

 地域内のイベントである川辺ふれ愛まつり、川辺おどり・花火大会、かわべ清流レガッタ

等において、参加者や来場者に対するアンケート調査を実施します。 

 

イベント名 来場者数 来場者属性 

かわべふれ愛まつり 
11月第 3週の土・日両日開催 

両日合計で約 15,000人来場 

・参加者所在地 

川辺町内85％、その他県内15％ 

・特徴 

川辺町の住民を中心として子

供から老人まで幅広い年代層

の来場があります。 

川辺おどり・花火大会 
8月第 2土曜日開催 

約 43,000人の人出 

・参加者所在地 

川辺町内 50％、その他県内

40％、県外 10％ 

・特徴 

近隣市町からの来場者を中心

として、県外からの来場者もあ

り、比較的若い年代の来場者が

多いです。 

かわべ清流レガッタ 

レガッタ参加者約800人及び家

族・応援者約 1,300人 

合計約 2,100人 

・参加者所在地 

川辺町内 35％、その他県内

20％、県外 45％。 

・特徴 

小学生からファミリー及びチ

ャンピオンシップスまで 21 部

門で開催されます。 

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

性と一致するイベントで行うこととします。限られた時間の中で消費者ニーズを的確に把握

するため調査項目は、個々の目的や商品に応じて事業者と共に事前に検討します。検討内容

を踏まえてアンケート調査表を作成し、調査表に基づいてアンケート調査を行います。 

 例えば、具体的な例示で示した旅館であれば、県外からの参加者が多いスポーツイベント

である「かわべ清流レガッタ」にて、県外からボート競技等で宿泊するボート参加者に対し

て、サービスの質・価格適正・設備・雰囲気等の調査を行うことで、ニーズの収集を行いま

す。 

 

ｂ：商工会組織を活用した調査 

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

定したアンケートを職員、女性部、青年部等に対して実施することでニーズの収集を行いま

す。 

 例えば、若い男性をターゲットにしたメニューを開発した飲食店の場合は、事前に調査票
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を準備した上で、青年部の行う会議の際に試食会を実施し対象商品に関するアンケート調査

を行い率直な意見を収集することでメニューの改良を行います。 

 

ⅳ）サンプル数の想定 

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

方で 1案件につき 30件の消費者に対するアンケート調査を行うことを目標とします。 

 

５－② 1次調査の活用方法 

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

を整理分析し、事業者の持つ強みと合わせて取引先のニーズに合った改良、開発ができるよ

うにフィードバックと提案を行うために活用します。また、提案を行うだけではなく実際に

行動に移せるよう関係各機関(専門家等)と連携を図りその後の商品改良・開発支援から新た

な販路の開拓まで一貫して支援を行います。 

 

５－③ １次データを補完するための 2次データの収集方法とその活用【新規】 

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

データは、1次データの分析結果を補完するものとして利用します。 

 

ⅰ）実施内容 

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

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

す。これにより、販売ターゲットの選定や販路の選定、開発商品の選定等において、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します。  
 

（a）内閣府が実施する「全国消費動向調査」 

情報の 

収集・分析 

内閣府が発表している「消費動向調査」の結果を収集し、全国の一般消費

者が消費に対してどのような考えを持っているか、またその推移を分析し

ます。商業・サービス業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者

に限らず、製造する部品が使用されている商品や保有する技術によって生

み出されている商品等の情報を収集することで、最終商品を製造していな

い小規模事業者も活用することができます。 

調査項目 

消費者の意識（毎月）、物価の見通し（毎月）、旅行の実績及び予定（6、9、

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

12 及び 3 月）、主要耐久消費財等の保有・買替え状況（3 月）、世帯の状況

（毎月） 

目  的 

「全国消費動向調査」を活用し、全国的な消費動向から消費者需要を確認し

ます。独自調査によって収集した１次データの情報を合わせて検証するこ

とで小規模事業者の販売戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていきま

す。  
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（b）市場情報評価ナビ「MieNa」 

情報の 

収集・分析 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用し、個社に合わせた市場情報をミクロ

市場で収集、分析をします。個社に合わせた商圏内での人口構成、世帯構

成、購買力等の数値データを収集・分析することで地域内での需要を推測

することができます。これによって個社に合わせた有益な情報提供を行う

ことができます。 

調査項目 

都道府県の経済動向、県内・市内の経済水準、指定範囲での市場規模、人

口詳細(人口年齢別構成、世帯構成、世帯収入、流入流出、人口伸び等)、

業種別事業所数 等 

目  的 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用しミクロ市場での消費動向・購買力、近

隣地域においてどのような分野で消費需要があるかを把握し、独自調査に

よって収集した１次データの情報を合わせて検証することで小規模事業

者の販売戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしてきます。 

 
 

