
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
八百津町商工会（法人番号 １２００００５００７１１９） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

 杉原千畝世界記憶遺産・新丸山ダム工事関係で、交流人口増加が見込

まれる中、当町の基幹産業である「食の産業」と金属加工業等の製造業

を中心に、小規模事業者への支援の在り方を、小規模事業者の「経営の

改善支援」から「経営の発達支援」にシフトを変え、経営状況の分析・

経営計画策定により、販路開拓支援事業・事業承継支援事業・創業支援・

人材育成事業について伴走型支援を行い、地域内経済の持続発展と雇

用・消費・サービスの場を確保することを目標とする。 

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 

経営指導員の巡回・窓口による経営課題聞き取り調査、地域の外部

環境と併せた経済動向調査を行い得られた情報を個々の各企業に積極

的に活用していく。 

２.経営状況の分析 

  経営指導員の巡回・窓口相談・各種セミナー・専門家派遣や決算・

申告時など記帳指導を通じ経営ノウハウ・財務分析・強み・弱みの分

析を行う。 

３.事業計画策定支援 

  事業計画策定セミナー・創業塾の開催及び個者の作成支援を実施し、

小規模事業者の持続的発展のため、地域経済動向・経営状況分析を踏

まえ、経営課題を解決するための事業計画書作成を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援 

経営計画策定後の実施支援として専門家の派遣・経営指導員の伴走

型支援により事業進捗状況を確認しフォローアップする。 

５．需要動向調査 

必要な情報を活用分析し、事業計画策定事業者や創業塾参加事業者

は基より、各分野の小規模事業者に対し有効利用できるよう提供する。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  新商品開発や既存商品をブラッシュアップし物産展・商談会・ネッ

ト通販など販路開拓支援し、売上増と利益向上を図る。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

  八百津町産業文化など行政と連携し地域経済に波及効果のあるイベ

ントの開催・参加し、やおつグルメ開発支援事業と連動させて町内特

産品の販売機会増加し賑わいの創出や消費拡大を図る。 

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 

  他の支援機関との支援ノウハウの情報交換及び経営指導員等の資質

向上と事業評価、見直しをするための仕組みづくり。 

連絡先 

八百津町商工会 

〒505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津 3800 番地 4 

  TEL 0574-43-0266  FAX0574-43-2448 

   HP http://www.yaotsu-net.com/ E-mail office@yaotsu-net.com
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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） 地域の現状と課題 
＜現状＞ 
① 八百津町の位置、地勢、人口 
【位置、地勢】 
命のビザで知られる「日本のシンドラー」と呼ばれた杉原千畝氏の出生地八百津町は、

岐阜県の東南部にあたり、総面積１２９㎡の広域面積を持ち、総面積の８１．２％の森

林と山間地域に位置し、木曽川中流域の平野部から山岳部に移行する分岐点にあります。

江戸時代には木曽川の要衝として錦織木材奉行所が設置され、明治の半ばまで木曽川

舟運最奥地にある起点「河津」として発展し、明治 22 年町村制交付により細目村を改称

し八百津町と改め、昭和の町村大合併にて近隣の錦津村・和知村・久田見村・福地村・

潮南村が合併し人口２０，２１９人でスタートしました。 
町の西部は海抜１２０ｍ前後の河岸段丘に沿って住宅・農地が広がり、東部は海抜５

００ｍから６００ｍの高原となっており集落が点在しています。県庁のある岐阜市まで

は約４３㎞、中部圏中枢都市の名古屋市まで４５㎞の位置にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                       杉原千畝記念館（外観・決断の部屋） 
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【人口】 
  八百津町の人口は平成７年に１４，３２３人で平成２７年では１１，６６１人と２０

年間で２，６２２人・１８．６％減少し６５歳以上の高齢化率３５．３３％と高く、少

子高齢化が進む中、生産年齢人口数は減少傾向にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜課題＞ 
今後も人口減少に歯止めがかからず、地元企業の労働力確保・需要及び消費額の減少

等地域経済活動に影響が生じると思われる。一方では、八百津町出身の外交官杉原千畝

は、第二次世界大戦中、ナチスドイツの迫害から逃れようと、ポーランドからリトアニ

アに脱出してきたユダヤ人６，０００人の命を救った人物で、現在「命のビザ」として

世界記憶遺産に申請中であり、登録により、交流人口も徐々に増えるものと思われる。

現在行政（５市町村による杉原千畝ルート推進協議会）による敦賀市から金沢市、白川

村・高山市・八百津町の観光ルートの設定や交流人口受け入れの為の環境整備（物産館・

町内観光ルート・特産品ＰＲ対策）を検討中である。 
又、国土交通省・丸山ダムかさ上げ工事（平成４９年完成予定・予算額２，０００億

円の公共事業）関係者においても来町者が増えと見込まれている。その他には、八百津

トンネル（東海環状自動車道へのアクセス道路）開通に伴うなど、交流人口が増加する

ことが予想され、受け入れ体制の整備の遅れなどが課題となっている。 
 
（２）地域内小規模事業者の現状及び課題 
＜現状＞ 
〇当町の産業特色・沿革 
八百津町は、「やおあいのまち（たくさんのものが集まり出会う所）」として殷賑を極

めていたが、鉄道、道路の発達、ダムの建設などにより舟運の機能を失う。その後、生

糸を主とした繊維・撚糸業が台頭し、戦後は八百津せんべい（小麦粉の煎餅）、地元の栗

を使用した栗きんとんを中心とした菓子製造業、清冽な水を利用した酒・味噌醤油・酢

の醸造業、蒟蒻、製麺といった食品製造業、八百津の自然が生み出す旬の素材を活かし

た「松茸、しし鍋、山菜」料理を提供する飲食業などの食品関連産業とネジ・シャフト
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を中心とした金属加工業などの地場産業の他、企業誘致による輸送機械製造業・プラス

チック機器製造業が中心産業である。商業機能として中堅食品スーパー２社及び役場周

辺に小売・飲食・サービス業店舗が点在している。 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

〇小規模事業者数の減少 
 下記の表から、平成８年の商工業者数７２１事業所・小規模事業者数６４６事業所か

ら平成２４年事業所センサス数値では商工業者数５２５事業所・小規模事業者数４４８

事業所と商工業者数で対８年度対比２７．８％の減少、小規模事業者数は３０．７％の

減少である。中でも製造業４７．７％・小売業４１．３％の減少であり、又、前項で述

べた基幹産業でもあった繊維・撚糸業は現在ほとんど衰退し、戦後、一時は全国シェア

６０％～７０％とも言われ、全盛期の昭和４０年頃には１７０社程あったと言われる小

麦粉煎餅製造業者も、現在では２３社程度と減少し、その他食に関わる食品製造業者も

例外ではありません。 
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＜課題＞ 
① 経営基盤の脆弱な小規模事業者ほど廃業率が高く今後１０年から１５年先には、高
齢化に伴う廃業も拍車をかけて、小規模事業者数は、平成８年度比で半減すること

が予想される。 
② 後継者不在や売上及び利益の低下並びに先行きの不透明感などで経営意欲の低下
が見られる。 

③ 食品製造業、飲食業の携わる商品の企画力・販売力・市場動向への対応力の低さや
商圏狭小・新商品開発能力の低さ弱さの為売上向上に繋がらない。 

④ 当町の特色である食に関わる産業を中心とした、ＩＴ技術や情報ツールの対応力低
さ、流通構造変化への対応能力の低さなど人的能力の向上が計られていない。 

⑤ 当町の地場産業である金属加工業や輸送機械・プラスチック機器製造業者における
１００％下請け企業の特色である技術の競争力・優位性不足や製品管理能力不足。

⑥ 大規模企業との資本力差・人材育成の遅れ・国県市町村及び支援機関の施策未活用
により、経営の近代化が計られていない。 

⑦ 八百津煎餅製造業者の後継者難（事業承継）による八百津せんべい業界の衰退。 
⑧ 今後、交流人口増加に伴う受け入れ態勢（創業支援含む）の整備。 

 
３、商工会経営支援の現状と課題 
  ＜現状＞ 
経営指導員は、金融・税務・記帳・労働保険社会保険の手続きや、食品関係事業者の

営業許可申請を含めた経営支援が中心であった。 
最近は、小規模事業者持続化補助金創設で経営計画作成セミナー開催並びに補助金申

請支援により経営発達支援事業に傾注しているが、職員が少人数であることや会員から

の今までの経営改善指導事業（金融・税務・記帳・労務等）以外の支援に対し強い要望

が無かったこと、従来から商工会に対する会員及び行政のニーズとして、地域振興的事

業がかなりのウエイトを占めていたことから、個別支援事業への理解不足や経営指導員

の事業者に対する経営支援のための資質・能力を向上する研修機会が少なかった。 
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又、八百津町は昭和大合併により、６ヶ町村が合併し町内主要道を回るだけで１時間

