
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
東白川村商工会 (法人番号 3300005007109) 

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

目標 

適正な事業計画の策定と実施により、小規模事業者の経営基盤を安定

させると共に、地販路開拓や新商品開発など新たな取り組みを支援して

域外から資金流入を増加させ地域内に循環させることで雇用を確保し地

域経済の底上げを図る。 

支援に当たっては、村及び各支援機関と連携し、小規模事業者の実情

に合わせた伴走型の支援を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

事業内容 

(1)域外から消費を呼び込むことで、地域経済の底上げを図る 

・観光、通販、販売拠点など外貨獲得に有効な手段・手法の情報を 

 取集・分析・研究し、小規模事業者の事業計画に活用する 

・個々の事業者に自社の強みを理解させ、外貨獲得のための適正な 

 事業計画策定と確実な実行を総合的に支援する 

・EC サイトなど販路拡大のツール活用を支援する 

 

(2)東白川ブランドを育成し、観光消費を増加させる 

・村内団体を横断的に組織し地域振興における連携を図る 

・特産品の村認定制度による高付加価値化 

 

(3)地域内の小規模事業者、後継者、創業者を育てることで、地域経済 

の底上げを図る 

・自発的に経営力向上に取組む、意欲ある小規模事業者を育成する 

・潜在的な創業希望者を掘り起し、起業につなげる 

・事業承継マッチングにより小規模事業者の事業継続性を確保する 

・Iターン・Uターン者を誘致する 

連絡先 

東白川村商工会  〒509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土 582-1 

T E L：0574-78-2275  F A X：0574-78-3104 

MAIL：info@sho-ko-kai.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、東白川村の現状と課題 

【東白川村の概要】 

東白川村は、岐阜県の東南部に位置し加茂郡に属する、標高 1,000m 前後の山に囲ま

れた渓谷型の農山村である。総面積 87.1k ㎡のうち 90％を山林が占め、村名の由来であ

る一級河川 白川が村中央を東西に貫流し、集落と田畑は白川の本支流に沿って点在す

る。気温は最低-15℃、最高 34℃、平均 12.9℃で、比較的寒冷な気候である。岐阜県内

に 2つしかない村の一つである。 

古くは、強硬に廃仏毀釈を推し進めた苗木藩領であり、明治 22 年の立村以後も寺院

が再建されず、村内に 5つの神社を擁する全国で唯一「寺のない自治体」として現在に

至っている。 

最寄り駅は 15km 以上離れた隣町(白川町)にあり、公共交通機関は路線バスのみで本

数も限られているため、住民の移動手段は主に自家用車である。幹線道路として白川沿

いに主要地方道県道 62 号線(一部国道 256 号線)が整備され、中部圏の中核都市である

名古屋市まで車で 2時間程度である。 

1950 年代に 5千人以上あった人口は減少が続き、高齢化も進んでいる。平成 27 年 10

月の人口は 2,261 人、高齢化率は 42.1％と県平均の 28.1％を大きく上回る。平成 26 年

に日本創成会議が発表した「消滅可能性都市」の 1つとされた。 

東白川村の人口の推移 

 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

人 口 3,196 人  2,980 人 2,854 人 2,514 人  2,261 人 

高齢化率 26.8％  32.7％ 35.8％ 40.1％  42.1％ 

(資料：国勢調査)

【東白川村の産業】 

①産業の特徴 

面積の 9割が山林のため古くから林業が盛んで、山林の 73％が桧・杉の人工林として
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管理され優良な木材を産する。特に人工林の 87％に植林されている「東濃ひのき」は、

高級建築用材として地域の経済を支えてきた。現在でも林業、製材業、木造建築業並び

に関連工事業のほか、製材の際に出る端材を活用した木工業など木に関連する業種が基

幹産業となっている。 

主な農産物としては米と夏秋トマト、特産の日本茶が生産される。稲作に不向きな山

間地の多くが茶畑として活用されており、茶葉生産農家・加工業者が多く存在する。寒

暖の差が大きく、白川の本支流から立ち上る朝霧が日本茶の育成に適しており、生産地

としては北限に近いが香り高い茶葉を生産する。隣接する白川町とあわせ「美濃白川茶」

のブランドで主に県内で流通する。 

観光資源として広大な森林と渓谷の豊かな自然に恵まれ、年間 15 万人の観光客が訪

れる。村を貫流する「白川」は清流で知られ、清涼な水を好む鮎の生育に適しており、

鮎釣りシーズンは中京圏一帯から太公望を集める。第 3セクターや行政関与企業が、特

産品開発や直売所・道の駅・交流施設運営など観光業をけん引している。またユニーク

なところでは、当地域は幻の生き物「つちのこ」の目撃情報が多く、つちのこを観光資

源として地域振興を行っている。村のマスコットとして ゆるキャラを制作し、各種イ

ベントで村のＰＲを行っている。毎年 5月には「つちのこ探索イベント」と銘打ち“つ

ちのこフェスタ”を開催している。 
※つちのこ：日本に生息すると言われる伝説の生き物。形は蛇に似るが胴が太く、藁を打つ槌

に似ているため「槌の子」と言われる。日本各地で目撃情報がある。 

②小規模事業者の現状と課題 

村の人口は 10 年間で約 24％減少し、高齢化率は岐阜県下 1 位と、過疎化・高齢化が

進行しており、労働人口減少、消費購買力低下など地域経済に大きく影響している。 

村内の事業所数は 176 事業者(うち小規模事業者 156)で、業種構成は建設業 31.3％、

製造業 27.3％、卸･小売業 14.8％、サービス業 25.0％、その他 1.1％となっている。第

2 次産業が 6 割を占め、そのほとんどが木造建築関連と製材・木工業者である。事業者

数は年々減少傾向にあり、特に製造業、卸・小売業の減少が著しい。 

事業所数の推移 

業 種 平成 8年 平成 13 年 平成 18 年 平成 24 年 

建設業 63 62 55 55 

製造業 75 64 51 48 

卸・小売業 65 54 40 26 

サービス業 28 34 49 45 

その他 1 2 3 2 

計 232 216 198 176 

(資料：経済センサス、事業所・企業統計調査)