（c）日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキング  

情報の 
収集・分析 

日経テレコンが公表しているデータを活用します。全国のスーパーマー

ケット店頭で販売されている加工食品・家庭用品のＰＯＳデータ（商品１

品ごとの販 売データ）に基づく売れ筋商品ランキングを収集し、刻々と変

化する市場の動向を速く、正確に把握します。商業・サービス業など直接

の保有商品等との関連がある小規模事業者に限らず、製造する部品が使用

されている商品、保有する技術によって生み出されている商品等の情報を

収集することで、最終商品を製造していない小規模事業者も活用すること

ができます。 

調査項目 小規模事業者の保有する製商品・サービスに応じて、商品分類ごとの商

品別ランキング、金額シェア、平均価格 

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

て収集した１次データの情報を合わせて検証し、トレンドや流行りを見極

めることで、売れる商品開発、仕入れなどに活かしていきます。 

 
 

５－④１次データと２次データを総合した活用方法 

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

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

ータと合わせてレポートを作成して個社へ提供します。 

 収集した情報を集計し、年齢や性別など関連性の高い項目はクロス分析を行うことで個々

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

的な意見やニーズを商品・サービスの改良や改善に活かすことができるように、個社ごとに

レポートを作成し、収集した情報と、集計結果から見えてきた傾向や課題を巡回時及び窓口
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相談時に説明します。その後、課題解決に向けた取り組みを支援します。必要であれば、関

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

一貫して支援を行っていいきます。 

 

《需要動向調査後の展開》 

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

活動へと反映させるように、経営指導員がアドバイスします。環境変化に合わせた事業計画 

の変更も提案して、計画変更の支援も進めます。これにより、日々変化する顧客のニーズや 

市場環境に合わせた商品・サービスを適用できるようになります。 

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

スのリニューアル、次期の試作品開発やブラッシュアップへと繋げて行きます。 

 

 

【定量目標】 

項   目 単位 実績 
30年

度 

31年

度 

32年

度 

33年

度 

34年

度 

取引先調査＋２次データで補完して作成

した個社ごとの需要動向に関するレポー

ト提供 

（製造業・建設業を想定） 

社 - 3 4 5 6 7 

消費者ニーズ調査＋２次データで補完し

て作成した個社ごとの需要動向に関する

レポート提供 

（卸売・小売業・サービス業・宿泊業を

想定） 

社 - 11 13 16 18 21 

目 標 合 計 社 - 14 17 21 24 28 

※各項目の内訳は、支援対象先の業種・業態によって変化しますが、目標合計件数は固定と

します。 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

≪現状と課題≫ 

 川辺町内の小規模事業者について、取扱商品・サービス・取引先などの詳細について全体

を把握するまでには至らず、一部の把握に留まっています。 

 また、新たな需要開拓に繋がるセミナーや展示会・物産展への出展なども行ってきておら

ず、それぞれの小規模事業者が独自で販路開拓・情報発信を行っているのが現状です。 

 そのため、今後はセミナーや展示会等の情報を積極的に周知するとともに、商工会が積極

的にはたらきかけて出展の支援を行うことが課題です。 

≪目標≫ 
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 積極的に情報発信を行うことにより、需要動向調査を実施した小規模事業者のビジネスチ

ャンスを増やすことを目標とします。 

具体的な取り組みとして、まず川辺町内の小規模事業者の事業内容・商品やサービス等を、

基幹システムを活用して情報の共有化を図り、職員全員が把握します。その後、各々の職員

が展示会の開催情報等、個社の新たな需要の開拓の機会となる有益な情報を入手し次第、該

当する個社にその情報を提供します。 

 また、小規模事業者は販路開拓に関する情報収集能力や情報発信能力が低いため、職員が

巡回・訪問時に、地域経済動向や需要動向の分析結果を踏まえて、それぞれの小規模事業者

に合わせた販路開拓方法の提案・助言を伴走型支援で行います。 

 新たな商品開発・販路開拓時など具体的な取組みに対して、各関係機関や専門家との連携

を図りながら、事業規模や方向性・新たなニーズ・新たな商品チャネル等の情報提供と伴走

型支援を実施します。 

 