以上かかる広域面積を持つ商工会であり、海抜５００ｍ地域の八百津東部地区には小規

模事業者が点在している状況下で巡回訪問回数が希薄な状況であった。 
そんな中、八百津のうまいものを開発する取組「やおつグルメ開発支援事業」として、

地元食材を使用するか、もしくは、現行の特産品に改良を加えるなど新商品を開発する

事業者に対し支援する事業は、行ってきたがまだ成果は出るまでには至っていない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＜課題＞ 
今後は経営指導員を中心に更なる小規模事業者の実態把握を実施し、支援必要事業

所を掘りおこし、経営課題解決のための経営計画作成支援を行う。経営計画作成支援

実行の為、経営指導員は継続的に企業に寄り添い、従前の経営改善普及事業から売上

確保・儲かる企業となるよう小規模事業者の独自の技術やサービス等の強みを生かし

た新商品開発・販路拡大などの経営力向上を目指し、事業継承支援や創業支援も合せ

て取組む。 
又、経営指導員の資質向上・地域振興事業実施体制の見直しも含め経営支援を行な

える体制の構築が課題である。 
 
 
４、中長期的な振興の在り方 
  八百津町も、全国的に言える人口減少、高齢化が進んでいる現状ではあるが、年々交

流人口は増加しており、今後もさらに増えること見込まれています。観光資源の掘り起

こし、観光客の受け入れなど整備の遅れが指摘されている中、地域で唯一の経済団体と

して、行政をはじめとする関係機関と更なる強固な連携を図り、地域内小規模事業者の

経営基盤の確立に努めます。 
「経営基盤の強化」と「地域の賑わい」を実現するために小規模事業者それぞれの経

営課題を共有し、経営計画策定や販路開拓支援など伴走型支援により小規模事業者の経

営意欲と経営能力アップを計る。 
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  八百津町の特色とも言える「食の産業」や金属加工業等の製造業を中心に小規模事業

者の持続的発展を目指すことにより売上拡大、収益性の改善を行い地域内経済基盤とし

ての雇用・消費・サービスを確保することにより町全体の発展に繋げる。 
（※「食の産業」とは、八百津せんべい・栗きんとん・酒・酢・味噌醤油・蒟蒻・製麺

等の食品製造業と松茸・しし鍋・山菜など地産料理の飲食業） 
 

 

【八百津町の魅力づくり】【八百津町のファンづくり】 

① 販路開拓支援事業・・・新たな販路開拓のため町外での販売や宣伝活動など積極的
なＰＲ活動 
（例＝他町村と積極的に交流を図り、販売できる場所づくりや他の市町村で開催さ

れる展示会、商談会、即売などの催事に積極的に参加する。） 
② 事業承継支援事業・・・既存の設備や場を提供し、事業承継できる基礎を構築。 
（例＝高齢化した製造業者（せんべい業者含む）などの機械の譲渡、既存製造工場

の賃貸など事業承継できるシステムづくり） 

③ 創業支援事業・・・交流人口増加に伴う創業支援。 
（例＝今後、益々交流人口が増加する見込みの中、飲食業や宿泊施設などの創業を

促し、創業塾を開催し積極的な支援を行う。） 
④ 人材育成事業・・・新規創業（第二創業含む）を目指す者や６０歳すぎて第二の人
生に新たに創業に挑戦しょうとする者達への支援 
（例＝創業塾開催による支援の他、創業を希望する者たちへ、既存事業者の方のノ

ウハウを教育、指導などで伝授できるシステムづくり。） 
⑤ 新商品・新技術・新サービス支援事業・・・新商品・新技術・新サービス開発のた
めの支援 
（例＝当町の地場産業、地産地消を活用し、新商品や新技術・新サービスに取組む

事業者に対し、経営革新申請や国・県の補助金活用法の伝達の他、有利な金融情報

等々強いては、独自の補助制度など様々な支援を行う。） 

⑥ 来町者の満足度調査事業・・・交流人口の増える中、リピーターの獲得のため。 
（例＝町内外の来町者に対しアンケート調査（ＣＳ調査）の実施） 

⑦ 環境整備事業・・・八百津町とタイアップし、交流人口増加に伴う販路の確保のた
めの事業 
（例＝物産館設置、駐車場・トイレの確保、町内観光ルート策定、特産品ＰＲ対策）

⑧ 杉原千畝ルートの活用・・・杉原千畝ルート推進協議会へ有効活用の提案、【敦賀
市、金沢市、白川村、高山市、八百津町を結ぶ観光ルート】 
（例＝杉原千畝に関わる特産品開発、観光関連業者との連携） 

 

＜目 標＞ 
  杉原千畝の「杉原リスト」世界記憶遺産登録申請、国土交通省・丸山ダムのかさ上げ

工事関係、八百津トンネル（東海環状自動車道へのアクセス道路）開通で、交流人口増

加が見込まれる中、当町の基幹産業である「食の産業」と金属加工業等の製造業を中心

に、売上確保と利益向上にむけて小規模事業者に密着した支援を継続することにより地

域の活性化・賑わいを創設する。 
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① 地域主要産業である「食の産業」関連事業者を含め、小規模事業者の事業継続力を
高めるとともに地域産品の育成を図る。 

② 小規模事業者の技術の維持・向上とコスト計算を含めた生産管理能力の育成 
③ 創業支援・事業継承支援・人材育成による地域産業基盤の構築 

 
＜実施方針＞ 
①  経営指導員による、巡回・窓口指導で小規模事業者の経営課題の掘り起こしを行
い、個社の強み・弱みを把握。経営課題に対応した事業計画策定を支援し、計画進

捗状況を把握しながら、定期的にフォローアップすることで小規模事業者を育成す

る。 
② 需要動向を調査・把握・分析・提供し儲かる仕組みづくりのための経営計画策定支

援を行い、潜在的顧客を掘り起こしのため展示会、商談会、企業マッチング、アン

テナショップ、ＩＴなどを活用し、「稼ぐ力」強化に繋がる販路開拓支援を行う。 
③ 産業競争力強化法関連で行政と連携し創業塾を開催し、創業や事業承継の育成を図
るなど地域産業の持続化を行う。（例えば八百津せんべい事業者の高齢廃業者から

設備の譲渡、借用を促し、再利用などを図る。） 
④ 上記実施方針を遂行させるべく、職員の資質向上・情報の共有化体制づくりを行う。
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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・課題＞ 

既存事業者の景況感や個々の事業者の売上、利益ベースの推移など把握してないのが

現状です。まずは、地域内事業者の景況感、業況、売上、仕入、採算の推移、資金繰り、

設備投資状況及び既存する各方面からの経済動向（金融機関・行政等によるＤＩ・ＣＩ

を利用）を調べる事が急務であると考えます。 

 

＜目標＞ 

食品製造業や食に関わる事業者及び金属加工業を中心に地域内全事業者の中から抽出

した事業者を対象として、地域中小・小規模事業者の持続的発展を図るためにヒヤリン

グシートで管内事業者の経済動向調査行う。 

既存する経済団体等の各方面（金融機関・行政等によるＤＩ・ＣＩを利用）より得ら

れたデータを活用し、管内事業者の経済動向調査とともに経営計画策定や創業塾開催時

など有効的な利用に心がけ、管内小規模事業者に対しては、巡回・窓口相談時とホーム

ページなどを利用し、情報提供しながら伴走型支援を行い売上向上に繋げる。 

 

