
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

小 坂 町 商 工 会（法人番号 5200005010564） 

萩 原 町 商 工 会（法人番号 3200005010566） 

下呂市馬瀬商工会（法人番号 2200005010567） 

下 呂 商 工 会（法人番号 4200005010565） 

金 山 町 商 工 会（法人番号 4200005010689） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目 標 

下呂市内小規模事業者の持続的発展のため、次の４つを目標として各種の支援

を実施します。 

１．経営計画策定による小規模事業者の経営力強化を図ります。 

２．きめ細かい創業支援による創業計画の実現と、創業後の事業継続を図ります。 

３．市内事業者間の連携支援（マッチング支援）による販路開拓を図ります。 

４．新たな広域支援体制を構築し、職員の支援力向上を図ります。 

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に関すること 

景況状況の把握と提供のため「下呂市内景況調査」を実施。消費動向の実

態把握と消費者ニーズの把握のために「市内消費動向調査」を実施。 

各種の統計資料や金融機関の業況情報も収集・分析し、事業者に提供。 

②経営状況の分析に関すること 

  事業所実態アンケート及び実態ヒアリングに基づく経営分析（SWOT 分析・

ABC 分析等）を実施。記帳・決算データに基づく経営分析を実施。 

③事業計画の策定支援に関すること 

  経営計画作成セミナー及び経営計画向上セミナーを実施し、セミナー参加

者を中心に個別支援を実施。創業の初期段階から行政・金融機関と連携し

た創業者支援を実施し、創業率の向上と早期廃業を抑制。 

④事業計画策定後の実施支援に関すること 

  定期的な巡回と、経営計画進捗状況シートを利用した計画実施状況の「見

える化」による事業計画策定後の課題抽出とフォローアップ支援の実施。

⑤需要動向調査に関すること 

  各種の調査資料から事業者のターゲットとする市場動向を調査。地域イベ

ントやアンテナショップにおける商品等の需要動向の調査と情報を提供。

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  下呂市異業種交流会の実施と、メッセナゴヤ等商談会への参加支援の実施。

物産展・WEB・地域イベントにおける販路開拓支援の実施。 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

  地域経済活性化意見交換会の開催による地域一体となった「下呂」のブラ

ンドづくりの方向性を検討。特産品・名所・食などの地域資源を活かした

「下呂」のブランド化による地域活性化の推進。 

連絡先 

小 坂 町 商 工 会 ＴＥＬ 0576-62-2176  ＦＡＸ 0576-62-3916 

萩 原 町 商 工 会 ＴＥＬ 0576-52-2500  ＦＡＸ 0576-52-3154 

下呂市馬瀬商工会 ＴＥＬ 0576-47-2244  ＦＡＸ 0576-47-2633 

下 呂 商 工 会 ＴＥＬ 0576-25-5522  ＦＡＸ 0576-25-5538 

金 山 町 商 工 会 ＴＥＬ 0576-32-3370  ＦＡＸ 0576-32-2882 
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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 

 
Ⅰ．経営発達支援計画を共同申請する理由 

小坂町商工会・萩原町商工会・下呂市馬瀬商工会・下呂商工会・金山町商工会の下呂市内５商工

会は、経営発達支援計画の策定にあたり、市内５商工会が一つの商工会として取り組む方が、小規

模事業者にとって効果的な支援が可能となると判断し、共同申請することとしました。 
その理由は以下のとおりです。 

 
1．一市に５商工会が併存している現状と、行政と一体となった事業者支援の展開 
下呂市は、平成１６年３月１日、旧益田郡の小坂町、萩原町、馬瀬村、下呂町及び金山町の５町

村が合併し誕生しました。総面積は 851.06㎢と広大ですが、全面積の約 91％が山林で、中央部
を流れる飛騨川に沿って、旧町村毎の開けた場所に商業地、住宅地、農地が点在する地域です。

そのため、最北部の小坂町市街地から最南部の金山町市街地までは国道を利用しても 50 ㎞以上
も離れています。 
そうした地理的条件を踏まえて旧町村毎にある 5つの商工会は、これまでは合併をせず、各地域
の特徴を活かすことを念頭にそれぞれに事業を行ってきました。そのため、下呂市という 1つの
行政区に５つの商工会が併存することとなりました。 
しかし、これからの小規模事業者支援や創業支援を考えたとき、下呂市（行政）の行う移住定住

施策や農商工観光連携施策の活用など、効果的な事業者支援を実施するためには下呂市との連携

が非常に重要となってきており、そうした行政施策を商工会の管轄地域にこだわることなく、市

内どの地域の小規模事業者でも、市内同一の支援方針のもとで、同様の支援を受けることができ

るようにするためには共同申請したほうが効果的であると考えました。 
 

２．「観光」という共通課題と、「下呂」のブランド化の推進 

下呂市内には、天下の三名泉として名高い「下呂温泉」や通年営業の温泉としては日本一標高の

高い「濁河温泉」など、市内各地に豊富な温泉資源を有し、また、岐阜県の宝物第 1号にも認定
された「小坂の滝群」をはじめとする豊かな自然に恵まれています。 
市内ではこのような温泉資源を核とした観光産業が盛んで、平成２６年の下呂市統計資料による

と、下呂市を訪れた年間観光入込み客数は 2,658,534 人であり、年間宿泊客数は 1,076,421 人に
も上ります。 
そのため、市内どの地域においても地域経済や地域事業者にとって、観光客の誘致や観光客をタ

ーゲットとした商品やサービスの開発が共通した課題の一つとなっており、「観光」は地域活性化

のキーワードとなっています。 
そこで、市内５商工会が「下呂」のブランド化に取り組み、観光客に向けた需要動向等の調査も

共同で実施することで、観光客をターゲットとした小規模事業者の商品（サービス）価値の向上

や販路拡大を、より効果的に推進することができると考えました。 
 

３．商圏の拡大支援と、事業者間マッチングの推進 

小規模事業者の「売上が立つ」状況とするためには、商圏の拡大、取引先の開拓は不可欠である

ものの、小規模事業者の全てが、いきなり全国的な商談会に参加し商圏拡大することや、インタ

ーネット活用に向かうことはできません。 
多くの市内小規模事業者の商圏は、旧町村地域の狭い商圏に留まっており、商圏拡大を支援する

ため、まずは市内全域への商圏拡大を支援したいと思います。 
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下呂市内５商工会が小規模事業者支援を一体的に進めることで、これまで以上の広い地域での事

業者情報や取扱商品等の情報を共有化することができます。この豊富な情報のスケールメリット

を活かし、市内事業者間連携（マッチング支援）を共同で推進することによって、新たなビジネ

スチャンスの創出を図りたいと考えています。 
 
４．高度かつ多様化する小規模事業者の経営課題への対応力の強化と、少ない職員の有効活用 

市内５商工会は、どの商工会も経営指導員が２名以下の配置となっている小規模な商工会です。 
しかしながら、小規模事業者の支援ニーズは「金融・労務・税務」などの従来の支援よりも「高

度化」かつ「多様化」してきています。それに対応するためには、各職員の支援能力の高レベル

化を図るとともに、少ない職員の有効活用を図らなければなりません。 
そのために、市内５商工会の指導員を各商工会の指導員ではなく、下呂市全体の指導員として一

体化し、従来の商工会の管轄地域を越えて小規模事業者支援に取り組むことを可能とする「広域

的な支援体制」を構築する必要があり、共同申請することとしました。 
職員の有効活用の一例として、これまでは各商工会がそれぞれに実施してきた調査や事業を、市

内５商工会の職員が分担しながら効率的に取り組み、調査結果等の共有化を図ることや、個々の

職員の得意分野を活かした事業者支援を、従来の商工会の管轄地域を越えた市内の広範囲で展開

します。こうした効率化によって、職員がより多くの事業者支援に携わることができるとともに、

一人の事業者に時間を掛けて伴走型の支援を行うことが可能となります。 
また、広域的な支援体制の構築によって、一つの事業者支援に一人の職員が携わるのでなく、商

工会の垣根を越えて複数の職員が携わることを可能とし、複数の視点から支援案件を検討できる

ようになります。こうしたチーム支援の実施は、一人では気付かなかった支援手法を提案できる

ことにもつながり、事業者にとって効果的な支援となる上に、職員にとっては支援経験の蓄積に

もなり、職員の資質向上も図ることができます。 
 

Ⅱ．地域及び商工会の現状と課題 

１．地域の現状と課題 

 【立 地】 
下呂市は、岐阜県のほぼ中央部にあり、北に高山市、南は関市と加茂郡、西に郡上市、東に中津

川市と長野県に接しています。市内には下呂温泉を始めとする豊富な温泉資源を有し、全国的に

も有名な観光地として旅館等の宿泊観光施設も多く、観光産業は地域を代表する産業にもなって

います。一方で、下呂市の地形は山に囲まれ平野部が少なく、市の中心部から東西南北のどの方

向に向かっても最寄りの高速道路ＩＣまで車で約１時間を要することもあり、大型の工業施設等

の立地には、あまり適していない立地条件となっています。 
  

 【人 口】 

表１のとおり、2000 年から 2014 年の 14 年間の人口推移をみると、毎年平均で 429 人もの人口減

少が見られ、町村合併により下呂市が誕生した 2004 年以後の 10 年間も減少し続けています。 

また、表２の平成 22年の人口ピラミッドのとおり、若い世代が少なく、中高年層が多い人口構成
となっており、特に 20代の人口が少なくなっています。 

表１.下呂市人口の推移（国勢調査および県人口動態調査より） 

調査年 2000年 2005年 2010年 2014年 

人口 40,102人 38,494人 36,314人 34,094人 

人口減少率 - △4.0％ △5.7％ △6.1％ 
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人口減少の要因として、平成 2年以降、出生数と死亡数の差による自然減少が続いていることも
ありますが、平成 26 年の転入転出差が 262 人の転出増加となるなど、毎年、転出者が多いこと
も大きな要因です。（表３のとおり） 
主な転出理由は、下記の表４のとおりで、職業上の理由及び学業上の理由となっており、10代～
20代の若年層の転出が多くなっています。 

 

表２.下呂市の人口構成（国勢調査より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

表３.下呂市の転入転出差の推移（岐阜県人口動態統計調査より） 
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表４.Ｈ26 年下呂市における、主な移動理由でみた日本人の世代別社会動態 

                        （岐阜県人口動態統計調査より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【地域の課題】 

上記のような地域の現状から、下呂市では温泉資源を活かした観光産業など、特徴的な地場産業

が存在するものの、地域雇用（特に若年者雇用）の受皿としては充分ではなく、若年人口の流出

を防止しきることができず、地域人口の流出と高齢化の一因となっていることが覗えます。 
若年人口の減少は、地域における良質な労働力不足を招くこととなり、地域産業の根幹を揺るが

しかねない状況であり、地域として雇用を創出する創業支援や産業振興支援の実施、既存の農林

漁業・商業・工業・観光業の連携によるビジネスチャンスと雇用の創出が課題となっています。

 
２．商工会の現状と課題 

【現 状】 

（１）商工業者数及び小規模事業者数の推移 

表５のとおり、下呂市内の商工業者数と小規模事業者数の推移をみると、平成 18 年から平成
24 年までの 6 年間で 238 事業所が減少しており、内小規模事業者は 193 事業所が減少してい
ます。表 6により業種別にみると、卸小売業の減少数が 137件であり減少率も 20.3％で、他の
業種に抜きんでています。 
 

表５.商工会地区別商工業者数・小規模事業者数  Ｈ１８事業所統計／Ｈ２４経済センサスより 

商工会名 Ｈ１８ Ｈ２４ 増減数（▲減） 増減率 

小坂町 211  （181） 175  （156） △36（△ 25） △17.1％

萩原町 698  （585） 651  （539） △47（△ 46） △ 6.7％

下呂市馬瀬 58  （ 51） 52  （ 45） △ 6（△  6） △10.3％

下呂 1,056  （859） 955  （783） △101（△ 76） △ 9.6％

金山町 431  （378） 383  （338） △48（△ 40） △11.1％

市内合計 2,454（2,054） 2,216（1,861） △238（△193） △ 9.7％

               （ ）内は小規模事業者数。増減率は商工業者数で算出 
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表６.業種別商工業者数            Ｈ１８事業所統計／Ｈ２４経済センサスより 

業種別 Ｈ１８ Ｈ２４ 増減数（▲減） 増減率 

建設業 ３７７ ３４０ ▲３７ ▲9.8％

製造業 ２８０ ２４９ ▲３１ ▲11.1％

卸売・小売業 ６７２ ５３５ ▲１３７ ▲20.3％

飲食店、宿泊業 ４２３ ３７４ ▲４９ ▲11.6％

サービス業その他 ７０２ ７１８ １６ 2.3％

市商工会地区計 ２，４５４ ２，２１６ ▲２３８ ▲9.7％

 
（２）商工会員の業種構成 

地区別の会員業種構成をみると、表７のとおりとなっており、地域毎に業種構成に特徴が見受

けられます。 
小坂町・下呂市馬瀬及び下呂の３商工会においては、地域産業でもある宿泊や飲食といった観

光業を営む事業所が全会員の約 20％を占め、萩原町においては建設業の割合が約 25％、金山
町では製造業の割合が約 20％と比較的多くなっています。 
 

表７．地区別会員業種構成【上段は平成 27 年 9 月の会員数（人）、下段は構成比率（％）】 

商工会 建設 製造 卸小売 
飲食  

宿泊 
ｻｰﾋﾞｽ その他 合計 

小坂町 
28 

20.4 

12

8.8

35

25.5

23

16.8

19 

13.9 

20 

14.6 

137

100.0

萩原町 
102 

24.9 

63

15.4

92

22.5

56

13.7

75 

18.3 

21 

5.1 

409

100.0

下呂市馬瀬 
10 

25.0 

6

15.0

9

22.5

8

20.0

6 

15.0 

1 

2.5 

40

100.0

下 呂 
109 

18.4 

83

14.0

130

22.0

131

22.1

131 

22.1 

8 

1.4 

592

100.0

金山町 
50 

17.2 

60

20.6

87

29.9

36

12.4

54 

18.6 

4 

1.4 

291

100.0

合計 
299 

20.4 

224

15.2

353

24.0

254

17.3

285 

19.4 

54 

3.7 

1,469

100.0

 

