
経営発達支援計画の概要 

実施者名 大垣商工会議所（法人番号 7200005004267） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 (5 年間) 

目標 

岐阜県、大垣市などの行政をはじめ、当会議所と連携協定を締結した地元金融

機関（大垣共立銀行・大垣西濃信用金庫）及び産学連携機関（岐阜大学、中部

大学、岐阜工業高等専門学校、岐阜経済大学）と共催事業や情報交換等を随時

行い、関係機関が相互に協働して、金融面と技術面のサポートを含め、小規模

事業者個別に伴走型の支援を行う。 

事業内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

「全職員による事業所巡回訪問」により、事業所が扱う商品や役務、業務内

容をはじめ、地域の経済動向などの情報収集を行う。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

管内の商工業者の景況感や経営状況の把握及び経営課題等を抽出するとと

もに、事業所の声を収集し、直近の地域景況等についての状況を随時把握する。

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が将来のあるべき姿を描き、現状とのギャップを埋めるべく、

解決すべき経営課題を抽出するとともに、課題解決のための取り組みを明確化

した事業計画の策定を支援する。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

「事業所巡回訪問」、「窓口相談」、「出前経営相談会」、「個別経営相談

会」において、経営革新（第二創業）に取り組む事業者と創業後間もない事業

者を含めた小規模事業者に寄り添い、策定した事業計画の進捗状況を 2カ月に

1回程度確認し、ＰＤＣＡサイクルによる円滑な事業推進を支援する。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

事業計画を策定する全事業者を対象に、地域内外の需要動向を分析・把握す

る。具体的には、支援対象事業者がターゲットとする市場の規模、商圏、消費

動向等を分析する「市場動向調査」と販売・提供・開発しようとする商品及び

サービスに対する需要や評価等を分析する「需要動向調査」を実施する。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

当会議所が、小規模事業者のものづくり力や製品の魅力を広くＰＲし、事業

者の販路開拓及びビジネスマッチングを支援していく。 

 

【地域経済の活性化に資する取り組み】 

「人材育成・人材確保」「観光客の誘客促進及び交流産業の活性化」「中心市

街地活性化事業の推進」を主軸に、大垣市などの行政をはじめ、連携協定を締

結した産学連携機関（岐阜大学、中部大学、岐阜工業高等専門学校、岐阜経済

大学）や情報産業の集積と産学官連携拠点である「ソフトピアジャパン」等の

関係支援機関と連携し、支援ノウハウやそれぞれの支援施策、取り組み内容等

について情報交換を行うなど、各種事業を推進する。 

連絡先 

大垣商工会議所 中小企業経営指導相談所 

岐阜県大垣市小野 4-35-10  TEL:0584-78-9111  FAX:0584-78-9112   

http://www.ogakicci.or.jp  mail:info@ogakicci.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 

 

Ⅰ．大垣市の概要（大垣市 HP より抜粋） 

 

（１）位置及び交通アクセス 

大垣市は、日本列島のほぼ中央、岐阜県の西部にあり、東京と大阪の間に、また名古

屋の北西に位置している。岐阜市まで約 15km、名古屋市まで約 44 ㎞、大阪まで約 146km

と大都市へのアクセスが容易である。 

特に、古くから東西交通の要衝として、歴史的に重要な機能を果たしてきた。市域に

は、日本の主要交通網の東海道本線、東海道新幹線、名神高速道路などが通り、主要都

市圏へのアクセスが便利である。 

名古屋から鉄道で 30 分、中部国際空港から車で 1時間 30 分、新幹線経由で東京から

2時間 30 分、大阪から 1時間 30 分の位置にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）面積及び地形 

大垣市の面積は、206.52 平方キロメートル。平成 18 年 3 月の合併により飛び地にな

っており、東に墨俣地域、南西には上石津地域がある。地形は岐阜県内三大河川である

揖斐川・長良川が流れ、多くの河川が網目状に流れる水郷地帯である。 

 

