
経営発達支援計画の概要 

実施者名 白川町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日 

目標 

   
商工会の指導体制の構築を行い、小規模事業者に対して売上増加、後継者

対策、雇用促進などの支援を継続して実施し、地域の経済活性化の基盤とな

る小規模事業者の発展並びに存続を図り、併せて地域内における循環型の消

費を高める仕組みを構築し、町外からの外貨の流入と町内循環型消費の拡大

により地域経済の活性化を図ることを目標とする。 
 

事業内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 

地域住民に対して消費動向、地域内企業への就労条件に関する調査を行い、

データとりまとめた後、改善策を探るために地域住民との懇談会を実施し、

まとめた情報を事業所へフィードバックする。 

２．経営状況の分析に関すること 

商工会・行政・認定支援機関が小規模事業者の持続及び発展に向けた効率

 のよい支援を実施するために、経営状況等の調査を行いデータを分析し、共

有データとして活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  小規模事業者の発展のために欠かせない経営計画書の作成に関する支援事

業を実施する。 

・事業計画策定セミナーの開催（集団セミナー 年６回） 

  ・個別指導の実施（計画書を作成した全事業者に対して、ブラッシュアッ

プの指導を行う） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  小規模事業者の発展を目指した経営計画書の目標値達成を図るために、 

専門家と連携し伴走型の支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

【既存の商品、サービスの提供に関する調査】 

   小規模事業者の販売内容等に関わる市場調査を行い、事業所に活用しい

ただくため情報の提供を行う。 

【新たな市場開拓に関する調査等】 

   地域の特性を生かした商品等の販売先の新たな市場調査を行い、事業所

に活用していただくため情報の提供を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

ＩＴの活用、展示会並びにアンテナショップを利用するなど、販路需要を

高めるための支援事業を実施する。 

 

連絡先 

・住所：岐阜県加茂郡白川町河岐 1674 

・電話：0574‐72‐1205 

・電子メール：ms‐shoko＠md.ccnw.ne.jp 

・ＵＲＬ：http://www.gifushoko.or.jp/minoshirakawa/ 
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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白川町の情勢等 
【位置・地勢】 
白川町は、岐阜県の南東よりに位置し飛騨と接している。白川町は名前のとおり美しい川に 

恵まれており、木曽川水系の飛騨

川に注ぐ、佐見川、白川、赤川が

扇状に東側に伸び、それらの流域

に集落が点在している。町域は東

西約 24 ㎞、南北約 21 ㎞で、
237.89km2 と広大な面積を有し
ており、その内訳は森林が 88.5%、
農用地 3%、道路 2%、宅地 1%の
割合となっている。 
広域圏では美濃加茂市、可児市

を中心とする「可茂地域」に属し、

美濃加茂市までの距離は 30kmで、車で 35分程度。東海地方の中心地である名古屋市まで、Ｊ
Ｒ高山本線で約１時間。また、東海環状自動車道の美濃加茂ＩＣを利用すると中部国際空港まで

約２時間 30分程度となっている。 
 
【人口の推移等】 
 昭和 31年の合併当時 18,400人を上回っていた人口は、昭和 40年 16,304人、昭和 50年 13,791
人と大幅に減少した。その後、減少は鈍化の傾向にあるが、歯止めがかからず、平成 23年には
１万人を切って 9,828 人となり、現在は 9,199 人と更に減少は続いている。また、高齢化率は
39%を超え全国平均、県平均を大きく上回っている。 
 就業人口は、人口と同じく減少傾向にあり、産業別構成比では第一次産業就業者の減少が続き、

第二次が若干の減少傾向、第三次産業就業者が横ばい傾向にあり、農林業等の就業者の兼業化と

生産、サービス業への転換が伺える。（第一次産業就業者の減少に伴い農業地の荒廃化が進んで

いる。） 
（表１ 白川町における産業別人口の推移） 

白川町における産業別人口の推移（資料：国勢調査より）
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【産業の特徴】 
 広大な林地とともに、圃場整備された水田等の農地は町の生産基盤であり、自然の中の働き場

でもあり、農林業に適した風土が、優良建築材「東濃ヒノキ」や銘茶「白川茶」といった特産品

を生み出している。 
 農業では、特に「美濃白川茶」は、お茶の栽培の北限とも言われる山間地で栽培されており、

【白川町の 88％を占める山林などの風景】 
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その歴史は古く、昼夜の温度差が大きいこと、川から立

ち込める朝霧が葉を潤すことで、香り高く深みのあるお

茶となり、「高級茶白川茶」としてブランドを形成してい

る。 
また、林業では、森林面積約 21,000haで白川町の総面

積の 88%を占め、そのすべてが民有林となっており、銘
柄建築材「東濃桧」の産地として栄えてきた。しかし、

近年の林業をめぐる情勢は、収益性の低下による生産活

動の低迷、就業者の減少や高齢化などにより、生産活動

を維持していくことが厳しくなっている。 
 
【産業の生産額等の推移】 
白川町を支えてきた産業は、前述した「東濃ヒノキ」を使用した木造建築業、「美濃白川茶」

の製造加工販売などの地場産業や、町外の企業から受注を受ける製造業などで、商工業とも町外

から外貨を流入し、それぞれの下請け業者や、就業する従業員の所得を生んでいる。そして、そ

の所得によって、町内での購買が繰り返され食品小売店や飲食業などの商業も栄え、地域経済が

発展してきた。 
しかし、年々商工業の企業数や生産額は減少しており、過去の工業・商業統計のデータをまと

めると下表のとおり、工業においては平成 23年の製造品出荷額が平成 16年に対して 25.4%減、
商業の販売額については平成 23 年の販売額が平成 16 年の販売額に対して 23.5%減とともに大
幅な減少となっており、この傾向は今後も続くと考えられる。 
（表２ 工業・商業統計別における企業数と生産額等） 

 明   細 H16 H19 H23 

工業 
4人以上雇用する企業数（件） 57 56 54 
製造品出荷額（百万円） 803,755 786,905 599,342 

商業 
企業数 153 142 117 

販売額（百万円） 834,000 738,963 638,400 
 
②地域内小規模事業者の現状と問題 
【現状】 
商工会では平成 24年度において、事務局長、経営指導員等の職員 4名により商工業者の所在
地などのデータの再確認を行うため実態調査を実施した。その際、「後継者の有無」「現状の問題

点」の調査も行い、回収した 227件のデータを下表のとおりまとめた。 
経営者の平均年齢については 61.8才と高齢で、後継者の無い事業所が 51.1％となり、後継者
が未定である事業所を加えると 66.1％という非常に高い割合を占めた。後継者対策を講ぜずこ
のままの経営状態が続き、事業主の現役年齢が 75才前後と仮定すると十数年後には小規模事業
者数が半減することが予想される。 