（３）後継者不足 

平成 27年 6月に市内５商工会で実施し
た事業者アンケート（回収率 41.9%）に
よると、「後継者がいない」と回答した

会員が 50.3%を占め、約半数の事業所で
後継者が存在していないことが分かり

ました。（表８参照） 
また、今後の事業について、「自分の代

で廃業」と回答した会員が 71.2%にも上
り、その内の 38.3%の方が「後継者がい
ない」ことを廃業の理由として回答して

います。 
 
 

決まって

いる, 
16.0%

予定者は

いる, 
17.2%

いない, 
50.3%

未定, 
12.9%

その他, 
3.6%

表８．後継者の有・無
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（４）経営への取組状況 

   上記の事業者アンケートにおいて、事業

転換や新事業の取組状況を尋ねたとこ

ろ、「現状のまま継続する」との回答が

68.1%で最も多く、「本業の強化」が
16.5%で次いで多い回答でした。 
販路開拓への取組状況については、「思

いつかない」と回答した方が 30.0%で最
も多く、「市場・顧客分析」が 17.0%で
２番目に多い回答でした。 
さらに、「経営計画を持っているか」と

の問いに対し、「ある」との回答は 21.4%
で、最も多かったのは「必要だと思うが

ない」との回答で 33.3%でした。（表９
参照） 
 
 

（５）支援機関としての現状 

経営に関する相談先を尋ねたところ、

「商工会」との回答は 16.4%にとどま
り、最も多くの回答を得たのは「税理

士・会計士」の 40.3%であり、次いで「誰
にも相談していない」が 31.4%、「メイ
ンバンク」が 3.6%、「経営コンサルタン
ト」が 3.0%、「その他」が 5.2%という
結果でした。（表 10参照） 

 
 
 

（６）商工会に求めるもの 

   商工会に求める活動として、

最も多かった回答は「補助金

の情報提供・事務手続き」で

23.9%、次いで「税務・労務・
金融・経営支援」が 22.7%、
「金融制度の活用支援」が

14.8%、「セミナー・講習会の
開催」が 12.3%、「専門知識
の習得と情報提供」が 11.9%
でした。（表 11参照） 

  
 
  ※上記の４つの円グラフは、

平成２７年６月に、市内 

５商工会が共同で実施し 

た「市内事業者アンケート」の調査結果より抜粋。（ 回収率 41.9% ＝ 618/1,474 事業者 ）
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【商工会の課題】 

こうした事業者の現状から、商工会の課題として、以下の点が浮かび上がってきました。 
（１）岐阜県内でも有数の観光地にある商工会のため、会員の中でも商工会事業のイメージ 
   が経営支援事業よりも地域振興事業を行っているイメージが強く、経営に関する一番 

の相談先になりえていない。 
 

（２）事業者にとって事業後継者の問題や、販路開拓の問題が深刻化しており、経営計画の	
策定など経営方針や方向性を再構築するニーズが高まっている。	
	

（３）5つの商工会地域には産業の特徴があるものの、商工会間では情報の交換・共有が図 
られておらず、地域内の事業者同士の連携や異業種交流はあまり進んでいない。 
また、市内での経済循環や取引先開拓などのマッチング事業は行われていない。 

  
市内５商工会では、広大な地域に点在する小規模事業者をカバーするためにも、各商工会が

独自に地域の特性を活かしながら商工会活動を行ってきました。 

しかし、事業者の高齢化に伴う小規模事業者の急激な減少と後継者不足の現状を打破するた

めには、従来の商工会活動と事業者への支援体制を見直し、小規模事業者支援に関しては従来

の商工会の垣根を越えて、より強固な連携体制を構築し、従来の商工会地域内に留まらず、点

から線、線から面へと支援の輪を拡げるべく、まずは下呂市内全域での事業者同士、あるいは

特性を活かした産業（事業者）同士を結びつけることにより、新たな地域内需要の掘り起こし

と地域内販路の開拓支援を実施したいと思います。 

 

   下呂市という1つの行政区に属する小規模事業者に向けた商工会の支援を、高いレベルで平準

化し、市内小規模事業者がこれまで以上に専門的な支援サービスを受けることができるように

するため、市内商工会が一体化した広域支援体制の構築が、商工会の課題となっています。 

 

 

Ⅲ．下呂市における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

前述の「地域の現状と課題」、「商工会の現状と課題」を踏まえ、下呂市における小規模事業者の

中長期的な振興のあり方を、「地域として目指す１０年後の姿」・「商工会の地域における役割」と

いう視点から、以下のように捉えています。 
 
【地域として目指す１０年後の姿】 

      
経営発達支援計画の実施によって、事業者間連携が活発化し小規模事業者が持続的に 
発展する地域を目指します。 

 
多くの小規模事業者が抱える「弱み」は、大企業と比べて経営資源が脆弱であることです。

そこで市内５商工会が共同で経営発達支援計画を実施することで、「自社の強みを活かして

他社から業務を請負う」あるいは「自社の弱い部分を他社に委託し補完する」などの小規

模事業者がお互いに持っている経営資源を活かす事業者間連携を支援します。 
 
この事業者間連携を支援することにより、小規模事業者の新たな販路が拡大し、小規模事

業者の持続的発展へとつながります。 
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小規模事業者の持続的発展は、事業承継や後継者問題の解消、雇用の創出にもつながり、

地域の課題である若年者の市外流出に歯止めをかけることとなります。 
 
（１）事業者間連携の範囲 
下呂市は平成の大合併により誕生した行政区であり、合併前の５つの旧町村毎に産業の

特性も見られます。この５つの旧町村にある市内５商工会が、共同で事業者間連携に取り

組むことで、連携先が現在の商工会の管轄する範囲にとどまらず、より広範な下呂市内全

域へと拡大することができ、スケールメリットを生かした異業種交流を実施することがで

きます。 
また、小規模事業者が新たな事業者間連携を図ろうとするとき、いきなり全国に向けて

事業展開できる事業者ばかりではありません。そこで、経営発達支援計画を実施する上で、

多くの小規模事業者の事業者間連携を支援する方向性として、まずは相手先の評判も得や

すく、営業活動も比較的取り組みやすい、近い範囲、つまり下呂市内全域での事業者間連

携を支援します。当然ながら、市内での事業者間連携がそぐわない事業者や、市内での連

携が行き渡った事業者については、金融機関や他の支援機関とも協力し、隣接市や県内全

域など、より広範囲での事業者間連携を支援します。 
 
（２）事業者間連携の内容 
経営発達支援計画を実施

する中で、小規模事業者の

経営分析による個々の事業

者の特徴や、強み・弱みを

把握し、それらの情報を市

内５商工会で交換・共有し、

市内事業者間での連携（マ

ッチング）を図り、新たな

取引先（販路）の開拓へと

結びつけます。 
例えば、製造業や建設業

では外注先、元請・下請け

先の開拓が見込まれ、産業

間では製造業や小売業と観

光産業との連携が期待でき

ます。（右表のとおり） 
 

  【１０年後の地域において、商工会が担っている役割】 
   

小規模事業者の様々な支援ニーズに応えることのできる、地域で最も身近な経営相談先 
である商工会を目指します。 

     
商工会は、他の支援機関とは違って営業範囲や業種にこだわることなく、市内全ての小規

模事業者を対象に事業者支援を実施する支援機関であり、市内のどの地域においても、同

様の小規模事業者支援を行います。 
商工会は公益法人でもあり、誰もが利用できる地域唯一の身近な事業者支援機関として、

行政とより密接に連携し、地域全体の発展を図る行政機能の一翼を担うことのできる存在

です。 
 

連携する業種 連携する内容（例） 
製造業 観光業 特産品の開発・納入・販売 
小売業 観光業 お土産品の開発・納入・販売 
建設業 建設業 元請け・下請け取引 
製造業 製造業 技術提供、部品納入、外注 
観光業 観光業 周遊ルートの開発 
製造業 小売業 商品開発・納入・販売 
小売業 小売業 共同仕入・共同購入・多店舗展開

農林漁業

製造業 
小売業 
観光業 

農商工連携・６次産業化 

 

想定される市内事業者間の連携例 
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しかしながら、これまでの経営支援事業は記帳・税務支援、金融支援、労務支援などが中

心で、昨今の事業承継や販路開拓といった経営課題に対する経営計画策定支援、経営方針

の再構築支援などのニーズの高まりに、十分に応えることができていませんでした。 
経営発達支援計画を通じて、商工会の実施する経営支援の内容を、事業者の現状に基づい

た「経営計画策定支援」と、地域事業者間連携を強化した「販路開拓支援」を中心とした

事業者のニーズに合った支援にシフトし、そうすることで、事業者の経営に関する一番の

相談先となることを目指します。 
 
 
     

Ⅳ．経営発達支援事業の目標 

上記の「地域の現状と課題」及び「商工会の現状と課題」から導き出された「下呂市における小

規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえ、経営発達支援計画の目標を下記のように定めま

す。 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．目標達成のための基本方針 

経営発達支援計画の目標達成のため、以下を基本方針として各種支援事業を行います。 

 

１．経営計画策定による小規模事業者の経営力強化を図ります。 

事業者が自社の現状と「自社の強み・弱み」を認識し経営課題を掘り起こすとともに、「強

みを活かす」経営計画を策定できるよう、複数の職員の目を通しながら効果的な計画策定

支援を行い、策定後も計画の実行について伴走型支援を展開し、経営力の強化を図ります。

また、経営計画の策定を通じて、事業所の特徴を把握し、他の事業者との連携の可能性を

探ります。 
 
   ■そのために実施すること 
    ・下呂市内景況調査、消費動向調査などによる地域の経済動向の調査を実施。 
    ・事業所実態アンケートとヒアリングなどによる経営状況分析の実施。 
 

【目 標】 

下呂市内小規模事業者の持続的発展のため、次の４つを目標として各種の支援 

を実施します。 

 

１．経営計画策定による小規模事業者の経営力強化を図ります。 

  
２．きめ細かい創業支援による創業計画の実現と、創業後の事業継続を図ります。

           
３．市内事業者間の連携支援（マッチング支援）による販路開拓を図ります。 

 

４．新たな広域支援体制を構築し、職員の支援力向上を図ります。     
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    ・経営計画作成セミナーなどの開催による経営計画策定支援の実施。 
    ・毎月１回、市内商工会経営指導員が中心となって「経営支援検討会」（後述）を

開催し、複数の目による、より効果的な支援方法を検討し事業者に提案する。

また、他の事業者との連携の可能性を検討する。   
 

２．きめ細かい創業支援による創業計画の実現と創業後の事業継続を図ります。 

     「下呂市創業支援連絡会議」（後述）を活用し、行政及び金融機関とも連携した創業支援を

実施します。また、創業後も継続的なフォローアップ支援を実施し、早期廃業とならない

よう、事業の継続をバックアップします。 
 
            ■そのために実施すること 

    ・市内５商工会が共同で創業者セミナーを開催する。  
    ・市内５商工会と行政、市内金融機関で構成する下呂市創業支援会議を活用した

創業者に対する連携支援の実施。 
    ・創業後のきめ細かいフォローアップ支援の実施。 
                 

３．市内事業者間の連携支援（マッチング支援）による販路開拓を図ります。 

これまでは市内５商工会間で事業者情報を共有しておらず、異業種交流も各商工会の管轄

範囲という限られた中でしか行われてきませんでした。 
今後は市内５商工会が一体となり、下呂市全域に拡がった範囲での異業種交流を実現し、

そのスケールメリットを活かして、新たなビジネスチャンスの創出を目指します。 
情報交換・技術協力・商談等の場を提供し、事業者間のマッチングをコーディネートする

ことで、小規模事業者の販路開拓や連携による新たな需要の開拓を支援します。 
 

■そのために実施すること 
    ・市内５商工会共同による下呂市異業種交流会の開催。 
    ・郡上ビジネスマッチングやメッセナゴヤ、岐阜テクノフェアなど商談会等への

参加支援の実施。 
    ・地域資源を活かした「下呂」のブランド化の推進。 

                       
４．新たな広域支援体制を構築し、職員の支援力向上を図ります。 

事業者支援に関しては、従来の商工会区域にこだわることなく、その垣根を越えた下呂市

内５商工会独自の新たな広域支援体制を構築します。 
定期的な情報交換と共有サーバーによる市内商工会間の情報共有を図り、小規模事業者に

対するチーム支援を実施し事業者支援の充実を図るとともに、職員の支援力を高度なレベ

ルで平準化します。 
 
   ■そのために実施すること 
    ・毎月１回の経営支援検討会による情報共有と支援方法の検討。 
    ・商工会の管轄地域や職種の垣根を越えた、複数職員によるチーム支援の実施。

    ・専門家や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。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 
Ⅰ．経営発達支援事業の実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の具体的内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針①、③、④】 
これまで下呂市内５商工会では、地域の経済動向について岐阜県商工会連合会の景況調査等を利

用し、結果は回答企業に報告書として情報提供をしてきましたが、経営計画策定の基礎資料となる

レベルの情報の収集や分析は行われていませんでした。 

そこで、今後は小規模事業者の持続的発展を目的とする経営計画策定等に活用するため、下呂市

内５商工会で統一した、独自の景況調査や消費動向調査を実施し、地域の現状と課題を把握します。

分析は、必要に応じて専門家を交えて行い、分析結果は分かりやすい形で小規模事業者に提供しま

す。 

 

【現状の取り組み】 

 （１）情報の収集 

・職員の定期巡回や金融・税務支援等の窓口相談時における情報収集 

・関係機関（金融機関、税理士、行政機関、ハローワーク等）との会議や懇談時における

情報収集 

・岐阜県商工会連合会の景況調査資料による情報収集 

・下呂市内商工会が隔年で共同実施している賃金状況調査による情報収集 

 

  （２）情報の提供 

・職員の定期巡回や金融、税務支援等の窓口相談時に情報提供 

     ・役員会や委員会、部会等の会議における情報提供 

・商工会報を利用しての一方的な情報提供 

 

（３）情報の整理、分析、活用 

   ・情報の単純な提供のみで、地域経済動向の詳細な分析や下呂市内小規模事業者への影 

響、波及効果など整理・分析は行っていない。 

そのため、現状では情報の活用や職員間での共有も不足しています。 

 

【支援上の課題】 

・テーマが絞り込まれていない情報収集で経営の持続化に貢献する情報としての価値が低い。

・個人的な情報収集で下呂市内５商工会の職員の間で情報交換や検討がなされておらず、経営

計画策定の資料への活用など、経営支援への拡がりがない。 

   ・小規模事業者に必要な情報が必要とする時に提供されていない。 

 

