
経営発達支援計画の概要 

実施者名 笠 原 町 商 工 会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

・笠原町内の小規模企業・中小企業の経済動向調査を実施し、地域内の経済動向・

需要動向を把握する。その調査結果を踏まえ、小規模事業者に対する『経営分析』

『事業計画策定支援』を５年間で述べ１００社実施し、直接的、個別的、且つ伴走

的に支援事業を展開する。 

・金融機関・自治体・経済団体と連携し創業塾を共同開催し、創業・第二創業の希

望者に対して、伴走型の支援を行う。 

・「多治見市モザイクタイルミュージアム」を観光の目玉とし、観光客の増加に向

けた取り組みとして『かさはら陶器・タイルまつり』の実施。 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 
① 地域の経済動向調査 

  笠原町内の小規模事業者を対象に「業況と現状」及び「今後の見通し」の聞き取

り調査（９０社）を実施するとともに、地場産業である「タイル」の中小企業メー

カー（１０社）にも同様の調査を行い、笠原町内の経済動向を把握する。 
② 経営分析・事業計画の策定・実施支援・需要動向調査 

 地域の経済動向調査の結果から得られた情報を基に、さらなる支援先を抽出し、
より細かな経営分析を実施する。その結果を踏まえ、事業計画の策定を促し、小規

模事業者が持続的な事業発展のための支援を行う。 

 併せて、対象企業に需要動向調査を実施していく。 

③ 創業・第二創業支援 

 金融機関・自治体・経済団体と連携し創業塾を共同開催し、創業希望者に対し
て、伴走型の支援を行う。特に、創業後のフォローアップ（販路開拓や税務支援等）

を重点的課題とする。また、連携によって創業支援に対するノウハウを共有でき、

今後の商工会内での創業支援に役立てる。 

④ 小規模事業者販路開拓支援 

 展示会や商談会への参加を支援し、地域内外への対する販路開拓・認知度向上を
図る。また、多くの小規模事業者が情報化社会への対応が遅れており、自社ホーム

ページの作成支援の実施。 

 

２．地域経済の活性化に資する取組 
① 多治見市美濃焼タイル振興協議会への参画 

 自治体・経済団体等と連携した「多治見市美濃焼タイル振興協議会」に参画し、

地場産業である美濃焼「タイル」のＰＲを中心とした地域活性化事業の方向性を検

討する。 

② 『かさはら陶器・まつり』の開催 

平成２８年に完成する「多治見市モザイクタイルミュージアム」を町内の観光の

目玉とし、観光客の増加に向けた取り組みとして笠原町商工会が主体となって『か

さはら陶器・タイルまつり』を開催する。 

 

連絡先 

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 2081 番地の 1 

TEL:0572-43-3241 FAX:0572-43-4420 

メールアドレス：kasasho@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．笠原町商工会の「経営発達支援目標」 
笠原町商工会は、笠原町内の商工業者の支援をするために設立された地域組織である。

地域の商工業者（主に小規模事業者）の利益の創造と地域経済の向上発展を目的として

設立された地域唯一の経済団体である。以上の基本精神に則り、今般の「経営発達支援

計画」の作成に際し下記の目標を掲げ「小規模事業者」支援事業を展開する。 

 

≪目標１≫ 

 

※笠原町の小規模事業者に対する『経営分析』『事業計画策定支援』を５年間に於いて、

１００社実施する。又、地元の小規模事業者及びタイルメーカー１０社を含めた１００

社を抽出し『地域経済動向調査』『需要動向調査』を実施し、地場産業のタイル産業を

主体とした小規模事業者の持続的成長発展に寄与することを目標とする。  

 

小規模事業者は自分の事業を顧みることが少なく経営分析力が弱い。従って、当会の経

営指導員２名が定期的な訪問指導を展開し、５年間に於いて「経営分析１００先支援」

「経営計画策定支援１００先」の目標を掲げ直接的、個別的、且つ伴走的に支援事業を

展開する。又、小規模事業者及びタイルメーカー１０社を含めた１００社を抽出し、経

営指導員が一社毎に聞き取りにより「地域経済の動向調査」、「需要動向調査」、を実施

する。又、地域の創業・第二創業（経営革新）希望者に対し、東濃信用金庫、多治見市

と連携し創業・第二創業支援を展開し、小規模事業者の持続的成長発展に寄与する。 

 

≪目標２≫ 

 

※次の笠原町活性化対策事業を実施する。 

 

Ⅰ．小売商業振興対策事業（まちづくり事業）を実施する。 

笠原地域の小売商業活性化を図ることを目的として、年末商戦の時期を狙い小売商業振

興発展に資する為、『共同チラシ事業』を展開する。 

 

Ⅱ．多治見美濃焼タイル振興協議会への積極的参画により地場産業活性化支援を展開す

る。 
多治見市、地元業界経済団体、東濃信用金庫等連携し、美濃焼タイルを主体とした小規

模事業者の活性化の為の事業を展開する。 

 

Ⅲ．「かさはら陶器タイルまつり」（商工会主催）・「かさはらいこまい祭り」（多治見市文

化振興事業団主催）の笠原町２大まつりを利用し、地場産業活性化と地域振興事業を

展開する。（５年間で３万人の来町者目標） 
「笠原町の賑わいを取り戻すこと」「地場産業及び従事者が元気になること」を大前提
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に多治見市、地元業界経済団体、金融機関、各区長・町民の皆様より協力を頂き地域経

済の活性化事業を展開する。 

 

２．多治見市及び笠原町の概要（現状と課題） 
（１）多治見市の概要 

多治見市は、美濃焼の産地として知られており、市内には由緒ある窯元や陶磁器に関す

る美術館、資料館、ギャラリーが点在している。名古屋まで３０分という利便性から名

古屋のベッドタウンとしても発展してきた。多治見市は盆地に位置するため、夏・冬で

気温差が激しく、平成１９年８月に気温４０．９度を記録し日本一暑い町となり全国的

に有名となった。「日本一暑い町」としての観光誘致のために作られた多治見市のご当

地キャラクター「うながっぱ」が観光産業イベント等に活躍している。 

 

平成１８年１月には岐阜県土岐郡笠原町を多治見市に編入し現在に至っている。合併特

例債を利用し「笠原町内」に「多治見モザイクタイルミュージアム」昨年８月より建設

着工、平成２８年４月完成予定である。笠原町より５分で東海環状自動車道の土岐南多

治見インターが開通するなど、住環境や企業立地としての利便性が向上しており、笠原

町との合併に伴う国の財政支援を有効に利用しながら地域経済を持続的に発展させる

事業を積極的に展開している。 

 

・多治見市の人口は平成２６年１２月１日現在、１１４，２８０人である。平成１２年を

ピークに人口減少に転じ微減傾向で推移している。世帯数は微増傾向で核家族化が顕著

となっている。平成２７年には、老年人口（６５歳以上）の割合が１/４以上を占める

と予測されている。 

 

表１ ①多治見市人口推移 

和暦 月日 世帯数 人口（人） 人口増減

平成 21 年 4 月 1 日 43,054 117,246 △262

平成 22 年 4 月 1 日 43,453 116,835 △411

平成 23 年 4 月 1 日 43,767 116,325  △510

平成 24 年 4 月 1 日 44,080 115,802  △523

平成 25 年 4 月 1 日 44,472 115,178  △624

平成 26 年 12 月 1日 45,047 114,280  △898

 

・多治見市の「めざすまちの将来像」は、『人が元気・まちが元気・多治見』をキーワー

ドに「まちづくり」を展開している。「元気な多治見」をつくるためには、安心して暮

らす人が元気であることが必要不可欠と捉え、安心・安全に働ける環境を目指している。

 

・町の元気を生み出すには、経済的な活力が欠かせない。働く場所の充実を図り、基幹と

なる産業を育成するため、外部からの産業活力を積極的にとり入れる。又、内発型産業

の発展を支える積極的な事業者や、新しい産業を興す起業家を支援する。 

 

・全国的に知名度の高い美濃焼の食器やタイルは、市民がまちの誇りに思う要素のひとつ
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であり、多治見市は、地場産業発展に向けた意欲的な取り組みを支援し、「美濃焼」の

魅力を積極的に発信していく計画である。 

 

表２ ②多治見市の主要な産業別事業所数と従業員数  

  

産業別  

平成２１年経済センサス調査 平成２４年経済センサス調査 

事業所先数 従業員 事業所先数 従業員 

 総数       5,222      46,010      4,996     39,896

卸・小売業     1,528      10,846      1,378     10,186

製造業     853       7,887        746      7,336

飲食 サービス等         598       4,262        562      4,017

その他の業種    2,543      23,015      2,310     18,357

 

・多治見市の事業所・従業員統計をみると、前回調査比２２６の事業所が減少している。

又、従業員についても同様に、６，１１４人減少している。卸・小売業、金融保険業、

製造業の特化係数が高い傾向を示している。産業活動活性化を図るため、多治見市の第

６次総合計画の内、「産業・経済」の中に於いて掲げている、内発型の産業を支える積

極的な事業者や、新しい産業を興す起業家を支援の方向で「多治見起業支援センター」

を設置し多治見市の事業者減少に歯止めをかけるべく手を打っている。（表２参照） 

 

・製造業の製品出荷額のここ１０ヶ年の推移は、平成１９年、平成２０年とやや増加した

が、概ね１１百億円前後の横這いの推移である。一方、従業員数は、平成１５年比１４

百人減少し減少傾向が鮮明である。（表３参照） 

 

・多治見市の製造品出荷額の約二分の一を窯業・土石製品が占めており、平成２２年の製

造品出荷額１，０４５億円の内、窯業・土石製品の割合は４８％となっている。次に食

料品１３％、輸送用機械１０％、と続き、圧倒的に「窯業・土石」関係のウエイトが高

く、経済統計的にも「窯業の町」の特徴が出ている。 

 