（３）人口と世帯 

住民基本台帳人口 平成 26 年 12 月 31 日現在 

世帯数 63,775 世帯 

人口 162,847 人 
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Ⅱ．歴史的経緯及び主要産業 

当地域では、「豊富で良質な地下水」「交通至便」「土地低廉」「電力豊富」「労働力豊

富」などの自然条件や地理的条件、工場誘致策の人為的条件等の合致により、大正期か

ら昭和初期にかけて、繊維工業・化学工業を中心とした揚水型産業と石灰・大理石など

の産業を中心に発展してきた。 

昭和後期からは、国内外の経済活動や社会構造の変化等に伴い、主に自動車関連を中

心とした、機械・金属工業などの製造業が台頭し、更に近年では、「ソフトピアジャパ

ン（※）」を中心に、情報技術・IT 先端技術を駆使した、ソフトウエアビジネスなど、

新しい企業活動が展開されている。 

また、人口 15 万都市(赤坂・上石津・墨俣商工会地域除く)でありながら、輸送用機

器・電気機器などの製造業をはじめ、運送業、金融業、卸・小売業の各業種において、

当地域に本社を置く上場企業が 8社有り、地域経済の中心的存在となっていることが強

みである。 

 

（※）ソフトピアジャパン 

1996 年に高度情報化社会の形成を見据え、岐阜県によって整備・推進された先進産業

団地及びこれを運営する公益財団法人。情報産業の集積と産学官連携によって生まれる

「交流」・「連携」により、情報の産業化、産業の情報化、それを支える人材育成を担う

拠点となっている。 

 

Ⅲ．主要経済指標から見る大垣市の現状 

大垣市は、岐阜県第 2 位の都市であり、主要経済指標も概ね 2 位となっている。 

その中で、総生産額（内第 2 次産業）、製造品出荷額等は第 2 位、粗付加価値額は

第 1 位、従業員一人当たり粗付加価値額は第 4 位（市においては第 1 位）となってお

り、大垣市の産業は「ものづくり」が中心となっている。 

 

＜主要経済指標における岐阜県内シェア＞ 

出典：「大垣市産業活性化アクションプラン」（H22.3 大垣市策定） 
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従業者数 従業者数

(注) (注)

A～R 全産業(S公務を除く) 8,409 79,063 7,947 76,543

　第１次産業 26 343 23 237

　　A 農業，林業 22 289 19 197

　　B 漁業 4 54 3 31

　　@ 農業，林業，漁業 間格付不能 - - 1 9

　第２次産業 1,724 26,050 1,600 23,794

　　C 鉱業，採石業，砂利採取業 5 67 6 60

　　D 建設業 739 5,731 667 4,698

　　E 製造業 980 20,252 927 19,036

　第３次産業(S公務を除く) 6,659 52,670 6,324 52,512

　　F 電気・ガス・熱供給・水道業 6 267 6 325

　　G 情報通信業 101 1,901 77 1,713

　　H 運輸業，郵便業 166 4,430 151 4,414

　　I 卸売業，小売業 2,253 16,382 2,073 15,346

　　J 金融業，保険業 177 3,221 163 3,164

　　K 不動産業，物品賃貸業 521 1,426 490 1,327

　　L 学術研究，専門・技術サービス業 300 1,949 289 1,675

　　M 宿泊業，飲食サービス業 1,036 7,699 997 7,562

　　N 生活関連サービス業，娯楽業 770 3,514 740 3,592

　　O 教育，学習支援業 257 1,747 262 1,699

　　P 医療，福祉 447 5,816 461 6,427

　　Q 複合サービス事業 57 548 56 503

　　R サービス業(他に分類されないもの) 568 3,770 559 4,765

(注) 男女別の不詳を含む。

総数 総数
産　業　大　分　類

平成24年2月1日現在

事業所数

平成21年10月1日現在

事業所数

 

Ⅳ．市内事業所の実態 

 

（１）産業大分類別事業所数の推移（平成 25 年度版大垣市統計書抜粋） 
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A～R 全産業(S公務を除く) 4,751 10,192 1,526 10,009 943 12,831