後継者がないまま高齢となった経営者も多く、将来的に廃業となる可能性が高い。平

成 25 年に村が行った事業者向けアンケート調査では、回答した 67 事業所のうち、自社

の 10 年後について 18 社(27％)が「廃業を考えている」と答えている。商工会が把握す

るここ 10 年間の創業者は 6 件しかなく、大幅な廃業超過が続いている。事業者の減少

は地域経済の停滞に直結するものであり、歯止めをかける為には事業承継の推進や創業

者の掘り起しを行っていく必要がある。地域全体の雇用力が縮小する中、職を求めて村
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外へ転出する若者がいる一方、人材確保に苦労する小規模事業者もあり、雇用のミス

マッチが発生している。新卒者の地元定着や Iターン Uターン誘致など労働力の確保が

課題である。 

あなたの事業を 10 年後にどうしたいか、あるいはどうなっていると予想するか 

選択項目（複数選択可） 件数 
回答事業所(67)に

おける割合 

今いる、家族の後継者に経営を譲る 14 20.8％ 

事業を拡大したい 4 5.9％ 

事業を縮小したい 3 4.4％ 

事業転換を図り継続したい 4 5.9％ 

今後、子供を呼び寄せて共同経営し、将来は継承したい 4 5.9％ 

従業員による事業継承を考えたい 6 8.9％ 

会社を（企業買収、合併などで）吸収、又は売却したい 0 - 

同業者と共同化を進め、この事業の継続を図りたい 7 10.4％ 

村外へ移転したい 0 - 

現状のまま継続したい 20 29.8％ 

（高齢になるので）廃業を考えている 18 26.8％ 

(資料：H25.1 東白川村将来ビジョンアンケート)

東白川村の経済は、木材関連企業が地域外から売上で収益を上げて従業員雇用や下請

け需要を生み、そこから発生する所得の村内消費需要により小売・飲食などの 3次産業

が自然発生的に増加するという、木材関連産業を外貨の受け皿とした地域内資金分配型

で発展してきた。しかし、外国材の輸入増加による国産材の価格下落、木工品の海外生

産移転による受注減少と単価下落などにより、基幹産業である木材関連産業の収益力が

低下したことで、村内への収益分配が細り、雇用減少や事業廃止につながっている。過

疎化・高齢化が進む中、地域内の消費購買力は縮小する一方であり、循環の原資となる

外貨獲得に向けた新たな取り組みが必要である。 

山間部の自然を生かした観光産業は、レジャーの多目的化に伴い目的地としての魅力

に欠けるようになり、夏の鮎釣りシーズン以外の集客力が弱いのが現状である。鮎釣り

スポットとしては東海圏で一定の知名度があるが、釣り客の世代交代が進まず、平均年

齢は徐々に高くなっており、今後は釣り客の減少が予測される。日本三名泉の一つ、下

呂温泉まで車で 30 分、飛騨高山市まで車で 1時間 30 分と、全国的に知名度のある観光

地に比較的近い場所に位置するが、その立地を集客に生かせていない。第 3セクターが

運営する特産品販売施設は、道の駅効果で年間 13 万人を集客するが、手ごろな土産と

なる地元産品が少ないため地域外の商品を販売しており、せっかく招いた観光消費の機

会を他所に逃がしている。観光産業は外貨獲得の重要な部分であり、特産品販売や交流

人口を増加させるためにも地域のブランド力を高めていかなくてはいけない。 

近年は、ペット茶の隆盛で「急須を使って葉から淹れる」日本茶離れが進み、消費低

迷と価格下落により茶葉生産農家や製茶業者は専業では成り立ちにくい業種となって

いる。稲作はそもそも作付面積が少ないため兼業農家しかない。採算性の低さから後継

者がないまま担い手が高齢化し、それに伴って管理放棄茶畑や耕作放棄農地が増加して

いる。唯一、夏秋トマトについては収益が確保できる作物であるが、後継者不足は解消

できていない。農地法が改正され、小規模事業者が農業の新たな担い手となることも考
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えられる。6次産業化を含め事業化の可能性を探っていく必要がある。 

 

２、経営発達支援事業の目標 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

小規模事業者が持続的に発展をするためには、①まず個々の事業者が経営改善に取り

組み自社の経営基盤を安定させ、②そこから販路開拓や新商品開発など新たな取り組み

により事業を発展させることで雇用を支え地域内に資金を循環させ、③資金流入により

発生した新たな需要に応じて創業者や新事業展開が生まれるという 3つのステップが繰

り返されなければいけない。 

商工会では、補助金申請などに付随する経営計画の策定や、事業者の課題解決に向け

販路開拓や新商品開発などについて、状況に応じて専門家を交えながら支援してきた。

商工会主導で特産品開発事業も実施したが、どれも個社対応や単発的なもので、中長期

的な視点が欠落していた。 

今後は、地域経済にも個社支援にも中長期の視点を持ち、必要な情報を収集・分析し、

その結果を踏まえながら成果に結び付けられるよう経営計画の策定と実施支援を村や

各支援機関と連携して行っていく。東白川村の総合計画における商工業・観光業のテー

マである「産業活動が活発な『にぎわい』のあるむらづくり」の実現に向け、下記の目

標の元に小規模事業者の持続的発展に資する事業を実施する。 

【目標】 

1)自発的な経営力向上に取り組む小規模事業者の育成 

・自社の強み弱みを理解し、経営改善により事業継続を図る 

・経営基盤を安定させ、次のステップに向けた体制を作る 

2)新たな取り組みにより事業拡大を図る小規模事業者の育成 

・販路拡大や新商品開発により売上を拡大する 

・事業拡大により雇用力を増加させる 

・地域外からの消費を取り込み地域内に分配する 

3)創業、事業承継による地域経済の底上げ 

・創業希望者を掘り起し起業につなげる 

・事業承継マッチングにより事業活動を継続する 
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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（5年間） 