【事業内容】 

６－① 展示会・物産展・イベント等への出展による販路開拓支援【拡充事業】 

川辺町商工会では「メッセナゴヤ」の岐阜県商工会連合会のブースに川辺町内企業が出展

した経験を活かし、需要動向調査を実施した小規模事業者をはじめ、町外・県外等へ積極的

に販路を開拓していく小規模事業者に対して展示会・物産展・イベント等への出展支援を実

施します。 

県や金融機関等が主催する展示会・物産展・ビジネスフェア等のイベントについて、小規

模事業者に対して開催を周知するとともに、新しい取り組みを町外に発信することの重要性

を説明します。 

特に近隣金融機関主催のイベントについては、金融機関と連携して出展喚起を行い、必要

に応じて金融機関担当者と同行して出展打診等を行うことで展示会や商談会への出展小規

模事業者の増加を目指します。 

 また、展示会出展に向けた小規模事業者に対しては、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等

について、専門家を活用し総合的に支援を行っていきます。 

 

６－② 販路開拓・情報発信セミナーの開催【拡充事業】 

 小規模事業者が最も経営課題として抱えている問題として、良い商品・良いサービスを開

発しても販路がなければ商売につながっていないということがあります。そうした中で需要

動向調査結果を踏まえた上での、販路開拓・商品のブラッシュアップ、販売促進、情報発信

セミナー等を実施することにより、自社の商品・サービス等の現状把握と販売計画を精査し、

新たな販路開拓につなげていきます。 

 

６－③ マスコミ等（プレスリリース）の活用支援【新規事業】 

 川辺町内でも、特徴のある企業（商品・サービス・技術・社員・取り組み等）は、マスメ

ディアといった多くの情報経路を通じて告知することで、より多くの企業からの問合せ、注

文、取引開始がもたらされることが多くあります。 

 しかし、小規模事業者が独自でプレスリリース配信を行ったりすることは難しく、1企業の

情報ではマスコミも記事として取り上げることに慎重になるため、商工会が事業所の特徴を
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プレスリリースとして配信することで、記事や番組に取り上げられる確率が向上すると思わ

れることから積極的にプレスリリースの配信数を増やし、掲載実績を増やしていきます。 

 

６－④ ＩＴを活用した販路開拓支援【拡充事業】 

 インターネットの普及により、いかに上手に町内外に発信していくかが販路開拓の重要な

要素である事から、小規模事業者の取り組み内容（新商品、新サービス等の開発や新たな取

組）を川辺町商工会公式ホームページから情報発信を行える仕組みを構築します。 

 また、ホームページ等が未整備の小規模事業者に対しては SHIFT等のソフトを活用し、販

路開拓に繋がるためのホームページ作成支援を行い、ネットショップの開設等、より専門的

な支援についてはＩＴ活用による経営改革を支援している「ソフトピアジャパン」と連携し、

ソフトピアジャパンのアドバイザーに同行して相談・支援を行います。 

 

 

６－⑤ 事業戦略に対応した個別販路開拓の推進【拡充事業】 

 事業計画を策定した小規模事業者に対し、徹底した伴走型の販路開拓支援を行います。事

業計画の販売戦略、特に成長ベクトルから各小規模事業者の販売戦略、すなわち①市場浸透

戦略②新製品開発戦略③新市場開拓戦略④多角化戦略のどの戦略を実施していくかを、経営

指導員等が蓄積されたデータベースから判断し、新たな需要の開拓や商品・事業のＰＲ等、

小規模事業者に合った販路開拓支援を行います。 

 また、必要に応じて中小企業診断士やマーケティングの専門家・パッケージデザイナー等

の専門家派遣を活用して個社の販路開拓に対して伴走型支援を行います。 

 

【目標】 

項目 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

６－①展示会・商談会の参加回数 1回 1回 1回 1回 1回 

   展示会・商談会参加者数 1人 1人 1人 1人 1人 

   展示会・商談会での商談件数 20件 20件 20件 20件 20件 

   展示会・商談会後の売上増加率 1％ 1％ 1％ 1％ 1％ 

６－②販路開拓・情報発信セミナー

開催回数 
1回 1回 1回 1回 1回 

セミナー参加者数 10人 12人 12人 14人 14人 

個別相談会参加者数 5人 6人 6人 7人 7人 

６－③プレスリリースの実施 随時 随時 随時 随時 随時 

６－④ＩＴを活用した販路開拓支援 随時 随時 随時 随時 随時 

６－⑤個別販路開拓の支援 10件 10件 10件 10件 10件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