表３ ③多治見市製造業製造品出荷額等及び製造業従業者数の推移 単位：百億円：百人 
 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年

出荷額 １１ １１ １１ １１ １３ １２ １０ １０ ９ １１ 

従業員数 ７４ ７６ ７３ ７２ ７２ ６８ ６３ ６１ ６１ ６０ 

※出典：経済産業省「工業統計」、Ｈ２３のみ総務省「経済センサス活動調査」平成２４年は速報値 
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・多治見市の製造業従事者の従業員数の推移をみると、平成１５年の７４百人を境に減少

傾向となり、平成２０年には７０百人を割り込む状況。直近では、６０百人となってお

り、出荷額においては、横這い傾向であるも従業員数は減少傾向で生産効率は上昇して

いる。 

 

・多治見市は、働く場所の充実を掲げており、「工業団地の整備」「企業誘致」による雇用

確保政策・税収増加政策を積極的に推進している。 
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（２）笠原町の概要（現状と課題） 

笠原町商工会（以下、当会）は、日本一暑い町で有名となった岐阜県多治見市笠原町に

立地している。多治見市笠原町は南東部に位置し愛知県との県境であり、瀬戸焼で有名

な瀬戸市はすぐ隣の行政域となる。 

 

・笠原町は、多治見市の南東部に位置し、古くから「美濃焼」と呼ばれる「焼き物」の産

地として発展してきた。その中で、美濃焼の伝統を受継ぐ笠原町は、江戸時代後期から、

ご飯茶碗の生産が盛んになり、「笠原茶漬け」として有名となる。その後、昭和初期に

は伝統技術を活かした「モザイクタイル」が誕生し、ビルやマンションの外壁に施工さ

れた。笠原町では、日本の経済発展と並行し、タイル生産にシフトするメーカーが増加

し「タイル」が笠原町発展の礎を築いた。 

 

・笠原町は、「我が国最大のタイル生産地」であり、平成元年には、７２４億円の出荷額

を誇っていたが、バブル経済の崩壊を経て低経済成長時代に入り平成２２年には、１３

８億円まで減少。その後も安価な中国製品の台頭により、生産、出荷額共に低調な状況

が続いている。バブル経済崩壊以後、国内需要の減少や原材料・燃料の高騰・海外から

の安価な製品の進出により、笠原町の美濃焼業界を取り巻く環境は依然として厳しい状

況である。（表４参照） 

 

表４ タイル販売金額の推移 （平成元年～平成２５年）          単位：億円 
元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年

724 696 685 548 495 582 608 580 580 502
１１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

417 395 387 364 338 321 292 288 243 189
２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年      

155 138 140 161 152      
※出典：岐阜県陶磁器工業協同組合連合会 
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表５ 笠原町の産業別商工業者数及び産業別小規模事業者数 

  

産業別  

      商工業者数 小規模事業者 
平成１８年 平成２４年 増減 平成１８年 平成２４年 増減 

  総  数 621 540 -81 539 451 -88
卸・小売業  169 139 -30 122 96 -26
製造業 238 184 -54 215 160 -55
飲食・宿泊 37 33 -4 35 28 -7
建設業 75 63 -12 75 63 -12
サービス業 60 64 4 54 52 -2
運輸業 17 13 -4 16 9 -7
教育・学習塾 10 13 3 9 12 3
その他 15 31 16 13 31 18

※出典：平成１８年度経済センサス調査・平成２４年度経済センサス調査 

 

・笠原町の商工業者数の状況は、減少傾向が鮮明となっている。主な減少産業として、製

造業５４、卸・小売業３０、その他業種に於いて１６増加するも、総数に於いて、８１

の減少となった。又、小規模事業者に於いても、製造業の５５減少として総数８８の減

少となり小規模企業の厳しい現実が浮き彫りとなった。（表５参照） 

 

・笠原町の主要産業である、タイルの販売額に於いても、前述のとおり、ピーク時の１/

５まで減少している状況。タイルメーカーは、これまで、大量生産でシェアを獲得する

等、成長してきた経緯がある。 

 

・今後は、各メーカー、商社共に多品種小ロット受注に対応した経営戦略の構築が急務と

なっている。タイル業界全体としても展示会の出展や商談会の参加等マーケティング面

での戦略の見直しが求められている。 

 

・笠原町の人口及び世帯数は、漸減傾向が顕著であり多治見市に対し企業誘致及び笠原地

区に於いての住宅団地開発等人口減少歯止め策を建議・具申活動を展開する。（表６参

照） 

 

表６ 笠原町の人口・世帯数推移 

 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 

 人口 11,091 10,876 10,708 10,556 10,460 10,320

世帯数  4,027  3,995  3,960 3,931 3,966  3,945

 

・岐阜県東濃地区三市（多治見市・土岐市・瑞浪市の３市をいう。以下、東濃地区三市の

ここ３ヶ年の窯業関係事業所推移は、タイル事業所数は３６と横這いで推移している

も、食器関係事業所数は、東濃地区三市は共に減少傾向が顕著で、３ヶ年で２１の事業

所が減少している。特に隣接する土岐市の食器事業所数が１７減少となっており特筆さ

れる。 
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・タイルメーカーは多治見市笠原町に集積しており、ここ３ヶ年のタイルの事業所数は２

９（内、笠原町２６）と横這い推移である。内、笠原町に２６メーカーが集積しており、

多治見市はタイルメーカー存続のための現状維持策と個社別持続的発展戦略が当面の

課題と捉えている。連携・協力し課題克服を図る。 

 

表７ 東濃地区３市の窯業関係事業所数の推移（多治見市、土岐市、瑞浪市） 
 

地  区 

平成２３年１２月 平成２４年１２月 平成２５年１２月 

事業所数 事業所数 事業所数 

食器 タイル 計 食器 タイル 計 食器 タイル 計 

多治見市 88   29 117 87   29 116  85   29 114

（うち 笠原町） 6  26   32 6  26   32 6  26  32

土岐市  279   6 285 270   6 276 262     6 268

瑞浪市   10  1   11   10   1    11    9     1   10

 合  計 377    36 413 367    36  403  356    36  392

※出典：岐阜県陶磁器工業協同組合連合会機関紙「広報美濃焼」 

 

・東濃地区の美濃焼（タイル・和洋食器関係）この３ヶ年を過去の水準で見た場合、ボト

ム圏で横這い推移しており新しい需要の喚起が待たれるところである。（表７参照） 

 

・タイルに於いては、剥離問題が表面化以降、外壁材としてのタイル需要が減少傾向であ

り、業界挙げての需要喚起政策と販売戦略の再構築が待たれるとこである。当会として

も、表４の状況を踏まえ、地元経済団体等と連携し、タイル関連業界持続的発展支援の

推進を図る。 

 

・最近３ヶ年の東濃地区３市のタイルの販売実績の推移は、「外装」「内装」「床」「モザイ

ク」共に極端な落ち込みもなく１５０億円前後の横這いの推移である。又、和洋食器に

ついても１４０億円前後の横這いの推移である。（表８参照） 
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表８ 東濃地区美濃焼（和洋食器、タイル関係）販売実績推移表  単位：トン・百万円 
     年次 
 

美濃焼種類 

平成２３年１２月期 平成２４年１２月期 平成２５年１２月期 
販売額（輸出・国内） 販売額（輸出・国内） 販売額（輸出・国内）

数量 金額 数量 金額 数量 金額 

 

タ

イ

ル 

外 装 1,466 3,087  1,941 3,603 1,503 3,088

 内 装   286     447   170     403     158     366

  床 1,209  2,682  1,114 2,588   1,101 2,591

モザイク  7,624 7,755 8,249 9,458   7,351 9,151

  計 10,585 13,972 11,474 16,052 10,113 15,195

和

洋

食

器 

和飲食器 26,197   8,766 30,557   9,621  32,467 9,790

洋飲食器 17,571   4,577 12,447   4,605  11,864 4,576

台所・食卓 1,051     339 722     237     591     178

  計 44,819  13,682 43,726 14,463 44,922 14,544

  合計 55,408 27,654 55,200 30,515 55,035 29,739
※出典：岐阜県陶磁器工業協同組合連合会機関紙「広報美濃焼」 

 

〇以上、多治見市及び笠原町の「現状」と「課題」を踏まえ下記に、目標達成に向けた「基

本方針」と「達成に向けた事業」を述べる。 
 

３．目標達成に向けての「基本方針」と「達成に向けての事業」  
 

（１）基本方針 

地域の商工業者（主に小規模事業者）の利益の創造と地域経済の向上発展に寄与する。

  

（２）目標達成に向けて下記の「経営発達支援事業」を展開する 

 

①地域の経済動向調査事業 

 

・地場産業である美濃焼（タイル産業・陶磁器産業の内、タイル業界７２%シェア）業界

の経済動向を調査することは、即ち、地域経済動向を調査すると言っても過言ではない

ほど、笠原町の主要産業はタイル関係である。又、笠原地域の小規模事業者の割合は、

８４％であり地域の雇用面、地域経済の活性化の面からも重要な役割を担っている。 

 

・当地区には「笠原陶磁器工業協同組合」（メーカー）、「協同組合ケーエスジー」（商社）、

岐阜県窯業原料組合協同組合」（原料）、「全国タイル工業組合」（メーカー）等の窯業関

係団体があり、又、多治見市に本店を置く「東濃信用金庫」は、地場産業に関する調査

等を実施している等、地域に密着した経済統計調査を実施している。それらの経済団体、

金融機関、研究機関と連携し、個別企業の経営力向上、販売促進、金融支援等を継続で

きる体制を構築し、笠原町美濃焼業界へ個社別に伴走的且つ中長期的な支援を展開す

る。 
 

・地域経済動向調査の商工会の役割、又、分析内容（調査内容）、分析方法、主な活用 
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方法と指導内容は下記の方向性で実施する。詳細は、「経営発達支援事業の内容」に於