 

（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】 

これまでは、職員が近隣商工会との情報交換や巡回・窓口相談等で個別に情報収集し

たものを口頭で情報提供するにとどまり、職員間の情報共有もできていなかった。 

これからは、全国と岐阜県の経済動向を各支援団体等が発行する調査資料から抜粋し

て資料としてまとめる。さらに、より地域の実情を反映した資料として、村内の事業者

にヒアリング項目を定めて計画的に調査を行い、村内の小規模事業者の現状と課題を把

握する。 

収集・分析した資料は、ホームページにて公開し、データとしてもダウンロード可能

にし、小規模事業者が活用できるようにする。分かりやすく視覚化したものを事業者向

け会報などで情報発信し、小規模事業者が自社の経営状態の指標とできるようにすると

ともに、職員による事業者支援時の資料として活用する。そのほかに、議会や行政等と

の情報交換の際に提供し、小規模事業者の現状について理解を深めるための資料とす

る。 

【事業内容】 

1)村内景気動向調査（新規） 

基幹産業である木造建築業・木工業について、対象事業所を抽出し四半期ごとに調査

を実施する。巡回訪問時に調査シートによりヒアリング調査を行い、その結果から地

域内の経済動向を定性・定量両面から把握する。調査項目として受注･採算･設備投資･

資金繰りの状況、経営上の問題点などを調査し、業種ごとの傾向を分析する。 

2)広域経済動向調査（新規） 

国・県・商工会連合会等が保有する統計資料から広域の経済動向を業種別に抽出し、

全国と岐阜県について業種別の経済動向（住宅着工戸数、有効求人倍率、景気動向指

数など）を調査・分析し、村内経済との比較の指標として取りまとめる。 

【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

村内景気動向調査 

(事業所数) 
未実施 10社 10社 10社 10社 10社 

広域経済動向調査 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

現状では、商工会が関与する小規模事業者は、巡回・窓口支援時に聞き取りで大まか

な経営状況を把握するのみで経営分析は行っておらず、また記帳継続支援・決算支援を

通じて詳細な財務状況を把握する事業者についても、昨年度との比較を口頭で説明する

程度で、詳細な経営分析は実施していなかった。そのため小規模事業者は自社の経営上

の課題を明確に自覚できず、持続的な改善・発展に向けた取り組みに結びついていな

かった。 

これからは、小規模事業者が自社の経営状況を的確に把握し、持続的発展に向けた経

営改善の糸口とできるよう、商工会職員の巡回・窓口相談やセミナーを通して経営分析

を実施し、具体的な問題点や課題の洗い出しを行う。 

【事業内容】 

1)財務分析による経営分析対象事業所のピックアップ（新規） 

商工会で決算を支援する小規模事業者を中心に、希望する事業者について財務分析を

行う。エクセルによる分析フォームに落とし込んで安全性、収益性、生産性などの指

標を算出し、自社過年度や標準指標との比較をグラフ等で分かりやすく視覚化し情報

提供する。この財務分析は、巡回時に経営課題の洗い出し資料として活用する。また、

財務分析の結果から改善を要すると認められる事業者をピックアップし、詳細な経営

分析による課題抽出を行い、経営改善のための事業計画策定につなげる。 

2)経営分析セミナーの実施（新規） 

小規模事業者が、経営分析の必要性を理解し、自らの分析により経営課題を導き出せ

るよう、経営分析に特化したセミナーを開催する。財務分析、SWOT分析、マトリクス

分析などの手法を学び実践することで、自社の力量を自覚し広い視野で経営課題を考

えることができるようにする。セミナー受講者のうち希望者については経営分析・課

題抽出についてセミナー終了後も継続して支援し、経営改善のための事業計画策定に

つなげる。 

3)経営分析・課題抽出支援（新規） 

1)、2)によりピックアップした小規模事業者については、経営分析と経営課題抽出（財

務分析・SWOT分析・マトリクス分析など）を行い、その解決に向けて継続的に支援し

ていく。商工会職員による巡回等で経営改善に向けた助言を行うと共に、より専門的

な課題については、岐阜県商工会連合会のエキスパートバンク事業、岐阜県よろず支

援拠点等の専門家派遣制度を利用し、課題解決に向けたサポートを行う。 

4)経営分析ツールの提供（新規） 

会報やホームページにて、経営分析の重要性と各種分析手法を情報発信すると共に、

「経営自己診断システム(中小企業基盤整備機構)」など有益な分析ツールについて紹

介し、小規模事業者の自主的な経営分析を促進する。1)のエクセルの分析フォームに

ついては商工会ホームページにアップし、ダウンローでできるようにして小規模事業

者が自社の経営分析に活用できるようにする。 

5)地域業種別経営指標の提供（新規） 

上記1)で財務分析を行った小規模事業者について、同業種で5社以上が存在する業種

に関しては、地域内の小規模事業者の平均像を把握するために業種平均値を算出し、
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一番身近な比較対象として自社の地域内での財務レベルを認識できるようにする。 

【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

財務分析件数 未実施 20件 30件 40件 40件 40件 

セミナー開催回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

経営分析件数 未実施 3件 5件 5件 5件 5件 

専門家派遣件数 未実施 1件 2件 2件 2件 2件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①小規模事業者の事業計画策定支援 