≪現状と課題≫ 

 川辺町商工会は川辺町内の小規模事業者、川辺町役場、各団体等と連携して、地域経済の

活性化に資する各種の事業に取り組んできました。 

 地域経済活性化という同様の目的を持ちながらも、各団体がバラバラな取り組みを行い、

連携した事業運営が出来なかったため、今後は連絡を密にし、より一層の意思疎通を図って

いくことが課題となります。 

≪目標≫ 

より効果のある地域経済活性化事業を行うために、川辺町商工会がコーディネーターとな

り、各団体（川辺町・川辺町消防団・交通安全協会・文化協会・地域金融機関）を取りまと

め、下記の事業に取り組むことにより、地域の活性化に貢献することを目標とします。 

 

【事業内容】 

Ⅱ―①「川辺おどり・花火大会」の魅力発信事業【拡充事業】 

～川辺１番魅力の発信を目指して～ 

ユーチューブへ川辺おどり・花火大会の模様をリアルタイムで掲載する事で川辺町の魅力

発信を行います。 

１．事業の目的・目標 

 川辺おどり・花火大会は、郷土を愛し、町民の住みよい明るい町づくりと、青少年の健全

育成、並びに社会一般の福祉の増進に資する事業として、地域社会の文化と福祉の振興を図

ると共に豊かな地域づくりを目的として、毎年８月の第２土曜日に開催しています。 

 このイベントは、地域内の小規模事業者の商品・サービスのＰＲの場として活用され、実

際に市場に受け入れられています。このように、売れていく道筋を作る事で個社の商品が広

く認知され、販売強化・収益の増加に繋げる事を目標とします。 

２．事業内容 

 川辺おどり・花火大会は、川辺町商工会・商工会青年部が主催となって開催しており、毎

年約４万人(主催者発表)が来場する川辺町で最大のイベントであり、最も集客が多く見込ま

れます。 

 本計画では例年の事業目的である、町民の住みよい明るい町づくりや地域社会の文化と福

祉の振興を図る事に加えて、交流人口の増加と地域経済の活性化を踏まえた観光イベントと

して、多くの小規模事業者の持続的発展が図れるよう、各種団体との連携を強化して効果的

な開催を目指します。 

 具体的には、川辺町・川辺町消防団・交通安全協会・文化協会・川辺町商工会で構成され

ている「川辺おどり実行委員会」にて、川辺町商工会が事業の連携役となり取りまとめを行

うことで地域の小規模事業者と各種団体等との意識の共有化を図ります。まずは「川辺おど

り・花火大会」の模様をユーチューブへリアルタイムでの掲載及び川辺町ホームページへの

掲載を行い、川辺町の魅力発信を行い、観光客などの交流人口の増加を図り、地域活性化を

目指します。 

 また、会場内は例年多くの小規模事業者の方が出店されます。当日は老若男女問わず多数

の方が訪れるため、小規模事業者の方にとっては、新商品に対する様々なお客様の反応がそ

の場でわかり、その商品に対する生の声を聞くことが出来る絶好の機会となっています。 

そのため、改善すべき点もわかり、非常に効果的なブラッシュアップが可能となります。 
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Ⅱ―②「地域循環型経済活動支援事業」【拡充事業】 

～地域経済活性化のための商品券発行事業～ 

 

１．事業の目的 

 川辺町商工会では、各種の地域振興事業に取り組んでいますが、地域内商業においては、

可児市・美濃加茂市等に次々と大型商業施設が誕生しその影響を大きく受けています。 

 この事業により発行したプレミアム付き商品券を利用していただくことで、近隣の可児

市・美濃加茂市に流出している消費を取り戻し、町内消費を喚起することにより、地域経済

の振興と活性化を図り活気ある地域づくりを目的とします。 

 

２．事業内容 

 この商品券発行事業は、16年続いており主に町民の皆様に大変喜ばれている事業です。 

 発行にあたっては、川辺町役場、町内金融機関、町内小規模事業者、川辺町商工会で行う

発行に関する検討会にて発行内容を協議決定し、川辺町商工会で発行します。 

地域内のみで使用できる商品券にプレミアムを付けて発売し、地域内通貨として流通させ

町内消費を喚起することにより、新規顧客の獲得や町内需要の掘り起こしができ、「町の活性

化」「町内消費の拡大」「商工会組織の団結」へと繋がる事業です。 

（単位：千円） 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

プレミアム商品券発行額 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

プレミアム率 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

町補助金 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

購買率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

換金率 99％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

取扱加盟店数 127店 129店 131店 133店 135店 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