いて陳述する。 

 

≪役割≫ 

・商工会が、小規模事業者の日々の産業活動を調査する意味は、小規模事業者の方々の実

態把握を実施し直接的に、金融支援、経営改善支援等を展開すること。又、地域経済を

担う小規模事業者の方々の経済動向調査を実施し調査結果を地元産業界に還元し、業界

発展に寄与するという目的意識を持って展開する。 

 

≪分析方法≫ 

・経済動向調査（アンケート調査）を実施する。小規模事業者９０社、タイルメーカー１

０社の合計１００社に対して経営指導員が下記の内容の聞き取り調査を実施する。 

 

≪調査内容≫ 

・調査項目は、「外部環境」「内部環境」「製品状況」「技術力関係」「販売関係」「組織関

係」「財務内容」の項目を調査する。詳細項目は、後述の「経営発達支援事業の内容」

に於いて、事業計画策定（経営分析）支援事業の巡回訪問・窓口相談の【調査項目】に

陳述する。 

 

≪主な活用方法と指導内容≫ 

・アンケート調査結果を分析後、小規模事業者の経営分析結果と突合し、個社別に「強み」

「弱み」を洗い出した後、個社別に対策を構築する支援を実施する。 

 

・地元の各経済団体等へ経済動向調査資料として還元する。  

 

②経営分析・需要動向調査及び事業計画策定・実施支援事業 

 

・美濃焼業界を主体とした小規模事業者に対する経営発達支援事業を推進する。笠原町の

商工業者（小規模事業者主体）に対し、「地域経済の動向調査」、個別企業の「経営分析」

需要動向調査」を実施する。又、事業計画策定支援により個社別支援を推進し、伴走的、

且つ持続的な成長発展に寄与する。 

 

・具体的な分析内容、指導内容及び収集した情報の活用については、後述の「経営発達支

援事業の内容」に於いて陳述する。 

   

③地域の創業・第二創業（経営革新）支援事業 

 

・創業に対し積極的に創業・第二創業事業支援を展開し、起業者の持続的成長発展を図 

る。詳細については、後述の「経営発達支援事業の内容」に於いて陳述する。 
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※地域の創業・第二創業支援連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
５年 （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笠原町の経済状況 

・平成２４年経済センサス活動調査によれば、笠原町の商工業者数は５４０であり、う

ち、小規模事業者は４５１である。減少傾向顕著である。 

 

・タイル業界（笠原町シェア７２%）販売動向は、ここ３ヶ年の推移をみると、平成２３

年１４０億円、平成２４年１６０億円、平成２５年１５２億円の推移となり、平成２

２年，２３年をボトムにやや盛り返しつつある状況にある。（表５参照） 

 

②地域経済動向調査の目的 

・笠原町内に於いて企業活動営む企業を対象に各企業の「業況と現状」及び「今後の見

通し」の調査を実施し笠原町内の経済動向を把握する。 

 

 【東濃広域支援室】 

・専門家・コンサル派 

遣情報提供 

    【商工会】 

・創業相談窓口設置 

・創業セミナーの開催 

・創業者交流会の開催 

・第二創業（経営革新） 

 相談会開催 

【多治見市・起業支

援センター】 

・起業希望者情報等

連携 

 創業・第二創業（経営革新）

   【希望者】  

   【金融機関】 

・資金調達等支援 
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・「経済動向調査結果」に基づき、会員に対しては商工ニュース等により告知する。 

 

・小規模事業者を主体に、経営指導員の巡回活動・窓口相談を利用し個社別に調査結果を

還元し、経営改善支援活動に活用する。 

（アンケート回収目標については、事業内容④参照） 

 

③地域経済活動調査手段 

・経済動向調査（アンケート調査）を実施する。小規模事業者９０社、タイルメーカー 

１０社の合計１００社に対して経営指導員が調査表に基づき調査内容の聞き取り調査

を実施する。又、岐阜県陶磁器工業協同組合連合会、東濃信用金庫、多治見市役所等が

実施した地域経済の調査結果を参考とする。 

 

④地域経済活動調査結果の期待される効果 

・調査結果に基づき小規模事業者と（個社別）「今後の見通し策」の協議が図れること。

又、次の展開として「経営分析」「需要動向調査」の聞き取り等ができること。更に発

展させて、「事業計画の策定支援・実施」まで事業先の深耕が図れる効果が期待できる。

 

・当会としては、「経営発達支援計画」に於いて、目標１を小規模事業者の「経営分析」

「事業計画策定支援」を図って行くことを最優先に掲げたことにより、個社別に持続化

補助金等各種補助金を活用した資金的支援体制が構築できること。 

 

・上記の目標を推進することで、日本政策金融公庫が創設予定の『小規模事業者経営発達

支援融資制度』の利用促進が図り易くなったことが挙げられる。 

 

・『小規模事業者経営発達支援融資制度』の仲介・斡旋が図り易くなる理由として、小規

模事業者の経営分析・事業計画策定支援の増強により日本政策金融公庫や、地元の金融

機関から、笠原地区の小規模事業者は「経営分析」「経営計画」「経営戦略」が確立され

ているとの評価を受けることで斡旋がし易くなる等の効果が期待される。 

 

≪事業内容≫ 

（１）経済動向調査事業 

①アンケート調査概要 

・経営指導員の巡回、窓口相談、アンケート調査(学校区別)により、地域の経済動向調 

査、分析する。地域の経済動向については、小規模事業者９０先及びタイルメーカー 

及び商社等１０先（合計１００先）を対象としたアンケート調査を実施する。 

 

・笠原町の小規模事業者の経済動向調査の実施により、笠原町の産業経済動向と課題を抽

出し、美濃焼業界及び地元の小規模事業者支援活動のツールとして利用する。 

  

②調査対象 

・学校区毎に抽出した小規模事業者、合計９０先についてアンケート調査を実施する。対

象は、窯業関係事業者（製造業者、加工業者、商社、原料・釉薬業者）、及び窯業関係
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以外の小規模事業者について経済動向調査を実施する。又、小規模事業者以外のタイル

メーカー及び商社１０社を抽出し１００社を調査対象とする。  

 

③調査結果活用方法 

・例年開催している講習会（「金融講習会」「経営革新塾」「若手後継者育成講習会」「小売

商業振興委員会が主催するセミナー」等）に於いて、地元経済状況について発表し、情

報を共有する。（各種研修会、セミナーの資料として利用する） 

 

・調査結果は、商工会ニュースやＨＰへ掲載する。美濃焼については、笠原陶磁器工業協

同組合、協同組合ケーエスジー、岐阜県窯業原料協同組合、全国タイル工業組合等、各

業界団体に提供する。 

 

・経営指導員による巡回指導、窓口相談時等に「指導・相談資料」として提供する。 

 

・小規模事業者に対する金融支援対応時に於いて、融資資料必要書類の中の参考資料と 

して添付する。（国民生活金融公庫マル経融資斡旋審査会に於いて活用する） 

 

・持続化補助金、ものづくり補助金等各種補助金申請資料として活用する。 

 

・商工会の従来事業である、「経理記帳継続指導」「税務確定申告個別指導」対応時に於い

ても「調査結果」を共有し経営に反映する。 

 

・笠原町小規模企業等経済動向調査については、笠原町の主要タイルメーカー及び商社 

１００社についても経済動向調査を依頼する。（合計１００社）アンケート調査は項目

毎に聞き取り等の方法にて経営指導員が調査する。 

窯業関係又はその他の業種毎に景気動向を分析し、地元経済団体等に地元笠原地域経済

動向資料として提供する。又、経営指導員の巡回訪問時又は窓口相談時に経営改善支援

ツールとして活用する。 

 

④目標 

・経営指導員２名が主体となり、抽出した小規模事業者９０社及びメーカー・商社１０

社について、巡回訪問により、聞き取り調査を実施する。原則、１００％面談、最低

下記の回収目標にて経済動向活動調査を実施する。 
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表９ 笠原町小規模企業等経済動向調査（アンケート回収目標） 

学校区 対象企業数 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

音羽区 ４   3   3   3   3   3

栄 区   10   7   7   7   7   7

上原区   20   15   15   15  15   15

向島区   14   8   8   8   8   8

富士区    4   3   3   3   3   3

神戸区   20   14   14   14   14   14

釜 区   4   3   3   3   3   3

平園区    14   7   7   7   7   7
メーカー・商

社 
10 10  10  10  10  10

合 計  100 70  70  70  70  70
※調査は毎年６月末を目途に実施する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

（１）経営分析の目的 

①商工会としての目的 

経営発達支援事業の第一目標に「経営分析」「事業計画策定支援」について５年間で 

１００先を支援することを掲げた。これは、冒頭にも述べたように、小規模事業者は、

経営分析力が弱く、自己の事業の経営状況のチェック、「経営計画」を確立している 

事業者が少ない。 

従って、持続的に経営ができるよう各経営者に対して意識改革を求めていく。今般の 

経営発達支援計画策定に際し、小規模事業者の持続的成長発展に寄与することが当商 

工会の最重要課題と捉え、「経営分析先」「経営計画策定支援先」の増強を掲げ、小規 

模事業者の方々と伴走的に支援を実施していくことを目的とする。 

 

②小規模事業者に対して事業計画策定の意味の啓蒙 

経営計画又は事業計画は、自社の持続的発展の為に必要であり、その為に、経営分析（強

み、弱みを知る）を行い、自社の将来のイメージを描きながら、事業計画を策定するこ

とに意味がある。それらのことに対して理解を得る為の啓蒙を図る。 

 

小規模事業者の持続的な発展に向け、経営指導員２名による巡回指導時、窓口相談時 

に個別的に下記の調査項目の内容にて聞き取り調査を実施する。 

 