 
（表３ 後継者の有無について） 
後継者の有無 件数 割合 備   考 

有り 77 33.9%  
無し 116 51.1% 内 57件が小売・サービス業 
未定 34 15.0%  
合計 227 100.0%  

 

【特産品「美濃白川茶」の手もみ風景】 



- 3 - 
 

また、「現状の問題点」については、問題を抱えている事業所が全体の約 37%に当たる 84 事
業所が有りと答え、その内訳については、全体の約 62％に当たる 52事業所が「売上・利益の減
少」という経営の悪化に直接つながる問題を抱え、多くの事業所が厳しい環境の中で経営してお

り、事業の将来性の不安感から後継者不足という問題に繋がっている。 
 
（表４ 現状の問題点） 

内   容 件数 
調査件数（227件）
に対する割合 

回答数（84件）に
対する割合 

売上・利益の減少 52 22.9% 61.9% 
従業員の労務管理等 18 7.9% 21.4% 
事業承継・後継者問題 8 3.5% 9.5％ 
資金繰り・融資に関すること 4 1.8% 4.8% 
記帳・共済に関すること 2 0.9% 2.4% 
問題点はない 143 63.0% － 

合計 227 100％ 100％ 
   
その他に、経営改善指導の労働分野にて把握している、雇用保険に加入している従業員の年齢

におけるデータを分析したところ、新規雇用者数は増加しているがその平均年齢と、在職者の年

齢が高齢化していることから、若年者の新規雇用者の減少、離職率の高い不安定な雇用状態で、

企業の安定経営に悪影響を及ぼしていることが予想される。 
 
（表５ 従業員の平均年齢と新規採用者の数とその平均年齢） 

調査時期 平均年齢（才） 

 

調査期間 新規採用者数 平均年齢（才）

平成 17年 3月末 43.6 H12～H17年 86人 42.7 
平成 22年 3月末 46.8 H17～H22年 203人 42.0 
平成 27年 3月末 49.7 H22～H27年 320人 45.3 
 （参考：労働保険事務における雇用保険名簿データより抽出） 
 
【問題】 
 平成 24 年度に実施した実態調査の回収率は地域内小規模事業者数（H24 年度末：478）の
47.5％であるが、残りの事業所もほぼ同じ比率で後継者の有無や経営上の問題を抱えていると考
えらえる。 
地域内の小規模事業者の 51.1％にあたる企業が後継者が無く（後継者不足問題）、22.9%が売

上及び利益の減少課題を抱え（売上減少問題）、かつ従業員の高齢化と離職者の増加（従業員不

足）という課題から、その対策を講じないと今後、小規模事業者の廃業が増加し、地域経済が衰

退化するという大きな問題を抱えている。 
 
③行政の総合基本計画 
 行政においても深刻な人口減少等問題により、産業の就労人口や生産量の減少に歯止めがかか

らないことを問題視している。 
その対策として、行政では、町の総合計画において「地域の資源を活かした豊かなまちづくり」

をテーマに、農林商工業の振興を図っている。 
農業においては農産物の６次産業化、商工業においては創業促進や地域振興券（商品券）の利

用促進による商業の活性化（地域内循環型消費の拡大）など、商工会が今後目指す方向と一致す

る部分がある。 
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④現状問題に対する事業の目標 
 衰退していく地域経済を活性化するためには、以前のように外貨を流入させる地域の小規模事

業者が安定した経営を継続し利益を上げるとともに、そこで雇用される従業員（専従者を含む）

が得た給与収入によって、地域内の消費を向上させ商店等の事業が継続することが必要である。

 商工会では、今まで経営改善普及事業にて個々の事業所に対して専門家を含む経営指導や経営

研修会の実施、また、青年部員の経営研修会による後継者強化や、女性部と連携した地域振興事

業などを行い、小規模事業者や地域の振興を図ってきたが、事業者が抱える個々の事業所の売

上・利益の低迷、従業員並びに後継者不足の問題解決には至っていない。 
つまり、現状の指導体制のままでは、地域内の小規模事業者が抱える問題の解決には至ってい

ないため、指導体制・指導内容を見直し、その支援体制の構築を行い、小規模事業者の発展並び

に存続を目指した全面的な支援を行うことが必要である。 
商工会では、地域経済の活性化を促す商工団体の任務として、職員の経営指導力強化・専門 
家派遣事業・役員の情報提供など商工会の多機能を活かして、行政・各種団体・金融機関等と 
連携を図り、目標を達成するための次の実施方針に基づき、中長期において小規模事業者に対 
する支援事業を積極的に推進する。 
 
【目標】 
  商工会の指導体制の構築を行い、小規模事業者に対して売上増加、後継者対策、雇用促進な

どの支援を継続して実施し、地域の経済活性化の基盤となる小規模事業者の発展並びに存続を

図り、併せて地域内における循環型の消費を高める仕組みを構築し、町外からの外貨の流入と

町内循環型消費の拡大により地域経済の活性化を図ることを目標とする。 
 
【事業方針】 
  地区内小規模事業者の発展と存続並びに地域経済活性化に必要な町内の循環消費を高める 
ことを目的に、商工会並びに行政・各支援機関と連携を行い次の支援事業を積極的に行う。 

 ・商工会の指導体制の構築を行い、経済動向の情報収集と提供、専門家等との個別指導、販路

開拓事業による、小規模事業者の売上・利益向上を図るための支援事業を行う。 
 ・小規模事業者の廃業の直接要因となっている後継者対策として、新規創業を町民に促し第 

三者への事業承継や、企業吸収など企業存続に対する支援事業を行う。 
 ・事業所の経営資源となる人（安定した労働者）の確保を図るため、地域内の動向調査と企 
  業への情報提供を行い、雇用促進に関する支援事業を行う。 
・行政と連携して地域通貨等の利用による、地域の循環消費拡大の調査研究を行いシステム 
の構築を図る事業を行う。 

 
 
【町外からの外貨流入と地域内循環型消費の概略図】 
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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２７年４月１日～平成３２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】 

 

①目的 

  企業の存続と町民の所得の維持については、企業において後継者並びに従業員の確保が重要

である。特に、従業員の確保については企業側が求める求人条件と、地域住民が求める求職条

件が情報不足により合致しないことが考えられる。よって、企業側に求める町民の動向を調査

し、その結果を整理分析して企業側に情報提供を行い、今後の雇用創出に繋げることを目的と

する。 

  また、合せて町民の地域内消費の動向を調査し、商業関係者に情報を提供するとともに、地

 域内消費の拡大に向けた事業推進の参考資料とする。 

   