これまでは、金融斡旋や補助金申請時に求められる事業計画の策定を単発的に支援す

るのみで、根本的な経営課題を解決し発展するための事業計画策定や、策定への働きか

けは行っていなかった。 

これからは、事業者が経営課題を解決し、売上を確保して持続的に発展するための事

業計画策定を支援する。前述２.でピックアップして経営分析を行った小規模事業者に

策定を働きかけていくと共に、近隣商工会・会議所の開催する事業計画策定セミナーの

情報を発信し策定希望者の掘り起こしを行う。策定支援の際は、計画が実行性の高いも

のとなるよう、前述の地域経済動向調査や経営分析結果、後述の需要動向調査結果を活

用して課題解決の方向性を提案する。事業計画には定期的な事業実施状況の評価を折り

込み、同時に、商工会の「重点支援者名簿」に登録し、フォロー実施計画を組んで伴走

型の支援を行う。 
※計画策定セミナーは、十分な参加者数が見込めないため他支援機関の実施するセミナーを活用する

【事業内容】 

1)事業計画策定セミナーの開催(共催)（拡充） 

セミナー開催を商工会ホームページや会報で周知し、事業計画策定を目指す小規模事

業者の掘り起こしを行い、セミナー受講と職員による支援で計画を完成させる。 

2)事業計画策定支援（新規） 

商工会職員が巡回・窓口相談の中で持続的発展のための事業計画策定の重要性を理解

させ、経営分析を行った小規模事業者を中心に、課題解決に向けた事業計画策定支援

を行う。地域の経済動向、経営分析、需要動向の情報を活用し、小規模事業者ととも

に事業計画策定を進める。状況に応じて岐阜県商工会連合会のエキスパートバンク事

業・よろず支援拠点などによる専門家派遣を活用した計画のブラッシュアップを支援

する。 

【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

セミナー参加者数 - 2人 3人 3人 3人 3人 

経営計画策定支援件数 未実施 2件 3件 4件 4件 4件 

専門家派遣件数 未実施 1件 2件 2件 2件 2件 
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②創業・第2創業(経営革新)支援【指針②】 

これまでは、創業予定者が商工会に相談に来たときのみ支援を行っていた。 

これからは、創業セミナーや支援施策情報を積極的に発信し、創業予備軍を掘り起こ

すと共に、開業確実な創業予定者は「重点支援者名簿」に登録し、計画的に継続支援を

行う。状況によっては各支援機関による専門家派遣を活用し、採算性・実現性などが確

実な事業計画策定を支援する。 
※創業セミナーは、十分な参加者数が見込めないため、他支援機関の実施するセミナーを活用する 

【事業内容】 

1)創業希望者の掘り起し（新規） 

県や村の創業者支援施策と創業セミナーの情報を商工会ホームページ並びに新聞折

込みで発信し、創業希望者の掘り起こしを行う。 

2)創業セミナーによる創業計画策定支援（新規） 

掘り起こした創業希望者は、職員による初期支援と並行して近隣商工会・会議所やよ

ろず支援拠点の実施する創業セミナーへの参加により、創業ノウハウの習得を支援す

る。 

3)創業計画の策定支援（拡充） 

創業計画について、商工会職員が継続的に支援する。状況によっては岐阜県商工会連

合会のエキスパートバンク事業・よろず支援拠点などによる専門家派遣を活用し、事

業計画策定を支援する。また、補助金や融資制度などの創業支援施策について情報提

供し活用を支援する。 

【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

創業セミナー参加者数 0人 2人 2人 3人 3人 3人 

創業計画策定支援件数 0件 1件 1件 2件 2件 2件 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

今まで策定支援した事業計画は金融斡旋や補助金申請に付随するものであり、融資や

補助金に直結する部分の実行を支援・確認するのみであった。 

これからは、事業計画を策定支援した事業者について「重点支援者名簿」に登録した

上で巡回計画を立て、計画に沿って定期的に巡回し計画実行に向け伴走型支援を実施す

る。実施支援にあたり計画の進捗状況を四半期ごとに評価し、状況に応じて見直しの機

会を設け、計画の実行が途切れることの無いよう支援する。 

【事業内容】 

1)職員巡回によるフォローアップ（拡充） 

計画策定支援事業所には、3ヶ月に1回程度巡回による進捗確認を行い、経営者へのヒ

アリングを含めた進捗状況により計画の見直しが必要と思われる案件については、1

年内の計画見直しを支援する。 
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2)専門家による個別窓口相談（新規） 