≪現状と課題≫ 

 川辺町商工会は、岐阜県商工会連合会及び広域支援室、可児・加茂地区商工会連絡協議会

と連携し、小規模事業者等の支援・地域の課題を解決することを念頭に支援を実施してきま

した。今後は関係支援機関とさらに連携を深めながら、小規模事業者の高度化・多様化する

支援ニーズへ迅速に対応出来るようにすることが課題となっています。 

≪目標≫ 

 下記の連携事業に取り組み、他の支援機関や中小企業診断士等の外部専門家と連携を強化

することで、経営分析・事業計画等の小規模事業者に対する高い支援力を身に付けることを

目標とします。 

 それにより、地域唯一の経済団体としての商工会の存在価値を高めます。 

 

１－①可児・加茂地区商工会職員部会との連携【拡充事業】 

 広域支援室職員及び岐阜県産業経済振興センターの岐阜県よろず支援拠点に所属するコ

ーディネーター、可児・加茂地区内商工会及び商工会議所の経営指導員により、小規模事業

者支援事例発表会等での事例研究、情報交換を行い支援力の向上を図ります。 

 この可児・加茂地区商工会職員部会では、経営指導員が現在支援している事業所の事例を

持ち寄り、ディスカッションを行うことで、小規模事業者へのフィードバックを可能とする

形に変えることで、各指導員の課題解決にも貢献出来る内容とし、さらに広域支援室による

ＯＪＴを兼ねた各職員に対する支援を行う事で、資質向上にも繋げます。 

 

１－②岐阜県よろず支援拠点コーディネーター、広域支援室等との連携【拡充事業】 

 岐阜県産業経済振興センターに設置されている岐阜県よろず支援拠点のコーディネータ

ーとの連携を密にし、課題解決が必要な事業者へのコーディネーターとの同行巡回を実施し

ます。また、必要に応じて川辺町商工会で個別相談会を実施し、効率的な川辺町内の小規模

事業者支援に取り組みます。 

 また、広域支援室や中小企業基盤整備機構中部本部、中小企業診断士等の専門家と経営指

導員が共に小規模業者の支援にあたることで経営指導員の支援能力向上につなげていきま

す。 

さらに双方が持っている情報を持ち合い、支援現場において情報共有を図ることで効率的

な支援が可能となります。 

（連携内容） 

・事前に支援企業に関する情報交換を兼ねて支援内容の打合わせを行います。 

・両者が支援先に訪問し、共同して支援を行います。 

・訪問終了後、支援機関同士で意見交換を行い、今後の支援の方向性を検討します。 

・支援した内容を担当職員が経営カルテに記載し、商工会内での情報の共有化を図ることで、

担当職員が変更された場合においても、継続支援が実施できる事に繋がります。 

１－③金融機関等との連携【拡充事業】 

 日本政策金融公庫多治見支店と多治見支店管内の商工会とで実施するマル経協議会での

情報交換をはじめ、金融機関との連携をさらに強化し、関わりを密にすることで小規模事業
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者の現況を踏まえた支援方策、融資に関する情報、各種制度等についての情報を得ることに

より、小規模事業者への支援に役立てます。 

 

【目標実施回数】 

項目 現在 H29 H30 H31 H32 H33 

１－①職員部会との連携回数 11回 11回 11回 11回 11回 11回 

出席経営指導員数 22名 22名 22名 22名 22名 22名 

１－②よろず・支援室等との連携回数 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

１－③金融機関等連携回数 2回 2回 2回 2回 2回 2回 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

≪現状と課題≫ 

 川辺町商工会では、岐阜県・岐阜県商工会連合会等が主催するセミナー・研修会等へ参加

し、支援ノウハウの習得を行っており、小規模事業者に対する基礎的な知識の習得にはつな

がっていますが、多様化する小規模事業者のニーズに対応しきれていないのが現状です。 

 経営発達支援計画を実施していくにあたり、個々の支援力の向上は必要不可欠です。小規

模事業者への支援力に直結することから、職員一人ひとりがスキルアップし、全体の資質が

向上することによる川辺町商工会としての支援力の底上げを図ることを目標とします。 

≪目標≫ 

 年度当初に個々の職員がスキル向上に向けた目標を定め、その目標に対して取り組む事で

資質向上につなげます。 

 また、自分の担当以外の業務であっても、軽微な支援については職員全員が対応できるよ

うにすることを目標とします。 

 