②事業内容 

  住民調査については、行政と連携を図り情報が収集しやすい方法を考慮して、次の項目を軸

とした調査を実施する。 

１．地域住民のアンケートによる消費動向並びに就労条件希望調査を行い、その結果を分

析し小規模事業者に情報提供を行う。【指針③】 

２．アンケート結果を基に、有識者並びに商工会役員と代表住民による懇談会を実施し、

消費動向並びに就労条件希望等についての意見をまとめ、住民が小規模事業者側に 

求める内容をまとめる。【指針③】 

３．アンケート調査並びに懇談会の結果について、有識者等と商工会役員による懇談会を

実施し、商工会役員に問題点の把握をしてもらい、併せて役員の立場として小規模事

業者への情報提供等の支援が行えるよう情報の共有化を図る。【指針③】 

 

③事業の実施目標 

   １．アンケート調査事業 

    ・実施年度  平成２８年度 

    ・実施内容  ア．食品等の消費動向調査 

           イ．地域内通貨に対する関心度などの動向調査 

           ウ．地域内企業への就労条件に関する調査 

    ・実施件数  3,200 世帯（Ｈ27 年 2 月末現在） 

 

  ２．地域住民・商工会役員懇談会事業 

    ・実施年度 

     

 

 

 

 

内容 H27 年度 H28 年度 

住民との懇談会 － ４地域×1回＝述べ４回 

商工会役員との懇談会 － 1 回 
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・住民との懇談内容   ア．アンケート結果報告に対する意見聴収 

               イ．地域内循環消費を高めるための意見聴収 

               ウ．地域内事業者への雇用創出に関する意見聴収 

     

・商工会役員との   ア．アンケート調査及び住民との懇談会内容の情報提供 

懇談内容      イ．地域内循環消費を高めるための意見聴収 

               ウ．地域内事業者への雇用創出に関する意見聴収 

 

※ 懇談会の内容についての変更・追加は商工会役員や専門家と協議する。 

※ 調査と懇談会はその成果等を分析した結果により、必要に応じ H29 年度以降も 

実施する。 

  

④情報の活用方法 

  １．地域内循環消費の向上に関する活用 

     ・地域住民の消費者動向結果並びに消費者の地域内消費に対する意見を分析し、ま 

とめた結果を小規模事業者に提供する。併せて、地域内への販売促進に資するデ 

ータとして、それぞれの個店の販促指導に活用する。 

    ・地域内循環消費を高める手段として考えられる地域通貨についての消費者意見等 

をまとめその結果を小規模事業者に提供する。併せて、後述するⅡ．地域経済の 

活性化に資する取組の事業にて行う、地域内循環型消費の拡大の検討資料として 

活用する。 

  ２．雇用創出に関する活用 

     ・求人する企業側と、求職する町民との円滑な雇用の創出を図るために、地域住民等

から得た企業側に対する求職側の意見をまとめ、小規模事業者に提供するとともに、

雇用の創出に資するデータとして、求人する企業の労務改善等の指導に活用する。 

 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

①目的 

商工会・行政・認定支援機関が小規模事業者の持続及び発展に向けた効率のよい支援を実

施するために、地域内の小規模事業者の実態分析データを共有することを目的として、経営

状況等の調査と分析を行う。 

また、企業存続のためには、後継者の有無及び従業員の雇用に関する状況分析も必要であ

ることから、その基礎資料を把握するために、次の項目を中心とした調査と分析を行う。 

 

②事業内容 

商工会経営指導員等が主体となって、白川町内を巡回し小規模事業者に対して経営実態等

を調査し、商工会と専門家（中小企業診断士など）によって分析を行う。また、調査の内容

については次の項目とし、結果内容については行政・認定支援機関と情報交換を行い、それ

ぞれの把握している情報を交換して追記及び修正等を行う。【指針①】 

１．財務と事業収支内容の把握 

２．小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容 

３．企業が保有する技術・特許・資格など（企業の強み） 

４．販売先及び販売ルートなど流通に関すること 

５．従業員の年齢・保有する資格・経営資源に関すること（企業の強み・弱み） 
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６．後継者の有無（いない場合は第三者への事業承継等の意思確認） 

７．企業の抱える問題点（企業の弱み） 

８．適正な従業員数の調査と補充する従業員数の調査 

９．その他の今後の指導に必要な事項 

 

③目標 

    （業種ごとの既存の企業数と、年度別における調査・分析企業数） 

業種分類 現在の企業数 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ28 年度 

建設業関係 150 50 50 50 

製造業関係 56 30 26 － 

茶加工販売関係 13 13 － － 

特産品製造関係 4 4 － － 

 

④データの活用方法 

１．企業の存続支援のためには、まず、企業の収益性と安全性等を確認することが先 

決である。収益と財務分析の結果から、悪化傾向にある事業所については、早期 

に専門家の派遣事業などを実施して、企業の存続対策を図る。 

２．分析データについては、商工会並びに行政と認定支援機関等の「共有データ」と 

して小規模事業者の経営発達のための資料として蓄積する。 

３．小規模事業者の個々のＳＷＯＴ分析等のデータについては、職員等が小規模事業 

者の強みと弱みを把握して、指導事業所に対してメリハリを持ったぶれない指導 

を行うため共有データとして活用する。 

４．企業に共通する後継者に関するデータについては、認定支援機関と連携を密にし 

て、Ｍ＆Ａなどの対処方法等に活用する。 

５．分析データの内容について、今後必要な市場調査と動向調査などの検討資料とし 

て活用する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 ①現状 

  白川町商工会では小規模事業者に対して「経営計画の策定」「戦略マップ作成セミナー」な

ど、小規模事業者の利益の確保に繋がるセミナーを平成２４年度から積極的に企画し、今まで

に集団１６回（延べ１７１人の参加）個別相談４回（延べ１２人の参加）を開催してきた。 

 現状において、その具体的な成果が見えてこないので、今後、企業の存続・発展を図るため

に、小規模事業者が自ら経営計画書を作り、現状並びに将来像を明瞭にして目標値の設定を行

い、その目標値達成に向けた経営努力が必要である。 

商工会では、小規模事業者の経営状況の分析結果や市場調査結果を基に、小規模事業者の発

展を目指した経営計画書の作成支援について次の目標を掲げ事業を実施する。 

 

②目標 

 １．平成２７年度から３年間に亘り毎年一度、小規模事業者が自ら経営計画書を作成する 

セミナーを開催する。実施回数は、継続的に６回程度とし、参加企業数については毎 

回１５企業を目標とする。 

  ２．小規模事業者が策定した事業計画書について、専門家の指導によりブラッシュアップ 

の個別指導を全件実施する。 
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  ３．後述する、５．需要動向調査に関することにおいて実施する、新たな市場に参入でき 