【支援事業の内容と課題解決のための取り組みと目標】 

（１）下呂市内景況調査の実施（新規）【指針③】 

これまでは商工会毎に地域の景況把握に努めていましたが、今後は５商工会が連携して下呂

市内の経済動向を把握し、小規模事業者に市内の景況状況を的確に提供し経営改善のための

経営計画策定の参考になるよう、独自の市内景況調査を実施します。 
一つの行政区に地域の経済団体である商工会が複数（５商工会）存在する現状の下、下呂市

内の業種特性を考慮しながら、商工会の垣根を越えた調査を下記のように実施します。 
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①調査対象 商工会を横断した５商工会の固定した小規模事業者 
      （同一の事業者に５年間、継続的に調査を実施） 

・対象業種及びサンプル数 
卸 小 売（３６件） 建  設（３０件） 飲食／宿泊（２８件）
サービス（２８件） 製  造（２３件）  そ  の  他（  ５件）

     
②調査事項 前年同期との売上状況・利益状況の比較、前期との売上状況・利益

状況の比較、次期の売上状況・利益状況の見込み、今期及び次期の

設備投資の状況、現状の課題と感じていること 他 
 

③調査方法 独自の調査票によるアンケート調査 
  経営指導員による調査票の配布、回収 
コンピュータによる調査結果の集計 

               半年毎（年２回）に調査し、５年間継続実施します 
 

④調査数及び選定方法 
５商工会会員総数の約 10％に相当する 150件を抽出 
 

⑤実施回数及び目標数 
項目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
調査実施回数 
（年間） 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

調査実施件数 
（年間） － ３００件 ３００件 ３００件 ３００件 ３００件

 

小坂町商工会 － ２６件 ２６件 ２６件 ２６件 ２６件

萩原町商工会 － ８６件 ８６件 ８６件 ８６件 ８６件

下呂市馬瀬商工会 － ８件 ８件 ８件 ８件 ８件

下呂商工会 － １２６件 １２６件 １２６件 １２６件 １２６件

金山町商工会 － ５４件 ５４件 ５４件 ５４件 ５４件

       
（２）下呂市内の消費動向調査の実施（新規）【指針①、③】 

新たな取り組みとして、市内５商工会が連携して、下呂市内全域の消費動向を調査・分析し、

購買力の市外流出の実態と消費者の求めているニーズ等の的確な把握を図ります。 
 

①調査対象 当地域管内に居住する一般世帯 
 
②調査事項 ・買い物をする市町村 ・買い物をする店舗形態  

・買い物をする店を選択する理由 ・地元商店の課題 他 
 

③調査方法 ・調査票によるアンケート調査 ・調査票の配布、回収 
・集計 コンピュータによる集計 

               ・毎年調査し、５年間継続実施します 
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④調査数及び選定方法 

・各地域の世帯数を基準に市内世帯数の約３％を調査数として抽出

 
⑤実施回数及び目標数 

項目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
調査実施回数 
（年間） 未実施 １回 １回 １回 １回 １回

調査実施件数 
（年間） － ３７０件 ３７０件 ３７０件 ３７０件 ３７０件

 

小坂町商工会 － ３５件 ３５件 ３５件 ３５件 ３５件

萩原町商工会 － １０７件 １０７件 １０７件 １０７件 １０７件

下呂市馬瀬商工会 － １２件 １２件 １２件 １２件 １２件

下呂商工会 － １４２件 １４２件 １４２件 １４２件 １４２件

金山町商工会 － ７４件 ７４件 ７４件 ７４件 ７４件

     ※平成２７年１２月１日現在の下呂市世帯数 ＝ 12,373 世帯 
 

（３）各種統計資料等を利用した情報収集（拡充）【指針③、④】 

小規模事業者の持続的発展を支援するために各種統計調査や行政の各種レポートを利用し

ます。（調査項目と利用情報源は「表 12」のとおり） 
各種統計調査に基づく市内小規模事業者への影響についての分析は、下呂市内５商工会の

経営指導員がテーマ別に担当し、経営支援検討会（毎月開催）にて発表します。 

  

※経営支援検討会とは・・・ 

経営発達支援計画を、市内５商工会が連携して効果的に推進するために設ける検討会。市内

経営指導員（現在 7 名）が毎月 1 回、各自の経営支援案件を持ち寄り、効果的な支援が実施

できるよう支援の方向性や方策を複数の職員の目で検討します。この検討会の中で情報交

換・情報共有を図るとともに、支援策・事業者間マッチングなど経営支援に関する様々な課

題を検討します。また、必要に応じて職種の違う職員や、行政・他の支援機関との意見交換

等にも活用します。（年間開催回数は「表 13」のとおり） 

 

表 12．調査項目と利用情報源 

調 査 分 野 ・ 内 容 利 用 情 報 源 
経年的経済動向、販路開拓の取組 小規模企業白書 
中小企業の景気状況 中小企業景況調査 

市の人口構成、高齢化実態、転入転出人口状況 国勢調査、岐阜県人口動態統計調査 
産業の基本的構造、経済活動の状況 経済センサス調査 
製造業、商業の特徴 工業統計調査、商業統計調査 
消費者や家計の収入・支出の実態 全国消費実態調査、家計消費実態調査

市内求人状況の動向 ハローワーク求人情報  

市内年齢別、業種別の賃金動向 賃金調査 
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     表 13．経営支援検討会の開催回数 

項 目 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
開催回数（年間） 未実施 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回

 

（４）下呂市内関係機関と協調した情報の収集（新規）【指針③】 

地元金融機関が定期的に行う「業況判断調査」の情報を収集し、金融機関職員を交えた検討

会（事業者支援連絡会議）を四半期毎に開催します。会議によって把握した地域経済の現状

及び将来展望を小規模事業者に提供し、企業経営に活かしていきます。（年間開催回数は「表

14」のとおり） 

 

※事業者支援連絡会議とは・・・ 

市内５商工会経営指導員と市内６金融機関の担当者が参加し、年４回（四半期毎）開催する

会議。小規模事業者支援に関する情報交換と、事業者間のマッチング案件の情報提供と検討、

小規模事業者への連携支援の実施等について意見交換を行います。 
 

表 14．事業者支援連絡会議の開催回数 

項 目 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
開催回数（年間） 未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回

 
【収集した情報の分析、提供及び活用方法】【指針①、③】 

上記（１）～（４）で収集した情報は、毎月開催する「経営支援検討会」で整理・分析し

ます。整理分析する際には、必要に応じて、その影響や波及効果について専門家を交えて検

討します。検討の過程は「情報の分析方法に関する職員の資質向上」にもつながります。 
各種調査の分析結果は、経営計画策定を目的とした巡回・窓口支援や事業者のニーズに 
応える的確なセミナー、研修会の企画に活用するため、５商工会の共有サーバーにて保存し、

いつでも職員が閲覧・再利用できる状態にしておきます。 
また、消費動向調査の分析結果は、商店街やスタンプ組合等に報告し、消費トレンドや 
消費者ニーズ把握につなげ販売促進のための取り組みの参考資料とします。 
小規模事業者には、定期巡回や窓口相談を利用し情報を提供するとともに、メールマガジ

ン、ホームページ、商工会だより等で随時提供していきます。 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①、②、③】 
下呂市内の小規模事業者の経営実態を調査分析することにより小規模事業者の直面する課題の抽

出と事業者ニーズの把握を行います。抽出した課題により経営計画策定を必要とする小規模事業者

を掘り起こし、経営計画策定支援の礎とします。 

経営計画については、２年間の小規模事業者持続化補助金申請で培った支援力を５商工会から持

ち寄り、経営支援検討会において複数の視点で検討し、計画作成支援を行います。 

抽出した課題の中で市内事業者間をコーディネートすることで解決が図られるものについては、

他の支援機関と連携し「ビジネスマッチング」や「異業種交流会」を開催するなどの対策を具体化

して行きます。 

 

【現状の取り組み】 

・職員の巡回や窓口相談時に小規模事業者の経営状況に関する情報を収集 

・融資相談、決算支援、記帳支援、労務支援の資料から小規模事業者の経営状況に関する情 

  報を収集 
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【支援上の課題】 

・小規模事業者から経営情報を収集するに留まり、収集した情報を基に経営分析を行い提供す

ることができていない。 

   ・商工会記帳機械化システムを利用している小規模事業者に会計ソフトが提供している財務分

    析表を活用しての経営分析を行っていない。 

・小規模事業者の経営分析に関する情報について職員の間で共有ができていない。 

・現状は、経営分析に関する聞き取り項目が職員間で統一されておらず、１人の職員の中でも

聞き取り内容に一貫性がない。聞き取り漏れを防止し、同業他社との比較も容易にするため、

「ヒアリングシ－ト」及び「分析シート」の定型化が課題となっています。 

 

【課題を解決するための調査及び計画と目標及び活用方法】 

（１）事業所実態アンケート調査の実施（新規）【指針①、②、③】 

経営分析を進めるための前捌きとして、下呂市内の小規模事業者を対象に毎年１回、独自の

記名式事業所実態アンケート調査を行い、個別事業所が抱える様々な課題を抽出し、基本情

報として個別事業所の経営分析に活用します。 
 
    ①調査の目的 経営分析を実施すべき時期の判断と、事業者間のマッチングに結

びつくような素材（可能性）の把握 
 

②調査対象  下呂市内の小規模事業者 
 
③調査事項  後継者の有無、事業承継の時期、事業継承の意思、販路開拓の取

 組、現状の困りごと、経営計画の有無 特徴的な取扱商品 他 
 
④調査方法  調査票による記名式アンケート調査 

                毎年一定時期に調査し、５年間継続実施します 
 

      ◆事業所実態アンケート実施目標数 
項目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
実態ｱﾝｹｰﾄ実施数 

（全体） 未実施 1,861件 1,861件 1,861件 1,861件 1,861件

 

小坂町商工会 － １５６件 １５６件 １５６件 １５６件 １５６件

萩原町商工会 － ５３９件 ５３９件 ５３９件 ５３９件 ５３９件

下呂市馬瀬商工会 － ４５件 ４５件 ４５件 ４５件 ４５件

下呂商工会 － ７８３件 ７８３件 ７８３件 ７８３件 ７８３件

金山町商工会 － ３３８件 ３３８件 ３３８件 ３３８件 ３３８件

    ※平成２４年経済センサス調査による小規模事業者数を実施目標とします。 
 

（２）経営計画掘り起こしのための事業所実態ヒアリングと経営分析の実施（新規） 

【指針①、②、③】 

小規模事業者は、経営上の計数を意識せず営業目標もなくただ業務を日々こなしている傾向

があります。そこで、経営発達支援計画実施期間中（５年間）に下呂市内小規模事業者を対

象に、経営指導員一人当たり１ケ月に４事業所、年間４８事業所、５年で２４０事業所（７
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名合計１６８０事業所＝非会員を含む）を目標に統一した独自のヒアリングシートを利用 

し、経営分析と課題把握のための聞き取りを行います。ヒアリングで得た情報をもとに各種

分析を実施し、分析結果は小規模事業者を訪問して直接提供します。 

 

  ①実 施目的 事業者自らが現状把握と経営課題を認識できるよう導き、危機意識を持

った事業者に経営計画策定を働きかけます。 

 

②ﾋｱﾘﾝｸﾞ対象 下呂市内の小規模事業者 

 

③ﾋｱﾘﾝｸﾞ項目 事業所名、代表者名、代表者の年齢、販売商品（提供する役務）、業歴、

後継者の有無、従業員数、経営理念やビジョン、近年の業績（財務内容）、

独自の技術・ノウハウ、強み弱み、当面の課題 等  

 

④ﾋｱﾘﾝｸﾞ方法 経営指導員一人当たり１ケ月に４事業所を訪問し、定型化したヒアリン

       グシートにて実施します。 
     
⑤分析方法 ヒアリングで得た情報をもとに、ＳＷＯＴ分析、ＡＢＣ分析、マクロ環

       境分析等を行います。専門的な課題や問題がある場合は、岐阜県商工会

       連合会の専門家派遣事業や岐阜県産業経済振興センター「よろず支援拠

       点事業」の専門知識を有するコーディネーターと経営分析にあたります。

 
      ⑥提 供方法 分析結果は、５商工会で定型化した分析シートにまとめ、事業者に対し

て巡回時に、直接、提供します。 
 

      ◆ヒアリングに基づく経営分析実施目標数 
項目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
経営分析実施数 
（全体） 未実施 ３３６件 ３３６件 ３３６件 ３３６件 ３３６件

 

小坂町商工会 － ４８件 ４８件 ４８件 ４８件 ４８件

萩原町商工会・ 
下呂市馬瀬商工会 － ９６件 ９６件 ９６件 ９６件 ９６件

下呂商工会 － ９６件 ９６件 ９６件 ９６件 ９６件

金山町商工会 － ９６件 ９６件 ９６件 ９６件 ９６件

※目標数＝経営指導員数×月数×４事業所。ヒアリングを実施した全事業所について経営分析を実施。 
※下呂市馬瀬商工会については、経営指導員が在籍していないため、萩原町商工会と連携し実施します。

※各地域の小規模事業者数にこだわることなく、商工会の垣根を超えて経営指導員が協力して実施します。

     

（３）記帳機械化データ及び決算書分析の実施（拡充）【指針①】 

決算資料及び記帳機械化データから財務分析を行い、分析結果は、職員間で共有すると同時

に巡回時に小規模事業者に直接提供し、経営計画策定のために活用します。 

 

①実施目的 決算書作成を税務申告のためと間違って認識している事業者に事業者自ら
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が決算書から読み取れる現状把握と経営課題を認識できるよう導き、危機

意識を持った事業者に経営計画策定を働きかけます。 

 

②対  象 ・商工会記帳機械化システム利用小規模事業者 

・商工会で決算書を作成支援する小規模事業者 

 

③分析項目 ・前年の決算書と比較し、売上・原価・利益の増減等の原因を見つけます。

・損益分岐点分析、収益性、安全性、生産性、成長性など決算書から読み

取れる数字から財務分析を実施します。 

 

④分析方法 記帳機械化システムに備えられた財務分析表や全国商工会連合会の経営分

析システム（経営指導員が巡回時等に利用しているタブレット端末に搭載

済）を活用し、指標の意味や分析結果を５商工会で統一した経営分析シー

トにまとめます。 

 