年1回、専門家を交えたヒアリングの機会を設け、中長期的に計画の見直しが必要な

場合は、専門家派遣事業を活用して計画の再策定支援を行う。 

3)資金調達支援 

事業計画を実施するにあたり、設備または運転資金を要する場合は、日本政策金融公

庫の小規模事業者経営発達支援資金、小規模事業者経営改善資金などを斡旋し、資金

確保を支援する。 

【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

事業計画策定支援件数

(再掲) 
0件 2件 3件 4件 4件 4件 

創業計画策定支援件数

(再掲) 
0件 1件 1件 2件 2件 2件 

職員巡回による 

フォローアップ回数 
0回 12回 16回 24回 24回 24回 

専門家による 

個別窓口相談 
0件 1回 1回 1回 1回 1回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

これまでは、巡回時に事業者より聴取した取引や引合いの状況から業種ごとに大まか

な需要動向を把握し、口頭で情報提供する程度で、個社の販路開拓や新商品・新サービ

ス開発時に活用できるような絞り込んだ需要動向調査は行っていなかった。 

これからは、創業者や小規模事業者が行う事業計画策定や新商品・新サービス・新製

品・新技術の開発、販路拡大など新たな取り組みを行う際に、個社の業種・業態、取り

扱う商品等を対象に需要動向調査を実施する。 

収集したデータは、整理・分析の上グラフなどにより図表化して視覚的に理解しやす

く加工したものを紙面で提供し、事業計画の策定や見直し、新商品等の企画やブラッ

シュアップに活用し、より実効性のある計画策定や事業実施を支援する。 

また、既存の特産品や地域資源に対する利用者の評価を調査・分析し、創業者や小規

模事業者の新商品等開発の際の参考資料として活用するとともに、既存商品・サービス

取扱事業者に情報提供し、改良・改善に向けた取り組みを促進する。 

【事業内容】 

1)各種統計等を活用した需要動向調査（新規） 

公的機関、民間調査機関、業界団体、金融機関等が提供する各種統計・業界情報から

消費者動向、業界動向、業種別景況、新技術、経営革新事例等について、支援する個

社の事業内容に応じて情報をピックアップして収集・整理・分析の上レポートとして

提供し、事業計画策定や新商品開発、販路開拓等に活用する。 

・家計調査、家計消費状況調査（消費動向、消費意識、物価動向、環境変化） 

・日経テレコン21（売れ筋商品、ヒット商品・サービス、消費トレンド、成功事例）



- 10 - 

 

・観光白書、レジャー白書（観光動向、観光トレンド、余暇活動動向） 

・食糧･農業･農村白書（6次産業動向、先進事例） 

・ものづくり白書、（業界動向、投資分野、新技術、経営革新事例） 

・その他、事業内容に応じて各種白書、業界団体Webサイトなどから収集 

2)都市部消費者(事業者)動向調査（新規） 

域外で開催するイベントや展示会において来場者にアンケートを実施し、事業計画や

商品開発を行う小規模事業者が取り扱う商品・製品・サービス・技術に対する評価と

ニーズについて情報収集する。試食などテストマーケティングの場としても活用す

る。回収したアンケートは整理・分析して支援する個社にフィードバックする。 

支援する個社の業種に応じ、旅まつり名古屋(3月)、岐阜県農業フェスティバル(10

月)、民間木造住宅展示場イベント(不定期)、その他村関与の展示会などに職員が同

行し、対面での聞き取り調査を行う。各30～50件程度(事業者向けにおいては5～10

件程度)のアンケートを回収する。 

調査項目は、支援案件に応じ消費者または事業者向けに設定する。 

・利用者属性（性別、年齢、居住地、職種、家族構成） 

・商品/サービス評価（パッケージ、価格、大きさ・量、味・使い勝手など） 

・製品/技術評価（機能、予算、ロット、使い勝手、アフターサービス、改善点など） 

・購買手段（地域店舗、アンテナショップ、ネット販売、サービスの組合せなど）

・情報収集手段（ホームページ、ＳＮＳ、新聞、雑誌、地域情報誌） 

3)来村観光客動向調査（新規） 

村内の道の駅等観光施設を訪れた観光客にアンケートを実施し、小規模事業者が取り

組む特産品や観光サービスに対する評価とニーズについて情報収集する。回収したア

ンケートは、集計・分析して支援する個社にフィードバックする。 

観光客の利用が見込まれる特産品販売所、観光体験施設、宿泊施設においてアンケー

トを実施し、各25件程度を回収する。接客時にアンケートを手渡し記入をお願いする

など各店舗に積極的な回収協力を依頼するとともに、ノベルティの提供で回収数を確

保する。 

調査項目は、支援案件に応じ観光客向けに設定する。 

・利用者属性（性別、年齢、居住地、職種、家族構成、ペットの有無） 

・特産品評価（パッケージ、価格、大きさ・量、味・使い勝手など） 

・観光サービス評価（ネーミング、期待度、価格、内容、改善点など） 

・施設評価（選定理由・手法、施設、接客、取扱商品・サービスなど） 

・観光内容（観光目的、移動手段、経路、利用人数、消費(予定)金額など） 

・地域の印象（認知度、交通機関、自然、観光施設、特産品、看板など） 

・情報収集手段（ホームページ、ＳＮＳ、新聞、雑誌、地域情報誌） 

3)6次産業農作物調査（新規） 

6次産業での商品開発を行う小規模事業者に向け、6次産業化に関する最新事例を収集

し、加工品のニーズや販売手法、加工に適した新たな農作物の調査研究を行う。 

最新事例（加工内容、販路開拓手法、連携体、成功要因など)を年間3件程度収集する

とともに、6次化農作物可能性調査（地域農作物リスト、作付難易度、加工難易度、

地域内加工能力、加工施設リスト(近隣外注先含む)、加工品販売動向、販路候補、

競合など）を平成30年度より隔年で実施し、収集した情報は、加工品開発を目指す個
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店へ提供すると共に、後述する活性化連絡会議(仮称)の資料として活用し、連携体の

構築に向けた情報共有に活用する。 

4)既存地域資源評価調査（新規） 

上記2)、3)のアンケート調査時に、あわせて村の既存特産品や観光資源、村の実施す

る販促施策等について域外消費者の評価やニーズを調査し、新商品・サービス開発や

販路開拓を行う小規模事業者・創業者支援の参考資料として活用するとともに、既存

商品・サービスの改良・改善を目指す個社に情報提供を行う。 

【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

統計情報提供事業所数 未実施 3社 4社 6社 6社 6社 

消費者(事業者)動向 

情報提供事業所数 
未実施 1社 2社 3社 3社 3社 

観光客動向情報 

提供事業所数 
未実施 1社 2社 2社 2社 2社 

6次産業情報 

提供事業所数 
未実施 1社 3社 3社 4社 4社 

既存地域資源評価情報

提供事業所数 
未実施 3社 4社 8社 8社 8社 

 