（事業内容） 

２－① 巡回による資質の向上【新規事業】 

 経営指導員・経営指導員補と記帳員とが連携し、必要に応じて同席・同行を行い、小規模

事業者が抱える課題解決に向け支援することで、指導・アドバイスの内容、情報の収集・提

供などの支援方法を学ぶなど、内部育成を行うことにより、小規模事業者への伴走型の支援

能力の向上を図ります。 

 必要に応じて中小企業診断士等の専門家派遣の際にも、同席・同行を行う事で中小企業診

断士等のノウハウを職員が修得することでスキルアップを図り、小規模事業者の支援に役立

てます。 

 

２－② 各種関係セミナーへの積極的な参加【拡充事業】 

 岐阜県、岐阜県商工会連合会等が主催するセミナーへの参加に加え、経済産業局や中小企

業基盤整備機構及び金融機関が開催するセミナー等に経営指導員だけでなく、職種ごとに関

係する内容を精査し、全職員が年１回以上参加することで、支援能力の向上を図ります。 

 また、川辺町商工会の開催する研修会・講習会においても、担当職員だけでなく全職員に
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ついても積極的に参加し、知識の習得を図ります。参加した研修内容については、必ず職員

全員で内容の共有化を図ります。 

 

２－③ 経営指導員等Ｗｅｂ研修（※１）【拡充事業】 

 商工会職員に小規模事業者から求められるニーズは幅広く、その課題に対応するスキル向

上のため、経営指導員等Ｗｅｂ研修を川辺町商工会の全職員が受講し、基礎知識等の向上を

図ります。 

（※１）全国の経営指導員等が、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・

経営革新につながる提案型指導ができるよう、経営指導員等の専門化や資質向上に必要な知

識を習得できる研修システム。 

 

２－④ 中小企業基盤整備機構中小企業大学校研修への参加【拡充事業】 

 毎年、経営指導員及び経営指導員補を対象に、中小企業基盤整備機構の運営する中小企業

大学校へ参加させ、様々な経営手法の習得を図り、資質向上をめざし、小規模事業者の支援

に役立てます。 

 

２－⑤ 職員ミーティングによる職員同士の情報共有【拡充事業】 

 毎月１回月初に全職員によるミーティングを実施しており、業務の進捗状況やスケジュー

ル及び各職員が抱えている小規模事業者への支援課題等についても課題解決や支援方法に

ついて意見交換を行い全職員での共有等を実施しています。 

 更に、個々のレベルアップを図る為に、毎月１回、広域支援室職員を招いて、巡回・窓口

相談時の支援事例、小規模事業者より相談されたがどのように対応したら良いか討議などに

ついて意見交換会を行い、情報の共有化を行います。 

 本取り組みを実施することで、個々のコミュニケーションスキルやプレゼンテーションス

キルの向上につなげることが可能となり、職員の資質の向上につながります。 

 また、意見交換会等で活用した支援事例や職員間での意見交換での事例は、今後の小規模

事業者支援のノウハウの蓄積となります。 

 

２－⑥ 人事異動に伴う業務引継に係る仕組み【拡充事業】 

 本経営発達支援計画で実施する地域経済動向調査や経営状況分析、個社の事業内容や取扱

商品・サービス、経営計画策定後のフォロー等については、基幹システムの活用によりデー

タベース化し、支援情報の共有化を図ることで全職員が必要に応じてデータを活用できる体

制を整えます。 

 これにより、職員の異動があった際、異動してきたばかりの職員でも個社の支援状況を把

握出来るため、円滑な引継が可能となります。 
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項目 現在 H29 H30 H31 H32 H33 

２－①巡回による資質向上回数 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

２－②各種セミナーへの参加回数 5回 5回 5回 5回 5回 5回 

２－③Ｗｅｂ研修受講対象人数 5名 5名 5名 5名 5名 5名 

２－④大学校研修への参加者数 1人 1人 1人 1人 1人 1人 

２－⑤ミーティング開催回数 12回 12回 12回 12回 12回 12回 

２－⑥人事異動に伴う業務引継 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

 

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 

≪現状と課題≫ 

 川辺町商工会が実施する事業は、年度当初に事業計画を立案し、総代会により承認を得て

実施し、年度末に事業報告を行うという基本的な仕組であり、事業見直しのための、事業成

果や進捗状況等の評価は行われていませんでした。その事が、毎年同一内容の事業等を行う

ことの原因となっており、評価等に基づく改善策や事業計画の見直しに反映されるようにす

ることが課題です。 

≪目標≫ 

 今後は、経営発達支援計画に記載した事業の実施状況及び成果について、実施する事業の

目標達成度合を定量的評価及び定性的評価の導入を行い、その実行成果で評価を図り、以下

により、検証と計画の見直しを行い、経営発達支援計画の実施効果を高めることを目標とし

ます。 

 