⑤提供方法 事業者に対して巡回時に直接、提供します。 

 

⑥実施目標 経営指導員一人当たり１０事業所、５年間で５０事業所、市内経営指導員

７名で合計３５０事業所を目標として実施します。 
 

     ◆記帳機械化データ及び決算書に基づく経営分析実施目標数 
 項目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 

経営分析 
実施数（全体） 未実施 ７０件 ７０件 ７０件 ７０件 ７０件

 

小坂町商工会 － １０件 １０件 １０件 １０件 １０件

萩原町商工会・ 
下呂市馬瀬商工会 － ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

下呂商工会 － ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

金山町商工会 － ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

※下呂市馬瀬商工会については、経営指導員が在籍していないため、萩原町商工会と連携し実施します。

 

【収集した情報の分析及び活用方法】【指針①、③】 

上記（１）～（３）で整理分析したデータは、新たに作成した市内５商工会統一の経営

分析シートにまとめ、経営分析実施数を把握するとともに、毎月１回開催する「経営支援

検討会」で分析内容を協議します。 
複数の視点でチェックした経営分析シートを巡回時に提供し、「個々の事業者の強み」や

「強みを活かした事業展開の提案」を主体とした経営計画の策定支援に活用します。 
経営状況の分析により、事業主や後継者、従業員が、これからも生活していくためには

どのような手段で現業を維持していくのか、または、現在の事業に見切りをつけ事業転換

を図るべきか等、将来について考える機会を提供し、小規模事業者が持続的発展を図るた

めに、本来備えておくべき経営計画策定に導きます。 
また、分析結果は、守秘義務を厳守しながら当該企業を担当する職員のみならず、５商

工 
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会の共有サーバーに保存し、各職員が閲覧・再利用できる状態にします。 
経営支援検討会における経営状況分析の内容検討から、分析結果の職員間共有までの一

連の分析過程は、担当職員のみでなく、他の職員も共通体験することとなり、職員の資質

向上にも役立つとともに、他の類似の支援案件の参考としても活用します。 
 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
   小規模事業者持続化補助金に係る経営計画策定を支援した際、「補助金が採択されなくても自分

の事業に正面から向き合うことができて良かった」という声を小規模事業者の皆さんからいた 

だいことを踏まえ、各種調査を活用し経営計画策定支援に取り組みます。 

   地域経済動向調査と小規模事業者の経営状況について調査を行い、外部経営環境と内部経営環

境の分析、市場調査等の結果を踏まえ、事業所の将来に危機感を持った事業主と後継者を中心に

経営計画策定を支援します。 

   専門的な経営課題については、岐阜県商工会連合会、公益社団法人岐阜県産業経済振興センタ

ー、岐阜県よろず支援拠点等と連携して解決を図ります。 

   経営計画の実行にあたっては、金融・労務・経理・税務面や補助金の有効活用等の伴走型支援

をワンストップで行います。 

「事業計画の策定」と「事業計画の実施」は、今後の事業経営の道標であり、経営目標が明確

化することにより「より強い企業」への成長が期待出来ると考えます。より強い企業は雇用の受

皿にもなり得ることから、下呂市の地域課題である若年人口減少への対策につながります。 

また、新たに起業を目指す方への創業計画の策定支援を推進することは、小規模事業者の増加

に寄与するとともに、転入者や雇用の受皿の増加にも貢献することにつながると考えます。 

   事業計画の策定支援については、「ⅰ.既存の事業者」と「ⅱ.創業予定者」に分けて記載しま

す。 

        

ⅰ.既存事業者に対する経営計画策定支援【指針②】 

【現状の取り組み】 

既存の小規模事業者は、大企業と比較して圧倒的に経営資産が少ないものの、長期間にわたっ

て事業を維持している背景には、「人的ネットワークや技術ノウハウ」などの“見えない資産（知

  的資産）”を潜在的に持っているからだと思われます。 
しかしながら、その知的資産を自社の「強み」として認識し、経営計画に活かしている事業所

は、まだまだ数少ないと思われます。 
下呂市内の商工会では、平成２６年度から全国商工会連合会の「経営計画作成支援セミナー」

（委託事業）を商工会毎に実施し、自社分析をもとにした経営計画の策定支援に取り掛かり始め

たところです。 
平成２６年度、２７年度における下

呂市内商工会全体の経営計画策定支援

による補助金等の採択実績について

は、右の表15のとおりで、増加傾向に
あります。 
しかしながら経営計画策定の目的

は、補助金の活用ではなく自社の経営

を向上させることであり、現時点では

この本来の目的に沿った経営計画策定

支援と、計画策定に向けた事業者への

働き掛けが不足していると考えていま

す。 

支援案件内容 
２６年度 

採択件数 

２７年度

採択件数

①小規模事業者持続化補助金 １４件 ３６件

②ものづくり補助金    １件   １件

③創業補助金  １件 ２件

④経営革新計画の承認  ２件 ０件

表 15.平成 26・27 年度支援実績 
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【支援上の課題】 

   「経営発達支援事業の目標」において記載した下呂市内事業者アンケートの集計結果による 

と、「経営計画を持っているか」との問いに対し、最も多かった回答が「経営計画は必要だと思

うが、今はない」との回答が33.3％でした。 

  このことから、潜在的に経営計画を必要と感じている小規模事業者に対し、巡回やセミナーの

開催等による経営計画策定案件の積極的な掘り起こしと、経営計画の策定に取り組む「きっかけ

づくり」が課題となっています。 

また、小規模事業者の中には、「新たな事業活動」として「経営革新」「農商工連携」「地域資

源」「新連携」等の活用を図ることによって、高度な経営革新の可能性がある事業者がいます。

そのような事業者への積極的な情報提供や、取り組み意欲の向上のための「働きかけ」と「支援

強化」も課題となっています。 
 

【支援方針】 

市内商工会の連携によるセミナーの開催など、事業者が経営計画策定に取り組み易い環境を整

えます。 
また、経営計画の策定にあたっては、経済動向調査等の外部環境から浮かび上がった「顧客ニ

ーズ」を、経営分析支援で把握した「個々の事業者の強み」に結び付け、「強みを活かした事業展

開の提案」を主体とした経営計画の策定支援を実施します。 
更に、高度な経営革新の可能性を持つ「新たな事業活動」に関する案件は、経営支援検討会に

おいて情報共有し、複数の指導員が関わることで、より効果的で実現可能な経営計画の策定へと

導きます。高度専門的な支援には、経営指導員の巡回指導や窓口相談の際に、ミラサポの施策マ

ップ等を利用して、国・県・市の施策情報の提供に努めるなど公的支援の活用も図ります。 
 
【支援事業の内容】 

（１）集団指導の実施（拡充）【指針②】 

経営計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しと支援策の周知を図ります。 
「経営計画作成セミナー」、「経営計画向上セミナー」の２種類のセミナーを開催し、多くの

小規模事業者が参加できるよう、下呂市内を対象とした新聞折込みチラシや各商工会のホーム

ページを通じて、開催を周知します。 
 
①「経営計画作成セミナー」の開催（拡充）（年６回） 

専門家を講師に経営計画作成の意義や取り組み事例を講義形式で学び、経営目標明確化への

手法や、経営計画の作り方（組み立て方）を習得します。 
現在は、商工会毎に下記のようなプログラム（２時間×３日間）で経営計画作成セミナーを

単独開催していますが、今後は下呂市内５商工会の共同実施とし、開催回数を増加するとと

もに、市内各所での計画的な開催日程の検討によって、事業者が参加し易いセミナーへと拡

充を図ります。 
 
      ◆経営計画作成セミナー（集団セミナー）のプログラム 

回 数 テーマ 

第１日目 経営計画策定の意義・重要性と自社の棚卸し 

第２日目 社外環境分析と、それを踏まえた経営方針の策定 

第３日目 今後のプラン（具体策）の検討と経営計画作成のポイント 
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 現在は市内４商工会が各自で年１回ずつの合計４回開催していますが、今後は５商工

会共同で年間６回の開催とし、開催回数の増加を図るとともに、事業者がどの地域の

セミナーにも参加できるようにすることで、事業者も都合の良い日程を選択して参加

できるように拡充して実施します。 
 

◆セミナーの開催回数 
項 目 現状 28年 29年 30年 31年 32年 

経営計画作成セミナー ４回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回

 
②「経営計画向上セミナー」の開催（新規）（年１回） 
既に経営計画を策定している事業者や、自社に合った新しい分野での事業活動の展開を目指

すなど、「新たな事業活動」に取り組もうとする小規模事業者を対象に、市内５商工会で新規

事業として「経営計画向上セミナー」を共同開催します。 
このセミナーでは、専門家を講師に「経営革新」「農商工連携」「地域資源」「新連携」といっ

た施策内容と、知的資産経営の考え方を講義形式で学ぶとともに、経営計画の策定方法と向

上方法の習得を図り、個別支援へとつなげます。 
 
◆セミナーの開催回数 

項 目 現状 28年 29年 30年 31年 32年 

経営計画向上セミナー 未実施 １回 １回 １回 １回 １回

 

（２）個別企業支援の実施（拡充）【指針②】 

現在は上記の経営計画作成セミナーの開催後を中心に、個別相談会を開催し、自社の現状把握

から課題の抽出、課題解決への戦略の構築を支援していますが、今後はセミナーの開催後は無

論のこと、随時、個別支援を実施します。各種の専門家派遣メニュー（ミラサポや岐阜県商工

会連合会のエキスパート派遣事業など）も活用し、専門家と経営指導員の同行支援も行い、複

数の視点から個別支援に携わります。 
専門家の活用ができない場合は、毎月開催の市内経営指導員による経営支援検討会において、

他の指導員の意見も聞くことでブラッシュアップを図ります。 
経営計画向上セミナーの参加者など、「新たな事業活動」に向けた経営計画の策定や、経営計画

策定上の高度専門的な課題に対しては、各種の専門家派遣メニューを活用して、専門家と経営

指導員が一緒に個別支援に携わります。 
また、金融相談など事業資金需要が見込まれる場合には小規模事業者経営発達支援融資の活用

も視野に入れ、資金計画作成を支援します。 
 

【数値目標】 

今後は、経営計画作成セミナー等の開催回数を増やすとともに、会報や巡回などでのＰＲ活動

に努めて、セミナー参加者を毎年徐々に増やし、経営計画策定に取り組む事業者数の増加を図り

ます。また、下呂市内５商工会の全てにおいて経営計画策定セミナーを企画運営し、下呂市内の

小規模事業者が、どの地域で開催のセミナーであっても受講可能な仕組みを構築します。 
現在、下呂市には経営指導員が７名おり、平成２７年度は一指導員あたり経営計画を１０件策

定しました。今後は、一指導員あたり毎年１２件を目標に経営計画の策定支援を展開します。 
また、下呂市内全域の中から、毎年２件、経営革新計画や農商工連携・新連携といった「新た
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な事業活動」に取り組む事業者の経営計画策定支援を実施することを目標とします。 

 
項 目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 

経営計画策定数（全体） ７１件 ８６件 ８６件 ８７件 ８７件 １０８件

 

小坂町商工会 ２８件 １２件 １２件 １２件 １２件 １５件

萩原町商工会 
下呂市馬瀬商工会 １２件 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ３０件

下呂商工会 １６件 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ３０件

金山町商工会 １４件 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ３０件

「新たな事業活動」に

対する経営計画策定数 １件 ２件 ２件 ３件 ３件 ３件

※下呂市馬瀬商工会については、経営指導員が在籍していないため、萩原町商工会と連携し実施します。 
 

 

ⅱ．創業者に対する創業計画策定支援【指針②】 

【現状の取り組みと支援上の課題】 

平成２７年５月に、下呂市が産業競争力強化法に基づき申請した「下呂市創業支援事業計画」

が国の認定を受け、下呂市と商工会及び関係支援機関が一体となって創業者の支援に取組んで行

くこととなりました。今後は下呂市が主導する下呂市創業支援連絡会議（四半期に 1回開催）に
おいても創業者支援を展開することとなりますが、現時点では、創業予定者等に対して事業内容

が周知徹底されていないため、今後は、あらゆる機会を捉えて情報発信を行い、下呂市の創業支

援事業の周知を図ることが課題となっています。 
二つ目の課題としては、創業予定者への創業初期からの支援が挙げられます。現在、商工会 

では、飛び込みで相談に来られた創業予定者に、その都度、創業に向けた計画書の策定支援を行

い、補助金の申請支援や開業に向けての準備などの相談に応じていますが、創業者自身が、ある

程度の計画を立てた後の支援を行っている状態でした。 
今後は、創業者の掘り起こしと、空き店舗等創業予定地の紹介や選定など、創業の初期段階か

ら支援し、創業計画の実現性を高めることが課題となっています。 
 
※下呂市創業支援連絡会議とは・・・ 
下呂市創業支援事業計画に基づき四半期に一度開催される会議で、参加メンバーは創業支援に

携わる行政と市内５商工会、及び市内６金融機関によって構成されています。創業者に関する

支援策の検討や情報交換を行い、各支援機関の得意分野を活かして、共同支援を行うことで、

創業者に対するきめ細かな支援を実現し、創業率の向上と創業者の事業継続化を図ります。 
 

【支援方針】 

 下呂市創業支援連絡会議や市内商工会間の連携強化により、創業の初期段階からの相談支援 
に努め、創業したものの早期廃業となってしまわないように、下記の事業を展開し、地域雇用の

受け皿となり得る事業者数の増加を図ります。  
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【支援事業の内容】 

（１）創業者セミナーの開講（拡充）【指針②】 

創業予定者や創業後間もない方を対象に、創業に必要な知識の習得に加え、具体的なビジネ

スプランの作成手法を学べるセミナーを、市内商工会の共同で開催します。 
平成２７年度は、初めての試みとして、市内５商工会が共同して「創業に向けた準備から創

業計画の策定まで」を、４時間×１日の講義で学ぶセミナーを、市内２か所で開催しました

が、創業計画の策定については個別相談にて対応している状況であったため、今後は創業者

セミナーの内容を、セミナーを通じて創業計画を策定する内容に拡充を図ります。 
創業者セミナーは、下記の 3点の習得を目指した内容とします。 

 
・個々の創業予定者を取り巻く経営環境の現状把握と分析の方法 
・「誰に何をどうやって売るのか」といった経営戦略の策定手法 
・「いつまでに何をすべきか」といったアクションプランの策定手法 