る業種について、専門家と連携してビジネスプランの提案を行い、小規模事業者に情 

報を提供するとともに、導入希望のある事業者について、事業計画策定並びに円滑な 

計画実施のための個別指導を実施する。実施期間は平成２８年度以降３年間とする。 

 

③計画書作成指導等の事業 

１．事業計画策定セミナーの開催 

小規模事業者に対して、事業計画書策定の必要性を窓口、巡回相談時に説明して、 

対象事業の掘り起しを行い、年間に６回程継続開催する事業計画の策定のセミナーへ 

の参加を促し、それぞれの事業所における現状把握、将来の目的を明瞭にし、３年か 

ら５年の中期的な事業計画書の作成支援を行う。【指針②】 

  ２．個別指導 

   セミナー参加者が策定された事業計画書について、売上増等企業の発展に繋がる内 

容の検討を踏まえたブラッシュアップの個別指導を、商工会職員並びに専門家が実施 

する。【指針②】 

３．提案型ビジネスプランの事業 

中小企業診断士等の専門家と相談しながら、新たな市場参入の実現の可能性の高い 

提案型ビジネスプランの策定を行い、対象事業所の掘り起こしを行い、その情報提供 

と併せてビジネスプランの導入を勧め、企業の発展のための積極的な個別指導を実施 

する。【指針②】 

   

 ④．計画書作成指導等の年度別計画表 

 

【創業・第二創業支援】【指針②】 

事業の持続化に関し後継者の存在は必要であるが、Ｍ＆Ａや第三者への事業承継も今後は前向

きに推進する必要がある。また、新規創業については、平成 26 年度に商工会が実施した「地域

内資金循環等新事業開発検討事業」の継続実施において、将来の新規創業者や第二創業者の創出

が期待できる。 

創業等支援については、地域内の所得向上と居住者の定着を図るために、行政・認定金融機関

と連携を図り、情報交換を通じて後継者等の掘り起しを行い、専門家の個別指導による創業支援

を実施する。 

 

①事業内容 

１． 企業調査にて把握した後継者の有無並びに第３者等の事業承継の有無などのデータ 

  を元に、認定金融機関と定期的な会合を開き、対象者の把握と創業等の掘り起しを 

行う。 

２． 創業等希望者に対して、商工会職員とミラサポ等の派遣専門家により、創業計画の 

策定支援を行う。【指針②】 

支援内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

経営計画書作成セミナーの

開催回数 
６回 ６回 ６回 － － 

経営計画書ブラッシュアッ

プ個別指導の実施回数 
５回 ５回 ５回 － － 

提案型ビジネスモデル実施

事業所目標数 
５企業 ５企業 ５企業 － － 
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３． 創業者に対する金融支援については、地域内の金融機関との連携を図り支援を実 

  施する。 

  

②目標 

（年度別における創業等に関する個別相談回数、対象者数） 

 

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

①目的 

 商工会では、小規模事業者の経営状況の分析結果や市場調査結果を基に、小規模事業者の発展

を目指した経営計画書の目標値達成に対する指導について、次の目標を掲げ支援を実施する 

 

②目標   

経営計画書を策定した小規模事業者に対しては、平成２７年度から５年間に亘り、経営計画書

に記載された売上増加などの効果が表れるように、計画書策定後における個別指導を全事業所に

実施する。 

  

③実施内容 

１．事業計画書策定支援の事業にて、事業計画書を策定された小規模事業者に対し売上増 

加等の効果が得られるよう、情報の提供やネット販売手法などの支援を、専門家派遣 

事業を利用しながら継続して実施する。 

  ２．対象企業については経営計画書を策定された全事業所とする。指導については巡回指 

    導とし、年間において一事業所当たり３回程実施する。 

  ３．計画書作成後における伴走型支援事業の年度別計画表 

 

 

 

 

 

④小規模事業者経営発達支援融資制度の利用について 

  １．事業計画策定後の経営指導において、小規模事業者の発展並びに持続に繋がる設備・ 

運転資金の融資が必要な場合は、新設される小規模事業者経営発達支援融資制度を有 

効的に利用する。 

 

⑤期待される効果 

  １．小規模事業者が自ら経営計画書を策定し、それに対して商工会等が伴走型の支援を実 

施することにより、経営者の意識改革が図られるとともに企業としての基盤が固まり、

企業それぞれが将来像に向かって経営改善を図ることにより、企業の持続及び発展や 

雇用の創出が期待できる。 

 

支援内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

事業所の個別支援回数 45 回 45 回 45 回 30 回 30 回 

対象企業目標数 15 企業 15 企業 15 企業 10 企業 10 企業 

 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 

創業等個別相談

会の開催 
― ４回 ４回 ４回 ４回 

対象者数 ― ３ ３ ３ ３ 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  

①目的 

  地域内の小規模事業者には、個々の販売商品と提供するサービスなどに対して、変化する消

費者のニーズや市場に関する情報が不足している。町外から外貨を流入する企業の発展支援を

目的に、次のとおり項目別に分けて市場調査を行い、地域内の小規模事業者の販路拡大に繋が

る情報の整理及び情報提供を行う。 

 

【既存の商品、サービスの提供に関する調査】 

   小規模事業者の販売内容等に関わる市場調査及び情報提供 

【新たな市場開拓に関する調査等】 

   地域の特性を生かした商品等の販売先の新たな市場調査及び情報提供 

 

（１）既存の商品、サービスの提供に関する調査 

①事業内容 

町外からの外貨流入タの中心的な建設業・茶生産業等の事業発展を目的に次の項目を調査

し、内容の整理と分析及び情報提供を行う。 

１．木造建築業と茶生産業における消費者の動向調査【指針③】 

２．茶葉における国内外の流通と消費額の調査【指針③】 

３．消費者の反応や評価が直接伝わる直売所の利点を利用し、直売所にて白川茶の試飲 

などによる消費者のニーズを調査・分析する。【指針③】 

 

②目標 

(年度別における調査実施計画） 

支援内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

消費者動向調査、茶葉

の流通等調査 
     

直売所における消

費者ニーズ調査 

１回（10

月） 

２回（5月、

11 月） 

２回（5月、

11 月） 

２回（5月、

11 月） 

２回（5月、

11 月） 

   ※消費者動向調査についての基本的事項は毎年定期的に調査を実施する。 

その内容については、中小企業診断士等の専門家と相談する。 

③市場調査結果の活用方法 

１．調査したデータを整理・分析して、小規模事業者に情報提供を行い、個々の事業計画

策定等に活かす。 

    

（２）新たな市場開拓に関する調査 

 