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】 

これまで、販路開拓については、個別の小規模事業者に対するイベント出店の支援や

展示会等での観光チラシの配布、商工会ホームページで特産品等の情報発信を行い、引

き合いがあれば個別に取引を仲介するなどしていたが、効果は限定的であった。イン

ターネット販売は域外からの消費を取り込む有効なツールであると考え、商工会にて域

外向けの情報発信サイトを構築し、その中でネット販売に向け共同配送や決済方法の検

討を進めていたが実現に至らず、小規模事業者の売上増加に寄与できていない状態で

あった。 

幸い、村が地方創生交付金を活用して独自の EC サイト(ショッピングモール)を構築

し平成 28 年度より稼働させることになったため、これからは、小規模事業者が村 EC サ

イトを活用して販路開拓し売上を増やすことができるよう、村と連携して EC サイトへ

の出品支援に注力する。また、Web サイトや SNS を活用し、販売・取引機会の拡大に向

けた情報発信を行うとともに、地域内消費増加の方策も探ってゆく。 

各種情報発信を支援し、継続的・複合的に事業を実施することで、段階的に小規模事

業者の売上を増加させ持続的成長につなげていく。 

【事業内容】 

1)インターネットを活用した販路開拓（拡充） 

インターネットは、消費者だけでなく取引先や下請けを探す事業者にとっても重要な

情報収集ツールである。域外における販路開拓や新規顧客・取引先獲得を目指す小規

模事業者や創業者を対象に、商品・製品・サービス・技術・加工情報などをインター

ネット上で発信することで顧客や販路を開拓し売上拡大につなげていく。 
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支援にあたっては、個社の業種やレベルに合わせた手法を選択し、グーグルアナリ

ティクスなど解析ツールを活用しターゲットに訴求力のある文章や画像の掲載を支

援する。状況によっては岐阜県商工会連合会のエキスパートバンク事業、県よろず支

援拠点、ソフトピアジャパンのIT応援隊などによる専門家派遣を活用し、より効果的

なWebサイト・商品販売ページの構築を支援する。 

①村運営ECサイトへの商品掲載：村が運営する特産品ECサイト「つちのこマルシェ」

は、既に名簿があり商品への理解も得やすい村外在住の東白川村出身者(村人会)

にアプローチし、そこから順次販路を広げてゆく計画である。商工会は、村の特産

品を扱う小規模事業者のECサイトへの出店を戦略的・技術的に支援すると共に、巡

回時に村内の隠れた特産品の掘り起こしを行い掲載について勧誘する。今までネッ

ト販売の経験がない事業者については、掲載する情報や商品画像などの選定、送料

の研究などについて村と連携してECサイト出品を支援し、地理的な制約のないイン

ターネット市場に より多くの村産品を掲載し情報発信することで域外への販売機

会を増やす。ECサイト出店者の商品ページは商工会サイト内の企業ページや自社サ

イトとリンクさせ、販売機会増加に相乗効果を出していく。初年度に3店舗を出店

支援、以後毎年度2店舗の新規出店と商品の追加掲載を支援し、モールの内容充実

を図る。 

②商工会サイト内企業ページによる販路開拓：商工会が管理運営する域外向け情報発

信サイト「東白川うまいもんBook」内で個別の企業情報を掲載できるシステムを活

用し、スキルやノウハウがなく自社サイトを持たない創業者や小規模事業者の情報

発信を支援する。商工会サイト内の掲載で信用度を高め、取扱う商品やサービス、

加工技術や保有設備などに特化して情報発信を行うことで新規取引を開拓する。 

現状15事業者から毎年度5件の新規掲載と既存ページ改善を支援する。 

③自社サイトによる販路開拓：ある程度のネットスキルや資金的余力のある小規模事

業者は自社サイトによる情報発信を支援する。特産品を扱う事業者には①村ECサイ

トによる通販体制構築支援を並行して行い、事業者のスキルアップの状況に応じて

②企業ページから自社サイトへのステップアップも進めていく。アクセス分析によ

り継続的に改善支援を行うことで確実な取引拡大につなげる。 

初年度に1事業者、以後毎年度1～2事業者の新規構築を支援する。 

④SNS等での情報発信：モール出店事業者にFaceBookやTwitterなどを活用した情報発

信を支援すると共に、「東白川うまいもんBook」専用のFaceBookページで職員によ

り新商品・サービス、季節特産品情報などを発信し、Webサイト・ECサイトへの誘

引を図る。SNSによる情報発信のほか、地域情報誌への広告掲載、域外イベントで

のチラシ配布など行政と連携してECサイトモールの周知を継続的に行い、ECサイト

での販売拡大による売上増加につなげていく。 

2)海外への情報発信支援（新規） 

村ECサイト出店品のうち、ラッピングや形状が日本的であるなど外国人が好むと思わ

れる特徴のある商品について、岐阜県が海外バイヤー向けに情報発信を行うインター

ネットサイト「Gateway of Gifu Products」への商品登録を支援し、村産品の情報を

海外に発信して販売可能性を探る。 
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3)域内向け頒布会（新規） 