  

    ◆想定する創業者セミナーのプログラム 
回 数 テーマ 

第１回（１日目） 成功する創業の秘訣と創業計画書の全体像 

第２回（２日目） マーケティング戦略と販売戦略 

第３回（３日目） ビジョン達成のための行動計画と創業の手続き 

第４回（４日目） 資金計画と、数値予測・数値計画 
 

（２）下呂市創業支援連絡会議の活用（拡充）【指針②】 

  行政と商工会、金融機関等で構成する下呂市創業支援連絡会議（行政主導で四半期に一度開

催）において、それぞれの支援機関が関わる創業案件について情報や進捗状況の共有を図り、

一人の創業者に対して、それぞれの得意分野を活かした支援方法を検討し、創業計画の実現

性を高めます。（行政・商工会・金融機関のそれぞれの得意分野については後述） 

 

 （３）個別支援の実施（拡充）【指針②】 

個々の創業予定者の状況に合わせて、経営全般、財務、マーケティング、税務・労務等の観

点から経営指導員等による個別創業支援を随時実施し、専門的なアドバイスが必要な場合は

各種の専門家派遣メニューを活用して創業計画の策定支援を行います。 
これまでは、資金計画策定の必要性から、創業者自身に、ある程度の出店計画ができた段階

からの個別支援を行ってきましたが、今後は、空き店舗等創業予定地の紹介や選定など、事

業計画策定の前段における支援も実施し、個別支援の拡充を図ります。 
    また、創業者セミナーを通じて、計画を策定した創業者に対して、外部環境と現状把握、タ

ーゲットと販売戦略、具体的なアクションプランといった創業計画のブラッシュアップを支

援します。 

創業案件についても「経営支援検討会」や「下呂市創業支援連絡会議」を通じて、複数の職

員・複数の支援機関の提案を加味して、事業者にとって創業計画の実現性が高まるよう、個

別支援の充実を図ります。 
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【数値目標】 

項 目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

創業セミナー開催回数 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

創業計画策定支援件数 ２件 ５件 ５件 ５件 ５件 ８件

創 業 者 数 ２件 ５件 ５件 ５件 ５件 ８件

     ※創業セミナーの開催回数について、現状と２８年度以降で開催回数の増減はありませんが、前述の（１）

に記載のとおり、セミナーの内容を拡充します。 

      ※創業計画策定支援によって計画策定に至った場合は、全て創業すると想定しています。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
【現状の取り組みと支援上の課題】 

現状は、補助金等の活用をきっかけとした経営計画策定が多いこともあり、経営計画策定後の

実施支援も、補助金等の実績報告作成支援に偏りがちとなっており、経営計画そのものの進捗状

況の把握や、計画の実現性・修正点の検討、計画実施中に発生する新たな課題への対応など、計

画策定後のフォローアップ支援が十分ではありません。 
創業者に対しても、定期的な巡回訪問などのフォローアップは実施されておらず、早期廃業を

防止する取り組みも不十分となっています。 
経営計画策定後の定期的な巡回訪問を基本としたフォローアップ支援の実施により、状況把握

と問題点の早期発見を図るとともに、事業者自身が経営計画と実績の差を認識できるよう「見え

る化」することが課題となっています。 
 

【支援方針】 

経営計画の実施状況を常に把握し、市内５商工会で統一化した「経営計画進捗状況シート」に

まとめ、事業者も経営計画と実績の差を認識できるよう「見える化」し、計画の実施によって小

規模事業者の利益の確保が期待できるように、定期的にフォローアップ支援を実施します。 

 

【支援事業の内容】 

  （１）進捗状況の把握（新規）【指針②】 

    経営計画を策定した事業所に対し、３ヶ月に１度、定期的に巡回訪問し、経営計画の進捗状

況を確認します。状況は「経営計画進捗状況シート」にまとめ経営計画との差を把握します。

   

（２）実現性・修正点の検討（新規）【指針②】 

    把握した進捗状況をもとに、経営計画の実現性と修正点の有無を検討します。 

    検討に当たっては、市内経営指導員が毎月開催する経営支援検討会で状況を報告し、複数の

視点から検討します。 

 

  （３）新たな課題への対応（新規）【指針②】  

当初の経営計画では想定していなかった課題や、計画の実施の中で新たに発生した課題に対

しては、岐阜県商工会連合会等の専門家派遣制度も積極的に活用し、解決に向けた支援を行

います。 
顧客の獲得や販売促進等が計画策定時に想定した実績に結びつかず、資金需要が生じた場合

には小規模事業者経営発達支援融資制度の活用による資金計画作成を支援します。 
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（４）創業者に対するフォローアップ支援（新規）【指針②】  
創業者に対しては既存事業者以上に、経営計画策定後の支援が重要だと思います。 
創業後は、記帳指導や労働保険事務等だけではなく、販路開拓支援や事業計画の見直しなど、

円滑な事業展開に向け、２ヶ月に１度巡回訪問し、市場環境の変化に対応した迅速な支援を

実施し、事業の持続化と早期廃業の抑制を図ります。 
  また、高度かつ専門的な相談については、岐阜県商工会連合会やミラサポ等の専門家派遣制

度を活用し、的確かつ迅速な課題解決を図り、事業の円滑な遂行を可能にします。 
  具体的には、創業計画で検討したアクションプランの実施状況の確認と計画変更の必要性の

検討、創業後の資金繰り状況と資金調達の必要性の有無の検討、創業後に発生した課題の有

無と対応策の検討を中心にフォローアップ支援を実施します。 
 

【数値目標】 
  ◆既存事業者に対する経営計画策定後のフォローアップ支援目標数 

項 目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援件数（全体） 未実施 ３４４回 ３４４回 ３４８回 ３４８回 ４３２回

 

小坂町商工会 － ４８回 ４８回 ４８回 ４８回 ６０回

萩原町商工会 
下呂市馬瀬商工会 － ９６回 ９６回 ９６回 ９６回 １２０回

下呂商工会 － ９６回 ９６回 ９６回 ９６回 １２０回

金山町商工会 － ９６回 ９６回 ９６回 ９６回 １２０回

「新たな事業活動」に対

するﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援件数 － ８回 ８回 １２回 １２回 １２回

※平成２８年度の場合、（経営計画策定数８６件）×年４回（３カ月に１回）＝３４４回 

※経営計画の策定時期によりフォローアップ支援の件数は変動するため、目標は最大数を記載。 
※下呂市馬瀬商工会については、経営指導員が在籍していないため、萩原町商工会と連携し実施します。 

 
  ◆創業者に対する経営計画策定後のフォローアップ支援目標数  

項 目 現状 28年 29年 30年 31年 32年 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援件数（全体） 未実施 ３０回 ３０回 ３０回 ３０回 ４８回

※平成２８年度の場合、（経営計画策定数５件）×年６回（２カ月に１回）＝３０回 

※経営計画の策定時期によりフォローアップ支援の件数は変動するため、目標は最大数を記載。 
 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
  連携支援機関等から公表される市場動向調査の情報収集に努め、小規模事業者がターゲットとす

る市場動向の的確な把握を図り、経営計画の策定に役立てるとともに、経営計画を策定した小規模

事業者については、経営計画の進捗状況等のフォローアップ支援にあわせて、個々の商品・サービ

ス等に対する顧客からの直接評価の情報収集にあたります。 
個社の商品（製品）需要を見据えた商品戦略・サービス戦略の構築や、経営計画の修正、新たな

販路開拓に結びつくよう調査事業を実施します。 
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【現状の取り組み】 

  （１）巡回指導等における需要動向の聞き取り。 

     ・売れ筋商品と消費者ニーズ  ・取引先からの受注状況と同業者の状況 

  （２）物産展・イベントにおける特産品販売の状況把握。 

  （３）パンフレット・ホームページ等における商品の問い合せ状況把握。 

  

【支援上の課題】 

これまで需要動向については、上記のとおり、巡回時の聞き取りをはじめ、イベント等を通じた

特産品等の販売状況の把握程度に留まっており、小規模事業者がターゲットとする市場の動向調

査は実施していませんでした。 
また、小規模事業者個々の商品・役務・サービス等の需要動向についての詳細な調査分析、さら

には小規模事業者へのフィードバックもほとんどなされていませんでした。 
小規模事業者にとって販路開拓の問題が深刻化していることから、市場の動向や、小規模事業者

の提供する商品やサービスが顧客のニーズや需要に合っているかを把握できる需要動向調査を

実施し、経営計画に反映させることが課題となっています。 

 

【支援事業の内容と課題解決のための取り組みと目標】 

（１）市場に関する情報収集と市場動向調査の実施（新規）【指針③】 

 ①各種調査資料による市場動向調査 
   小規模事業者がターゲットとする商圏の市場規模や類似商品の状況を把握するため、地 

域の人口動態、全国消費実態調査、家計消費実態調査、日経テレコンＰＯＳ情報を分析

し把握します。 
 

 ②地域イベントにおける聞き取り調査（定期イベント時） 
地域における消費者の嗜好やニーズを把握するため、飛騨街道かなやま軽トラ朝市（金

山町）、飛騨街道天領朝市（萩原町）を通じて、消費者に直接聞き取り調査します。 
 
◎聞き取り調査を実施する地域イベント  
・飛騨街道天領朝市（萩原町商工会） 

       商店街の観光化を目指し、６月中旬～１１月中旬の毎週金曜日商店街において開催。

平成27年度で７年目となり、年間約10,000人の方が訪れます。 
・飛騨街道かなやま軽トラ朝市（金山町商工会） 

       商店街の観光化を目指し、７月～１０月の毎月第四日曜日商店街において開催。 
平成27年度で５年目となり、年間約2,000人の方が訪れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
飛騨街道 天領朝市（萩原町） 飛騨街道かなやま軽トラ朝市（金山町） 
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 ◎聞き取り調査の項目 
   商品の価格評価、商品の数量評価、選択（購入）理由、類似商品との比較評価、 
   改善点や意見要望 他 
  
 ◎聞き取り調査の実施目標 

項 目 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
イベントにおける 
聞き取り調査実施回数 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

    
③アンテナショップにおける消費者動向の聞き取り調査（半期に１回） 
下呂温泉観光協会が設置する東京吉祥寺駅前のアンテナショップ「いでゆ千年のかお 
り」における消費者の嗜好やニーズを、アンテナショップの運営関係者から聞き取り調 

査します。 

      

 ◎聞き取り調査の項目 
   売れ筋商品の種類や形状、消費者の嗜好、同種商品群の中からの選択（購入）理由、

商品の価格評価、商品の数量評価、商品の改善点や意見要望 他 
      

 ◎聞き取り調査の実施目標 
項 目 現状 28年 29年 30年 31年 32年 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ関係者への 
聞き取り調査実施回数 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

 
  （２）小規模事業者の提供する商品やサービスの需要動向調査の実施（新規）【指針③】 

経営計画を策定した小規模事業者の販売する商品・提供するサービスについて、消費者の評 
価や改善点を把握し経営計画に反映するため、市内５商工会で新たに作成する「需要動向分

析シート」にまとめます。また、商工会や自社のホームページを通じて消費者の評価や改善

点に関する情報を収集します。 
 
①調査項目 商品の価格、形状や大きさ・内容量、類似商品との比較、デザイン、品質、耐

久性などに対する顧客の評価 等 

②調査方法 事業者が、「需要動向分析シート」を利用して顧客から直接、評価やニーズ 
を聞き取り調査できるよう支援します。 

           商工会及び自社のホームページ・ネットショップを通じて、受注状況や消費

者の評価を聞き取り調査します。 
 
（３）整理及び分析【指針③】 

    市場動向調査により収集した情報を取りまとめ、小規模事業者がターゲットとする商圏の消

費者ニーズや嗜好を「経営支援検討会」において整理分析します。 
需要動向調査によって収集した情報は、商品やサービスに対する消費者の評価や改善点を「経

営支援検討会」において整理分析します。 
 

（４）提供及び活用方法【指針③】 

市場動向調査の分析結果は、職員の巡回訪問時や会報・メール・ホームページ等を利用して

小規模事業者全体に提供し、消費者ニーズに対応した商品開発や経営計画の策定・修正等に
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活用します。 

需要動向調査の分析結果は、経営計画を策定した小規模事業者に、フォローアップ支援の実

施時に個別に情報提供し、商品パッケージデザインやチラシ等の販売促進ツールの作成、顧

客ニーズに対応した商品開発、経営計画の修正等に活用します。 
   
【数値目標】  

項 目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
需要動向調査実施件数 

（全体） 未実施 ８６件 ８６件 ８７件 ８７件 １０８件

 

小坂町商工会 － １２件 １２件 １２件 １２件 １５件

萩原町商工会 
下呂市馬瀬商工会 － ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ３０件

下呂商工会 － ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ３０件

金山町商工会 － ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ３０件

「新たな事業活動」に

対する経営計画策定分 － ２件 ２件 ３件 ３件 ３件

※需要動向調査の目標は、経営計画策定者に対して実施するため、経営計画策定目標数と同数とします。 
 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
【現状の取り組みと支援上の課題】 

   これまでは物産展・展示会等の案内、ホームページへの掲載案内、特産品・生産品の紹介パン

フレット掲載事業等、販路開拓支援の取組みを行って来ましたが、タイムリーな周知体制が徹底

されておらず、フォローアップ体制も不十分な状況でした。 
   さらに小規模事業者を巡る経営環境が大きく変化して来ている中で、これまで以上に、小規模

事業者が提供する商品・製品・サービス等を広く周知し、商談に結びつける取り組みが必須とな

っています。 
   これからは需要動向・地域経済の情勢を分析し、小規模事業者が効率よく商品・製品・サービ

スを提供できる地域内外での機会の創出と、「下呂温泉」というブランドを活かした消費人口に 
結びつく観光客等への販路開拓が課題となっています。 
 

【支援方針】 

下呂市内５商工会連携による各種調査結果をはじめ、連携機関等から公表される消費者動向・

需要動向の調査結果、さらには巡回指導等を通じて聞き取りした需要動向について調査分析した

販路開拓に関する情報をタイムリーに収集・整理し、周知・告知を図ります。 

これに基づき、経営計画を策定支援した小規模事業者は無論のこと、既に経営計画を持ってい

る事業者に対し、計画書の後押しをするため、新たな企業間取引・消費者の掘り起しを図れる場

の提供と情報を発信し販路開拓を支援します。 

 