＜実施方法＞ 

① 管内事業者調査 
〇岐阜県商工会連合会から依頼を受けて行う中小企業景況調査（４半期ごと）〔拡充〕

（４半期ごと行う調査内容）・売上額・客単価・客数・資金繰り・仕入単価 

・商品在庫・採算・業況・長期借入難・従業員数） 

             ・設備投資の有無、経営上の問題点等 

※今までは、定量的な調査であったが今後は、景況感の聞き取り調査も含め定性的

調査も行う。 

（アンケート件数） 

 
現行 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

事業所数 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 

 ※調査対象者・・・製造業３件、建設業２件、小売業４件、サービス業６件 

（計１５件） 
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〇当商工会がヒヤリングシートにより独自に行う景況調査〔新規〕 

  ・巡回・窓口指導時にヒヤリングシートによる調査（４半期ごと） 

   

  ■ヒヤリング項目 

   （４半期ごと） 

   ・売上額 

   ・客単価 

   ・客数 

   ・売上単価（製造業） 

   ・仕入単価 

   ・採算 

   ・資金繰り 

   ・従業員数 

   ・業況 

   ・景況感 

    

   ※設備投資状況 

   ※直面している問題点 

                    （ヒヤリング用紙） 

（ヒヤリング件数目標） 

 
現行 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

事業所数 0 件 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 

 ※調査対象者・・・食品製造業４件、食品販売業２件（小売・卸売各１件）、 

飲食業３件、金属加工業２件、輸送機械製造業１件、 

プラスチック製造業１件、建設業１件、サービス業１件 

（計１５件） 

 

② 既存データの活用による経済動向調査〔新規〕 
〇内閣府ホームページの統計情報・調査結果、景気動向指数（月次）ＣＩ・ＤＩを

活用する。 

〇日本政策金融公庫がホームページで公表している総合研究所の景況に関する調査

や中小企業動向トピックスを活用する。 

〇東海財務局ホームページで４半期ごとに発表している岐阜県内経済動向・統計の

岐阜県内経済情勢を活用する。 

〇岐阜県産業経済振興センターがホームページで公表している調査報告資料・統計

調査の中の４半期ごとに行っているＧＰＣ景況調査報告書及び地場産業等調査を

活用する。 

〇十六総合研究所がホームページで公表している調査・レポートの東海地区企業動

向調査（４半期ごと）を活用する。 
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  以上管内事業者調査及び各行政等が公表している既存のデータを活用し調査・分析を

行い、情報提供できる体制を職員間のミーティングなどを４半期ごとに行い経済動向を

整備する。又、調査結果については、今後、経営計画策定支援や創業者希望者の参考資

料として役立てる。 

  なお、調査結果は、小規模事業者を中心に配布（巡回指導時）・情報提供を行うとと

もに、当会ホームページからも閲覧可能とし、小規模事業者がリアルタイムに必要な情

報取得ができる体制を整備する。 

 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

＜現状・課題＞ 

  八百津町商工会の会員の記帳機械化及び記帳指導対象者に対する経営状況の財務分

析を説明、配布程度しか行って来なかったのが現状である。今後は、小規模事業者の個

社に対し、販路拡大（売上）に繋げる為の経営状況の分析を提供することが必要である。

 

＜目標＞ 

  経営指導員の巡回や窓口相談時によるヒヤリング、比較的多くの相談者のある確定申

告時期の決算書（貸借対照表・損益計算書）作成時などにエキスパートバンク、ミラサ

ポ、よろず拠点など専門家派遣を有効活用し、財政面からの経営分析。又、内外の市場

環境を監視・分析するＳＷＯＴ分析を重視し各分析を行い、事業計画の策定支援や戦略

立案のための基本資料として役立てる。 

 

＜実施方法＞ 

小規模事業者を対象に、経営指導員の巡回や窓口相談時によるヒヤリング及び専門家

派遣を利用し各種分析を行う。〔新規〕 

 

① 定量分析 
財務面からの経営状況の分析（財務分析） 

収益性分析・・・企業の収益の水準を分析 

安全性分析・・・企業の資産（資本）の調達構造を分析 

効率性分析・・・企業が、資産（資本）を、どれほど効率的に活用して売上高や

利益といったアウトプットを上げることができているかを分 

析 

成長性分析・・・企業に売上高や利益の水準の変化を分析 

    ※手法  実数分析（各指標の数値を前年数値または他社の数値等と比較） 

         比率分析（各指標の構成比率や相互比率等を通じて行う） 

 

② 定性分析 
個社の強み弱みを分析 

ＳＷＯＴ分析・・・外部環境や内部環境を強み、弱み、機会、脅威の４つのカテ

ゴリーで要因分析し、事業環境変化に対応した経営資源の最 

適活用を図る経営戦略策定方法 
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内的要因（強みと弱み）・・人材、財務、製造力、マーケティング（商品、 

価格、販売促進、立地・物流） 

外的要因（機会と脅威）・・マクロ経済、技術革新、法令・社会環境・文化 

  以上を分析し、分析結果をマトリックス形式で表す。 

 

＜経営分析件数目標＞ 

 現状 平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

定量分析 ０ 25 件 25 件 25 件 25 件 25 件 

定性分析 ０ 25 件 25 件 25 件 25 件 25 件 
計 ０ 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

経営分析目標件数については、定量分析、定性分析合わせて平成２４年度産業経済セ

ンサスによる小規模事業者数４４８事業所の約１０％強を対象とする。 

 

管内小規模事業者の各分析を行い、各々の意識改革を図り、目的にあった事業計画策

定支援に役立て経営の安定化、基盤強化を目指す。 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

＜現状・課題＞ 

小規模事業者に対して事業計画の策定は、融資時に係る策定に必要性があった時のみ

策定及び創業時に対する事業計画作成程度に留まり、又最近では、小規模事業者持続化

補助金申請時に必要となる事業計画にセミナーを開催しており、その中で３年～５年の

事業計画策定を支援してきました。今後は、５年程度の事業計画策定の必要性をアドバ

イスし、常にＰＤＣＡサイクルにて検証し見直を図り、持続的発展のための伴走型支援

を行う。 

 

＜目標＞ 

  小規模事業者が厳しい環境の中、今後どのような経営に取り組む必要があるのか、情

報やノウハウの乏しい小規模事業者に対し、地域の経済動向調査結果の情報や個社の経

営状況の分析を行うなどしながら、事業計画策定の必要性を訴え持続的な発展を支援し

ていく。 

 

＜実施方法＞ 

（１）事業計画策定セミナーの開催〔拡充〕 

  下記により、現行の事業計画策定セミナー開催数を増やし参加者の募集を行い、事

業計画策定支援をする。 

 

（参加者の募集方法） 

① 事業計画策定の必要性を窓口・巡回相談業務時に説明して、事業計画策定セミナ
ー参加者の掘り起こしを行う。 
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② 地域の経済動向調査結果を分析し、個社に伝えることや、ホームページやチラシ
にて小規模事業者に対し情報を伝達し、事業計画策定セミナー参加者を募る。 

 

③ 毎年、確定申告時期の決算指導時に、必要に応じて個社の経営状況の分析（定量
分析・定性分析を活用）を行い、事業計画策定セミナー参加を促す。 

 

④ 小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など補助金制度に興味を示す事業
者はもとより、そうでない小規模事業者に対して補助金制度の内容を説明しなが

ら事業計画策定セミナー参加を促す。 

 

＜事業計画策定目標数＞ 

項 目 現状 
平成 

29 年度

平成 

30 年度

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度

事業計画作成セミナー開催数 2 回 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

セミナー参加人数 20 人 25 人 25 人 30 人 30 人 35 人 

セミナー参加者に対する事業

計画策定件数 
10 件 12 件 12 件 15 件 15 件 17 件 

 