（２）調査項目 

「経営戦略」「外部環境」「内部環境」「製品・商品」「技術力・ノウハウ」「販売力」「組

織力」「財務分析」「経営内容（①売上の減少②利益の悪化③競争の激化④原材料仕入の

増加⑤受注状況⑥従業員数⑦業種⑧設備投資動向⑨販売価格の動き⑩仕入価格の動き

⑪資金繰り状況⑫自社の経営見通しと外国為替予想及び燃料等原料価格動向⑬自社の

好転要因・悪化要因等）分析項目を駆使し経営分析状況及び需要動向調査を実施する。
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（３）経営分析の手段 

経営分析の手段に関しては、「定性分析」と「定量分析」の二つの視点から分析を実施

する。 

項   目 内          容 

経営分析先 

巡回・窓口相談、セミナー・個別相談会の開催、各種補助金等申請に

絡ませた提案の実施により経営分析先を５年間で約１００先を支援す

る。 

定性分析 

① 外部環境（競合先・機会） 
② 内部環境（自社の強み・弱み） 
③ 経営力（経営戦略・後継者の有無・技術・ノウハウ等） 

定量分析 

① 収益性分析 
② 流動性分析 
③ 生産性分析 
 ※各種分析に於いては、中小企業基盤整備機構が提供している 

  「経営自己診断システム」を活用する。 

 

（４）経営分析の活用 

「経営状況分析結果に基づいた提案」により持続的成長発展を図るため、経営者に対し 

「意識改革」と「経営改革」を求めていくことが当会に課せられた使命である。 

従って、当会の経営指導員は、経営分析結果に基づき「事業計画策定支援先」の増強 

を掲げ、小規模事業者の方々の経営支援を図る為に経営分析結果を活用する。 

 経営分析結果に基づき、個々の企業の経営課題を抽出し、経営改善等の提案を行うと共

に、分析結果、提案内容を職員間で共有することで、事業者に対して伴走的な支援体制

を構築する。 

 より、高度な課題に関しては、岐阜県商工会連合会やよろず支援拠点やミラサポなど 

の専門家派遣時に課題解決に向け、経営分析結果の活用を推進する。 

 

（５）経営分析の目標 

支 援 内 容 現  状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

経営分析事業者数 １０ １５ ２０ ２５ ３０ ３５ 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
事業計画策定を目指す小規模事業者に対して、中小企業診断士、地元金融機関（東濃信

用金庫）等と連携し事業計画策定を支援する。又、金融相談、国や県といった各種補助

金の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

経営計画又は事業計画は、自社の持続的発展の為に必要であり、その為に、経営分析（強

み、弱みを知る）を行い、自社の将来のイメージを描きながら、事業計画を策定するこ

とに意味がある。それらのことに対して理解を得る為の啓蒙を図る。 
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（１）事業計画策定支援事業 

・巡回訪問時、窓口相談時に対応した小規模事業者の内、事業計画策定の必要性を速やか

に理解した経営者に対し事業計画策定を提案する。経営指導員は、専門家と連携し 

事業計画策定・実施支援を推進する。 

 

・各種研修会・セミナー開催時に「需要動向調査」を依頼する。その際も、経営分析の 

必要性、事業計画策定の重要性を説き、協力を依頼する。 

 

・専門的な経営課題等については、東濃信用金庫（地域金融機関）、日本政策金融公庫、

東濃ブロック広域支援室（岐阜県商工会連合会では、広域支援室制を導入し、中小企 

業診断士等を配置し各地域の商工会の側面的な支援を実施している）、協同組合ケー 

エスジー、笠原陶磁器工業協同組合、全国タイル工業組合、中小機構中部地域振興課、

税理士等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧な事業計画 

策定支援を展開する。  

 

・経営指導員が巡回訪問・窓口相談により、分析の対象とした小規模事業者をピック 

アップした事業者の協力により、需要動向を調査する。又、同時に経営状況等を分析 

し、事業計画策定支援事業に結び付ける。 

 

・各種セミナーの実施 

事業計画策定に関するセミナー、個別相談会開催により、事業計画策定を目指す小規 

模事業者の掘り起しを行う。事業計画策定支援セミナー開催目標、（表１１参照） 

 

（２）創業・第二創業支援事業 

多治見市では、平成１６年４月より多治見市起業支援センターを開設し、創業支援施 

策を実施してきた経緯から、平成２６年６月２０日付にて産業経済大臣及び総務大臣 

より産業競争力強化法に基づく「地域における創業支援事業計画」の認定を受けた。

笠原町商工会の創業・第二創業支援の取組みは、多治見市、多治見商工会議所、東濃 

信用金庫、多治見まちづくり株式会社等と連携し、創業者・第二創業者希望者に対して、

巡回指導強化、窓口相談・経営支援の実施、創業セミナー・講習会の開催、販路開拓な

どの創業支援を積極的に対応する。創業後も、窓口相談や巡回指導により、伴走型の支

援を実施する。 

 

①創業塾の連携開催 

創業塾を東濃信用金庫、多治見市等と共同開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業

計画の策定支援を実施することにより、創業支援を行う。【指針②】 

 

②第二創業塾連携開催 

平素の巡回指導の情報交換から、第二創業（経営革新）に関心を持っている事業先に対

して積極的に第二創業相談会を開催し、第二創業（経営革新）計画の策定を支援し、第

二創業（経営革新）支援を推進する。 
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・笠原町商工会単独では、現状は実績がない。連携先である東濃信用金庫が既に、創業 

塾を数年前より実施しており、そのノウハウを共有し、東濃信用金庫等及び関連経済団

体の協力をいただくことを前提に目標を設定した。 

 

・創業塾開催回数については、東濃信用金庫又は多治見市との共同開催の場合もあり実現

可能であると判断する。又、創業支援者数、第二創業支援者数の目標を意識した情報収

集を念頭に巡回活動を展開し、新しい事業を起こす希望を持っている小規模事業者に対

して、地元金融機関等と連携し個社別に支援を展開し目標の達成を図る。 

 

表１０ セミナー・説明会・経営分析事業者数、創業・第二創業支援に関する創業塾の開

催・創業・第二創業支援目標  

支 援 内 容 現  状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

セミナー・説明会開催回数 ― ３ ４ ５ ６ ６ 

経営分析事業者数 １０ １５ ２０ ２５ ３０ ３５ 

創業塾共催回数 実績なし ２ ２ ２ ３ ３ 

創業支援者数 実績なし ２ ２ ２ ２ ２ 

第二創業（経営革新）支援者数 実績なし １ １ １ １ １ 

 

４．事業計画策定支援後の実施支援【指針②】 
 

①事業計画策定後フォローアップ 

事業計画策定後に、必要に応じて２カ月に一度巡回訪問し、進捗状況の確認を実施し、

必要な指導・助言を行う。事業計画書の各項目の進捗状況についてチェックし、計画と

大きな乖離が見受けられる場合は適切なアドバイスを実施する等、伴走的な支援を実施

する。【指針②】 
≪体制図≫  商工会                    事業計画策定事業者 

                          

                         

 

                 

 

                       

                       

 

 

・２ヶ月に一度巡回指導 

・進捗状況チェック・アドバイス 

・情報提供・販路開拓支援 

・資金繰り支援・金融アドバイス 

・各種セミナー案内 

・セミナー終了後情報交換会 

・経営計画＝利益目標 

 目標の利益を計上する為、 

 「計画」→「実行」→「評価」

の徹底を図る。 

・事業計画の実績報告 

・商工会の企画勉強会参加 
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②創業個別支援フォローアップ 

創業後は、先輩経営者との意見交換会、経営指導員及び中小企業診断士による個別フォ

ローアップ、税務相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。【指針②】 

 

③第二創業個別支援 

多治見市（多治見市起業支援センター・創業支援事業計画認定済）、東濃信用金庫、多

治見まちづくり（株）と連携して、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」に

則った第二創業個別支援を推進する。 

 
≪連携支援≫ 

事業計画策定後に、国、（中小企業基盤整備機構）県、（岐阜県産業経済振興センター）、

多治見市、東濃信用金庫の行う支援策等の広報・案内により周知し、フォローアップを

実施する。【指針③】 

 

≪目標≫ 

表１１ 事業計画策定後に関する支援目標（フォローアップ件数目標・経営指導員の巡回

目標） 

支 援 内 容 現  状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

周知後のフォローアップ件

数目標 
１０ １５ ２０ ２５ ３０ ３５ 

経営指導員巡回訪問件数 ８００ ８００ ８００ ８００ ８００ ８００

 

・経営指導員の巡回指導目標は、年間４００件である。当会は、巡回訪問時の目的意識と

して巡回訪問先の支援を意識した活動を展開している。従って、その一環として「事業

計画・経営分析策定事業者数」の目標については、持続化補助金等の提案に絡ませた目

標計数となり、経営指導員２人体制の観点からも妥当性ありと判断する。フォローアッ

プについても同様に事業計画策定支援先の中間管理をする意識徹底を図る。以上の観点

より、妥当な目標と捉える。 
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表１２ 笠原町商工会の経営指導員等の主な活動状況 
支援等活動項目 Ｈ２１年 Ｈ２２年 Ｈ２３年 Ｈ２４年 Ｈ２５年