【支援事業の内容】 

（１）ＢtoＢ（企業間取引）の推進・支援（新規）【指針④】 
①下呂市異業種交流会の開催（新規） 
下呂市内５商工会の連携事業によることから小規模事業者数も 1,800 事業所を超える数とな
り、この広域的なスケールメリットを活かした新たな取り組みとして、商工会の垣根を越え
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た全域事業者対象の異業種交流会を年１回開催します。 
先ずは最も身近な下呂市内の小規模事業者間の技術の融合や、商品やサービスのＰＲ、名刺

交換の機会とし、商談の成約に結びつくよう働きかけます。 
将来的には、市外のバイヤーを対象に、下呂市の小規模事業者による商談会を下呂市の温泉

宿泊と組合せ開催することを目指します。 
 
    ◎支援対象者・・・市内での取引先拡大を模索する小規模事業者（全業種） 

    ◎支援目的・・・・市内事業者間の新たな取引先の開拓 

 

②商談会の情報提供と参加支援（新規） 
・郡上ビジネスマッチング「企業お見合い」 

当市に隣接している郡上市商工会が主催する高密度な商談会で、一般開放スタイルの展示

会ではなく企業同士１対１の商談会。お見合いを受ける側が「発注企業」としてパンフレ

ットに掲載され、パンフレットを見てニーズに応えられる企業を「受注企業」として募る

というシステムで事務的な手間が掛りません。隣接市で開催されているという地域性から

も、新たなビジネスパートナーの獲得と商談成立に結びつくことを目的とし参加を呼び掛

けていきます。 

    ◎支援対象者・・・市外での取引先拡大を模索する小規模事業者（全業種） 

    ◎支援目的・・・・近隣市外での新たな取引先の開拓  

  

・日本最大級の異業種交流会 メッセナゴヤ 

愛知万博の理念（環境、科学技術、国際交流）を継承する事業として2006年にスタートし

た異業種交流の祭典。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・地域からの出展を募り、出展

者と来場者相互の取引拡大、情報発信、異業

種交流を図る日本最大級のビジネス展示会で

す。この交流会については、全国展開・海外

展開を図る小規模事業者に呼びかけ新たな販

路開拓の支援にあたります。 

 

◎支援対象者・・・主に製造業を営む市内 

小規模事業者 

◎支援目的・・・・中部圏域での新たな取 

引先の開拓 

 

・ものづくり岐阜テクノフェア 

県内企業、教育機関及び研究機関が連携を深

め、新事業・新技術の創出推進について岐阜

県が支援している中、その一環として、（一

社）岐阜県工業会が、「つくる・みせる・つ

ながる清流のぎふの伝統と最先端」をテーマ

に開催しているフェア。県内外の企業・大学・

研究機関を一堂に集め、世界に誇る技術や製

品・研究成果等を紹介する、ものづくりの魅

力あふれる一大イベントです。中部圏域はじ

め全国展開を図る小規模事業者に呼びかけ、

新たな販路開拓の支援にあたります。 

  

「メッセナゴヤ」開催風景 

「岐阜テクノフェア」開催風景 
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◎支援対象者・・・主に製造業を営む市内小規模事業者 

◎支援目的・・・・岐阜県内での新たな取引先の開拓 

 

③連携支援機関によるビジネスマッチング 

日本政策金融公庫による「インターネットビジネスマッチング」の利用や地元信用金庫に

よる「信金ビジネスマッチング」の案内・参加について、関係支援機関と連携を図りなが

ら情報提供に努め販路拡大の支援にあたります。 
 

   ◆数値目標  

項 目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

市内異業種交流会の開催 未実施 １回 １回 １回 ２回 ２回

郡上ビジネスマッチング参加事業所数 － ５件 ５件 ５件 ８件 ８件

メッセナゴヤ参加事業所数 － １件 １件 １件 １件 １件

ものづくり岐阜ﾃｸﾉﾌｪｱ参加事業所数 － １件 １件 １件 ２件 ２件

連携支援機関のﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ参加件数 － ５件 ５件 ５件 ８件 ８件

ＢtoＢ（企業間取引）商談成立件数 － ２件 ２件 ３件 ４件 ４件

 

（２）ＢtoＣ（企業と消費者間取引）の推進・支援（拡充）【指針④】 
    ①物産展の情報提供と参加支援（拡充） 

・ニッポン全国物産展 

中小・小規模事業者の商品展開力・販売力向上

を図り、地域経済の活性化を図るため、全国商

工会連合会が開催する物産展。全国各地の名産

品、特産品などの物産販売や観光ＰＲが行われ

ます。 
「下呂温泉」というブランドを活かしながら、 
小規模事業者独自の生産物に対する消費者の反 
応が直接収集できる場として参加支援にあたり 
ます。現状は参加募集を行っているものの、参 
加者がいないため、今後は支援対象者を絞り込 
みながら、物産展情報の提供強化を図ります。 
 

◎支援対象者・・・特産品を製造・販売し、全国展開を図る市内小規模事業者 

◎支援目的・・・・全国での販路開拓 

  ◎数値目標  

項 目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
ニッポン全国物産展 

出展事業所数 
０件 ２件 ２件 ３件 ３件 ３件

       

「ニッポン全国物産展」開催風景 
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②Ｗｅｂを活用した販路開拓支援（拡充） 

全国商工会連合会がインターネット

上で展開している「ニッポンセレク

ト．com」をはじめ、各商工会のホー

ムページ等、インターネットを活用し

た商品・サービスの情報発信を支援し

ます。 
また、インターネット等に関する知識

が不十分な小規模事業者を対象に、専

門家派遣による個別指導を実施し、ネ

ット販売及びソーシャルネットワー

ク等の利用による販路拡大を支援し

ます。 
◎支援対象者・・・特産品を製造・販売し、全国展開を図る市内小規模事業者 

◎支援目的・・・・全国での販路開拓 

  ◎数値目標  

項 目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
ニッポンセレクト 

掲載出展事業所数 
５件 ７件 ７件 ７件 ８件 ８件

   

  ③既存のイベントにおける販路拡大支援（新規） 

     商店街活性化と地域振興・交流人口の拡大を目指し２つの商工会が開催している事業につ

いて、商工会地域の枠を払拭し、特に特産品等の製造販売事業所を対象に積極的な参加を

促し販路拡大の一助とします。 
 ◎想定する既存イベント・・・需要動向調査にて記載した、以下の２イベントを想定 

・飛騨街道天領朝市（萩原町商工会） 
         商店街の観光化を目指し、６月中旬～１１月中旬の毎週金曜日商店街において開

催。平成27年度で７年目となり、年間約10,000人の方が訪れます。 
・飛騨街道かなやま軽トラ朝市（金山町商工会） 

         商店街の観光化を目指し、７月～１０月の毎月第四日曜日商店街において開催。

平成27年度で５年目となり、年間約2,000人の方が訪れます。 
   ◎支援対象者・・・特産品など、観光客向け商品を扱う市内小規模事業者 

◎支援目的・・・・観光客への販路開拓 

   ◎数値目標    

項 目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
既存イベント 

出展事業所数 
－ ２件 ４件 ６件 ８件 １０件

 

④他の団体との連携による販路拡大支援（新規） 

「下呂温泉」というブランドを活かした支援の一つとして、東京・吉祥寺にオープンした

アンテナショップ「いでゆ千年のかおり」や「いでゆ夜市」（毎年７～８月の土曜日に下

呂温泉街で開催されるイベント事業）を運営する下呂温泉観光協会からの情報提供をもと

に、参加を促すなど販路拡大の一助とします。 
現在は、他の団体からの依頼に基づき、出展見込事業者情報の提供を行っているに留まっ

ていますが、今後は販路開拓支援ツールの一つとして、事業者へのアプローチを強化し、

出展者を募ります。 

全国商工会連合会がインターネット上で 

展開する「ニッポンセレクト．com」 
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◎支援対象者・・・特産品など、観光客 

向け商品を扱う小規 

模事業者 

◎支援目的・・・・観光客や東京在住者 

への販路開拓 

       

 

 

 

 

◎数値目標       

項 目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
他団体との連携によ

る出展事業所数 
－ ２件 ４件 ６件 ８件 １０件

 

（３）出展者に対するフォローアップ支援の実施（新規）【指針④】 
やみくもな商談会・物産展への出展は、一過性的なイベントとして終わってしまい成約・販

路拡大に結びつかない可能性もあることから、上記の取り組みの中で、毎月開催する「経営支

援検討会」において職員間にて情報収集を行い、出展に対し次の事項をポイントに新たな需要

開拓に結びつくよう支援内容を検討し、継続的にフォローアップ支援を実施していきます。 
 

①提供する商品・製品・サービスに関する支援 

他社製品と比較しての価格の設定、パッケージと消費者のイメージ、パンフレット、カタロ

グの作成など、市場動向調査や需要動向調査を基にした商品力の向上支援を実施します。 

商品デザインなど専門的分野については専門家派遣制度を活用します。 

 

②展示会等の出展に関する支援  

出展に対する事前指導を実施し、ターゲットの絞り込みと効果的なブースデザインを検討し

ます。また、出展時の消費者アンケート調査の実施などによる消費者ニーズ等の把握方法も

検討します。 

 

③商談会・交流会への参加に関する支援 

バイヤーに対する営業活動の実施方法や商談成立後のフォロー方法を支援します。 

 
 

Ⅲ．地域経済の活性化に資する取り組み【指針③、④】 

【現状の取り組みと支援上の課題】 

下呂市内５商工会各地域においては、「下呂温泉」をはじめとする温泉や地域資源が数多く点在

しています。 
この地域資源の共有化を図り、単に宿泊だけの通過型温泉地からの脱却と消費拡大のための交

流人口増に向け、平成 19 年度以後数年間にわたって５商工会連携による下呂市の情報を全国に
発信する事業を企画。各地域観光協会等の協力のもと、「小規模事業者全国展開支援事業」、「岐

阜県地域活性化ファンド事業」等を通じ、「おもてなしの下呂市温泉郷 連泊できる環境づくり」

と銘打った滞在型交流人口の拡大事業を展開してきました。 

これにより、下呂市として各地域の観光資源が共有されつつあり、下呂市の地域性にあった新

たな観光事業の展開に結びつけることができました。 

 

右写真は、下呂温泉観光協会が

運営する「いでゆ夜市」の様子
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しかしながらこのような事業は、小規模事業者等にとっ 

て、新しい観光戦略としての「種まき事業」になったもの 

の、継続的な販路拡大のための支援につながっていない状 

況であり、さらに連携事業でありながら、市内事業者の産 

業間連携にまで至りませんでした。 

 

【支援方針】 

下呂市への観光入込み客数は年間約２６５万人と岐阜県

内では有数の観光地と言えます。この中で「日本三名泉； 下

呂温泉」という知名度の高い資源を活かせる当市において、

市内各地域の「地域資源」にスポットをあて、市内事業者

支援機関と連携を図り下呂市内での回遊性を高めるととも

に、「下呂」のブランド化の推進を図り、観光入込み客数

の増加と消費人口への転換による地域経済の活性化を目指

します。 

これにあわせ、小規模事業者の新たな販路の開拓と経済

効果の拡大を目指し、更には産業間の連携と消費拡大によ

る雇用の創出を図ります。 

 

【支援事業の内容】 

  （１）地域資源を活かした「下呂」のブランド化の推進による地域経済の活性化（拡充） 

【指針③、④】 

    ①地域経済活性化意見交換会（新規） 
市内事業者支援ネットワークによる「事業者支援連絡会議」（四半期ごと開催）にあわせ、

下呂市観光課・各地区観光協会・旅館組合の経済団体、さらには地域経済の活性化の取り

組みに積極的である市内唯一の高校：益田清風高校を交え、「地域資源」を活かしたブラ

ンドづくりの方向性等について意見交換会を開催します。 
意見交換会においては、「地域資源」を活かした観光開発や「地域食材」を使った特産品

開発など、新たな「下呂」のブランド化に向けた事業の検討を行います。 

また、高校生等の若い世代からは「地域資源」活用による経済の活性化と雇用の創出につ

いても意見を求め、若者の定着のために地域や事業者が取り組むべきこと等を検討します。

 
◎ブランド化を推進したい各地域の地域資源（スポット） 

   ・飛騨小坂の滝めぐり（小坂地域） ・飛騨街道はぎわら宿と天領朝市（萩原地域）

   ・里山風景と清流馬瀬川（馬瀬地域） ・日本三名泉下呂温泉（下呂地域） 
   ・飛騨金山「筋骨」めぐりと軽トラ朝市（金山地域）  

・下呂市内桜めぐり（下呂市全域） 
 

  ◎ブランド化による販路拡大を図りたい特産品 
   ・飛騨牛、ケイチャン、地酒等の食品、木工製品 

 
    ②「地域資源」の情報発信事業 

◎下呂市特産品共同チラシの作成と「下呂市特産品ＰＲ即売会」の開催（新規） 

       下呂市各地域の特産品の情報収集を行い、共同チラシを作成。地域特産品の「下呂」

ブランドの発掘と市外に向け情報発信を図ります。更に下呂市内５商工会各地域の特

産品の一層のＰＲを図るために、飛騨街道天領朝市（萩原町商工会）・飛騨街道かな 
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やま軽トラ朝市（金山町商工会）開催にあわせ、年に１回ずつ「下呂市特産品ＰＲ即

売会」を開催し、新たな販路の開拓と市内事業者間の連携を図ります。 

       

◎「下呂市桜めぐり」パンフレットの作成（新規） 

    下呂市内各地域には名所と呼ばれる「桜」が数多くあり、年々観光客も増加して来て

います。また、下呂市は南北に国道41号線とＪＲ高山線が走り、南部から北部に向か

って徐々に標高も高くなるため、桜前線の北上に伴って長期間に亘り「桜」を楽しむ

ことができます。そこで、この特徴を活かして各地域の資源を結びつけた「下呂市桜

めぐり」のパンフレットを新たに作成しＰＲすることにより、観光入込み客の増加と

下呂市内での回遊性を高め、消費の拡大を目指します。 

 