①事業内容 

地域内の特性を生かした食品（白川茶等）、商品については、新たな市場の掘り起こしな

  どの調査を行い、その結果を分析して企業へ情報を提供する。 

１．流通関連業者を招聘して、商工会職員とともに地域内の小規模事業者を巡回して、 

市場への進出が可能な商品並びに改善によって市場への進出が可能な商品の調査を

行い、データを分析して情報を提供する。 

  

②目標 
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（年度別における調査の対象企業数） 

支援内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

現地巡回調査 ８企業 ８企業 ４企業 ４企業 ４企業 

 

③市場調査結果の活用方法 

１．調査したデータを整理・分析して、小規模事業者に情報提供を実施する。 

   ２．市場への参入が可能な商品について、ミラサポ等の専門家派遣と連携してブラッシ 

ュアップを行い、その情報等を企業へ提供し今後の発展に資する支援に活用する。 

 

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】 

 

①現状 

商工会が現在実施している新たな需要の開拓に寄与する事業については、他の市町が実施 

する「ビジネスマッチング」、岐阜県商工会連合会が実施している「食のブラッシュアップ事

業」を会報などにて周知し、参加される事業者に対して需要開拓の支援を行う程度で、一定の

事業者のみが対象となっており、かつ商工会単独や行政等と連携した支援を行っていないのが

現状である。 

 

②目的 

地域内の小規模事業者が現在販売している商品等の販路については、情報不足、企業の力不

足などによって、新たな販路を独自に拡大することは容易ではない。ついては、地域内の小規

模事業者の新たな需要開拓による売上増加を目的に、商工会のネットワーク並びに行政や支援

機関の連携を図り、新たな需要の開拓に資する次の事業を行う。 

 

③事業内容 

１．窓口相談等で、インターネット販売を行うノウハウや技術が無い事業所から、ネット 

販売を行いたいというニーズがあるため、まずは商工会で商品をとりまとめ、商工会 

がネット販売のホームページを作成して管理することにより、新たな需要の開拓の支 

援を行う。【指針④】 

  ２．自社のホームページで販路拡大を目指す小規模事業者に対して、ネットショッピング機

能を有したホームページの新規作成に関する支援と、作成済の事業所についてはブラッ

シュアップを、よろず支援拠点の専門講師等を通じて支援を行い、新たな需要の開拓を

図る。【指針④。】 

３．岐阜県商工会連合会が実施する商談会（H26 年度はバイヤーと生産者とその仲介役と 

の商談会）事業への募集を行い、参加者に対して伴走型の支援を行い販路需要開拓の 

促進を図る。【指針④。】 

４．全国商工会連合会が運営する「むらからまちから館」のアンテナショップを積極的に 

利用し、卸売販売が可能である事業所に対して情報の提供と出展に関わるフォローを 

行い、販路需要開拓の促進を図る。【指針④】 

５．窓口相談等で、町外の消費者に対して商品の対面販売を行うノウハウや体力が無い事 

事業所から、商品のＰＲや販売を行いたいというニーズがあるため、商工会が商品を 

とりまとめ、全国商工会連合会が行う「全国物産展」に出展し、商工会職員が対面販 

売を行い、商品のＰＲ及び販売の他、出店品目に対する消費者やバイヤーの意見をと 

りまとめ、それを事業者にフィードバックして支援を行い、今後の販路需要の開拓の 

促進を図る。なお、展示会については情報を収集しながら、扱い商品にマッチした展 
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示会を模索し出展を検討していく。【指針④】 

６．窓口相談等で、町外の消費者に対して商品の売上を拡大したいという事業所のニーズ 

  があることから、行政と連携し、町内出身者（白川町ふるさと会）に対して、町内の 

事業者が取扱う特産品・工業生産品など、注文受注表を兼ねたＤＭによってＰＲする。

また、商品に対する消費者の意見をとりまとめ、事業者にフィードバックし販路の拡 

大促進を図る。【指針④。】 

 ７． 行政並びに金融機関等の支援機関に対して、新たな販路開拓の協力要請を行い、行 

政が行う「ふるさと納税」の景品や、金融機関の粗品として広く消費を促し販路拡 

大の促進を図る。【指針④】 

  ８．現在、毎月発行している商工会だよりに、地域内の小規模事業者が取扱う産品等の紹 

    介コーナーを設け、ＰＲを図るとともに地産地消を呼びかけ販路需要開拓の促進を図る

【指針④】 

 

④目標 

 （年度ごとの事業計画目標） 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

ホームページ

の作成 
未実施 

 
 

  更新を含む  

商品掲載企業

数（延べ数） 
 ８企業 16 事業者 20 事業者 25 事業者

ネット販売シ

ステムのホー

ムページ作成

支援 

未実施 ３企業 ８企業 ８企業 ５企業 ５企業 

連合会主催の

商談会 
未実施 ２企業 ３企業 ３企業 ２企業 ２企業 

むらからまち

から館への出

展 

２企業 ３企業 ５企業 ５企業 ３企業 ３企業 

全国物産展へ

の出品対象企

業数 

未実施 － 4 企業 4 企業 4 企業 － 

町出身者への

ＰＲ及び意見

収集 

未実施 － 

 

   

商工会だより

でのＰＲ 
未実施 ３回 12 回 12 回 12 回 12 回 

 
⑤事業によって得られる効果  

商工会のネットワーク、行政並びに支援機関等の連携によって、地域内小規模事業者の新たな

需要の開拓に対する支援を行うことにより、新たな販路先が生まれ、地域内の小規模事業者の売

上拡大が図れ企業の安定化や発展の効果が期待できる。 

また、商工会が販路開拓を行政や地域内の支援機関に要請することにより、既存の商品やまだ

知られていない商品の認識が図れる他、地産地消・外消の意識が高まり、長期的に小規模事業者

に対する新たな需要の開拓支援や協力が期待できる。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

１．地域内資金循環等新事業開発検討事業の発展事業 

 

  平成 26 年度の「地域内資金循環等新事業開発検討事業」において、地域の土壌と気候に適

した安全な農産物・農産加工物が安定して生産できれば、中部圏のスーパー等に販売できる流

通の可能性を見出すことが出来た。この事業を実現化することにより、町外からの外貨流入に

よる白川町民の所得向上の効果が期待できるため、行政・地元農協と連携を行い次の事業を継

続実施する。 

 

【Ａ級品野菜（直売可能な品質の高い野菜）の販売に関わる事業内容】 

 ①調査と試験的栽培事業 

  安定した野菜の供給を目的に次の調査事業を行う。 

   １．町内の土壌と気温に適した農産物の調査（季節の時系列調査） 

   ２．農作物の定植から生産される重量等の調査と分析 

   ３．事業委員による試験的な野菜の栽培 

     （平成 25 年度より、「さつま芋」の栽培を行い、初年度は 200 キロ、26 年度は 400

キロの収穫を行い、二次加工品である「干し芋」の試作を行った。） 

  