①巡回指導 内、経営革新 63 42 56 19 26

  〃    内 金融 69 28 36 28 17

 〃    内 労働 4 53 105 47 45

 〃    内 取引 8 11 13 0 0

 〃    内 経営一般 175 37 216 161 289

 〃    内 税務 29 17 29 16 22

 〃    内 情報化 93 16 52 17 8

 〃    内 創業 0 1 0 0 0

 〃    内 環境対策 2 2 1 1 0

 〃    内 その他 196 400 172 125 551

②窓口指導 内、経営革新 16 14 10 13 15

  〃    内 金融 33 25 19 24 34

 〃    内 労働 2 32 69 20 55

 〃    内 取引 2 4 5 0 0

 〃    内 経営一般 16 20 68 82 158

 〃    内 税務 255 170 274 343 238

 〃    内 情報化 10 1 12 7 0

 〃    内 創業 3 1 0 0 0

 〃    内 環境対策 0 3 0 0 1

 〃    内 その他 78 83 55 49 127

③専門家派遣事業 14 12 12 16 16

④セミナー・研修会開催 4 1 5 2 4

⑤個別指導状況（何回）（何名） 25  ・111   25・103 20・91 21 ・193 23・255

⑥金融斡旋状況（件数）（金額）単位百万

円 
10 ・ 40 13 ・70    8・25   12 ・ 69 11・ 28

⑦各種共済推進実績 10     1    5 34 39

⑧記帳支援状況（延回数） 963 974  886 703 892

 

・上記の実績の如く、当会の経営指導員の活動状況から判断し、「経営分析」「需要動向調

査」「事業計画策定事業」については、巡回目標を意識した活動と上記の３つの事業に

対して、「見込み先一覧表」に基づき、個社別巡回活動を展開し目標達成を期する。（表

１２参照） 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

（１）現状の需要動向調査の現状 

現状の需要動向の把握は、巡回や窓口相談時における聞き取りや全国商工会連合会の景

況調査、金融機関が提供している経済統計調査等を定期的に確認している。 

又、地場産業であるタイル・陶磁器産業界に於いては、岐阜県陶磁器工業協同組合連合

会の工業統計や多治見市の産業経済統計調査や笠原町の経済団体（笠原町陶磁器工業協

同組合、協同組合ケーエスジー、岐阜県窯業原料協同組合）への聞き取りにより把握し

ている。 
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（２）需要動向調査の方法 

これまで、当会が実施してきた需要動向調査に加えて、下記の調査項目の調査票により、

経営指導員が、聞き取りにより具体的な需要動向調査を実施する。 

項  目 内          容 

調査先 
地域経済動向調査を実施した小規模事業者９０先の他に、タイルメーカー

及び商社１０先、合計１００先を対象とする。 

 

 

 

調査項目 

 

 

 

「業界動向」と「市場動向」の項目に分けて調査を実施する。 

「業界動向調査」 

①製品の生産・在庫状況 

②金融機関の借入状況 

③売れ筋商品の状況 

④各社製品の価格動向 

「市場動向調査」 

①生産台数の状況 

②商品を取り巻く市場環境 

③現状の売れ筋商品・注目商品 

④価格予測・需要予測 

調査方法 アンケート用紙に基づき、経営指導員による聞き取り調査 

 

（３）需要動向調査実施事業者数目標及び外部情報提供事業者数目標 

上記の調査項目の調査表により、毎年、１００社の事業者に対して需要動向調査を実施

する。 

又、事業計画策定支援を予定している事業者（小規模事業者より抽出した策定支援を推

進する事業者）に対して、日経テレコンＰＯＳ情報、需要予測等調査、金融機関のデー

タ、ニュース、新聞等より、需要動向調査情報の提供支援を展開する。（下記、目標参

照） 

 

【需要動向調査実施事業者数目標】 

 現  状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

小規模事業者 実績なし ９０ ９０ ９０ ９０ ９０ 

タイルメーカー・商社 実績なし １０ １０ １０ １０ １０ 

合   計 実績なし １００ １００ １００ １００ １００

 

【日経テレコンＰＯＳ情報、需要予測等調査等情報提供事業者数目標】 

 現  状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

事業計画策定支援事業者数 １０ １５ ２０ ２５ ３０ ３５ 
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（４）需要動向調査の活用 

調査結果を業種別、規模別にまとめ、小規模事業者及び地元経済団体、多治見市、地元

金融機関等に対して、笠原地区需要動向調査・経済動向調査資料として提供する。又、

小規模事業者の事業計画策定支援資料として活用する。 

併せて、巡回訪問時及び窓口相談時に経営改善支援ツールとして活用する。 

 

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）小規模事業者販路開拓支援の目的 

笠原町内にも、素晴らしい技術力持った企業が多く存在する。その中小企業及び小規模

事業者に対して、商工会が専門家と連携し、その素晴らしい技術又はアイデアを世の中

に送り出し、その企業の成長発展に寄与することを目的とする。 

 

（２）小規模事業者販路開拓支援方法 

①「多治見ビジネスイノベーション」への応募 

・多治見商工会議所と共催により、「多治見ビジネスイノベーション大賞」表彰を実施し

ている。その趣旨は、「伝統産業であるタイル・陶磁器関連業種が厳しい経営環境にあ

る中で、地域産業全体の閉塞感が強まっており、地域中小企業の新たな変革への挑戦が

成功の鍵となっている。独自の技術やアイデアにより新たな付加価値を創造する中小企

業等の挑戦意欲を隆起させることを目的に「多治見ビジネスイノベーション大賞」を創

設し当会も共催という形で事業に参画している。平成２５年度は、笠原町地域から、タ

イルメーカーが大賞を受賞する等、タイル業界に於いても、より付加価値を付与した特

徴あるタイルが脚光を浴びる等、研究開発力、経営力、販路開発力、等に於いて差別化

を図っている企業も出現している。 

平成２６年度に於いても、（有）加藤化学工業所が「奨励賞」を受賞する等、商工会が

関与した企業が受賞している。（有）加藤化学工業所は、「親水性・耐久性・光透過性の

高い水性無機塗料・アクアナノコートの製造・販売事業」で、中部経済産業局から「中

小企業地域資源活用促進法」に基づく「地域産業資源活用事業計画」の「認定」を受け

た事業所であり、「認定」を受ける際に、当会の経営指導員、東濃経営支援室の経営指

導員（中小企業診断士）が連携し、「地域資源」認定事業に関与し間接的であるが販路

開拓支援を行った。 

以上のように、当会に於いても専門家派遣事業により、事業所の知名度アップ、販路開

拓支援を行っている。 

「多治見ビジネスイノベーション大賞」応募の呼びかけがきっかけとなり小規模事業者

の新たな販路開拓、企業連携による新商品開発等の促進を図るため、国の補助金活用に

より、展示会、商談会を支援し、小規模事業者の販路開拓支援を推進する。 

 

②展示会・見本市・商談会支援推進 

・タイル産業関係の小規模事業者は、タイルメーカーの二次加工業者が多く、自社製品開

発は現状難しい事業者が多い。中小のタイルメーカー、タイル商社に於いて、毎年３月

に東京ビッグサイトで開催される「建築・建材展」に出展し販路開拓事業を展開してい
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る。 

一方、一部の製陶業者に於いては自社製品の新デザインを考案し、見本市に参加し安定

受注に繋げ企業の持続化を図っている企業も見受けられる。東濃信用金庫共催の「き」

業展等で開催される「ビジネスマッチング」への積極的参加と新春見本市出展企業に対

し、バイヤー対応、アンケート調査対応等側面的に支援を展開する。 

 

・見本市出展支援・・・多治見市に於いて、笠原町陶磁器工業協同組合が開催する「見本

市」を支援する。新しいバイヤーの開拓、新製品の売れ筋チェック等。 

 

・展示会・商談会支援・・・「メッセナゴヤ」で開催されるビジネスマッチング、多治見

市に於いて開催される「き」業展の出展支援を行い、新バイヤー開拓、情報交換のサポ

ートを実施する。【指針④】 

 

③新しく完成する「多治見市モザイクタイルミュージアム」を利用した販路開拓支援 

・平成２８年４月完成予定の博物館「多治見市モザイクタイルミュージアム」（以下、タ

イル館）に来館される方々に対して積極的にタイルの魅力をアピールする。 

 

・「タイル館」を媒介して、様々な「タイル」の情報を発信する。笠原陶磁器工業協同組

合、協同組合ケーエスジー等と連携し、ハウスメーカー向けのタイル展示会、商談会を

企画し新バイヤー獲得等の支援を展開する。 

  

④ＨＰ活用支援 

・現状の笠原町の下請け企業形態の状況を鑑み、又、ＩＴスキルがない小規模事業者に対

して「ソフトピアジャパン」等との連携によりインターネット活用支援を実施する。又、

新商品（製品）に於いては、積極的にプレスリリースを活用する。 

   

⑤目標 

表１３ 展示会・商談会出展支援事業所数、ホームページ作成・改善支援件数目標 

項   目 現  状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

展示会・商談会出展支援事業所

数(「き」業展・メッセナゴヤ) 
２ ３ ４ ５ ５ ５ 

小規模事業者「ＨＰ」作成・改

善支援件数 
３ ５ ７ ８ １０ １０ 

 

≪その他の支援機関との連携による効果的な取組≫ 

①ビジネスマッチングの機会の創出 

・岐阜県産業経済振興センターが主催している「マッチングフェア（愛知・岐阜・三重）

広域商談会」並びに「ビジネス商談会（岐阜）」への出展を促し、小規模事業者の新た

な需要開拓に向けた取組を支援していく。 

 



22 
 

②しんきんフェアへの出展促進 

・東濃信用金庫との連携により、「しんきんビジネスマッチング」への参加出展支援を行

う。また、情報交換により、出展者企業の情報共有を図っていく。 

 

③全国展開にむけた需要開拓への取組 

・全国商工会連合会が運営しているショッピングサイト「ニッポンセレクト」を活用し、

全国に向けた需要開拓支援を実施する。 

 

・東京ミッドタウン内のセレクトショップ「ザ・カバーニッポン」が、岐阜県の「ぎふモ

ノづくり流通改革支援事業業務」を受託し、県産品の販売業務を行っており、受託商品

を積極的にアピールし、販売促進を支援する。 

   

④近隣地域の支援機関との情報交換 

・多治見商工会議所・土岐商工会議所・瑞浪商工会議所などの近隣地域の商工会議所と情

報交換し、日本商工会議所主催のイベント・事業（商談会やビジネスフェアなど）の情

報収集を図っていく。 

 また、支援ノウハウや需要動向についても情報共有を行っていく。 

 