（２）創業塾の開催〔新規〕 

   現在、創業塾はまったく開催していないため、八百津町の産業競争力強化法策定に

伴い、町行政と連携して創業者（第二創業・事業承継含む）の人材育成を行う。当

町に於いては現行毎年創業する事業者は１件程度であり、今後、積極的に町内にお

いて創業を促すためにセミナーを開催し、年間平均３件の創業者を目指す。 

 

＜創業塾開催数及び事業計画策定目標数＞ 

項 目 現状 
平成 

29 年度

平成 

30 年度

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度

創業塾の開催 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

創業塾参加者数 0 回 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

事業計画策定件数 0 回 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 

 

 （３）経営指導員支援による事業計画策定〔新規〕 

    事業計画策定セミナーに参加できなかった小規模事業者に対しても、巡回や窓口

相談を通して、経営指導員の過去の実績を活かして事業計画策定にあたる。 

 

＜経営指導員による事業計画策定目標数＞ 

項 目 現状 
平成 

29 年度

平成 

30 年度

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度
経営指導員による事業計画策定数 0 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件 
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（４）専門家派遣を活用による事業計画策定〔新規〕 

    経営指導員による事業計画策定より、高度な支援が求められる場合などについて

は、岐阜県商工会連合会を通じ、エキスパート・ミラサポ・よろず拠点にて専門家

派遣を行い、事業計画策定にあたる。 

 

＜専門家派遣による事業計画策定目標数＞ 

項  目 現状 
平成 

29 年度

平成 

30 年度

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度
専門家派遣による事業計画策定数 0 件 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 

 

＜事業計画策定合計目標数＞ 

項  目 現状 
平成 

29 年度

平成 

30 年度

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度

事業計画策定件数 10 件 20 件 20 件 23 件 23 件 25 件 

 

 ４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

＜現状・課題＞ 

当会では、金融・経理・税務・労務の支援が中心で、必要に応じ事業計画を策定して

も、策定後は商工会職員が能力不足も否めないため、支援は何も行って来なかったのが

現状である。 

今後は、策定した事業計画に対してのＰＤＣＡサイクルを検証することは必要不可欠

であると思われるため、商工会職員が能力のスキルアップを図りながら、事業計画策定

者に対するフォローアップを定期的に行う必要がある。 

 

＜目標＞ 

  地域の経済動向調査や経営状況分析を基に策定した事業計画を、計画通りに遂行して

いるか、経営環境の変化による見直しの必要性があるかなど、定期的に検証する。 

事務局体制を整え、情報共有を図り経営指導員のフォローアップの他、専門家派遣を

活用しながら事業計画策定者の経営安定を図る。 

 

＜実施方法＞ 

①経営指導員による事業計画策定事業者に対するフォローアップ〔新規〕 

  小規模事業者による事業計画策定者に対するフォローアップは、四半期に１回以上巡

回指導や窓口指導時に事業計画の財務状況や取引状況、生産管理など詳細の進捗状況を

チェックし、事業計画に相違が生じた場合はその都度、常に変更や課題解決のためのフ

ォローアップを行う。合わせて創業者に対しての資金面も含めた経営状況の把握に努め

トータルサポートを行う。 
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②専門家派遣による事業計画策定者に対するフォローアップ。〔新規〕 

  上記、経営指導員によるフォローアップの他、高度な案件や課題解決に向け、必要に

応じ専門家とともに支援にあたる。 

 

③フォローアップに対する事務局体制〔新規〕 

  巡回・窓口指導により知り得た小規模事業者の事業計画策定状況など進捗状況の報告

会議を事務局内で情報共有を図るためにタブレットなどを利用しながら行う。 

事務局会議回数を毎月 1 回以上行い２年目以降は徐々に増やし、事業計画策定者の進

捗状況等に問題、課題が発生した場合は、その都度の開催し事務局全体で伴走型の効率

を図る。 

 

＜事業計画策定者に対するフォローアップ件数＞（対象事業所数×４回） 

現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

0件 80 件 80 件 92 件 92 件 100 件 

 

＜事務局会議回数＞ 

現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

0回 16 回 18 回 20 回 22 回 24 回 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜現状・課題＞ 

現状では、需要動向に関する調査については、商工会としては何も実施しておらず、

行政が調査する当町へ訪れる年間観光客数の把握程度に留まっています。 

今後は、交流人口が増加することを踏まえた需要動向調査を行う事で、交流人口に対

応する対策が必要ある。 

 

＜目標＞ 

町内人口は、減少傾向にある反面交流人口は増加することが見込まれる昨今、それに

対応する新たな販路や新商品開発のために、各方面より業界の動向情報収集及び当町訪

れる観光客の方などに対し、市場調査を行い、その需要動向調査を事業計画策定支援事

業者（創業者含む）や八百津オリジナルグルメ開発支援事業者（当町商工会で新規に地

元産食材を使用するなど、当町特産品の新商品を開発する事業者）、やおつうまいもの会

などの管内小規模事業者へ情報提供することで、個社の商品（製品）戦略・サービス戦

略に活用し、売上拡大に繋げる。 

 

＜実施方法＞ 

小規模事業者の持続的発展に必要な情報を活用・分析し、事業計画策定事業者（創業

者含む）や各分野の小規模事業者に対し有効利用できるよう、日頃より経営指導員が巡

回・窓口相談業務の中で知り得た蓄積情報のほか、次の項目により需要動向調査を行う。

 



１５ 

 

  ①日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキングの活用による調査〔新規〕 

   情報先 調査項目 活用方法 

☆日経テレコンが公

表しているデータを

活用 

★ＰＯＳ情報 

小規模事業者の保有する商

品・サービスに応じて、商品

分類別売れ筋ランキング・金

額シェア・平均価格等の情報

収集する 

◆小規模事業者のどの分野

において、何が売れ筋なの

か」を把握・分析し、販売戦

略・商品戦略・広報戦略の立

案に活用する 

 

  ②業界より発信しているメールマガジンや業界紙による有益情報の収集〔新規〕 

  情報先 調査項目 活用方法 

☆ｅ-中小企業ネットマガ

ジン ★各業界より発信される

メールマガジンの記事か

ら創業・販路・技術・新商

品情報・補助金などの有益

情報を随時収集しまとめ

る 

◆各業界より需要動向の変

化に応じたリアルタイムな

記事内容の有益部分をピッ

クアップし、個社の支援ニー

ズにあったホットな情報を

提供することで、起業、販路

開拓、商品開発、補助金など

幅広く活用する 

☆岐阜県産業経済振興セ

ンターメールマガジン 

☆岐阜県中小企業団体中

央会メールマガジン 

☆㈱商業界 
★月間商業界（好評連載記

事、特集などから抜粋） 

 

  ③町内やおつうまいもの会の行うアンケート調査〔拡充〕 

調査項目 分析内容 活用方法 

☆やおつうまいもの会（２

０店舗）が行うスタンプラ

リー（５店舗のお店で買い

物すると特典が受けられ

る）で、スタンプカードの

回収時に於いて、アンケー

トを行う。調査項目は、住

所地、購買価格帯、来店回

数、及び店に対する意見

（コメント）などを調査す

る。（各店舗で回収） 

★住所地により町内・町

外・県外など地域別データ

の収集 

★購買価格帯の調査により

よく売れる価格帯を調査

し、商品構成、販売価格設

定の分析 

★来店回数によりリピート

率分析 

★意見（コメント）にて、

新商品開発、サービス分野

の分析 

◆来訪者のアンケートを調

査・分析し、小規模事業者

に対し、今後の販売戦略（商

品構成や販売価格の設定、

売れ筋商品の改良、新商品

開発に役立てる）又、意見

（コメント）では利用店舗

に対する生の声を聞き取る

ことで、接客対応、サービ

スの改善など、小規模事業

者に対し販売戦略等の提

案・提供に有効活用する。
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⑤ 観光協会と連携した観光客向けアンケート調査〔拡充〕 
  