木工業者は問屋との取引がほとんどで、地域住民に知られていない製品も多い。木工

業者が作る製品のうち一般消費者向けのものについて村内にチラシにて情報発信し、

頒布会の形で村内需要を掘り起こし、工業製品の地産地消を図る。またECサイトへの

掲載も進めていく。 

4)メディアに向けた情報発信（新規） 

取材による新聞等への掲載は、広域に情報発信ができる上大きな効果が得やすい。こ

れまではメディアへの情報提供を行っておらず、掲載の可能性はゼロであった。今後

は、新商品・新サービス、各種イベントについて新聞・雑誌に情報提供を行い、掲載

による効果的な情報発信機会の拡大を目指す。特に旅行雑誌など観光客増加につなが

る雑誌に情報提供を行う。 

【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

ECサイト 

出店支援件数(延) 
未実施 3社 5社 7社 9社 11社 

ECサイト受注件数 - 10件 20件 40件 60件 80件 

商工会サイト 

企業情報掲載件数(延)
15件 20件 25件 30件 35件 40件 

自社サイト 

構築支援件数(延) 
未実地 1社 2社 4社 6社 7社 

サイト情報発信による

売上増加率(現状対比)
- -% 1% 2% 3% 3% 

GifuProducts登録件数 未実施 1件 2件 2件 3件 3件 

海外との商談件数 - - 1件 1件 2件 2件 

頒布会 未実地 (準備) 
1回 

2社 

1回 

3社 

1回 

4社 

1回 

5社 

頒布会受注件数 - - 5件 10件 20件 30件 

メディア向け情報提供 未実地 3件 4件 4件 5件 5件 

メディア掲載による 

受注件数 
- 5件 10件 10件 15件 15件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

これまでも、村、東白川村森林組合、めぐみの農協が中心となり、地元団体の協力を

得て観光イベントを開催し、交流人口増加による地域活性化を図ってきたが、単発的な

イベントに終わっていた。村担当課とは定期的に情報交換し連携体制を作っているが、

農協や森林組合と情報交換を行う機会はなく、地域活性化の取り組みにおいて連携する

こともなかった。 

これからは、地域経済の活性化に向けた取り組みを実施するにあたり、「東白川村活

性化連絡会議」(仮称)を設置し、村、森林組合、農協の担当者をメンバーに情報交換を
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行い、地域振興について認識の共通化と事業連携を進めていく。 

【事業内容】 

1)東白川村活性化連絡会議(仮称)の開催（新規） 

村内の各団体との横のつながりを作るため、商工会が主体となって、村、森林組合、

農協で「東白川村活性化連絡会議(仮称)」を組織し、定期的な情報交換を行うと共に、

東白川ブランドの育成など地域振興について協議・連携し、一貫性のある取り組みを

行うことで、ブランド価値を高め相乗効果を出してゆく。状況に応じて、会議構成員

以外の農業団体なども招へいし、動向などの情報交換を行う。 

2)東白川村特産品認定制度の創設（新規） 

村と連携して東白川特選品認定制度「東白川うまいもん(仮称)認定制度」を創設し、

地域特産品の掘り起こしを行うと共に、統一したロゴデザインによる「東白川ブラン

ド」の育成を図る。認定は活性化連絡会議に有識者を加えた審査会で審査し、特色や

付加価値の無い商品を安易に認定しないよう認定基準を設ける。また、認定品を掲載

した「うまいもんマップ」を作成して観光イベントで配布し、ブランド強化と販路開

拓・消費拡大の機会増加を図る。 

3)観光イベントでのＰＲ（拡充） 

村、観光協会と連携して、村内村外の展示会やイベントに出店し東白川村の観光ＰＲ

を行い、交流人口の増加と特産品の販路拡大を図る。 

・旅まつり名古屋（名古屋市、毎年3月開催、2日間で30万人） 

・つちのこフェスタ（村内、毎年5月開催、2千人） 

・村アンテナショップ（愛知県一宮市・岡崎市、不定期開催） 

4)求人情報とＩターン・Ｕターン支援施策の発信（拡充） 

村と連携して、村外在住の村出身者に村内事業所の求人情報を配布し、小規模事業者

の従業員不足解消を図る。また、村の転入者向け助成制度や空き家情報を分かりやす

くまとめ、求人情報と合わせてイベントなどで配布し、小規模事業者の人材確保とＩ

ターン・Ｕターンによる人口増加を図る。 

5)事業承継マッチング（新規） 

後継者のいない経営者や、すでに廃業して遊休施設になっている物件の持ち主にヒア

リングを行い、第三者への譲渡(貸与)可能性を探る。経営者に譲渡希望がある場合は、

事業承継(施設譲渡・賃貸)希望者として登録した上で承継の条件をまとめ、商工会

ホームページにて創業希望者向けに情報発信を行う。引き受け希望者がある場合は、

商工会が仲介役となり双方の条件が折り合うよう調整を行う。第三者への事業承継を

促進することで廃業の防止と創業者誘致を図る。 
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【目標】 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

活性化連絡会議開催 未実施 1回 2回 2回 2回 2回 

特選品認定数 未実施 （準備） 5品 10品 15品 20品 

マップ作成部数 未実施 - - - - 1,000部 

イベント出店回数 1回 3回 5回 5回 5回 5回 

求人情報発信 1回 2回 3回 3回 3回 3回 

事業承継登録件数 未実施 (準備) 2件 3件 4件 4件 

 
 

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 

 

これまでも、管内商工会・商工会議所で毎月開催する職員会議や日本政策金融公庫が

開催する連絡会議において、支援の現状、支援の手法などについて情報交換を行うとと

もに、支援に携わる職員は中小企業大学校や県連合会が実施する支援者向け研修を受講

するなど支援力向上を図ってきた。ただ職員間の共有は行えておらず、職員別の単発的

なスキルでしかなかった。 

これからは、個々の職員が修得した支援ノウハウを全職員で共有し、商工会全体の支

援力向上を図ると共に、より専門的な支援能力の向上に向けた研修受講等の取り組みを

行う。 

 

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)村担当課との連絡会議（拡充） 

村産業振興課担当者と3ヶ月に1回程度の連絡会議を開催し、事業者向け支援メニュー

や村が現在取り組んでいる商工振興事業の内容について情報交換を行い、特産品開発

や販路開拓などの支援ノウハウを共有する。 

2)東白川村活性化連絡会議の開催（再掲） 

前述の連絡会議において情報交換を行う中で、各団体の支援メニューや取り組みにつ

いて理解・把握し、小規模事業者に関連する事業について連携を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

1)専門的研修の受講 

中小企業大学校や県連合会が実施する研修に加え、県の外郭団体である産業経済振興

センターなどの支援機関が開催する、海外展開やサイト構築など専門的なテーマにつ

いて研修を受講し、より高度専門的な支援ノウハウを習得し、小規模事業者の事業計

画策定や技術的課題解決に向けた支援に活用する。 

2)職員の基礎支援力の向上 

経営指導員1名の小規模商工会においては、経営発達支援計画における全ての支援を
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経営指導員だけで行うことは不可能である。事業の効果的実施のため、経営指導員以