≪販路開拓支援後のフォローアップ≫ 

・上記の支援事業を展開後、興味を持って連絡をして来たバイヤーに対して、商工会も側

面的支援を実施する。又、商談時における専門的な課題については、東濃ブロック広域

支援室やよろず支援拠点などと連携し、課題の解決を図っていく。 

 

・販路開拓支援後については、個社別に地元金融機関（東濃信用金庫）、中小企業基盤整

備機構、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県商工会連合会等との連携を強化し、販路

開拓事業が実績となる活動を展開する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

≪地域経済の活性化事業≫ 

 

「課題」 

・笠原町は平成１８年に多治見市と合併し、人口は辛うじて１万人をキープしているが、

人口、世帯数共に、漸減傾向である。小売業に於いても５年前比３０減少する等事業者

も減少傾向が鮮明である。（表４参照）笠原地域の克服すべき課題は、「タイル産業の衰

退（小規模事者の活性化）・まちの活力低下・観光活性化の立ち遅れ」等が課題となっ

ている。 

 

・笠原町には、全国有数のシェアを誇る「タイル産業」がある。生産高は減少しているも

のの、このタイル産業を笠原町の独自性として活用し、「まちづくり」に活かしていく

ことは非常に重要である。故に、タイル産業を主体とした、小規模事業者の再生化と、
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「かさはら陶器まつり」「かさはらいこまい祭り」等の地域振興事業の活性化が課題と

なる。 

 

「笠原町の活性化策（事業）」 

 

１．笠原町活性化策 小売商業振興対策事業（まちづくり事業）を実施する。 

 

笠原地域の小売商業活性化を図ることを目的として、年末商戦の時期を狙い小売商業振

興発展に資する為、『共同チラシ』を実践する。効果として、経営者の宣伝企画力の向

上、魅力ある店舗づくり、消費の地区外流失の食い止め等の効果を期待する。又、町民

にも地元の店舗利便性等を再認識する機会と捉える。 

 

２．笠原町活性化策 多治見美濃焼タイル振興協議会への参画。 

 

多治見市、笠原陶磁器工業協同組合、協同組合ケーエスジー、岐阜県窯業原料協同組合

等、業界団体、東濃信用金庫と連携した「多治見美濃焼タイル振興協議会」に参画し、

今後の美濃焼（タイル等）」を中心とした地域活性化の方向性を検討する。 

 

３．笠原町活性化策 「かさはら陶器タイルまつり開催」（商工会主催・４月開催）及び

「いこまい祭り開催」（多治見市文化振興事業団主催・８月開催）の支援 

   

・当会は、毎年春の地域振興事業として「かさはら陶器まつり」を開催している。陶磁器

の陶祖「加藤次郎太夫」の遺徳を称え、陶磁器産業とタイル業界の発展を願い開催して

いる。陶祖碑の前での厳粛な神事の後、笠原町旧庁舎前の中央公民館前広場では、陶磁

器販売業者による、「陶器の廉売市」や各団体による協賛行事等によりお祭りを盛り上

げている。 

 

・昨年は、笠原町出身のタレント「鈴木ちなみ」を招聘し、地場産業についてのトークシ

ョーを行う等多種のイベントが功を奏して約１万人の来場者で賑わった。 

 

・来年度は、「多治見モザイクタイルミュージアム」が完成する予定であり、多治見市及

び、笠原町陶磁器工業協同組合、協同組合ケーエスジー、岐阜県窯業原料協同組合等の

業界団体と連携し、「かさはら陶器・タイルまつり」（かさはら産業フェスタ）として開

催する予定。 

 

・開催趣旨は、「笠原町に賑わいを取り戻すこと」「陶磁器販売業者」等の小規模事業者が

元気になることを念頭に新たなる宣伝活動の場所として開催の予定。 

 

・「いこまい祭り」は、笠原町と多治見市が合併する前から開催されており、現在は、多

治見文化振興事業団が笠原町の「夏まつり」として開催。花火大会、盆踊り大会、各団

体による協賛行事で賑わったが、２年前より花火大会が無くなる等、寂しさは隠せない

状況である。実行事務局に於いては、花火に変わるイベントを企画し実施している。
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※上記の笠原２大祭りを有効活用し、地域活性化事業を推進する。「笠原タイル・陶磁器」

宣伝活動を展開する。「かさはら陶器まつり」では、陶磁器販売業等の小規模事業者に

対し廉売店募集を実施し販売促進の支援を展開する。 

タイル業界の宣伝活動事業に於いては、協同組合ケーエスジーと連携し、宣伝コーナー

を設け販路開拓支援活動を展開する。又、同様に「いこまい祭り」に於いても、宣伝ブ

ースを出店し宣伝活動を実施する。 

  

 

・平成２８年度は「かさはら産業フェスタ」と名称変更して実施する。実施計画目標は、

以下の表の計画とする。（表１４参照） 

 

「目標」 

表１４ 地域活性化事業「かさはら陶器・タイルまつり」実施計画目標 

項  目 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

開催回数 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

出展者数 ２０ ２０ ３０ ２５ ２５ ２５

来場者数 ３，０００ ３，０００ １０，０００ ６，０００ ６，０００ ５，０００

 

・平成２７年度は、「多治見市モザイクタイルミュージアム」建設中の為、従来、開催し

ていた笠原町公民館前広場が使用できない状況である。本年に限り、笠原町公民館裏手

の道路を使用して「かさはら陶器まつり」を実施する。翌年（平成２８年度）は、「多

治見市モザイクタイルミュージアム」が完成する為、公民館前広場が使用可能となる。

従って、平成２８年度は、「多治見市モザイクタイルミュージアム」（以下、タイル館）

完成記念フェスティバル「かさはら産業フェスタ」を開催する。 

 

・平成２８年度以降は、笠原陶磁器工業協同組合、協同組合ケーエスジー、多治見市、日

本全国タイル工業組合、岐阜県窯業原料協同組合、東濃信用金庫、陶都信用農業協同組

合、協同組合笠原給食センター、笠原商業開発協同組合、東濃鉄道株式会社、等と連携

し実施する。 

 

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 

これまでは、小規模事業者支援の為の情報交換という意識がないまま、地域金融機関（東

濃信用金庫）、日本政策金融公庫多治見支店、多治見市役所、地元経済団体との連絡協

議会等に参加していた。今後は、「小規模事業者の支援ノウハウ等の情報交換」という

意識を持った上での上記の支援機関へ定期的な訪問を実施し、巡回時又は窓口相談時に

於いて、小規模事業者に対し支援情報を提供していく。 
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≪目的≫ 

 

・小規模事業者の支援ノウハウの情報交換を図るため、東濃ブロック広域支援室、東濃信

用金庫（とうしん地域活力研究所）、日本政策金融公庫多治見支店、多治見市役所、笠

原町陶磁器工業協同組合、岐阜県窯業原料協同組合、協同組合ケーエスジー、多治見市

美濃焼タイル振興協議会等の地元の経済団体、金融機関、行政、との連携・情報交換を

強化し、支援ノウハウ等の吸収を図る。 
 
・又、岐阜県商工会連合会の「がんばる企業応援ネットワークぎふ」の小規模事業者の経

営支援に関する包括的連携等を利用し、小規模事業者の経営改善に関する直接的な支援

を図ることを目的とする。 
 
≪連携による支援ノウハウ情報交換の手段≫ 
 
（１）東濃信用金庫（地元金融機関）との連携強化 
・販路開拓支援・・地域の小規模事業者に対して、東濃信用金庫が主催している「き」業

展（ビジネスマッチング）や「しんきんビジネスマッチング」に出展参加を呼びかけ、

出展された小規模事業者に対して、直接的に需要開拓支援、販路開拓支援を展開する。

又、地域金融機関（東濃信用金庫）と連携強化により、販路開拓支援に結び付ける。 
 
・小規模事業者に対して金融取引等又新規取引先開拓支援に関する研修会を実施する。 
（東濃信用金庫と共催） 
 
 
（２）日本政策金融公庫多治見支店との連携強化 
・日本政策金融公庫主催の連絡協議会の参加、又、定期的に訪問し小規模事業者の需要の

動向、支援ノウハウの情報収集を図る。 
 
・「小規模事業者経営改善資金」や「小規模事業者経営発達支援資金」の個社別支援の情

報収集を図る。 
 
※金融機関との連携強化は、具体的には金融機関の資金調達手段や高度な金融、法律知識

を学び習得することで、これまでの支援ノウハウに加えて新たな支援ノウハウを身につ

けることができ、小規模事業者の多様な支援ニーズに対して適切に対応することができ

る。 
 
（３）多治見市との連携強化 
・多治見市主催の「多治見ビジネスマッチング・企業お見合い」に積極的参加を促し、小

規模事業者等の新規取引先開拓等（販路開拓）の支援を実施する。新規取引先との折衝

に於いて事業者より支援要請があった場合は、東濃ブロック広域支援室やよろず支援拠

点など連携し、新規契約が締結できるよう伴走的支援を推進する。 
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（４）地元経済団体との支援連携強化 
・笠原陶磁器工業協同組合、岐阜県窯業原料協同組合、協同組合ケーエスジー、多治見市