②市場開拓事業 

栽培した野菜等の市場流通を目的に「流通関連業者」により、地域内の農地の巡回調査を 

実施し、行政職員の協力を得て町内の栽培及び販売可能な農産物のデータを取りまとめる。 

 

③事業目標 

（市場調査等の実施期間） 

 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

農産物市場

調査 

      

野菜の試験

栽培 

      

農地の巡回

調査 

      

 

【Ｃ級品野菜（訳あり野菜などの商品価値の低い野菜）の活用事業】 

①二次加工品に関わる調査研究事業 

  市場に乗らない野菜については、二次加工品として商品化を行い、市場に流通することを 

目標としているので、その準備段階として次の事業を実施する。 

１．農産物の生産体制の調査 

２．農産物の二次加工製品製造体制の調査 

３．農産物の二次加工製品の市場流通調査 

 

②事業目標 

（生産体制等の調査の実施期間） 

（一次調査） （二次調査）
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 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

農産物の生

産体制の調

査 

      

農産物の二

次加工体制

に関する調

査等 

      

市場調査       

 

【地域内循環型消費拡大のための事業内容】 

①目的 

  給与収入を得た町民や農産物生産等にて収入を得た町民の町内消費を高めるために、行政 

・美濃白川カード会（地域の商店が買物金額によってポイントを発行し還元している組織） 

と連携し、地域通貨等を使用して町内循環の促進を図る等、新たなサービスの提供を含めた 

システムの構築を検討する。また、その実現を目的に次の調査研究を実施する。 

１．行政・美濃白川カード会・各種団体等の連携により、地域通貨等を使用した循環型 

の町内消費のシステム等についての調査研究事業を行う。 

   ２．商業の枠を超えた建設業・工業などにおける、住民への新たなサービス提供の内容 

と方法について調査研究事業を行う。 

   ３．宅配を兼ねた「高齢者の見守りや安全確認」の社会貢献事業の調査研究事業を行う。

 

②事業期間目標 

   （調査研究事業の実施期間） 

 

 

 

 

 

 

③期待される効果 

    １．定植栽培が可能な農産物の方向性を見出し、販路を確保することによって町民 

      の所得向上が期待できる。 

２．農産部のＣ級品については二次加工することによって、新規創業や第二創業の 

  期待と、併せて雇用の創出と所得の向上が期待できる。 

    ３．白川茶に継ぐ農産物のブランド化が期待できる。 

    ４．農産物を材料とした、土産品・飲食店メニューの第２、第３の商品化などによ  

      り、例えば「白川産干し芋の産地」などとして、まちおこし的な賑わいの創出 

が期待できる。 

 

 ④行政との連携 

   野菜の栽培と販売及び二次加工品の製造販売と地域内循環型消費事業の関連した事業 

については、平成 25 年度より行政に対して提案を行ってきた。行政としても「地域活性化」

  について、具体的な対策案として注目しているので、今後は商工会と連携を密にして、実現

化に向けて地域活性化事業に取り組む。 

     H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

循環型消費

システムの

調査研究 
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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 

 

①現状 

平成 26 年度においては、行政・町内の金融機関・商工会三役との金融支援についての情報交

換を実施したことにより、金融機関との距離が縮まった。そのほかに、認定支援機関となった地

域内の税理士からも情報交換の要望があり、連絡協調を取りやすい状況である。ついては、小規

模事業者の発展と存続を目的に、支援機関の強みを生かした支援と商工会のネットワークによる

支援体制を利用した専門的な支援を行う。 

 

②事業内容 

１．商工会・行政・地域内の金融機関（3業者）及び税理士とで、小規模事業者の問題 

  点の情報交換・支援方法・期待される改善効果や情報の共有方法などについて意見 

  交換等を行う。 

２．商工会連合会（中濃ブロック広域支援室）との連携会議を行い、小規模事業者の問 

  題点の情報交換・支援方法・期待される改善見込効果について意見交換等を行う。 

  ３．小規模事業者の支援について、認定支援機関と連携を図りお互いの強みを生かした 

    支援を実施する。 

  ４．実施事業の検証と事業計画の見直しについて連携支援機関等と協議する。 

 

③調整会議の年度別開催計画 

支援機関 現状 
H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

行政 

（定期的な開催。金融機関、税
理士法人との重複会議を含む） 

１回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

金融機関 
（随時開催。行政、税理士法人

との重複会議を含む） 

１回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

税理士法人 
（随時開催。行政、金融機関と

の重複会議を含む） 

０回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

商工会連合会等 
（随時開催。行政、金融機関と

の重複会議を含む） 
０回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 ①指導体制の現状 

現在、経営改善普及事業に関する指導については、記帳指導、労働保険指導の一部を除き、

２名の経営指導員が行っている。 

今後、経営指導員が商工会経営発達計画に基づいて小規模事業者の伴走型指導を実施する 

ためには、一般的な金融・税務・労務等の指導を経営指導員補等が行い、経営指導員が巡回 

指導等に専従できる体制を作り、併せて経営指導員の専門的知識の習得を図り、小規模事業 

者の利益の確保につながる経営指導の実施が必要である。 
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よって次の目標を掲げ、中期的期間において職員の資質向上を図り指導体制を強化する。 

  

②目標 

 １．経営指導員については、小規模事業者の利益の確保に資する指導能力を高めることを 

   目的に、平成２７年度から５年間において事業団等の専門家コース（キャッシュフロ 

－管理・販路拡大のためのメディア戦略など）の研修の受講、他の機関が実施する専 

門的な研修会に積極的に参加する。 

２．平成２６年４月１日に新規採用された経営指導員補については、平成２７年度から２ 

年以内において、一般的な経営改善普及指導における指導能力を習得する。その後、 

３年間においては、企業に対して販路拡大の支援が出来るよう、専門家コースの研修 

を受講する。 

 ３．記帳員については、現在の記帳指導に加え、財務管理の知識を身につけ目標売上高の 

   算出方法や節税対策など、小規模事業者の利益確保に関連する指導能力と、軽微な経 

営改善普及知識を平成２７年から２年以内において習得する。 

４．事務局長においては、指導員等不在時において小規模事業者の軽微一般指導が出来る 

よう、経営改善普及指導の指導事務を平成２７年から１年以内において習得する。 

  