調査項目 分析内容 活用方法 

☆町内観光名所や町内のお

店（当町の特色ある「食の

産業」の店舗）に置いてあ

る観光客向けアンケートを

利用する。 

（来町目的、来町人数、立

ち寄った名所・目的先、町

内で使った金額） 

★町内各名所への来客数

推移の分析。 

★現在町内各名所にある

お店での購買品、購買価格

帯や町内で使った金額の

分析。 

◆小規模事業者やに対し、

売上拡大を目指す個者に対

し町内の名所への来客者を

分析し、販路拡大や販売戦

略に役立てる。 

◆小規模事業者に対し、観

光客向け新商品開発や商品

構成、売れ筋の価格帯設定

の提案・提供などに活用す

る。 

 

⑥ 人道の丘公園（杉原千畝記念館）へ訪れる来場者向けに公園内にてテスト販売や
試食会時のアンケート調査（春・秋の年２回）〔新規〕 

  

調査項目 分析内容 活用方法 

☆観光客の増加が見込まれ

る人道の丘公園（杉原千畝

記念館）への来場者に対し、

テスト販売や試食会を開催

しアンケート（性別・年齢

出身・購買価格）や聞き取

り調査を行う。 

★食品製造者や飲食業者

が作った新商品のテスト

販売や試飲会にて、商品に

対する品質（味・食感・見

栄え）価格の評価、購入場

所の要望などを調査・分析

する。 

◆参加した食品製造業や飲

食業者に対し、アンケート

や聞き取り調査を分析した

結果及び、消費者の声を参

考に商品改良・開発や価格

設定・販路・販売ターゲッ

トの選定など売れる商品を

立案する。 

 

○情報を提供する方法 

 巡回・窓口指導 

     需要動向調査・分析結果を取りまとめた情報は、町内の小規模事業者へ巡回・

窓口指導時に提供する。 

又、事業計画策定事業者はもとより、個社に対して収集した需要動向調査結果

については個社に対しても情報提供し経営に役立てる。 

 

＜需要動向調査情報提供事業者数＞ 

現状 平成 29年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32年度 平成 33年度

10 件 20 件 20 件 23 件 23 件 25 件 

   ※事業計画策定事業者全て 
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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・課題＞ 

他団体から案内された商談会や企業展（企業お見合い）、各分野で開催されている展示

会などのポスター、チラシを商工会館内のパンフレットスタンド等を利用し提示、又、

希望企業を募りの企業の取扱商品を陳列ケースにて展示する程度で、新たな開拓にまで

は、至っていなかった。今後は、提示するだけでなく小規模事業者の需要の開拓に繋げ

るため他の支援機関と連携し、ＩＴの活用や売り場の提供が必要となる。 

 

＜目標＞ 

新たな需要の開拓に寄与する事業については、事業計画策定し実施支援を行っていく

中で単なる情報提供に留まらず、新たな需要開拓のために全国商工会連合会・岐阜県・

岐阜県商工会連合会・八百津町や八百津町産業文化祭実行委員会などの組織と連携を図

る。 

各連携先の情報を基に、展示会・企業展や商談会（企業お見合い）、即売会、ガイドブ

ックへの掲載、マスメディア、ＩＴの活用、新商品や新技術の紹介コーナーへの参加を

小規模事業者に対し、積極的に出店要請を促す。又、新たな売場の提供できる事業を行

うことで販路拡大に繋げていく。 

 

＜実施方法＞ 

小規模事業者が新たに需要を開拓するうえで、事業計画を策定しフォローアップした

事業者や創業塾参加事業者及び八百津町オリジナルグルメ開発支援事業（当町商工会で

新規に地元産食材を使用するなど、当町特産品の新商品を開発する事業者）に取り組む

事業者に対し、伴走型支援のもと、全国各地で開催する商談会・展示会への出店、国・

県等が関わるガイドブック等及びマスメディア、ＩＴを活用した情報提供など様々な販

促情報を利用し支援する。 

出展者に対しては、専門家派遣（デザイナー等）を活用し、効果的なブースレイアウ

ト、陳列等のアドバイスも合わせて支援する。又、八百津町産業文化祭の開催時に「新

作発表展」と称し新商品や新技術の紹介できるコーナーを設け情報発信を行う。 

 

① 企業展・商談会・展示会への出展支援〔拡充〕 
全国各地で開催されている企業展、商談会（企業お見合い・ビジネスマッチング）

等、各分野で開催する展示会、食の祭典（例＝名古屋メッセ、多治見ビジネスマッ

チング、全国百貨店で開催する催事、ニッポンセレクト等々）などへ事業計画策定

支援事業者等に対して情報提供を行い出展支援し、出展者には現地でのアンケート

調査を促す。 

 

② 国・県等が支援するガイドブックや販売所の活用〔新規〕 
事業計画策定支援した事業者等を対象に対し、国・県が発行するガイドブックへ

の掲載や県の管理する販売所・ギフツショップの情報等を促し、販路拡大に繋げる。
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③ マスメディアを活用した販路開拓支援〔新規〕 
 新商品開発、特殊なサービス・技術を持った事業者や八百津オリジナルグルメ開

発新事業に関わった小規模事業者等に対し、各方面の人脈を活用してマスメディア

（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ）に新商品や新技術を売り込み、マスメディアが取

り上げることにより新たな販路開拓に繋がる。 

 

④ ＩＴ活用した販路開拓〔拡充〕 
事業計画策定事業者、八百津町オリジナルグルメ開発支援事業対象者等に対し、

専門家派遣事業などを有効活用して各事業者独自のＩＴ（ホームページ）を利用し

た販路拡大を行う。 

又八百津うまいもの会の開催するイベント（町内うまいもの会に所属する２０店

舗で行うスタンプラリー）などの情報を、八百津町商工会ホームページに掲載する

事で事業者のＰＲに活用する。 

 

⑤ 八百津町産業文化祭時の「新作発表展」新商品や新技術紹介コーナーの開催〔新規〕
毎年開催している八百津町産業文化祭において、現行、工業展示コーナーを設け

て開催しているが、その展示コーナーの一角に「新作発表展」と称し、新商品や新

技術など新たな開発に取り組んだ事業所を紹介するコーナー作り、来場者向けに情

報発信し、新たな販路開拓や商品の売り込みを図る。又、経営指導員による商品の

ブラッシュアップを行う。 

又、八百津町産業文化祭で開催する「新作発表展」においては、アンケートや意

見箱、聞き取り等により効果を測定・検証し、事後に活かす素材とする。 

 

＜新たな需要開拓事業参加企業目標件数＞ 

新たな需要開拓内容 現状 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 平成32年 平成33年

企業展・商談会・展示

会への出展 
０件 １件 １件 ２件 ２件 ３件 

国・県等が関わるガイ

ドブック等への掲載 
０件 随時 随時 随時 随時 随時 

マスメディアを活用

した販路開拓支援 
０件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

ＩＴを活用した販路

開拓支援 
０件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

八百津町産業文化祭

時の「新作発表展」 
０件 ３件 ４件 ４件 ５件 ５件 

  ※原則、事業計画支援事業者には新たな需要開拓支援をする。 
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＜新たな需要開拓事業参加企業の商談件数商談件数＞ 

  ◎企業展・商談会・展示会など出展企業者、１事業者に対し、３件の商談件数を目標

とする。 

 ＜新たな需要開拓事業参加企業の売上アップ目標＞ 

  ◎ガイドブックへ等の掲載、マスメディア、ＩＴの活用、八百津町産業文化祭「新作

発表展」へ参加した事業者各々に対し、前年対比１０３％の３％アップを売上目標

とする。 

 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組 

 

＜現状・課題＞ 

現在、八百津町オリジナルグルメ開拓支援事業（新商品開発者の申請に対し開発費の

一部補助〈上限あり〉を行う）や「やおつうまいもの会」開催のスタンプラリーの運営

支援、八百津町産業文化祭の中での工業展示コーナー、即売会（産業文化祭限定販売含

む）の運営、八百津町観光協会へ支援、姉妹都市交流事業に取り組んできましたが、一

部マンネリ化している事業もあり、新たな展開とブラッシュアップを図り変えて行く必

要がある。 

 