　第１次産業 12 31 4 28 6 87

　　A 農業，林業 11 30 3 19 4 57

　　B 漁業  1  1 - -  2  30

　　@ 農業，林業，漁業 間格付不能 - - 1 9 - -

　第２次産業 824 1,928 341 2,250 237 3,239

　　C 鉱業，採石業，砂利採取業 2 5 1 7 3 48

　　D 建設業 397 893 149 980 85 1,145

　　E 製造業  425  1,030  191  1,263  149  2,046

　第３次産業  3,915  8,233  1,181  7,731  700  9,505

　　F 電気・ガス・熱供給・水道業 1 3 - - 2 30

　　G 情報通信業 39 84 12 79 8 117

　　H 運輸業，郵便業 30 64 32 214 34 482

　　I 卸売業，小売業 1,223 2,854 466 3,048 250 3,361

　　J 金融業，保険業 53 120 31 208 41 577

　　K 不動産業，物品賃貸業 425 712 37 230 16 209

　　L 学術研究，専門・技術サービス業 209 481 48 308 19 260

　　M 宿泊業，飲食サービス業 563 1,273 218 1,435 129 1,776

　　N 生活関連サービス業，娯楽業 582 1,052 95 620 37 493

　　O 教育，学習支援業 193 339 37 245 12 143

　　P 医療，福祉 176 382 104 688 108 1,449

　　Q 複合サービス事業 19 56 29 181 6 97

　　R サービス業(他に分類されないもの) 402 813 72 475 38 511

　産　業　大　分　類 事業
所数

従業
者数

事業
所数

従業
者数
（注）

１～４人 ５～９人 10～19人

事業
所数

従業
者数
（注）

 

（２）産業大分類別従業者規模（平成 25 年度版大垣市統計書抜粋） 

 

＜従業員 1人～19 人＞ 

（平成 24 年 2 月 1 日現在）
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事業所数

A～R 全産業(S公務を除く) 297 7,038 165 6,211 139 9,392 99 20,870 27

　第１次産業 1 91

　　A 農業，林業 - - - - 1 91 - - -

　　B 漁業 - - - - - - - - -

　　@ 農業，林業，漁業 間格付不能 - - - - - - - - -

　第２次産業 73 1,729 36 1,392 45 2,889 42 10,367 2

　　C 鉱業，採石業，砂利採取業 - - - - - - - - -

　　D 建設業 17 405 10 355 5 322 3 598 1

　　E 製造業  56  1,324  26  1,037  40  2,567  39  9,769  1

　第３次産業  224  5,309  129  4,819  93  6,412  57  10,503  25

　　F 電気・ガス・熱供給・水道業 - - - - 2 157 1 135 -

　　G 情報通信業 2 46 4 151 5 292 6 944 1

　　H 運輸業，郵便業 17 400 13 449 13 861 11 1,944 1

　　I 卸売業，小売業 60 1,414 36 1,376 17 1,184 11 2,109 10

　　J 金融業，保険業 19 455 9 337 8 532 2 935 -

　　K 不動産業，物品賃貸業 6 144 1 32 - - - - 5

　　L 学術研究，専門・技術サービス業 4 91 4 159 3 191 1 185 1

　　M 宿泊業，飲食サービス業 54 1,275 19 710 10 627 3 466 1

　　N 生活関連サービス業，娯楽業 12 279 7 274 4 324 3 550 -

　　O 教育，学習支援業 9 219 1 30 6 443 2 280 2

　　P 医療，福祉 27 636 25 889 11 787 10 1,596 -

　　Q 複合サービス事業 - - 1 43 - - 1 126 -

　　R サービス業(他に分類されないもの) 14 350 9 369 14 1,014 6 1,233 4

（注）男女別の不詳を含む。

事業
所数

従業
者数

事業
所数

従業
者数

　産　業　大　分　類

30～49人 50～99人 100人以上 派遣従業者

の み

事業
所数

従業
者数

20～29人

事業
所数

従業
者数
（注）

 

＜従業員 20 人～100 人以上＞ 

 

（平成 24 年 2 月 1 日現在）

 

 

Ⅴ．地域の課題 

中小企業の統廃合や海外移転等による地域産業の空洞化及び雇用の場の減少に伴い、

名古屋圏などの都市部への就労人口の移動が起きている。 

平成 25 年度大垣市統計書によると、従業員数 20 人以下の小規模事業所が 9割を占め

ている。 

また、平成 21 年度、岐阜県委託事業「地域活性化雇用創出事業」により、管内の全

事業所を対象に実施した、経営実態等に関するアンケート調査によると、経営上の問題

点として、「販売不振・受注の減少」「人材不足（量・質）」「同業者等との競争激化」「後

継者不足」の回答が多かった。 

以上から、管内の小規模事業者においては、人材育成をはじめとする組織体制など経

営基盤の強化及び経営力の向上に向けた取り組みが不足していることが課題であると

いえる。 
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Ⅵ．大垣市産業活性化アクションプラン（大垣市策定） 