 ③目標達成のための具体策 

（１）職員ごとの資質向上を図るための対策 

職名 内      容 

経営指導員 

・岐阜県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業大学校の主催

する専門コースに１年に１回参加する。 

・ウエブ研修の受講において「中小企業診断士試験」の基礎知識を習得・復

習するとともに、経営改善指導に活用しスキルの向上を図る。 

経営指導員補 

・中小企業大学校が主催する、基礎Ⅰ及び基礎Ⅱコースに参加し、経営指導

の基本知識や財務分析の手法を学ぶ。 

・経営指導員の個別指導、経営指導員との指導に同行しＯＪＴにおいて、金

融・税務・経理・労務・経営管理等の経営改善普及事業に関する指導能力

の向上を図る。 

記帳員 
・経営指導員の個別指導、経営指導員との指導に同行しＯＪＴにおいて、高

度な記帳指導のスキルアップを図る。 

局長、経営指導

員補、記帳員 

・経営指導員による、経営改善普及事業の勉強会を毎月第１月曜日に約１ 

時間半ほど実施し、それぞれのスキル向上を図る。 

 

（２）事業団研修の年度別受講目標 

職名 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

経営指導員 未受講 

専門コース 

（ Ｃ Ｆ 経

営・利益計

画策定） 

専門コース 

（メディア

戦略支援研

修） 

専門コース 

（支援能力

向上研修） 

専門コース 

（新規・第

２ 創 業 支

援） 

専門コース 

（ 事 業 承

継・廃止の

進め方） 

経営指導員補 未受講 
事 業 団 研

修 基礎Ⅰ 

事 業 団 研

修 基礎Ⅱ 

専 門 コ ー

ス （ 所 得

税） 

専 門 コ ー

ス（相談支

援手法） 

専門コース 

（ Ｃ Ｆ 経

営・利益計

画策定） 
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④情報の共有 

  現在、個々の小規模事業者の経営改善指導の内容・効果などの情報については、次の方法 

で職員間にて共有している。 

  １．相談記録カードに相談事例を記入し職員間で回覧し、指導内容・効果等を確認。 

  ２．毎日の朝礼にて指導案件を発表し、その企業の現状把握と指導効果等について確認。

 今後は、小規模事業者の指導効果を高めるために、次の方法にて職員の習得した知識・支 

援に関するノウハウ、また、個々の小規模事業者の経営分析情報を共有する。 

１．経営指導員等が専門コース等で習得した知識及び支援に関するノウハウについては、

受講者等が講師となり他の職員に対してポイントを講義し、知識の共有によりスキル

アップを図る。 

   ２．経営指導員補については、経営指導員の支援現場に同行しその支援ノウハウを体験 

     することによりスキルアップを図る。 

   ３．定期的に職員ミーティングを実施（月に１度程度）し、職員が実施している支援状 

況を報告し、情報を共有する。 

 

 ⑤期待できる効果 

  １．職員がお互いに支援ノウハウを情報交換することによって、職員のスキルが向上し 

小規模事業者の利益向上に資する支援力が強化される。 

  ２．支援内容の情報を共有することで、その支援に対して他の職員からの改善提案など 

が期待でき、小規模事業者に対してより効果的な支援が行える。 

  ３．平成 29 年度には経営指導員補においても、小規模事業者への利益向上に繋がる経営

支援力が身に付き、より一層の伴走型支援体制が強化される。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

   

毎年度、本計画書に記載の事業の実施状況及び成果については、次年度以降有効的に小 

規模事業者の支援を継続して行うため、以下の方法により評価・検証を行う。 

 

①事業内容 

１．毎年１度、中小企業診断士等の有識者により、事業の実施状況と成果の評価・見直 

  し案の提示を行う。（定量的な目標値変更も含める） 

２．１．において提示された内容の評価・見直しの方針を、行政・認定支援機関等と協 

  議して決定する。 

３．各企業に支援した経営改善普及事業の内容に対して、ＣＳ調査を実施、その結果を 

  分析して改善等を検討する。 

４．新たな事業計画書等については、職員間にて確認するとともに行政、支援機関等の 

  共有データとして保管・活用する。 

５．各種団体等(地域住民)の意見を伺い、事業の内容についての評価を受けて、計画書 

  の見直しを図る。 

６．商工会役員の意見を伺い事業の内容について評価を受けて計画書の見直しを図る。 

７．事業の成果・評価・見直しの結果を白川町商工会のホームページに公表し、支援機 

  関等がいつでも確認できるようにする。 
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②目標 

内 容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

有識者による評価、事業

見直し会議 
１回 ２回 ２回 ２回 ２回 

行政による評価等の会議 １回 １回 １回 １回 １回 

各種団体等（地域住民）

との懇談会 
１回 １回 － － － 

商工会役員との懇談会 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

ＣＳ調査の実施 15 企業 15 企業 15 企業 １０企業 １０企業
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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 

（Ｈ２７年４月現在）

（１）事業実施の組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主な事務分掌明細 

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商工会の運営に関すること 

②事務局の統括・外郭団体に関する

こと 

③補助金・会員に関すること 

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労働保険事務組合に関すること 

②軽微な経営改善普及事業に関する

こと 

①事業の円滑な推進に関わる業務の補助

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記帳指導に関すること 

②軽微な経営改善普及事業に関する

こと 

①記帳指導におけるデータ収集及び分析

②データの管理と共有データの作成 

  

（２）連絡先 

・住所：岐阜県加茂郡白川町河岐 1674 

・電話：0574‐72‐1205 

・電子メール：ms‐shoko＠md.ccnw.ne.jp 

・ＵＲＬ：http://www.gifushoko.or.jp/minoshirakawa/ 

 

商工会三役 

（会長１名、副会長２名）

事業計画の決済等の統括、

管理 

商工会事務局長

事業の総括 

商工会監事２名

事業並びに収支

会計の監査 

商工会職員 

（経営指導員２名、経営指導員補１名、

 記帳員１名） 

経営発達支援事業の業務 

商工会理事 13名 

事業推進における

情報提供、内容提案

などの協力 

白川町商工会の職員組織

 

・事務局長   １名 

・経営指導員  ２名 

・経営指導員補 １名 

・記帳員    １名 

合計    ５名 
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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） 

 27 年度 

(27 年４月

以降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 27,400 29,800 28,800 28,600 28,800 

 

人件費等 

旅費・事務費 

地域経済動向調査費 

事業計画策定支援費 

事業計画策定後支援費 

需要開拓事業費 

需要動向調査費 

 

24,600 

1,000 

 0 

600 

400 

600 

200 

24,800 

1,200 

500 

600 

1,000 

1,200 

500 

25,000 

1,200 

200 

600 

1,000 

600 

200 

25,200 

1,200 

200 

200 

1,000 

600 

200 

25,400 

1,200 

200 

200 

1,000 

600 

200 

（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「地場産業振興助成金」 

白川町からの補助金収入にて調達 

 

③「自主財源」 

商工会費、各種手数料（労働保険委託手数料、共済受託手数料など）労働保険報酬 

金にて確保 

 