＜目標＞ 

新たな地域経済の発展に寄与するために、新規事業も既存事業も変革を追求し、売れ

る物、場所の提供できる仕組みを構築していく。 

 

＜実施方法＞ 

今後、増加が見込まれる交流人口に対する地域資源の活用、観光客の誘客、雇用機会

の増大等で、国・県・町（行政）・岐阜県商工会連合会・八百津町観光協会・めぐみの農

業協同組合・日本政策金融公庫・十六銀行八百津支店・東濃信用金庫八百津支店・八百

津高等学校と連携し各方面の事業取り組みを支援する。 

 

① 八百津オリジナルグルメ開発支援事業の推進〔拡充〕 
＜現状・課題＞ 

 丸山ダムのかさ上げ工事の本格的開始・八百津トンネル開通（平成 28 年度完成予定）

により交流人口増加が予想される中、平成２６年度より、地元食材を使用した「やお

つグルメ」の開発支援事業を開始し、初年度は２件の新商品開発支援を行った。又、

新たに杉原千畝氏「杉原リスト」世界記憶遺産関連で交流人口増加傾向の中、小規模

事業者の新商品開発「八百津オリジナルグルメ開発」と販路開拓方法について早急な

対応が望まれている。 

 

＜目標＞ 

 上記課題のとおり今後益々の交流人口増加に伴い、地元食材などを使用した新商品

開発や特産品改良を促し、新たに販売できる場を示すことができる販路開拓支援の基

盤づくりを八百津オリジナルグルメ開発支援事業で行う。 
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＜実施方法＞ 

  八百津オリジナルグルメの開発と販路開拓支援の為、専門家による支援などの有効活

用も含め、需要の調査・新商品開発と商品ＰＲ（持続化補助金の利用等）や新たに販売

できる場の提供等、総合的な支援を行う。 

  

＜八百津オリジナルグルメ開発支援数目標＞ 

実績 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

2件 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 

 

② やおつうまいもの会の支援〔拡充〕 
＜現状、課題＞ 

平成２５年度より「やおつうまいもの会」（食関連事業者参加）を立ち上げる。今ま

でも春は地酒蔵開き、八百津祭り・久田見祭り、秋は栗きんとん・紅葉などで来町さ

れる方があり、来町された人々に町内の他小規模事業者の工場・店舗への誘客の為、

特典付きスタンプラリーを実施した。しかし、八百津町の食の魅力周知方法・個店Ｐ

Ｒ不足及び小規模事業者の経営意欲向上対策が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜目標＞ 

  「やおつうまいもの会」の実施する「特典付きスタンプラリー」を支援し、過去に行

ったアンケートの分析を行い、特に町外へ積極的にアピールを図る。又、定期的に加盟

事業者の会議を開催し、「需要の予測」、「新商品の開発」や「販路」、ホームページの利

用など経営意欲向上を図る。 

 

＜実施方法＞ 

スタンプラリー実施ＰＲ支援のために「やおつうまいもの会」と連携し、過去に行っ

たスタンプラリーアンケート調査の集計結果を利用し、来町者の住所地・目的などを分

析する。その分析結果を活用して販路の模索、ホームページ開設・改良並びに需要の予

測や新商品開発に取り組み、来町者に対するリピーター率向上を図る。 
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③ 「新作発表展」新商品や新技術の紹介コーナー（八百津町産業文化祭開催時）〔新規〕
＜現状・課題＞ 

毎年１１月第２土・日に開催している八百津町産業文化祭にて即売会・展示会を実

施している。八百津町産業文化祭は、近隣町村と比べ非常に評判がよく、また、出店

者による産業文化祭限定販売の商品も並び、来場者も多く、人気がある。しかし、 

工業展示会場においては単に企業紹介・商品、製品の展示で終わっており、最近はマ

ンネリ化してきており、変革を求める意見も多くなっている。 

 

＜目標＞ 

町内のみならず、近隣から多くの来場者がある八百津町産業祭で、新商品や新技術

の開発や新しい事業に取り組んだ小規模事業者を積極的に宣伝し、多くの方に紹介で

きるコーナーを設け販売、販路拡大に繋がる場の提供を図る。 

 

＜実施方法＞ 

 八百津町産業文化祭実行委員会と共催し、毎年１１月第２土・日に開催している八

百津町産業文化祭の工業展示会場の一角に「新作発表展」、新商品や新技術の紹介コー

ナーを設け、事業計画策定者、八百津オリジナルグルメ開発支援や新事業・新商品開

発に取り組んだ事業者に対し積極的な参加を呼びかける。 

 

＜「新作発表展」新商品、新技術の紹介コーナー展示件数＞ 

現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

無 3 件 4 件 4 件 5 件 5 件 

 

④ 八百津町タウンプロモーション室との連携〔新規〕 
＜現状・課題＞ 

 平成２７年８月に八百津町タウンプロモーション室が開設され、杉原千畝氏「杉原

リスト」世界記憶遺産登録を中心に八百津町の将来設計を模索中であり、今後、杉原

千畝世界記憶遺産登録の有無に関係なく、有効活用出来るかが課題。 

 

＜目標＞ 

 八百津町タウンプロモーション室と連携を取り、杉原千畝記念館（人道の丘）への

観光客に対する八百津町の街中（商店街）への誘客するために、杉原千畝記念館への

来場者の方へ八百津町の特産品などを積極的なＰＲに努め、町内小規模事業者、特に

小売・飲食・サービス業の経営安定を図る。 

 

＜実施方針＞ 

 八百津町タウンプロモーション室と綿密に連絡を取り、八百津町の将来設計のため

の会議、打ち合わせ等へ積極的に協力、参加し、町内事業者の繁栄に寄与出来る体制

づくりを行う。 

 

⑤ 八百津町観光協会の事業支援〔拡充〕 
＜現状・課題＞ 
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 八百津町観光協会が平成２６年度再発足し、事業経営者や一般町民に対して幅広く

会員の募集もあり、当町商工会も積極的に協力してきました。会は再出発し、新態勢

の下、会員を３チーム（おもてなし向上プロジェクト、販路プロジェクト、プロモー

ションプロジェクト）に分けて活発な活動を展開することとなりましたが、町外から

の来町者に対する受け入れ態勢について、今後、事業経営者と一般町民との融合、調

和が課題となる。 

 

＜目標＞ 

 八百津町観光協会が行う事業に対し、積極的な支援（町外で八百津町のＰＲ活動）

を行い町内にある各観光施設への町外からの観光客を増加させ、町外者による町内消

費額の拡大を図る。 

 

＜実施方法＞ 

 町観光協会が活発な活動を展開する中、平成２７年は、各プロジェクトチームの活

動報告が発表された。そんな中、商工会も町産業課、町プロモーション室と情報を共

有し、連携して、町内事業者と一般住民が融合、調和を図り、来町者向けアンケート

実施や町外への広告宣伝、誰でもが共有できるオリジナルグッズの作成などに取り組

み、新たにブランド化を図り地域経済発展に努める。 

 

⑥ 丸山ダムのかさ上げ工事に対する受け入れ態勢の取組〔新規〕 
＜現状・課題＞ 

八百津町に有る丸山ダムのかさ上げ工事が再開することが決定し、現在は、ダム工事

に対する取り付け道路など付帯工事程度であるが、今後本格的な工事再開にむけ、関係

事業や工事に携わる関係者の受け入れ態勢が課題となる。 

 

＜目標＞ 

 完成計画平成４１年と言われる、長期にわたるダム工事に対する、町内での下請け業

者の雇用の拡大及び、町内での消費（消耗品・食料品・日用品等）について増大が見込

め、受け入れ態勢を整えることにより、町全体の活気に繋がる。 

＜実施方法＞ 

 今後の本格的な新丸山ダムかさ上げ工事に向けて、新丸山ダム工事事務所や関係行政

と綿密に連絡し、今後の方向を模索しながら、拡大の見込まれる工事関連の需要動向調

査を行い小規模事業者に寄与する。 

 