◎Ｇランチ＆Ｇグルメ地域食材情報発信事業（拡充） 

現在、下呂市内５商工会の連携事業として、市内

で採れる食材を使った料理や、古くから下呂市内

で愛されてきた郷土料理を提供する飲食店の情報

を掲載した小冊子「Ｇランチ＆Ｇグルメ」を作成

しています。この事業は「食」のブランド化によ

って、下呂市の魅力を向上させ、観光客の街中散

策を促進し、市内での滞在時間の延長と消費の拡

大を図るものです。 
今後は、掲載する飲食関係事業者の増加を図り、より一層、「下呂の食」のブランド

化（観光資源化）を図り、今も埋もれている地元食材やメニューの掘りおこしにも努

め、「食」が下呂を訪れる目的の一つとなることを目指します。 
        
       ・「Ｇランチ＆Ｇグルメ」事業の数値目標 

項 目・商工会名 現状 28年 29年 30年 31年 32年 
Ｇランチ＆Ｇグルメ 
掲載事業所数（全体） ８２件 ８５件 ８８件 ９０件 ９３件 ９６件

 

小坂町商工会 １１件 １１件 １２件 １２件 １２件 １３件

萩原町商工会  ５件 ６件 ６件 ７件 ８件 ８件

下呂市馬瀬商工会  ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 ４件

下呂商工会 ５５件 ５６件 ５７件 ５７件 ５８件 ５９件

金山町商工会  ９件 １０件 １０件 １１件 １２件 １２件

  

（２）にぎわいの創出に向けたイベント事業の実施（拡充）【指針③、④】 

     これまでの地域振興事業は商工会毎に実施しており、中には「地域振興＝イベント」とな

っている事業もありました。今後は、こうした従来のかたちを見直し、商工会における各

地域のイベント事業への関わりに対する仕分けを行います。その上で、地域の魅力の発信

と交流人口の増加が見込まれる商工会の地域振興事業について、市内５商工会が連携し、

商工会地域の枠を払拭して市内全域の事業者の参加を募り、観光客の回遊性を高め、にぎ
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わい創出と販路開拓を図ることで地域経済の活性化に結びつけていきます。 

 
◎具体的なイベント事業の内容 
飛騨街道天領朝市・飛騨街道かなやま軽トラ朝市の活用。 
・この２事業（イベント）は、商店街活性化と地域振興・観光振興（交流人口の拡大）

を目指し萩原町商工会及び金山町商工会が開催しています。来場者は地域消費者及

び観光客と幅広い客層となっています。 

しかし、これまではあくまでも各商工会の事業であって、参加事業者の募集も実施

する商工会が単独で行ってきました。 

今後は、市内５商工会の連携により、この２つのイベントへの参加者を市内全域か

ら募り参加事業者の充実を図ることで、下呂温泉をはじめとした市内温泉地を訪れ

た観光客の市内回遊性を高め、各参加事業者にとっても商品に対する地元住民や観

光客の需要動向をタイムリーに把握する場や販路開拓の場としての活用を強化し

ます。  

 

 

Ⅳ．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 

経営発達支援計画を円滑に実施するためには、各々の経営指導員の一層の支援力向上を図らなけ

ればなりません。そこで、下呂市内の５商工会の強固な連携体制を構築し、その連携を活かすこと

によって、支援力向上を図ります。 
各商工会が単独で取り組む場合、地域ごとに業種の特性もあるため、おのずと経験する業種や案

件が偏ることも考えられます。しかし、広域での連携により、これまでに経験のない業種や分野で

の支援も情報交換・情報共有あるいは、実際に経験することができ、経験案件の蓄積量が格段に増

加し、今まで以上の支援力向上につながります。 
また、複数他者の目から見た支援方法を学び、事業者に多くの支援策や対応策を提案できること

で、事業者にとっても有効な支援を選択できることとなり、希少な情報や効果的な支援ノウハウ、

失敗した支援事例も共有することができます。 
具体的には、「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」及び「経

営指導員等の資質向上等に関すること」に分けて記載します。 
 

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 
【現状の取り組みと実施上の課題】 

   専門家との連携については、現在は岐阜県商工会連合会及び同飛騨ブロック広域支援室を通じ

た専門家派遣制度の活用と、専門家との同行支援の実施によって情報共有と支援策の提案をおこ

なっていますが、地元金融機関や行政及びその他の支援機関との間では、個々の支援案件におい

て、支援上の必要に応じた情報の収集・交換を行っているに留まっています。 
とくに需要動向については、地元支援機関ならではの情報を共有することにより、事業者間の

マッチングなどによる新たな需要開拓が可能となることから、下呂市内の他の支援機関との連携

体制の構築が課題となっています。 
 

【実施方針と実施事業の内容】 

（１）市内事業者支援ネットワークの構築 

    行政及び市内金融機関と連携して、市内事業者支援のための新たなネットワークを構築し、

四半期に１回、それぞれの得意分野を背景とした支援ツールの共有を図り、市内事業者間の

マッチング支援や、事業者に対する連携支援の案件、創業支援案件について意見交換します。
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    ①各支援機関の得意分野  

  行  政・・・事業者支援に関する施策情報の提供、施策の活用支援 
     金融機関・・・資金計画の作成、業況・景況の分析、金融支援 
     商 工 会・・・専門家派遣制度の活用、経営計画策定支援と実施支援 
                 

②連携する支援機関 

下呂市観光商工部商工課、及び下呂市内金融機関（下記の６行１８支店） 

       株式会社十六銀行（益田支店・下呂支店）、関信用金庫（金山支店）、 

八幡信用金庫（金山支店）、高山信用金庫（小坂支店・下呂支店）、 

益田信用組合（本店営業部・小坂支店・萩原支店・竹原支店・金山支店）、 

       飛騨農業協同組合 

（小坂支店・萩原支店・浅水支店・馬瀬支店・下呂支店・竹原支店・金山支店）

 

    ③事業内容 

     下呂市内の需要動向、需要開拓の事例、市内での事業者マッチング、下呂市創業支援事業

に関する情報交換と情報共有を図ります。 
  

    ④目標  

年４回（四半期ごと）『事業者支援連絡会議』を開催します。この会議は、下呂市創業支援

連絡会議と同時に開催し、創業支援についても連携を図ります。ただし、この連絡会議に

は、支店が複数のある金融機関については金融機関ごとに代表者が参加することとし、情

報や案件に応じて、管轄する支店と連携します。 
 

（２）専門家派遣制度を活用した事業者支援の実施と、商工会間での情報の交換・共有 

 

「他の支援機関との連携」のイメージ図 

             

市内事業者支援ネットワーク 

     
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政） 
下呂市観光商工部 

商工課

（下呂市内５商工会） 
小坂町商工会 
萩原町商工会 
下呂市馬瀬商工会 
下呂商工会 
金山町商工会 

（下呂市内６金融機関） 
十六銀行 
高山信用金庫 
関信用金庫 
八幡信用金庫 
益田信用組合 
飛騨農業協同組合 

【専門家派遣】岐阜県商工会連合会・ミラサポ・岐阜県よろず支援拠点 

    岐阜県産業経済振興センター・ソフトピアジャパン 
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①連携する支援機関 

岐阜県商工会連合会及び同飛騨ブロック広域支援室、ミラサポ、岐阜県よろず支援拠点、

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター、公益財団法人ソフトピアジャパン 

 

    ②事業内容 

     専門家派遣制度を通じた支援機関及び派遣専門家との情報交換と、業界や県内など広い地

域での需要動向情報、需要開拓事例の収集を行います。また、専門家との同行訪問によっ

て、専門家の持つ支援ノウハウを学び、職員間及び商工会間でも情報を交換・共有します。

   

③目標 

     専門家派遣制度は随時実施し、派遣制度によって得た情報は、毎月１回開催する、市内５

商工会の経営指導員による「経営支援検討会」において、情報の共有を図ります。   

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 
経営指導員の資質向上のイメージ図 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【現状の取り組みと実施上の課題】 

現在実施している職員の資質向上のための取組は、岐阜県商工会連合会の主催による研修会へ

の参加、自主的な中小企業大学校での研修会への参加、全国商工会連合会によるWEB研修の自
主的な受講といった勉強会などによる知識の習得を行っているほか、岐阜県商工会連合会飛騨ブ

ロック広域支援室職員や専門家との同行支援による支援現場での経験の蓄積による資質の向上を

行っています。 
しかしながら、特に知識の習得については自主的な自己研鑽に頼っており、市内の職員間での

情報交換や情報共有は図られておらず、目的を持った研修の受講と情報共有による知識の平準化、

お互いの支援情報の共有による今以上の経験の蓄積と支援能力の高レベルでの平準化が課題とな

っています。 
また、経営計画の策定支援に必要不可欠な、小規模事業者の問題点を把握するためのヒアリン

 

各商工会内部での 

資質向上（Ｏ-ＪＴ） 

 

外部からの知識習得 

による資質向上 

（Ｏff-ＪＴ） 

 

経営支援検討会 

支援案件・支援方法の共有化

と意見交換 

 中小企業大学校

の研修会へ参加
共有サーバーによる

情報共有 

複数指導員による

チーム支援 

事務局長や補助員

等、業務職員との

情報交換・共有 

岐阜県商工会連

合会の研修会へ

参加 
全職員へのフィードバック

（職種を超えた資質向上） 
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グ力、問題点を解決するための提案力の向上も課題となっています。 

 

【実施方針】 

下呂市内５商工会が共同申請する最大の利点の一つは、支援経験の蓄積による職員資質の向上

だと考えています。５商工会の支援案件を職員の間で共有し合うことによって、これまで以上に、

関わることのできる支援案件が増えることになります。 
１つの案件に複数職員が関わりながら、支援現場において職員資質の向上を図る（ＯＪＴ）と

ともに、各職員の経験や受講した研修内容については情報の共有による知識の平準化を図ります。

  
【実施事業の内容】 

（１）経営支援検討会による資質向上 

    市内５商工会が新たに取り組む連携事業として、毎月１回、市内経営支援員の経営支援検討

会を開催します。その検討会において、直前１カ月間の支援案件について情報提供し、支援

方法、支援手法を複数の職員で検討するとともに、支援結果も報告し、今後のフォローアッ

プや、他の事業者とのマッチングの可能性を検討します。 
他の職員と意見交換することで、複数の支援策を検討し、支援内容の充実を図ります。 
また、事業者ヒアリングシートの改良や、支援ツールの使い方なども検討・研修し、事業者

の実態把握のためのヒアリング力の向上を図ります。 
支援内容などの必要に応じ、経営指導員以外の職種についても研修会を開催し、ヒアリング

シートなどのツールの活用方法などを学び、支援力の向上を図ります。 
当初は、経営指導員の指導した全案件を持ち寄り、内容を検討し、複数の職員が関わるべき

案件を見極める目も養います。経営支援検討会の開催回数を重ねる度に、創業や認定三法に

関わる案件、マッチング案件などを中心に支援方法を検討します。 
   

（２）チーム支援の実施による資質向上 

    ベテラン職員と若手職員、あるいは市内の他商工会の職員との同行支援を実施し、指導助言

内容や情報収集方法を学び、現場での資質向上を図ります。 
また、専門家との同行訪問により、ヒアリング・提案能力といった専門家のノウハウの習得

を図ります。 
 
（３）職種の垣根を越えた情報共有と連携による資質向上 

    事業者支援にあたって、指導員のみで支援を行うのでなく、事務局長や業務職員、記帳職員

とも情報を共有します。 
特に指導員以外の職種の職員は地元出身の職員も多く、地元ならではの事業者の評判や情報

も持ち合わせており、指導員が気付いていない情報が企業支援のヒントにつながることもあ

ると思われます。 
    企業支援にあたっては、各商工会内で情報交換を密にし、支援情報を共有するとともに、特

にマッチング支援の案件については毎月開催の経営支援検討会にも必要に応じて招集し、情

報を交換・共有します。 
   
（４）外部研修会による資質向上 

    岐阜県商工会連合会の開催する研修会や中小企業大学校など、外部の研修会で支援ノウハウ

を学ぶとともに、その研修内容を５商工会の職員研修会で共有し、支援力の向上を図ります。

岐阜県商工会連合会の研修会では、経営支援を行うためのスキルアップとコミュニケーショ

ン能力の向上を目的とし、中小企業大学校の課題別研修では、「農商工連携支援の進め方」や

「経営革新計画のフォローアップ支援」といった、事業者の新たな事業活動を支援するため
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に必要となる知識や支援力の向上を目的に受講し、研修で得た知識を毎月開催の経営支援検

討会で報告し、資質の向上と平準化を図ります。 
 

（５）市内５商工会全体で情報共有することによる資質向上 

    支援事例や支援資料、地域データなど、今後の支援にも有用なものは、５商工会の共用サー

バーに保存し、いつでも、経営指導員だけでなく全職員が閲覧・再利用できるようにします。

データの更新は経営支援検討会で協議し、最新のものを共有化します。 
経営支援検討会で検討・協議されたことは、各商工会で経営指導員が報告し、経営指導員以

外の職員との情報共有体制を構築するとともに、資質向上につなげます。 
            

 

３．事業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、計画した事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行います。

 

（１）評価体制の構築 

市内商工会長 5 名、中小企業診断士 1 名、下呂市観光商工部長の７名による「経営発達支援

事業評価委員会」を設置し、年度毎（年１回）に評価委員会を開催し、事業実施状況、成果

の評価・見直し案を作成します。 

成果の評価指標は、各商工会や全体の年度目標と実績、支援に対するＣＳ調査、経営指導員

を中心に毎月開催する経営支援検討会による内部の検討結果等を用います。 

また、経営支援検討会では、毎月、計画の進捗状況を確認しながら「経営発達支援計画」を

推進します。 

 

  

             事業評価体制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）評価・改善報告 

（１）において提示された評価・見直し案については、各商工会の理事会へ報告し、協議い

ただくとともに、次年度事業計画に反映します。 

    各商工会は見直し結果を踏まえた事業計画を、各総会（総代会）において報告し承認を受け

ます。 

 

（３）周知・広報 

事業の成果・評価・見直しの結果を各商工会のホームページで公表し小規模事業者がいつで

も閲覧できるようにするとともに、各商工会の会報に掲載し、周知を図ります。 

 

経営発達支援事業評価委員会 
（委員７名） 

内部委員 
市内商工会長（５名） 

 外部委員 
中小企業診断士 

   下呂市観光商工部長 

年度目標 
と実績 

CS調査 

経営支援検討会によ

る内部検討の結果 

・実施状況の評価 
・事業成果の評価 
・事業の見直し案 
の作成 
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（４）次へのステップへ 