大垣市は、市内の産業活性化を図るため、事業所が有するポテンシャル（潜在能力）

を活かした高付加価値化の支援、次代ものづくり人材の育成、ＩＴを活用した付加価値

サービスの創出など、具体的指針を提示する「大垣市産業活性化アクションプラン（改

訂版）」を平成 22 年 3 月に策定した。 

なお、アクションプランでは、事業メニューに対する評価を毎年行うとともに、施策

に対する評価を 3年毎に行うこととしている。 

 

（１）産業活性化のビジョン 

～ものづくり 価値づくり都市 大垣～ 

 

（２）方向性 

①産業集積の促進 

②新産業の創出 

③既存企業の発展支援 

 

（３）重点項目 

①企業立地の促進 

②人材の確保と育成、活用の推進 

③企業の環境対応への支援 

④地域資源を活用した新産業の創出 

⑤地域一体となった支援体制の構築 

 

【経営発達支援事業の目標】 

 
～地場産業のボトムアップと地域産業の振興並びに地域経済の活性化を目指して～ 

 

平成 25 年度大垣市統計調査によると、大垣市内の全事業所数は 7,947 事業所であり、

その内、従業員数 20 人以下の小規模事業所数は、7,220 事業所と全体の 9割を占めてい

る。平成 21 年度岐阜県委託事業「地域活性化雇用創出事業」により、管内の全事業所

を対象に実施した、「経営実態等に関するアンケート調査」によると、経営上の問題点

として、「販売不振・受注の減少」「人材不足（量・質）」「同業者等との競争激化」「後

継者不足」の回答が多かった。 

大垣市では、中小企業の統廃合や海外移転等による地域産業の空洞化及び雇用の場の

減少等に伴い、名古屋圏などの都市部への就労人口の移動が影響している。 

以上から、管内の小規模事業者においては、人材確保・人材育成をはじめとする組織

体制など経営基盤の強化及び経営力・販売力の向上に向けた取り組みが求められてい

る。 

そこで、岐阜県、大垣市などの行政をはじめ、当会議所と連携協定を締結した地元金

融機関（大垣共立銀行・大垣西濃信用金庫）及び産学連携機関（岐阜大学、中部大学、

岐阜工業高等専門学校、岐阜経済大学）と共催事業や情報交換等を随時行い、関係機関
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が相互に協働して、金融面と技術面のサポートを含め、小規模事業者個別に伴走型の支

援を行う。 

具体的には、「大垣地域企業景況調査」や「全職員による事業所巡回訪問」により、

事業所の経営状況や需要動向を把握。「商工業者等補助金活用事業」や「出前経営相談

会事業」「創業・ベンチャー支援事業」「融資制度の活用支援事業」等により、持続的発

展に向けた経営計画書の作成を支援していく。 

また、策定した経営計画の円滑な推進と新たな需要の開拓に向け、「個別経営相談事

業」や「産業展出展事業」「大垣 CCI ネットショップ事業」により、販路開拓を支援し

ていくとともに、特に小規模事業者が多い飲食店支援の一環として、「経営者のおすす

めグルメガイド事業」により、店舗やおすすめメニュー等の PR を図り、地域経済の活

性化を目指す。 

 

【目標達成に向けた方針】 

 
①関係支援機関と情報交換・共催事業等による連携 

②人材育成・人材確保に向けた事業の推進 

③販路開拓による利益確保に向け、展示会等のイベント活用 

④事業所における IT 活用の推進支援 

⑤観光客の誘客促進及び交流産業の活性化に向けた取り組み 

⑥中心市街地活性化事業の推進 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 (5 年間) 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

「全職員による事業所巡回訪問」により、事業所が扱う商品や役務、業務内容をはじ

め、需要動向などの情報収集を行う。 

収集した情報は、地域事業所の実態、経済動向の把握・分析に活用し、経営支援員自

身が情報を蓄積・共有していくことで、経営支援員一人一人の資質向上を図る。 

また、「出前研修会事業」「創業・ベンチャー支援事業」「個別経営相談会事業」「商工

業者等補助金活用事業」により、事業計画を策定するうえで、事業所の SWOT 分析など

を取り入れ、市場調査及び販路開拓に向けた支援を行う。 

さらには、小規模事業者をはじめ、創業・ベンチャー支援事業の受講者における経営

資源の調達・確保に向け、当地域の「空き工場」や「空き店舗」に関する情報を収集し、

需要と供給のマッチングを図る。 
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また、実態が把握しづらい海外進出に係るセミナーを開催し、海外進出を考える事業