（１）事務局での進捗状況の確認及び事業内容の検証 

 毎月１回、月初の職員会議にて経営発達支援事業及び経営改善普及事業等やその他各種事

業の進捗状況を確認及び事業内容を検証します。 

 

（２）川辺町商工会理事会での評価・検証 

 年１回、経営発達支援事業の進捗状況について、川辺町商工会理事会に報告し評価・検証

を行い、指摘事項等の修正及び改善を行います。 

 

（３）川辺町経営発達支援計画評価委員会（仮称）での評価・見直し案の提示 

 年１回、川辺町商工会正副会長、川辺町役場担当者、中小企業診断士等の有識者で構成さ

れる川辺町経営発達支援計画評価委員会（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います。 

 

（４）川辺町商工会理事会での評価・見直し方針の決定 

 年１回、川辺町商工会理事会において川辺町経営発達支援計画評価委員会（仮称）での事

業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を、評価・見直し方針を決定します。 
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（５）会員・町への報告・承認 

 事業の成果・評価・見直しの結果については事業年度終了後、川辺町商工会通常総代会及

び、川辺町へ報告し、承認を受けます。5月実施予定です。 

（６） 経営発達支援計画の事業評価及び見直しの公表 

 事業の成果・評価・見直しの結果を川辺町商工会公式ホームページで計画期間中公表しま

す。 

 また、川辺町広報誌（広報かわべ）へ事業の成果・評価・見直しのダイジェスト版を折り

込み、インターネット環境が無い小規模事業者や地域住民にも広く周知出来るようにしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•【実行】

•事務局
•【評価】

•経営発達支援計画評
価委員会(仮称)

•【計画】

•理事会で承認

•【改善】

•事務局へ

Ａｃｔ
ｉｏｎ

Ｐｌ
ａｎ

Ｄｏ
Ｃｈｅ
ｃｋ
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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 

①役員 

役職等 氏名 

会長(１) 加藤 孝明 

副会長(２) 佐伯 敏充・田原 義哲 

理事(１６) 

佐伯 雄幸・武市 信昭・佐伯 三幸・遠藤 一夫 

三品 信次・栗山 久・奥田 重信・田原 治明 

渡辺 良治・高橋佐千夫・石井 久幸・肥田 彰吾 

太田 匡昭・山田 慶弥・村上 徹治・西村万里子 

監事(２) 石原 利春・堀井 稔 

 

②事務局 

役職 氏名 役割分担 

事務局長 若井 美紀 支援事業統括、推進・進捗管理 

経営指導員 淺田 敏之 事業全般推進・進捗管理 

経営指導員 安田 晃 事業全般推進 

経営指導員補 大藪 綾美 事業全般推進（経理管理含む） 

記帳員 藤井 祐子 記帳指導 

 

 当商工会は職員数が5名と少なく、各職員を狭い範囲の専門業務に集中させる事は現実的

ではありません。経営発達支援計画では、各事業の主担当を決めるものの実行に当たって

は、全員で本支援事業を一丸となり実施します。 

 経営発達支援計画を計画通り実施する為に、商工会長の指揮の下、事務局長が進捗管理

を行い経営指導員が補助する形で運営管理します。 

また、岐阜県商工会連合会、広域支援室との連携を図って確実に実施していきます。 

 

 

 

 

 

 



- 41 - 
 

 

 

 

 

川辺町商工会事務局組織図 

（平成 29 年 11 月 1 日現在 職員数：計 5 名） 

 
                  
       事務局長        
       １名        
                   
                   
                               
                     
 経営指導員   経営指導員補   記帳員  

 ２名   １名   １名  

                  

 

 
担当職名 現在の主な事務分掌 発達計画支援事業の事務分掌 

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

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

経営指導員 

①経営改善普及事業 
②講習会 
③決算指導 
④労働保険事務組合 

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経理事務 

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 

記帳員 
①記帳指導 
②各種共済 
③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 
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（２）連絡先 

  川辺町商工会 

  〒509-0305 岐阜県加茂郡川辺町西栃井 1376-1 

  TEL：0574-53-2327  FAX：0574-53-2390 

  e-mail：kawabe@ml.gifushoko.or.jp 

 

 

 