美濃焼タイル振興協議会等の地元の経済団体及び協議会との連携は、定期的な訪問及び

参加を積極的に展開し、小規模事業者支援の為の情報収集を図り、小規模事業者に対す

る支援提案を実施する。 
 
（５）東濃地区商工会・商工会議所との連携強化 
・東濃地区商工会連絡協議会局長会議を毎月実施し、小規模事業者支援の為の情報交換、

支援ノウハウ、支援の現状、地域経済について情報交換を実施する。 
 
・多治見商工会議所をはじめとする近隣商工会議所の経営指導員と支援ノウハウや需要動

向などの情報交換を図り、効果的な支援に結びつける。 
 
≪支援機関との情報収集後の活用方法≫ 
 
・支援機関より情報収集した内容は、経営指導員が巡回・又は窓口相談の際に、小規模事

業者に支援情報として提供する。 
 
・支援機関より情報収集した内容については、理事会（役員会）に於いて、報告事項とし

て発表し商工会役員に周知徹底を図る。 
 
・毎月発行している笠原町商工会ニュースに記載し全会員に周知徹底を図る。 
 
・笠原町商工会ニュースに記載した情報を地元の経済団体に対しても提供し小規模事業者

の支援情報として共有化を図る。 
 
※他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ、小規模事業者の需要動向等の情報交換に

関することにより、今まで気付かなかった小規模事業者の経営環境や需要動向の共有を

図ることができる。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

（１）各種研修参加状況 

職員研修は、岐阜県商工会連合会が支援実態に即した研修を充実させており、当会とし

ても、職員向け研修として「県連が主催する職種別研修」「県職協が主催する研修」「全

国統一演習研修（経営指導員等ＷＥＢ研修）」の３コース受講を義務づけている。経営

指導員は、「経営指導員研修一般コース」又、５５歳までの経営指導員及び経営指導員

補については、「経営指導員研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（新規）」受講を義務付している。又、経営

指導員及び経営指導員補については、中小企業大学校の「税務・財務診断(旧・基礎研
修Ⅰ)２０日間コース」も同様に受講し支援能力の向上と経営指導員としての資質向上
を図る。 
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（２）研修内容 

以上の研修参加により、「新規開業・創業支援」「所得税・消費税・法人税改正点」「経

営分析の基本」「経営分析演習」「経営診断の基礎」「商業環境の把握の仕方」「販売分

析手法・販売計画の立て方」「経営診断の進め方」「営業計画の立て方と管理の進め方」

「顧客ニーズの掘り起しと新規開拓の進め方」「生産計画の立て方と工程管理」「経営

に活かす決算書の活用方法」「経営戦略・経営計画」等の項目について習得しており、

小規模事業者に対する経営発達支援に直接・間接的に寄与できるカリキュラムであり、

実践的な研修内容である。 
 

（３）職員への学習効果共有 

研修後、速やかに、職員向け研修会・勉強会を実施し学習の成果を発表共有化する。又、

パート含めた全員に周知すべき情報は朝礼時に発表し周知徹底を図る。小規模事業者の

経営状況の財務分析後、職員で検討会を実施し個社別に財務内容を共有する体制を構築

する。 
 
（４）職員へのＯＪＴ 

他の職員へのＯＪＴは、巡回及び窓口指導に於いて、東濃ブロック広域支援室（岐阜県

商工会連合会は、地区別広域ブロック支援室を設置し地域別に各商工会の支援体制を敷

いている）の職員及び各商工会のベテラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援す

る経験を以って、指導・助言、情報収集方法等を学ぶ等、ＯＪＴにより伴走型の支援能

力の向上を図る。 
 

（５）局長と経営指導員の連携 

・毎週月曜日の朝礼・打合せ（全体会議）終了後、局長と２名の経営指導員による、会員

及び小規模事業者の支援会議を実施し支援能力の向上を図る。又、実績と支援予定先を

確認する。（支援実績先、支援予定先の情報を共有する。） 
 

・局長は月に一度、経営指導員と同行訪問を実施し、ＯＪＴによる小規模事業者支援を図

る。経営指導員は研修した内容を実践の場に於いて発揮する。（経営指導員としてのコ

ミュニケ-ション能力の向上を目指す。） 
 

・職員会議に於いて、支援事例発表を月に一回実施する。又、理事会等役員に対しても事

例発表を定期的に実施する。 
 

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 
 

・毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果については、「計画」「実行」「評価」

「改善」のマネジメントサイクルを活用し「経営発達支援計画」の評価・検証及び見直

しを実施する。（ＰＤＣＡ管理サイクルの仕組み） 
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１．評価の仕組み 

   

 

 

                           

 

 

            ≪ＰＤＣＡサイクル手法≫ 
 

   

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

・サイクルの仕組みにて実施経営発達支援計画の評価・見直しの仕組みについては、上記

の図に於いて示した通りＰＤＣＡ管理を実施する。 
 
①計画（Ｐｌａｎ） 
商工会の会長及び理事会の方向性と経営指導員が平素、巡回等で聞き取った小規模事業

者の支援要望等を事業計画に盛り込み計画を作成する。 
 
②実行（Ｄｏ） 
総代会で決定した事業計画に基づき、計画的に事業を実施する。毎週開催する、職員会

議で支援状況の確認・チェックと今後の支援内容について検討する。支援状況について

は、年４回開催される「理事会」に於いて支援実績報告をする。 
 
③評価（Ｃｈｅｃｋ） 
・毎年４月に内部評価として、三役会、理事会を開催し評価する。その際に、数値化され

 た「評価基準表」に基づき評価を実施する。 
 
・外部有識者の構成メンバーによる「笠原町商工会経営発達支援計画外部審査委員会」を

毎年４月に開催する。 
 
④見直し（Ａｃｔｉｏｎ） 
・数値目標は小規模事業者の状況に対してどうか？又、必要な事業なのか？事業の進め方

についてはどうか？等、見直した事項についても、年４回実施される「理事会」に於い

て審議承認を受ける。 

① 計画（Ｐlan) 

・支援事業計画策定 

 各事業毎に目標確認 ② 実行 （Ｄｏ) 

・支援事業の実施 

各目標達成の為の行動と管理

  

 ③評価 (Cｈｅｃｋ) 

・支援事業計画の評価 

 目標項目の達成度合（定量的 

及び定性的） 

・内部審査、外部審査の実施 

 ④見直し (Ａｃｔｉｏｎ) 

・評価の結果を受けて見直し 

 を実施する。 

・改善、修正を図る 
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２．内部審査 
笠原町商工会三役会を毎年４月上旬に開催し「経営発達支援計画評価表（案）」に基づ

き三役会評価を実施する。三役会の内部評価を受けて、笠原町商工会理事会を４月下旬

に開催し「実施状況」「成果の評価」「見直し案」等の報告後・承認する。 
（内部評価は点数を付与（数値化）することによって「評価」の「見える化」を図り、内

部評価者が評価することについて理解し易い評価表を作成し実施する。（ｐ２４別紙参

照） 
 
３．外部審査 
有識者数名による外部監査（評価）を実施する。（構成メンバーは、外部の税理士、外

部の中小企業診断士、経済団体の専務理事又は事務長、多治見市役所商工観光課長、東

濃信用金庫のとうしん地域活力研究所長等）笠原町商工会経営発達支援計画外部審査委

員会を毎年４月中旬に開催する。 
 
４．評価方法 
・笠原町事務局に於いて、３月下旬に「経営発達支援計画評価基準表（案）」（別紙）に基

づき「評価表」を作成する。 
 
・笠原町商工会「三役会」を開催し、事務局が作成した「経営発達支援計画評価表」に基

づき「成果の評価」「見直し案・コメント」を審議・作成し「笠原町商工会経営発達支

援計画外部監査委員会」へ上程する。 
 
・毎年４月中旬に「経営発達支援計画外部監査委員会」を開催する。笠原町商工会三役会

（正副会長会議）より上程された、「経営発達支援計画評価表」に基づき、監査を実施す

る。 
 
・理事会に於いて、外部監査を終了した「経営発達支援計画評価表」に基づき事業の成果

 に対して「評価」「検証」「見直し」について審議後承認をする。毎年４月下旬開催する。

 
・結果・公表・承認については、理事会の審議・承認の後、結果を笠原町商工会ホームペ

ージで計画期間中公表する。多治見市役所等に評価報告書を提出する。 
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※経営発達支援計画評価実施体制図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①笠原町商工会事務局・経営発達支援会議 （３月下旬開催） 

    経営発達支援計画評価表（案）作成 

 ②笠原町商工会三役会・経営発達支援計画評価会議⇒（４月上旬開催）

 経営発達評価表に基づき、審議・評価・理事会上程 

 ③経営発達支援計画外部監査委員会・経営発達支援計画評価表に基づ 

 き、審議、監査実施  ⇒  （４月中旬開催） 

 ④笠原町商工会理事会・経営発達支援計画評価について審議・承認 

            （４月下旬開催） 

 ⑤理事会の承認を経て、笠原町商工会ＨＰに「経営発達支援計画評価」

 について公表。又、多治見市役所等行政機関に報告する。 
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≪別紙≫ 

笠原町商工会「経営発達支援計画」評価基準表(案) 
 

 

評価対象項目 

 

 

評点 

 

 評点理由 

内部審査・外部 

審査見直し評価 

理由及びその他 

見直し直 

後の評点 

１．小規模企業経済動

向調査 

①（アンケート回収目

標） 

 

②経済動向調査表の

完成度合 

 

 

 

   

    

２．事業計画策定に関

するセミナー・策定事

業者数・フォローアッ

プ件数目標の達成度

合 

    

３．創業・第二創業関

係目標達成度合 

 

    

４．小規模事業者販路

開拓支援関係目標達

成度合 

 

    

５．地域経済活性化事

業実施計画目標達成

度合 

 

    

６．職員の活動状況 

  評価 

 

 

    

７．経営発達支援計画

総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価コメント 見直し評価コメント 

※評点は各項目１０点満点として評価し、評点理由欄に評点の理由を付す。 

※６．の項目のみ２０点満点とし、同様に評点理由を付す。合計で１００点満点する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（２７年９月現在）

（１）組織体制 

 

                         

                          

 

             

 

                         

                         

 

 

 

             

 

 

 

 

（２）連絡先 

住所 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町２０８１番地の１ 

電話番号・ＦＡＸ番号 ０５７２－４３－３２４１  ０５７２－４３－４４２０ 

Ｅ－ｍａｉｌ kasasho@ml.gifushoko.or.jp 

 