⑦ 姉妹提携都市交流事業〔拡充〕 
＜現状・課題＞ 

 八百津町は、福井県敦賀市、愛知県南知多町、石川県穴水町と交流しており、互相に

産業文化祭等の催事で、物産の販売場所の提供をしている。現状では、八百津せんべい

の販売を中心に一部の特産品等の販売と観光ＰＲの場となっている。今後は、町内の特

産品はもとより、新たに開発された「新商品」ＰＲを他町村で宣伝する必要がある。 
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＜目標＞ 

 八百津町の特産品や新商品、「八百津オリジナルグルメ開発事業」で支援した八百津グ

ルメを町外へ積極的アピールし消費拡大を図る。 

 

＜実施方法＞ 

  従来の既存である特産品を販売することに加え、新たに八百津グルメ開発支援で進め

た新商品やグルメなどを姉妹提携都市交流事業で広告宣伝、販売できる場の提供を会報

やホームページで情報提供し、出店者を募り、販路拡大しいては、売上向上を図る。 

 

 

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・課題＞ 

現行、小規模事業者との相談業務の中で、専門的知識が必要となったとき、岐阜県商

工会連合会広域支援室を通じて専門家派遣を場あたり的に利用していた。又、日本政策

金融公庫と経営改善貸付推薦団体連絡協議会で、管内のトピックスや景気状況の情報交

換は行っていたが、他の支援機関と連携し支援ノウハウの情報交換する場は非常に少な

かった。今後においては、経済動向、経営状況分析、需要動向などあらゆる面で情報共

有は必要となる。 

 

＜目標＞ 

 他の支援機関と連携を図り、それぞれの支援機関のもつ情報を専門的観点からの支援

ノウハウを得て小規模事業者に対し支援する。 

 

＜実施方法＞ 

  ○日本政策金融公庫〔拡充〕 

日本政策金融公庫多治見支店が年２回開催している経営改善貸付推薦団体連絡

協議会の会議にて、中濃、東濃地域の経済動向や商工会支援の現状など「国の指定

金融機関」としての知り得る情報交換を行い小規模事業者支援に活用する。 

   

○八百津町役場〔新規〕 

    八百津町役場産業課課長、担当職員と八百津町商工会の総務会（会長・副会長・

商業・工業部長）及び職員が連携し年２回の会合を開き、産業競争力強化法に関係

する創業者に対する人材育成支援や政策情報など、あらゆる面から情報共有を図

る。 

 

  ○八百津町金融協会〔新規〕 

今後は、町内金融機関で作る八百津町金融協会（めぐみの農協八百津支店・十六

銀行八百津支店・東濃信用金庫八百津支店）と年に１回「金融懇談会」を開催して、

金融情報や景況感など、又金融に関する課題、問題解決方法や支援ノウハウなどに

ついて情報交換を図る。 
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２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜現状・課題＞ 

現状としては、岐阜県商工会連合会が開催する指導員研修会の「一般コース」「特

別コース」等や税務署、職業安定所等の公的機関が開催する説明会及び岐阜県可茂

地区（商工会議所含む）で構成する商工会職員協議会指導員部会が持ち回りで開催

する部会研修会が定番で専門的知識の得る研修等は少ない。しかし、今後は経営発

達支援計画遂行に必要となる能力、知識など経営指導員の資質向上に努めなければ

ならない。 

 

＜目標＞ 

今までより、より高度な専門的知識の習得できる研修会、講習会等を積極的に受

講し、他の商工会、商工会議所職員や八百津町商工会内の職員間で情報共有するこ

とでより高度な知識を身に付け資質向上を図り、小規模事業者に対し支援できる体

制を確立する。 

 

＜実施方法＞ 

○中小企業大学校開催の専門研修を受講〔拡充〕 

小規模事業者支援に必要となる課題解決力や経営計画策定支援に対する能力を身に

つけるため、中小企業大学校瀬戸校が開催する「経営改善計画作成支援の勘所」、「農

商工連携事業支援の進め方」「経営革新計画のフォローアップ支援」「ＩＴを活用した

事業略」といった研修の中から知識を習得するため、今まで以上に５年間のうち２回

以上の各種研修を積極的に受講する。 

 

○岐阜県商工会連合会広域支援室との支援体制の確立〔拡充〕 

中小企業診断士の資格を有する職員や、岐阜県商工会連合会広域指導支援室職員と

ともに支援体制を確立し、専門的知識、支援ノウハウを学ぶなど、ＯＪＴによる効果

的且つ実践的な伴走型支援能力の向上を今まで以上に積極的に図る。 

 

○可茂地域商工会協議会（管内会議所含む）開催の部会研修会〔拡充〕 

近隣１０市町村、岐阜県可茂地区（商工会議所含む）で構成する商工会職員協議会

指導員部会にて年に１１回開催する部会研修会の中で、今まで取り組んでいなかった

支援事例情報共有や地域の課題、現状などの情報交換を積極的に取り入れ、職員のス

キルアップを中心に開催する。 

 

○八百津町商工会職員のミーティング（勉強会）の定期開催及び情報共有〔新規〕 

八百津町商工会職員間においては、ミーティングの定期開催を月１回、その他に随

時開催を年４回開催し初年度は１６回、２年目からフローアップ件数も増えることに

より職員間のミーティング回数を徐々に増やし、５年後には月２回、年間２４回の職

員ミーティングを開催し知識の共有と管内小規模事業者の経営状況や評価、問題点、

支援事例報告等についても共有を図り、職員全体のレベルアップを図る。 

   又、経営指導員のみならず、他の職員が担当する支援の日々の指導状況を指導カル



２５ 

テ（全国連が推奨する岐阜県下全商工会が利用するネット上のシステム）に記入し、

支援ノウハウや成功事例のデータベース化を図り、職員の移動があっても常に閲覧で

きる状態にする。 

 

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 

＜現状・課題＞ 

八百津町商工会においては、各事業を実施しても事業に対する反省は行っても、

評価、見直しについては何もしてこなかった。しかし今後は、伴走型支援のもと計

画・実行・評価・改善によるＰＤＣＡサイクルの仕組みづくりが必要である。 

 

＜目標＞ 

本計画に記載した事業の実施状況及び成果に関しては、ＰＤＣＡサイクルに基づ

き評価・検証を毎年行い、改善プロセスを明確にする事で、見直しが必要かどうか

などを決定し、次年度への小規模事業者に対して経営発達支援計画の支援体制を確

立する。 

 

＜実施方法＞ 

毎年、年度終了の３月末をもって本計画に記載した事業の実施状況及び成果に、

ついてＰＤＣＡサイクルに基づき評価・検証を行い、改善プロセスを明確にする。

事業の成果・評価・見直しについては、事業終了後速やかに理事を招集し、八百

津町役場産業課課長及び中小企業診断士や税理士などの専門家を外部有識者として

招き、理事会にて報告し承認を受けたうえで、八百津町商工会のホームページ上に

て公表する。〔新規〕 

 

＜事業評価、見直しメンバー＞ 

役職・職業 人数 

〇商工会役員 会長 １名

副会長 ２名

理事 ２０名

〇外部有識者 役場産業課長・中小企業診断士または税理士 ２名

〇商工会職員 事務局長・経営指導員・指導員補 ４名

 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 
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１、Ｐｌａｎ（計画） 

   従来の実績や将来の予測などを 

   もとにして業務計画を作成する。 

   

２、Ｄｏ（実行） 

    計画に沿って業務を行う。 

   

３、Ｃｈｅｃｋ（評価） 

    業務の実施が計画に沿っている 

    かどうかを確認する。 

   

４、Ａｃｔ（改善） 

    実施が計画に沿っていない部分 

    を調べて処置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 

実行 

評価 

改善 
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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 

（２８年４月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●主たる事務分掌 
 

   事 務 局 長 ・商工会の運営に関すること 

          ・事務局の統括に関すること 

          ・県、町補助金・会員に関すること 

          ・軽微な経営改善普及事業に関すること 

          ・経営発達支援計画推進管理に関すること 

          ・連携機関との調整に関すること    
 

   経営指導員 ・経営改善普及事業に関すること 

          ・事業計画策定支援に関すること 

          ・創業塾・事業計画策定支援セミナーに関すること 

          ・専門家派遣に関すること 
 

   経営指導員補 ・経営改善普及事業に関すること 

          ・経営発達支援事業に係る経理に関すること 
 

   記 帳 員 ・記帳指導に関すること 

          ・軽微な経営改善普及事業に関すること 

          ・調査対象事業者の経理データに関すること 

 