所の情報収集・整理・分析の支援を行う。 

 

＜事業＞ 

 

１．全職員による事業所巡回訪問の実施 [指針①②③④] 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営支援員他、一般職員も含めて全職員が連携し

て事業所への巡回訪問を行い、事業所が扱う商品や役務、業務内容をはじめ、需要動向

や経営課題などを把握し、地域事業所の実態及び経済動向を分析し、各種施策の立案に

資する。 

 

○巡 回 先 当会議所管内の事業所 

※年間を通じて月毎に重点巡回地区を設定し巡回する 

○巡回職員 経営支援員（6名）、業務支援員（2名）、一般職員（6名） 

○聞き取り ・事業所が扱う商品や役務 

      ・需要動向や市場動向等の経営環境 

      ・諸課題のヒアリングや支援要望の内容 

 

＜目標＞ 

○訪問事業所数 経営支援員 1 人月 25 事業所 

        業務支援員 1 人月 5回 

       一般職員 1 人月 5回 

○巡 回 目 的 事業所把握、経営動向・経営課題の把握、会議所施策等周知・PR 

 

２．空き工場等有効活用事業 [指針③④] 

地域のものづくり産業の振興を図ることを目的に、遊休資産（空き工場・空き倉庫・

工業用地・機械・付属設備等）の売却または賃貸を希望している事業所から物件情報を

随時収集し、当会議所のホームページ及び広報誌「NAVI 大垣」などで情報公開を行う。

情報公開により地域内における賃貸借に係るマッチングを支援することで、遊休資産

の流動化を図り、事業者の経営支援に資する。 

（※当会議所が推奨、取引の仲介、斡旋を行うものではない） 

 

○調査内容 所在地、面積、建物構造、築年数、賃貸又は売却の意思 

○調査方法 当会議所ホームページで情報募集 

当会議所広報誌「NAVI 大垣」で年 4回程度情報募集 

遊休資産保有事業所からのヒアリング 

○整理方法 調査結果を一覧表に集積 

○情報公開 当会議所ホームページ、当会議所広報誌「NAVI 大垣」 

 

３．大垣市商店街振興組合空き店舗状況調査 [指針③④] 

毎年 1回、商店街振興組合を対象に空き店舗調査を実施する。空き店舗の推移を把握・
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分析するとともに、空き店舗への入居を希望する事業者に情報公開し、空き店舗への入

居を支援する。なお、賃貸の意志の有無にかかわらず全空き店舗の情報を収集する。 

 

○調査内容 所在地、家主、坪数、階数、家賃等入居条件、店舗の状態、設備、賃貸意

思有無、短期賃貸可否 

○調査対象 大垣市中心市街地に所在する商店街振興組合（5組合） 

・大垣駅前商店街振興組合 

・大垣郭町商店街振興組合 

・ブラツキ商店街振興組合 

・大垣市本町商店街振興組合 

・大垣本町一番街商店街振興組合 

○調査方法 各商店街振興組合理事長へのヒアリング及び調査票による調査 

（適宜、家主へのヒアリング） 

○整理方法 調査結果を一覧表に集積 

○情報公開 当会議所ホームページ、当会議所広報誌「NAVI 大垣」 

 

４．中小企業海外進出支援事業 [指針③] 

海外進出を考える事業所を対象に、市場調査支援を目的に、金融機関や日本貿易振興

機構（ジェトロ）と連携し、海外進出に必要な知識や基本的な進出方法などに加え、国

ごとの具体的な進出事例や実務情報などについて学ぶセミナー及び個別相談会を開催

する。 

 

○回  数 年 2 回（セミナー・個別相談会同時開催） 

○内  容 海外進出時の注意事項、現地経済動向、先進事例紹介等 

○連 携 先  金融機関、日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 

＜目標＞ 

○受講者数 30 名（セミナー）・3事業所（個別相談会） 

○支援対象 当会議所管内で事業を営む主に小規模事業者 

○支援内容 海外進出に係る情報提供、先進事業所紹介、個別相談支援 

 

５.大垣地域企業景況調査 [指針①③] 

（後述） 

 

６.出前研修会事業 [指針②③] 

（後述） 

 

７.出前経営相談会事業 [指針②③] 

（後述） 

 