（３）笠原町商工会組織図 

               

 

                          

              

             

                          

 

 

 

 

                

 

 

 

 事務局長 １名 

経営指導員 １名  経営指導員 １名 業務職員 １名 

 

パート職員 ３名 

   会  長 

   理事会 

三役会 

総
務
委
員
会 

地
場
産
業
振
興 

委
員
会

小
売
商
業
振
興 

委
員
会

金
融
斡
旋
審
査 

委
員
会 

建
設
関
連
事
業 

振
興
委
員
会 

共
済
事
業
等
推

進
委
員
会

         事務局 

経営指導員２名  業務職員１名 パート職員３名

事務局長 

会長 
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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） 

 Ｈ２７年度 

(27年4月以

降) 

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

必要な資金の額 13,300    13,300   13,300   13,300  13,300

 

１．小規模企

業対策事業費 

①（うち、補

助対象職員人

件費等 

 

②（うち、セ

ミナー開催

費） 

 

③（うち、展

示会参加支援

費）       

   

④（うち、旅

費） 

 

⑤（うち、事

務費） 

 

⑥（うち、予

備費） 

  12,000 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

300 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

  12,000

700

300

100 

100

100 

  12,000

700

300

100 

100

 

100 

  12,000 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

300 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 12,000

700

300

100

100

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「小規模企業指導費補助金」⇒ 岐阜県連を通じて岐阜県補助金として調達 

②多治見市「商工会運営補助金」  ⇒ 多治見市補助金として調達 

③多治見市「地域振興補助金」   ⇒ 多治見市補助金として調達 

④会費、手数料収入等 ⇒ 法人１２，０００円、個人事業主８，４００円集金又は口座引落 

等により調達 

⑤特別賦課金 ⇒ 展示会出展料、セミナー開催に伴う会費等 

（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）小規模事業者事業計画の策定・実施支援のための連携 

（２）創業・第二創業支援に関する連携 

（３）地域活性化事業に関する連携 

連携者及びその役割 

（１）小規模事業者等の経営課題を解決するため、市場調査の結果を踏まえ事業計画策

定支援及び税理士、日本政策金融公庫、東濃信用金庫等と連携し伴走型の指導・助

言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

・日本政策金融公庫 多治見支店 
岐阜県多治見市本町２－７０－５ 東鉄ビル４階 
支店長 飯田 圭一 
電話番号 ０５７２－２２－６３４１ 

 
・東濃信用金庫 
岐阜県多治見市本町２丁目５番地の１ 
理事長 市原 好二 
電話番号 ０５７２－２２－１１５１ 

 
・税理士 
  岐阜県多治見市音羽町４－２５ 多治見税理士会館 
  名古屋税理士会 多治見支部 
  電話番号 ０５７２－２５－４４４４ 
 
・コンサルティング・シスト 
  岐阜県各務原市松が丘３－１０８ 
  中小企業診断士 伊藤 慎悟 
  電話番号 ０５８－３７０－３３７４ 
 
・公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 
  岐阜県岐阜市薮田南５―１４―５３ ふれあい福寿会館１０階  
  理事長 丹羽 義典 
  電話番号 ０５８－２７７－１０９０  
   
・よろず支援拠点  

  岐阜県岐阜市薮田南５―１４―５３ ふれあい福寿会館１０階  
  電話番号 ０５８－２７７―１０８８ 
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 ・中小機構中部本部   

愛知県名古屋市中区錦２－２－１３ ナゴヤセンタービル ４階 

本部長 花沢 文雄 

電話番号 ０５２－２０１－３００３ 

 

 ・岐阜県商工会連合会 

  岐阜県岐阜市薮田南５―１４―５３ ふれあい福寿会館９階  
会長 岡山 金平 

電話番号 ０５８－２７７―１０７１ 

   

（２）当会の創業・第二創業支援の取組みは、多治見市、多治見商工会議所、東濃信用

  金庫、多治見まちづくり株式会社等と連携し、創業者・第二創業者希望者に対して

  巡回指導強化、窓口相談・経営支援の実施、創業セミナー・講習会の開催、販路開

拓などの創業支援を積極的に対応する。創業後も、窓口相談や巡回指導により伴走

型の支援を実施する。 

 

 ・多治見市 

  岐阜県多治見市日ノ出町２丁目１５番地 

  市長 古川 雅典 

  電話番号 ０５７２－２２－１１１１ 

 

・多治見市 起業支援センター 

  岐阜県多治見市新町１－２３ 多治見市産業文化センター２階 

  マネージャー 園原 信五 

  電話番号 ０５７２－２５－３３６６ 

 

・多治見商工会議所 

  岐阜県多治見市新町１－２３ 多治見市産業文化センター４階 

  会頭 牛込 進  

  電話番号 ０５７２－２５－５０００ 

 

 ・多治見まちづくり株式会社 

  岐阜県多治見市本町３丁目３９番地 

  代表取締役 井奈波 文治 
  電話番号 ０５７２－２３－２６３６ 
 
（３）多治見市、笠原陶磁器工業協同組合、協同組合ケーエスジー、全国タイル工業 

  組合、岐阜県窯業原料協同組合等の業界団体、東濃信用金庫、陶都信用農業協同組

合、協同組合笠原給食センター、笠原商業開発協同組合、東濃鉄道株式会社、多治

見ライオンズクラブ、多治見陶都ライオンズクラブ、等と連携し、「かさはら陶器タ

イルまつり」を開催し「産業観光」「産業振興」を推進する。平成２８年４月「多治

見市モザイクタイルミュージアム」が完成するため、「タイルを活かしたまちづくり」



36 
 

の拠点として完成記念フェスティバル「かさはら産業フェスタ」を開催し地域内外

からの集客交流の増加を図り、地域活性化を推進する。 

 

 ・笠原陶磁器工業協同組合 

  岐阜県多治見市笠原町２１０５－４ 

  理事長 隅谷 建壬 

電話番号 ０５７２－４３－２１４１ 

 

・協同組合ケーエスジー 

  岐阜県多治見市笠原町２８２７－１ 
    理事長 中島 猪成夫 
  電話番号 ０５７２－４３－３２１８ 

 

 ・岐阜県窯業原料協同組合 

  岐阜県多治見市笠原町４３－２５０１ 

  理事長 水野 清司 

  電話番号 ０５７２－２５０１ 

 

 ・多治見市美濃焼タイル振興協議会 

  岐阜県多治見市笠原町２１０５－４ 

  会長 隅谷 健壬  

  電話番号 ０５７２－４３－２１４１ 

 

連携体制図等 

（１）≪支援体制スキーム≫ 

 ①事業計画策定支援連携 

  

           

                          

                    

 

 

 ②創業・第二創業支援連携      ③地域活性化に関する連携 

                        

 

                                

  

                                

     

                     

 

笠原町商工会 
小規模事業者  

税理士・中小企業診断士

東濃信用金庫・日本政策金融公庫・岐阜県産業経済振興センタ

ー・よろず支援拠点・中小機構中部・岐阜県商工会連合会 

笠原町商工会 

多治見商工会議所 

東濃信用金庫 

多治見市（多治見市起

業支援センター） 

多治見まちづくり（株） 

笠原町商工会 

笠原陶磁器工業（協） 

（協）ケーエスジー 

岐阜県窯業原料（協） 

東濃信用金庫 

多治見商工会議所 

多治見市美濃焼タイル振興協議会 
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（２）連携関係説明等 
連携関係 

番号 
              連携関係説明 

（１） 小規模事業者事業計画策定支援連携 
・当会の経営指導員は、小規模事業者先の巡回強化により、事業計画策定を

 目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 
・小規模事業者等の国、県の補助金申請支援の際に「日本政策金融公庫」「東

濃信用金庫」との金融面の協力要請し連携強化を図る。 
・事業計画策定支援に際し、税理士・中小企業診断士等の専門家のチェック

 を受ける体制とする。 
・認定支援や高度な経営課題に関しては、岐阜県商工会連合会・中小機構中

部・岐阜県産業振興センター・よろず支援拠点と連携を図っていく。 
（２） 創業・第二創業に関する連携 

・多治見市は、平成２６年６月に産業経済大臣・総務大臣より産業競争力強

化法に基づく「地域における創業支援事業計画」の認定を受ける。 
・笠原町商工会は、多治見市（多治見市起業支援センター）、東濃信用金庫、

 多治見商工会議所、多治見まちづくり（株）と連携、協力により創業・第

 二創業支援の推進を展開する。 
・東濃信用金庫は、創業塾開催により創業支援を以前より実施しており、創

 業支援のノウハウについては、先進機関である。従って、創業塾等のセミ

ナー開催については、共催を依頼し笠原地区の創業希望者についてフォロ

ーアップを図る。 
・多治見まちづくり（株）との定期的な交流を図り、創業、第二創業等の情

 報交換により、希望者に対して速やかな対応を実施する。 
（３） 地域活性化事業に関する連携 

・多治見市美濃焼タイル振興協議会に当会は従前より参画しており、今後は、

本計画について協力依頼と、地域活性化について具体的施策について協議

 していく。 
・平成２８年４月に「多治見市モザイクタイルミュージアム」が完成に伴い、

「笠原陶磁器工業（協）」「（協）ケーエスジー」「岐阜県窯業原料組合（協）」

及び多治見市、日本全国タイル組合、東濃信用金庫、陶都信用農業（協）、

（協）笠原給食センター、笠原商業開発（協）、東濃鉄道（株）、等と協力・

連携し、完成記念フェスティバル「かさはら産業フェスタ」と名称変更の

うえ開催し地域内外から集客交流を推進し地域活性化を図る。 
・多治見商工会議所との連携により、「たじみ陶器まつり」との集客交流と地

域活性化対策について意見交換を実施し交流を深める。 
 

 