（３）の周知・広報の実施により、小規模事業者から出された質問や提案等は、経営発達支

援事業評価委員会に報告し、この評価委員会において見直し案の参考にします。 

 

 

事業評価スキーム（ＰＤＣＡサイクルによる評価と見直し） 

     

       

  

                       

 

 

  

    

 

 

                      

                         

ＨＰ・会報での公表             ＣＳ調査の実施 

                      職員の内部検討 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画の

実行（Ｄo） 

外部有識者を含めた事業評価委

員会による事業評価と見直し案

の作成（Ｃheck） 

理事会・総(代)会による事業計画の検

証・見直し案の承認決定と事業者への

広報周知（Ａction） 

事業計画の作

成（Ｐlan） 
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Ⅴ．経営発達支援事業の全体像 

  

 

 

 

 

 

 

経営発達支援 

計画の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  経営支援に関する市内５商工会の強固な連携体制の構築 

 

  

 

 

                           

経営分析支援 

事業所実態アンケート 

事業所実態ヒアリング 
強み・弱み分析 
記帳データ・決算書分析

需要動向調査 

POS情報、地元金融機関情報 
アンテナショップ情報、HP等の情報 
地域活性化事業を通じた消費者情報 

地域活性化事業 

需要動向の調査 
ブランド化と消費拡大

（販路開拓） 

経営計画作成支援 

経営計画作成セミナー 
新たな事業活動支援 

創業支援 
フォローアップ支援 

経済動向調査 

下呂市内景況調査 
市内消費動向調査 
各種統計資料情報 
連携機関情報 

職員資質向上・支援力向上 他の支援機関との連携 

事

業

評

価

と

見

直

し

販路開拓支援 

異業種交流会の開催 
展示会等参加支援 

WEBや他団体事業の活用支援 
地域活性化事業を通じた販路開拓 

全体像のイメージ 
経営発達支援計画

を、商工会間の連

携体制の構築によ

る職員の資質向上

と他の支援機関と

の連携体制で支え

ます。 

全体像のイメージ 
小規模事業者を取り巻く外部環

境と需要動向の分析に基づいた

経営計画策定と販路開拓を支援

の柱として実施します。毎年、

事業評価を行い、より効果のあ

る支援となるよう、経営発達支

援計画を見直します。 
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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１月現在）

Ⅰ．組織体制 

  下呂市内５商工会は、経営発達支援計画を共同実施します。幹事商工会は下呂商工会とします。
 

  （１）共同実施組織の名称 

     組織の名称を「下呂市商工会連絡協議会」とし、代表者を中川正之（下呂商工会長）とし

ます。下呂市商工会連絡協議会は、下呂市内５商工会の会長及び副会長で構成し、経営発

達支援計画の実施における最高意思決定機関とします。 

 

（２）下呂市商工会広域支援センターの設置 

下呂市商工会連絡協議会内に、経営発達支援事業を実施する「下呂市商工会広域支援セ 

ンター」を設置し、市内４商工会の事務局長（４名）が事業の実施を統括します。 

経営発達支援事業は、主に各経営指導員（７名）が実施します。実施にあたっては、毎月

１回、経営指導員が経営支援検討会を開催し、直前１か月間の支援案件についての情報 
を提供・共有し、支援の方向性や支援方法を検討しながら支援内容の充実を図ります。 
 

（３）各商工会職員との連携（情報共有） 

経営支援検討会の検討内容や支援情報は、各商工会に持ち帰り、他の業務職員（補助員５

名・記帳専任職員２名）とも支援情報を共有し、業務職員の独自情報を加味して支援方法

を再考察するとともに、今後の支援事業スケジュールの検討・確認を行います。 
（下呂市馬瀬商工会については、経営指導員の配置が無いため、萩原町商工会の経営指導

員が中心となって事業者支援を担います。） 
 

  （４）体制図 

  
           
       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下呂市商工会連絡協議会 
（幹事商工会；下呂商工会） 

小坂町商工会 
事務局長１名 
経営指導員１名 
補助員１名 
記帳専任職員１名 

下呂市商工会広域支援センター 
各商工会事務局長４名（兼務）が統括 
 

萩原町商工会 
事務局長１名 
経営指導員２名 
補助員１名 
記帳専任職員１名 

下呂商工会 
事務局長１名 
経営指導員２名 
補助員１名 

下呂市馬瀬商工会 
補助員１名 
（萩原町商工会の

経営指導員が支援

事業を担う） 

金山町商工会 
事務局長１名 
経営指導員２名 
補助員１名 

経営支援検討会 
各商工会経営指導員７名（兼務）

による共同支援体制 

支援人員の内訳 
事務局長  ４名 
経営指導員 ７名 
補助員   ５名 
記帳専任  ２名 

  計  １８名  
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Ⅱ．連絡先 

商工会名 所在地 電話番号 担当部職名 

下呂商工会 
（幹事商工会） 下呂市森 801－10 0576-25-5522 事務局長 

小坂町商工会 下呂市小坂町小坂町 769 0576-62-2176 事務局長 

萩原町商工会 下呂市萩原町萩原 1166-24 0576-52-2500 事務局長 

下呂市馬瀬商工会 下呂市馬瀬名丸 432 0576-47-2244 補助員 

金山町商工会 下呂市金山町大船渡 571-1 0576-32-3370 事務局長 
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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） 

 ２８年度

(28年4月

以降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

経営発達支援事業費 

（必要な資金の額） 
6,150 6,150 6,150 6,150  6,150 

 

 

1 経済動向調査事業費 
  景況調査 
  消費動向調査 

  

2 経営状況分析事業費 
  事業所実態ｱﾝｹｰﾄ 
 

3 経営計画策定支援事業費 
  経営計画策定セミナー 
  経営計画向上セミナー 

  創業者セミナー 

 

4 経営計画実施支援事業費 
  専門家派遣 
 

5 需要動向調査事業費 
  市場動向調査 
  需要動向調査 

 

6 需要開拓事業費 
  下呂市異業種交流会 
  商談会、地域ｲﾍﾞﾝﾄ 

 

7 地域経済活性化事業費 
  地域活性化意見交換会 
  特産品ＰＲ即売会 

  下呂市桜めぐり 

  Ｇランチ＆Ｇグルメ 

 

200 
（100）

（100）

350 
（350）

2,300 
（1,000）

（300）

（1,000）

300 
（300）

200 
（100）

（100）

1,000 
（500）

（500）

1,800 
（100）

（200）

（500）

（1,000）

200 
（100）

（100）

350 
（350）

2,300 
（1,000）

（300）

（1,000）

300 
（300）

200 
（100）

（100）

1,000 
（500）

（500）

1,800 
（100）

（200）

（500）

（1,000）

200 
（100）

（100）

350 
（350）

2,300 
（1,000）

（300）

（1,000）

300 
（300）

200 
（100）

（100）

1,000 
（500）

（500）

1,800 
（100）

（200）

（500）

（1,000）

 

200 
（100） 

（100） 

 

350 
（350） 

 

2,300 
（1,000） 

（300） 

（1,000） 

 

300 
（300） 

 

200 
（100） 

（100） 

 

1,000 
（500） 

（500） 

 

1,800 
（100） 

（200） 

（500） 

（1,000） 

 

200 
（100）

（100）

350 
（350）

2,300 
（1,000）

（300）

（1,000）

300 
（300）

200 
（100）

（100）

1,000 
（500）

（500）

1,800 
（100）

（200）

（500）

（1,000）

（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・県・市補助金、会費、手数料、共済受託料、使用料、雑収入 

（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．地域の経済動向調査に関すること 
２．経営の状況分析に関すること 
３．事業計画の策定支援に関すること 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
５．需要動向調査に関すること 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
７．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 
８．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 
９．経営指導員等の資質向上等に関すること 
１０．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

連携者及びその役割（役割は連携体制図に記載） 
 
●行政 
下呂市 市長 野村 誠 

〒509-2295 下呂市森 960 ℡0576-24-2222 
●支援機関 
公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター 理事長 丹羽義典 
        （岐阜県よろず支援拠点） 

〒500-8505 岐阜市薮田南 5-14-53 ℡058-277-1090 
 
公益財団法人 ソフトピアジャパン 理事長 熊坂賢次 

〒503-8569 大垣市加賀野 4-1-7 ℡0584-77-1144 
 
ミラサポ   0570-057-222（運営事務局コールセンター） 

 
岐阜県信用保証協会高山支店 支店長 吉田茂隆 

〒506-0025 高山市天満町 4-70 ℡0577-33-5014 
 
岐阜県商工会連合会 会長 岡山金平 

〒500-8384 岐阜市薮田 5-14-53 ℡058-277-1068 
 
●地域金融機関 
日本政策金融公庫岐阜支店 支店長 木村正明 

〒500-8844 岐阜市吉野町 6-31 ℡058-263-2136 
 
益田信用組合本店営業部 理事長 伊東 祐 

〒509-2202 下呂市森 690-1 ℡0576-25-3145 
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十六銀行益田支店 支店長 園部哲也（27年 9月 28日 経営に関する包括的連携協定締結）

〒509-2517 下呂市萩原町萩原 1283-2 ℡0576-52-1004 
 
十六銀行下呂支店 支店長 林 芳幸（27年 9月 28日 経営に関する包括的連携協定締結）

〒509-2202 下呂市森 979-1 ℡0576-25-2001 
 
関信用金庫金山支店 支店長 村瀬光昭 

〒509-1614 下呂市金山町大船渡 591-5 ℡0576-32-3176 
 
八幡信用金庫金山支店 支店長 尾藤教好 

〒509-1622 下呂市金山町金山 1930-1 ℡0576-32-2779 
 
高山信用金庫小坂支店 支店長 熊﨑秀樹 

〒509-3104 下呂市小坂町小坂町 847-2 ℡0576-62-3101 
 
高山信用金庫下呂支店 支店長 荒畑勝之 

〒509-2202 下呂市森 1064-24 ℡0576-25-2100 
 
飛騨農業協同組合小坂支店 支店長 野村勝良 

〒509-3104 下呂市小坂町小坂町 815 ℡0576-62-3151 
 
飛騨農業協同組合萩原支店 支店長 阪本昌也  

〒509-2517 下呂市萩原町萩原 1853 ℡0576-52-1008 
 
飛騨農業協同組合浅水支店 支店長 小池隆二 

〒509-2508 下呂市萩原町尾崎 9-6  ℡0576-55-0234 
 
飛騨農業協同組合馬瀬支店 支店長 田口正之 

〒509-2612 下呂市馬瀬名丸 15  ℡0576-47-2211 
 
飛騨農業協同組合下呂支店 支店長 丸山正治 

〒509-2202 下呂市森 964-3-2  ℡0576-25-3040 
 
飛騨農業協同組合竹原支店 支店長 伊藤修二 

〒509-2314 下呂市宮地 453-4  ℡0576-26-3111 
 
飛騨農業協同組合金山支店 支店長 亀山義行 

〒509-1622 下呂市金山町金山 1909-1  ℡0576-32-4111 
 

●その他経済団体等 
飛騨小坂観光協会 会長 熊﨑武久 
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〒509-3104 下呂市小坂町小坂町 769 ℡0576-62-2176 
 
萩原町観光協会 会長 上野田隆平 

〒509-2517 下呂市萩原町萩原 1166-24 ℡0576-52-2500 
 
一般社団法人 下呂温泉観光協会 会長 瀧 康洋 

〒509-2202 下呂市森 922-6 ℡0576-24-1000 
 
南飛騨馬瀬川観光協会 会長 加藤久人 

〒509-2615 下呂市馬瀬西村 1695 ℡0576-47-2641 
 
金山町観光協会 会長 長尾伴文 

〒509-1695 下呂市金山町大船渡 679-1 ℡0576-32-3544 
 
下呂温泉旅館協同組合 理事長 瀧 多賀男 

〒509-2207 下呂市湯之島 801-2 ℡0576-25-2064 
 
岐阜県立益田清風高等学校 校長 中垣内隆夫 

〒509-2593 下呂市萩原町萩原 326-1 ℡0576-52-1021 
 
 

連携体制図等 

 

下呂市内５商工会

小坂町商工会

萩原町商工会

下呂市馬瀬商工会

下呂商工会

金山町商工会

岐阜県

商工会

連合会
日本政策公庫

市内金融機関

県信用保証協
会

岐阜県よろ
ず支援拠
点・ソフト
ピアジャパ
ン・ミラサ
ポ

地元県立
高校

観光協会

旅館組合

下呂市
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連携者：市内金融機関 

役 割：業況判断調査の情報提供 

 

 

 

 

連携者：下呂温泉観光協会 

役 割：吉祥寺アンテナショップの特産品売れ筋・需要動向の情報提供  

 

 

 

 

連携者：県商工会連合会・県産業経済振興センター・ミラサポ・ソフトピアジャパン

    県信用保証協会 

役 割：専門家派遣・指導助言・経営情報提供 

 

 

 

 

連携者：下呂市・市内金融機関・県商工会連合会・県産業経済振興センター 

    ミラサポ・ソフトピアジャパン・県信用保証協会 

役 割：補助金交付・市内空き家空き店舗情報の取集と提供・相談指導・専門家派遣

    経営情報提供 

 

 

 

 

連携者：県商工会連合会・下呂温泉観光協会・日本公庫・市内金融機関 

役 割：物産展 見本市 ビジネスマッチング等機会の情報提供・アンテナショップ出

店スペースの提供・新製品及び受発注情報の収集発信 

 

 

 

 

連携者：下呂市・市内観光協会・下呂温泉旅館協同組合・県立益田清風高校・市内農

協各支店 

役 割：観光資源開発とＰＲへの協力・特産品開発とＰＲへの協力・農商工連携協力

 

地域経済動向調査の実施 

経営分析・需要動向調査の実施 

事業計画策定・実施支援 

創業支援・第二創業支援 

小規模事業者の販路開拓支援 

地域経済活性化事業の実施 
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連携者：下呂市・県商工会連合会・日本公庫・市内金融機関・県産業経済振興センタ

ー 

    ミラサポ・ソフトピアジャパン 

役 割：講習会セミナーの開催・研修会等の開催・施策情報の提供 

 

 

 

 

連携者：下呂市・中小企業診断士 

役 割：事業実施状況及び成果に対する評価・見直し案の作成 

 

 

 

 

職員の資質向上 

事業評価及び見直しの実施 