 

（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 
※ 項目の番号については別表１の番号を使用 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 

① 住民の動向調査並びに懇談会の実施。 

 ・白川町民の地域内における消費動向と地域内通貨に対する価値観などの動向、 

並びに地域内の企業への就労条件に関する動向調査を実施する。 

 ・白川町民との懇談会を行い、動向調査結果のそれぞれの項目に対して、住民の 

意見を聴取して共有データとしてまとめる。 

  ※結果は後に企業等にフィードバックし発達支援事業に活用する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【新規創業に対する事業計画策定支援】 

① 後継者・新規創業者の掘り起しと、事業承継・創業に関する支援の実施。 

 ・金融機関、税理士の支援機関と情報交換を行い、第 3者的な後継者や新規創業 

者の掘り起しを行い、併せて、事業計画の策定や創業に関わる総合的な支援並 

びに創業に関する資金支援を行う。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ① 経営計画書策定の全事業所に対して個別指導を実施する。 

・事業所が作成した計画書が実現し企業の目標が達成できるよう、よろず支援拠 

点の専門家並びに中小企業診断士と連携し伴走型の支援を実施する。 

   

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ① ホームページによるネット販売の販路需要の拡大支援 

  ・自社のホームページでネットショップ機能を構築して、販路拡大を目指す事業 

者に対して、よろず支援拠点の専門家等による支援を行い販路拡大を図る。 

 ② 町内出身者（白川町ふるさと会）に対しての新たな販路需要開拓支援 

・行政と連携し、地域の特産品・工芸品等の注文受注表を兼ねたＤＭによって、 

白川町出身者に周知し新たな販路需要の開拓を行う。 

 

連携者及びその役割 

 

連携者 役  割 

行政 

白川町 町長 横家敏昭 
住所：岐阜県加茂郡白川町河岐 715 

 

・町民の消費動向調査の実施支援 

・調査及び懇談会対象者の選択及び依頼 

業務 

・新たな需要開拓のための、町内出身者に

 対する地域内商品のＤＭによる販促 

※ 一部連携体制図に記載 
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金融機関 

①大垣共立銀行白川口支店 

 支店長 橋本 茂雄 

  住所：岐阜県加茂郡白川町河岐720-29

②東濃信用金庫白川支店 

支店長 高井 誠二 

住所：岐阜県加茂郡白川町河岐1670-5

・創業や第三者への事業承継、企業合併等

の情報交換 

・小規模事業者の金融支援の連携 

※ 一部連携体制図に記載 

税理士 

 税理士法人 双葉 

 代表社員 田口 康生 

  住所：岐阜県加茂郡白川町河岐 1738 

・創業や第三者への事業承継、企業合併等

の情報交換 

・創業のための税務支援指導 

※ 一部連携体制図に記載 

支援機関 

①岐阜県よろず支援拠点 

 代表コーディネーター 三和 知生 

  住所：岐阜市薮田南 5－14－53 

     ふれあい福寿会館 

②岐阜県商工会連合会 

 会長 岡山 金平 

  住所：岐阜市薮田南 5－14－53 

     ふれあい福寿会館 

 

・経営発達支援事業において、専門分野に

対する支援（新たな需要の開拓のための

ネットショップの構築支援や経営計画

策定後の支援等）については支援機関の

専門講師との連携により実施する 

※ 一部連携体制図に記載 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政（白川町役場） 

町長 横家敏昭 
  白川町商工会 
 会長 古田文英 

１．地域の経済動向調査に関すること 

① 住民の動向調査並びに懇談会の実施 

①商工会にて調査内容のたたき台を作成し、行政と調整を図り内容の決定を行う 

②行政の支援を受け、調査表の送付先住所の把握を行い発送する。 

③調査表回収後、商工会にてデータの整理分析を行う。 

④調査結果を基に、住民懇談会の内容を行政と調整する。 

⑤行政の支援を受け、住民懇談会の出席者の選任等を行う。→懇談会の実施 

⑥調査票並びに懇談会のデータを行政と共有し、今後の支援に活用する。 

※ 地域住民に対して事業を行う際、行政サイドと連携することにより調査 

表発送に関わる住所等のデータの確保と、行政が事業に加わることで住 

民の信用度が増し事業がスムーズに推進できる効果がある。 
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認定支援機関（金融機関）

①大垣共立銀行白川口支店

 支店長 橋本 茂雄 

②東濃信用金庫白川支店 

 支店長 高井 誠二 

認定支援機関（税理士） 

税理士法人 双葉 

 代表社員 田口 康生 

  

３．事業計画策定支援に関すること 

① 後継者・新規創業者の掘り起しと、事業承継・創業に関する支援の実施 

  白川町商工会 
 会長 古田文英

金融機関及び税理士法人についても、顧客となっている企業の存続並びに新

たな顧客となる創業促進は重要な問題である。 

金融機関並びに税理士法人と連携を図るメリットは、商工会で入手できない

地域内の事業所の経営内容等を把握できるところと、また、その逆の場合もあ

ることから事業者に対して速やかな指導が行えるところである。 

支援機関の強みを利用し、事業承継、創業、第二創業の関連する情報交換を

中心に適宜会議を開催して事業の存続に関わる支援を連携して行う。 

  白川町商工会 
 会長 古田文英 

支援機関 

岐阜県よろず支援拠点 

代表コーディネーター  

三和 知生 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ① 経営計画書策定の全事業所に対して 

個別指導を実施する。 

支援機関 

岐阜県商工会連合会 

 会長 岡山 金平 

計画書作成後の事業者への個別指導等においては、専門分野に関する

相談内容が発生する。ついては、専門分野の指導機能を持つ支援機関と

の連携で、事業者に対してより一層充実した支援が図れる効果がある。 

 商工会は事業推進において必要な際、支援機関に専門講師派遣の依頼

並びに調整を図り事業を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

 ① ホームページによるネット販売の販路需要 

の拡大支援
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行政（白川町役場） 

町長 横家敏昭 
  白川町商工会 
 会長 古田文英 

① 白川町出身者に対して行政と連携して地域の商品のＰＲと販売をＤＭに

よって行う。 

② 注文があった顧客に対して、商品に対する要望などの意見を徴収し、その 

 データをまとめて、事業者にフィードバックする。 

以上の事業を実施するためには、白川町出身者の住所録が必要であり、行政

と連携を図り事業を推進する。 

※ 事業について、行政サイドと連携することによりＤＭの発送に関わる住所

等のデータの確保と、行政が事業に加わることで信用度が増し事業がスム

ーズに推進できる効果がある。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

② 町内出身者（白川町ふるさと会）に対しての新たな販路需要開拓支援 