外も基本的な経営支援業務に従事できるよう、経営指導員の巡回・窓口支援時や専門

家による事業者支援の際には、経営指導員に帯同し、OJTにより専門知識と支援手法

を習得して支援能力の向上を図る。また、各職員の担当分野以外についても初期対応

ができるようOJTで分野横断的に業務を行い、基礎的支援能力の均等化を図る。 

3)確実な支援の実行 

前述の「重点支援者名簿」などを参考に、年間を通じた「巡回支援計画」を作成し、

進捗状況を職員全体で共有しながら、担当分野を中心に分担して支援を行う。 

4)職員連絡会議の開催 

毎月1回、支援ノウハウについて職員間で情報共有を行うために連絡会議を開催し、

各職員が携わる支援案件について進捗状況を報告し、今後の方向性などを検討する。

うち各職員ごとに年1回、自身のスキルアップにつながった支援案件や受講した研修

内容を発表し、その他の職員と支援ノウハウの共有化を図る。 

毎年1月には事業評価委員会による改善提案をもとに、次年度の事業実施方法を職員

全員で協議する。 
 

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 

これまでは、年 2回の監査の際、限られた時間の中で監事 2名に事業実施状況を簡略

的に説明し成果確認を受けるのみで、個々の事業を詳細に評価する機会がなく、見直し

も担当する職員任せで確実な改善が図られない場合があった。 

これからは、実施した事業の評価する専門の委員会を設置し、十分な時間的余裕を

もって評価・検証し改善点を協議する機会を設け、その評価結果について理事会、職員

会議に諮ることによって事業見直しを促し、確実な PDCA サイクルを確立する。 

【事業内容】 

1)商工会正副会長及び監事、外部有識者として東白川村産業振興課長で構成する事業評

価委員会を設置し、事業の実施状況や成果の評価・検証を行い、次年度に向けた見直

し案を提示する。(毎年12月) 

2)委員会による評価結果・改善案を理事会にて報告し、承認を受ける。(毎年12月) 

3)職員連絡会議での事業見直し 

毎年1月に開催する職員連絡会議で、委員会が提示した改善案の具体化を図る。 

4)事業成果の公表 

事業の成果・評価・見直しの内容については、概要版を総会資料と会報に掲載し、 

詳細版を事務所にて閲覧できるように配置、また商工会ホームページ

(http://www.sho-ko-kai.com)にて計画期間中公表する。(毎年2月) 
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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 

役職名 

会 長 ( 1 名) 

副会長 ( 2 名) 

理 事 (14 名) 

監 事 ( 2 名) 

 

②事務局 

役職名 担当(資格) 

事 務 局 長(1 名) 事業統括 

経営指導員(1 名) 経営全般・金融・情報（中小企業診断士） 

経営指導員補(1 名) 税務・経理（日商簿記 2級） 

業 務 職 員(1 名) 労務（社会保険労務士） 

 

（２）連絡先 

東白川村商工会    〒509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土 582-1 

T E L：0574-78-2275  F A X：0574-78-3104 

MAIL：info@sho-ko-kai.com 

ホームページ http://www.sho-ko-kai.com/ 
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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） 

 平成29年度 
(29 年 4月以降) 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

必要な資金の額 1,050  950  950  950 1,050 

 ･各種調査費 50 50 50 50 50 

 ･講習会開催費 100 100 100 100 100 

 ･個別相談開催費 50 50 50 50 50 

 ･販路開拓事業 500 500 500 500 500 

 ･物産展等出展費 100 100 100 100 100 

 ･パンフ作成費 0 0 0 0 100 

 ･研修費 200 100 100 100 100 

 ･会議等開催費 50 50 50 50 50 

（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 

国補助金、県補助金、村補助金、自己資金（会費、各種手数料） 

（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経営分析、事業計画策定・実施、販路開拓支援等に関する専門的助言 

②求人情報や特産品情報の発信 

③市域活性化イベントの開催・出展 

④地域ブランドや特産品開発、東白川うまいもん認定制度(仮称)」の運営 

⑤インターネット販売による販路拡大 

連携者及びその役割 

 

【村内】 

・東白川村（東白川村神土 584 村長 今井俊郎） 

求人情報発信、域外特産品販路開拓、インターネット販売での連携 

東白川うまいもん認定制度認定者 

・東白川村観光協会（東白川村神土 584 協会長 今井武司） 

観光情報発信、観光客誘致における連携 

・東白川村森林組合（東白川村越原 46-1 組合長 高木孜） 

地域ブランド、特産品開発における連携 

・めぐみの農業協同組合 東白川支店（東白川村神土 支店長 佐伯範夫） 

地域ブランド、特産品開発における連携 

 

【支援機関】 

・岐阜県商工会連合会（岐阜市薮田南 5-14-53 会長 岡山金平） 

小規模事業者の事業計画策定等における専門的助言 

職員資質向上機会の提供 

・(公財)岐阜県産業経済振興センター（岐阜市薮田南 5-14-53 理事長 丹羽義典） 

職員資質向上機会の提供、各種統計情報の提供 

・岐阜県よろず支援拠点（岐阜市薮田南 5-14-53 代表 三和知生） 

小規模事業者の事業計画策定等における専門的助言 

・(公財)ソフトピアジャパン（岐阜県大垣市加賀野 4-1-7 理事長 熊坂賢次） 

小規模事業者の IT 活用における専門的助言 

小規模事業者への IT ツールの利用機会提供 

 

【金融機関】 

・日本政策金融公庫 多治見支店（多治見市本町 2-70-5 支店長 飯田圭一） 

情報収集、資金調達 創業支援 
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連携体制図等 

 

 