事業の評価・見直しの検討 

支援 

【事務局長１名】

進捗管理・推進

【経営指導員２名】

【経営指導員補１名】

【記帳員１名】

事業の推進

経営発達支援計画評
価委員会(仮称)

・岐阜県商工会連合会

・岐阜県商工会連合会
中濃ブロック広域支援
室

mailto:kawabe@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） 

 30年度 

(30年 4月以

降) 

31年度 31年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 22,850 22,950 23,050 23,150 23,250 

 

指導職員人件費 

 

セミナー開催費 

 

各種調査費 

 

旅費・事務費 

 

販路開拓支援費 

 

22,000 

 

500 

 

50 

 

200 

 

100 

 

22,100 

 

500 

 

50 

 

200 

 

100 

 

22,200 

 

500 

 

50 

 

200 

 

100 

 

22,300 

 

500 

 

50 

 

200 

 

100 

 

22,400 

 

500 

 

50 

 

200 

 

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 岐阜県小規模事業指導費補助金 

② 川辺町より運営費補助金 

③ 会費収入 

④ 賦課金収入 

⑤ 国・県の補助金制度の活用 

（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・観光・特産品開発の連携支援 

②岐阜県商工会連合会（岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援室）によるエキスパ

ート・バンク事業等の専門家派遣事業による専門的指導 

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や各種補

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 

⑤よろず支援拠点による経営・情報収集指導 

⑥中小企業基盤整備機構を活用した販路開拓事業及び新事業展開への支援 

⑦近隣金融機関（大垣共立銀行川辺支店・東濃信用金庫川辺支店・十六銀行古井支店）

と政府系金融機関（日本政策金融公庫多治見支店）との交流による地域経済・金融動

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連携者：川辺町役場 産業環境課（課長 井上 健） 

    （所在地：岐阜県川辺町中川辺1518-4） 

     川辺町役場 企画まちづくり課（課長 馬場 誠） 

    （所在地：岐阜県川辺町中川辺1518-4） 

 役 割：小規模事業者支援全般・観光・特産品開発の連携支援 

②連携者：岐阜県商工会連合会（会長 岡山 金平） 

    （所在地：岐阜市薮田南5-14-53 ふれあい福寿会館9階） 

 役 割：専門家派遣事業での講師派遣、支援・指導ノウハウの提供 

③連携者：公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター【岐阜県よろず支援拠点】 

                           （理事長 丹羽 義典） 

    （所在地：岐阜県岐阜市薮田南5-14-53） 

 役 割：専門家派遣事業での講師派遣、支援・指導ノウハウの提供 

④連携者：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） 

    （所在地：愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階） 

 役 割：専門家派遣事業での講師派遣、支援・指導ノウハウの提供、販路開拓支援 

⑤連携者：大垣共立銀行川辺支店（支店長 加藤 貴敏） 

    （所在地：岐阜県加茂郡川辺町中川辺37-3 ） 

     東濃信用金庫川辺支店（支店長 森 真二） 

    （所在地：岐阜県加茂郡川辺町中川辺50-5） 

     十六銀行古井支店（支店長 下條 正宏） 

    （所在地：岐阜県美濃加茂市森山町4-5-5） 

     日本政策金融公庫多治見支店（支店長 石川 眞嗣） 

    （岐阜県多治見市本町2-70-5 東鉄ビル4Ｆ） 

 役 割：経済動向・景況調査結果の経済レポートの提供、地域経済・金融動向等の情

報提供、事業計画策定支援 
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◆創業等の事業計画策定支援 

◆専門家派遣事業 

◆金融・労務相談 

◆記帳継続指導 

小規模事業者 

地域経済の活性化 

 

川辺町商工会 

経営発達支援事業 
◆地域の経済動向調査 
◆経営状況の分析 
◆事業計画策定支援 
◆事業計画策定後の実施支援 
◆需要動向調査 
◆需要の開拓に寄与する事業 

相

談 支

援 

◆川辺町役場 
 ・産業環境課 
 ・企画まちづくり課 
◆岐阜県商工会連合会 
◆岐阜県産業経済振興センター 
◆中小企業基盤整備機構 

連携 

【金融機関】 

◆大垣共立銀行 川辺支店 
◆東濃信用金庫 川辺支店 
◆十六銀行 古井支店 
◆日本政策金融公庫 

多治見支店 

金融連携 


	【川辺町商工会】計画概要.pdf
	【川辺町商工会】別表1～4
	Ⅰ.経営発達支援事業の内容