（２）連絡先 

 ・住  所：〒５０５－０３０１ 

       岐阜県加茂郡八百津町八百津３８００－４ 

 ・電話番号：０５７４－４３－０２６６ 

 ・FAX 番号：０５７４－４３－２４４８ 

 ・Ｅメール：office@yaotsu-net.com 

 

◎経営発達支援業務者範囲 

 
事務局長 

 事業の総括 

経営指導員２名 

経営発達支援事業の推進業務 

経営指導員補１名 

経営発達支援事業の推進業務 

記帳員 

 記帳指導事務 



２８ 

（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） 

 ２９年度 
(２９年４

月以降) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 32,400 32,700  33,600  34,000  34,400 

 

・人件費等 

・旅費・事務費 
    (資質向上研修費含)
・各種調査費 
・セミナー等開催費 
  （経営計画作成支援費含）

・販路開拓支援費 

（展示会・商談会）

・新商品開発・広報

 費 

29,600 

1,500  
 

300 

600 
 

200 

 

200 

 

 

30,000 

1,500 
 

200 

600 
 

200 

 

200 

 

 

30,400 

1,500 
 

100 

600 
 

600 

 

400 

 

 

30,800 

1,500 
 

100 

600 
 

600 

 

400 

 

 

31,200 

1,500 
     
100 

600 
 

600 

 

400 

 

 

 

（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 小規模事業指導補助金    岐阜県 
② 八百津町商工会運営補助金  八百津町 
③ 自主財源収入 
  一般会費・各種手数料収入・特別賦課金 

 

 

 

 

 

（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．事業計画策定支援及び、事業計画遂行支援のための連携。 

２．創業・第二創業・事業承継に関する事業計画策定支援及び、事業計画遂行支援の 

 ための連携。 

３．新たな需要開拓のための連携。 

４．地域経済の活性化に関する連携。 

連携者及びその役割 

１．小規模事業者の経営課題の洗い出しを行い、課題を解決するために、市場調査・分

析の結果を踏まえ、事業計画の策定支援及び、事業計画遂行支援を行い小規模事業者

の持続的発展を図る。 

●連携先 

・十六銀行八百津支店     支店長 後藤仁志 

 加茂郡八百津町八百津 3890-1 ℡0574-43-1161 

・東濃信用金庫八百津支店   支店長 伊藤喜隆 

 加茂郡八百津町八百津 3934  ℡0574-43-1151 

・めぐみの農業協同組合八百津支店 支店長 馬場喜紀 

 加茂郡八百津町八百津 3806-3 ℡0574-43-1201 

・日本政策金融公庫多治見支店 支店長 飯田圭一 

 多治見市本町 2-70-5     ℡0572-22-6341 

・岐阜県商工会連合会     会長 岡山金平 

 岐阜市藪田南 5-14-53     ℡058-277-1068 
 

２．創業（第二創業・事業継承含む）に関する連携として、産業競争力強化法の創業支

援事業による八百津町との連携による創業塾、金融機関・岐阜県商工会連合会と連携

し、創業セミナー等各種講習会の開催を行い創業・事業継承を積極的に支援し、事業

計画の策定及び金融支援を行う。 

●連携先 

・八百津町（役場担当課：産業課）町長  

 加茂郡八百津町八百津 3903-2 ℡0574-43-2111 

・十六銀行八百津支店     支店長 後藤仁志 

 加茂郡八百津町八百津 3890-1 ℡0574-43-1161 

・東濃信用金庫八百津支店   支店長 伊藤喜隆 

 加茂郡八百津町八百津 3934  ℡0574-43-1151 

・めぐみの農業協同組合八百津支店 支店長 馬場喜紀 

 加茂郡八百津町八百津 3806-3 ℡0574-43-1201 

・日本政策金融公庫多治見支店 支店長 飯田圭一 

 多治見市本町 2-70-5     ℡0572-22-6341 
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・岐阜県商工会連合会     会長 岡山金平 

 岐阜市藪田南 5-14-53      ℡058-277-1068 

３．新たな需要開拓に関連する連携先のあらゆる販路情報を得るために連絡を取り、事

 業計画策定後のフォローアップに関する伴走型支援のもと、事業計画策定事業者や創

 業者に対し販路先拡大のための情報提供を積極的に行う。 

 ●連携先 

 ・全国商工会連合会      会長石澤義文 

  東京都千代田区有楽町 1丁目 7-1 ℡03-6208-0088 

 ・岐阜県商工労働部      知事 古田肇 

  岐阜市藪田南 2丁目 1-1    ℡058-272-1111 

 ・岐阜県商工会連合会     会長 岡山金平 

岐阜市藪田南 5-14-53     ℡058-277-1068 

 ・岐阜県産業経済振興センター 理事長 丹羽義典 

  岐阜市薮田南 5-14-23     ℡058-277-1090 

・八百津町          町長 金子政則 

 加茂郡八百津町八百津 3903-2 ℡0574-43-2111 

・多治見市商工会議所     会頭 牛込進 

 岐阜県多治見市新町 1-23   ℡0572-25-5000 

・十六銀行八百津支店     支店長 後藤仁志 

 加茂郡八百津町八百津 3890-1 ℡0574-43-1161 

 

４．やおつうまいもの会との連携及び八百津オリジナルグルメ開発支援による、八百津

町の「食」の PR、八百津町との連携による産業文化祭会場における特産品の販売と工

業製品の展示、八百津町タウンプロモーション室との連携による、杉原千畝氏を中 

心とした観光 PR、観光協会と連携した町の観光 PR、役場・農協と連携した八百津産「や

おつ栗」の栽培普及と特産品開発と PR 事業を積極的に行い、地域活性化を図る。 

 ●連携先 

 ・八百津町           町長 金子政則 

（役場担当課：産業課）課長 藤本清久 

      （役場担当課：タウンプロモーション室）室長 山内好仁 

  加茂郡八百津町八百津 3903-2 ℡0574-43-2111 

 ・八百津町観光協会      会長 金子政則 

  加茂郡八百津町八百津 3902-2 ℡0574-43-2111 

新丸山ダム工事事務所    所長 美輪孝司 

  加茂郡八百津町八百津 3351  ℡0574-43-2780 

・めぐみの農業協同組合八百津支店 支店長 馬場喜紀 

  加茂郡八百津町八百津 3806-3 ℡0574-43-1201 

 ・やおつうまいもの会     代表 伊佐治 建重 

  加茂郡八百津町八百津 3921-1 ℡0574-43-0147 

 

 

 



３１ 

連携体制図等 

 

１．事業計画策定支援及び、事業計画遂行支援のための連携。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．創業・第二創業・事業承継に関する事業計画策定支援及び、事業計画遂行支援の 

 ための連携。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．新たな需要開拓のための連携。 

 

 

 

 

 

 

 

４．地域経済の活性化に関する連携。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八百津町商工会 小規模事業者 

岐阜県商工会連合会 

日本政策金融公庫多治見支店 
十六銀行 八百津支店 
東濃信用金庫 八百津支店 
めぐみの農業協同組合八百津支店 

八百津町役場 

八百津町商工会 

岐阜県商工会連合会 

八百津町商工会 

八百津町役場 
 産業課 
ﾀｳﾝﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ室 

新丸山ダム工事事務所 

やおつうまいもの会

めぐみの農協 

小規模事業者 日本政策金融公庫多治見支店 
十六銀行 八百津支店 
東濃信用金庫 八百津支店 
めぐみの農業協同組合八百津支店 

八百津町観光協会 

小規模事業者 八百津町商工会 
全国商工会連合会 
岐阜県    岐阜県商工会連合会 
岐阜県産業振興センター 
八百津町   多治見商工会議所 
十六銀行八百津支店 