８．個別経営相談会事業 [指針①②③] 
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（後述） 

 

９．商工業者等補助金活用事業 [指針①②③] 

（後述） 

 

１０．全職員による事業所巡回訪問の実施 [指針①②③④] 

（前述） 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

管内の商工業者の景況感や経営状況の把握及び経営課題等を抽出するとともに、事業

所の声を収集し、直近の地域景況等についての状況を随時把握する。 

また、「全職員による巡回訪問指導」や「商工業者等補助金活用事業」、「個別経営相

談会」により、事業所が扱う商品や役務、業務内容をはじめ、需要動向や経営課題など

の情報収集・情報共有を行う。 

調査結果は、経営見通しの一助とするため、当会議所ホームページ及び広報誌により、

事業所等へ積極的に公開するとともに、会議所職員間で調査結果を共有し、地域経済及

び事業所の実情把握や施策立案等の一助とする。 

 

＜事業＞ 

 

１.大垣地域企業景況調査 [指針①③] 

大垣地域の主に小規模・中小企業 300 事業所を対象に、四半期ごとに商工業者の景況

感や経営状況等の把握及び事業所における経営課題等の抽出を目的に調査を行う。現状

と見通しについて分析することで、中小企業及び小規模事業者の経営指針などの参考と

する。 

また、災害等の有事の際や消費増税等により経営環境・経済情勢等に重大な影響が及

ぶと想定される際には、適宜、課題や懸案事項等について調査し、課題解決に向けた対

応策・施策等を講じるための一助とする。 

 

（調査対象） 

○300 事業所（内、小規模事業所 126 事業所） 

 

（調査手段・活用方法等） 

○調査期間 4 半期毎(4～6 月期・7～9月期・10～12 期・1～3月期) 

○調査対象 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業の計 300 事業所 

 製造業 建設業 卸売業 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業 合計 

件数（件） 52 31 31 89 97 300

構成比（%） 17.3 10.3 10.3 29.7 32.4 100
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内、小規模事業者数 15 21 1 45 44 126

小規模事業者構成比（％） 28.8 67.7 3.2 50.5 45.3 42.0

※適宜、調査対象事業者の入れ替えを行い、小規模事業者の割合を増やしていく 

 

○調査・分析項目 業況、売上高、採算性、設備投資実施有無、価格動向、在庫状況、 

仕入価格推移、資金繰り状況、課題・意見等 

○調査方法 調査票による記入方式 

○回収方法 郵送又はＦＡＸ（未提出事業所へは個別ヒアリング） 

○結果の周知 当所 HP・会報及び巡回指導時に報告書を持参し情報提供 

 

（分析手法） 

○DI(ディフュージョンインデックス)景気動向指数による調査とし、各分析項目につい

て DI 値を算出する。 

  

 業況判断 DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合） 

 

＜目標＞ 

○回 収 率 100％ 

○活用方法 ・業種別に課題、意見を聴取し、セミナー等のテーマ選定の参考に資する

・DI 値のマイナスポイントを明らかにし、課題の抽出を図る 

・地域景況等について状況を随時把握し経営見通しの一助とする。 

・会議所内で情報共有を図り、地域経済の実情把握や事業所の実態把握、

施策立案等の一助とする。 

 

２．全職員による事業所巡回訪問の実施 [指針①②③] 

 小規模事業者の持続的発展に向け、経営支援員他、一般職員も含めて全職員が連携し

て事業所への巡回訪問を行い、事業所が扱う商品や役務、業務内容をはじめ、需要動向

や経営課題などの情報収集を行う。 

収集した情報は、会議所内ネットワークシステム「TOAS」に巡回記録とあわせ随時入

力するほか、巡回報告書を適宜作成し、経営支援員を中心に職員間で情報共有し、地域

事業所の実態及び経済動向を把握・分析する。 

 

○巡 回 先 年間を通じて月毎に重点巡回地区を設定し巡回する  

○巡回職員 経営支援員（6名）、業務支援員（2名）、一般職員（6名） 

 

＜目標＞ 

○訪問事業所数 経営支援員 1 人月 25 事業所 

        業務支援員 1 人月 5回 

       一般職員 1 人月 5回 

○巡 回 目 的 事業所把握、経営動向・経営課題の把握、会議所施策等周知・PR 

 



 12

３．地域力活用市場獲得等支援事業 [指針①②] 

小規模事業者が自社の経営環境等を分析・理解し、持続的な経営に向けた経営計画の

作成を促すため、セミナーや個別相談会を引き続き実施する。 

なお、平成 25 年度補正予算で実施された「小規模事業者持続化補助金」が継続実施

された際は、創意工夫を凝らした地道な販路開拓などに取り組む小規模事業者に対し、

経営状況の分析をはじめ経営計画書等の作成支援を行う。 

 

（セミナー） 

○回 数 年 2回程度 

○内 容 経営計画書策定、事業計画書策定、収支予算書策定等 

○連携先 当会議所が連携協定を締結した金融機関 

 

（情報発信・広報） 

○広報媒体 当会議所ホームページ及び広報誌「NAVI 大垣」 

 

＜目標＞ 

○支援対象 当会議所管内で事業を営む小規模事業者 

○受講者数 50 事業所 

○支援件数 20 事業所 

○支援内容 経営計画書等策定支援 

「小規模事業者持続化補助金」申請及び事業推進支援 

 

４．商工業者等補助金活用事業 [指針①②③] 

国・県・市などの各種補助金・助成制度についてのセミナーや補助金制度の情報発信、

広報活動を積極的に行う。 

また、経営支援員と中小企業診断士等の専門家が連携し、経営計画書や事業計画書の

作成をはじめ、補助金申請書の書き方や補助事業として採択されるためのポイントなど

について丁寧な指導を行う。 

補助金等の有効活用に向けた取り組みを通じて、中小・小規模事業者の実態把握を図

り、事業者の強み、弱み、機会（外部要因・チャンス等）、脅威（リスク・障害等）を

明らかにし、事業者の持続的発展を促進する。 

 

（セミナー） 

○回 数 年 2回程度 

○内 容 補助メニュー紹介、申請書の書き方、経営計画書の作成法等 

○連携先 岐阜県、岐阜県産業経済振興センター、大垣市 等 

 

（情報発信・広報） 

○広報媒体 当会議所ホームページ及び広報誌「NAVI 大垣」 

 

＜目標＞ 
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○受講者数 70 事業所 

○支援対象 当会議所管内で事業を営む小規模事業者 

○支援件数 30 事業所 

○支援内容 ・経営計画書、事業計画書の作成支援（事業所の実態把握） 

・補助金申請スキルの習得支援 

 

５．個別経営相談会事業 [指針①②③] 

（後述） 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

 

当会議所がこれまでに実施した「経営計画作成セミナー」や「小規模事業者持続化補

助金の申請手続き支援」では、自社の経営状況（強み、弱み、脅威、機会）を含む現状

分析、事業方針等について整理されておらず、事業計画書の策定において、効果的な事

業展開策や実施事業がまとめきれない小規模事業者が多く見受けられた。 

また、小規模事業者は、事業計画書の策定経験が乏しいことなどから、売上増と利益

確保に向けた販路開拓・拡大策等を事業計画書に落とし込みできず、事業者が目指す方

向性や経営状況を踏まえたビジネスモデルを再構築するのが困難な状況である。 

 

【目標（支援に対する考え方）】 

 

経済・社会情勢の変化に迅速且つ的確に対応していくためには、勘や経験だけの経営

からの脱却が必要であることから、小規模事業者が将来のあるべき姿を描き、現状との

ギャップを埋めるべく、解決すべき経営課題を抽出するとともに、課題解決のための取

り組みを明確化した事業計画の策定を支援する。 

事業計画策定支援により、小規模事業者が場当たり的な経営から、経営計画書に基づ

く戦略的な経営にシフトしていくことを促す。 

また、事業計画策定を通して、自社を取り巻く経営環境をしっかりと認識し、対応策

を講じていくことにより外部環境等への適応力を高め、地域経済の活力と雇用を支える

小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 

＜目標一覧＞ 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定支援事業所数 38 件 40 件 50 件 60 件 60 件 60 件

経営革新（第二創業）計画 

策定支援事業所数 
0 件 2 件 2 件 2件 2件 2 件

経営支援員による事業所巡回 

訪問件数（1ヶ月あたり） 
150 件 150 件 150 件 150 件 150 件 150 件
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【事業計画策定事業所の掘り起し】 

 

「事業所巡回訪問」、「窓口相談」、「個別経営相談会」、「出前経営相談会」、「ワ

ンストップ経営相談会」等において、事業計画策定を目指す小規模事業者及び創業予定

者の掘り起こしを行う。 

さらには、「出前研修会」において、経営革新（第二創業）をテーマに取り上げ、啓

発・動機付けを行い、経営革新計画の策定を目指す小規模事業者を掘り起こす。 

 

【事業計画策定支援の手段・手法】 

 

①経営支援員による伴走型支援の実施 

経営支援員が中心となり、中小企業診断士等の専門家と連携して、「事業所巡回訪

問」、「窓口相談」、「個別経営相談会」、「出前経営相談会」において、小規模事業者の事

業計画の策定を支援する。 

具体的には、経営状況の分析を行った小規模事業者の強み・弱み等を踏まえて、事業

者が目指すあるべき姿（経営ビジョン、事業方針等）に到達できる事業計画の策定を支

援する。また、確実に計画を実施できるよう、実施手順及び実施スケジュールの策定に

も重点を置き、事業計画に基づく経営を促す。 

 

（事業計画策定の手法） 

（ⅰ）事業者が目指すあるべき姿の確認（経営ビジョン・目標・事業方針） 

（ⅱ）経営状況分析の確認 

（経営状況、自社の強み・弱み、外部環境、経営課題の把握・認識） 

（ⅲ）課題解決・強み強化に向けた取り組み事項（事業）の選定 

（ⅳ）事業実施手順・実施スケジュールの策定 

（Ⅴ）需要動向調査の実施 

（Ⅵ）利益（収支）計画の策定 

 

②研修会・セミナーの開催 

認定経営革新等支援機関であり、当会議所と連携協定を締結した金融機関（大垣共立

銀行・大垣西濃信用金庫）と協働で、事業計画策定をテーマとする「出前研修会」を年

2回程度開催する。 

研修会終了後、参加事業者（希望者）を対象に個別の相談会を開催し、事業計画策定

の具体的手法等を指導する。 

 

＜創業者及び創業後間もない事業者に係る支援＞ 

 創業予定者及び創業後間もない事業者（概ね 5年以内）を対象に、他の支援機関等と

連携して「創業塾」・「女性創業塾」を開催し、創業計画・事業計画の策定を目指すと

ともに、創業に必要な手続きや営業・マーケティング手法等の習得に向けて支援する。

「創業塾」・「女性創業塾」終了後も継続支援のため、随時、「窓口相談」、「個別経営

相談会」、「出前経営相談会」で計画策定に向けた伴走型の支援を実施する。 
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＜経営革新（第二創業）に係る支援＞ 

認定経営革新等支援機関であり、当会議所と連携協定を締結した金融機関と協働で、

経営革新（第二創業）をテーマとする「出前研修会」を年 2回程度開催し、啓発・動機

付けを行う。 

併せて、「個別経営相談会」、「出前経営相談会」において、中小企業診断士等の専門

家と連携して、経営革新計画の策定を目指す事業者（年間目標 2件）を支援する。 

 なお、事業計画策定にあたり、高度かつ専門的な指導・助言が必要な場合は、「岐阜

県よろず支援拠点」や産学協定締結大学等（岐阜大学、中部大学、岐阜工業高等専門学

校、岐阜経済大学）のコーディネータと連携して支援する。 

 

＜事業＞ 

 

１.出前経営相談会事業（継続事業） 

事業者の利便性を考慮し、事業者が気軽に相談に行きやすいよう、市内各地域の地区

センター（公民館）などを会場に「出前経営相談会」を実施する。 

 

○実施回数 毎月 2回（年間 24 回） 

○実施場所 市内地区センター等 

（南、荒崎、宇留生、奥の細道むすびの地記念館、大垣市青年の家、中川

ふれあいセンター、川並、大垣市民会館、江東） 

○相談体制 経営支援員 2名・中小企業診断士 1名 

（税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の専門家が適宜同席） 

○指導内容 事業（創業）計画作成、販路開拓策、販路拡大策、資金繰り、補助金申請、

経営革新計画作成（第二創業）等 

○支援対象 ・管内の小規模事業者 

（創業して間もない事業者、経営革新を目指す事業者を含む） 

・創業予定者 

 

２．個別経営相談会事業（継続事業） 

創業、金融、経営革新、税務、法律、労務、司法・登記、ＩＴなど、事業者が抱える

経営課題等の分野別に、専門家による個別相談会を毎月開催する。 

同相談会を通じて、小規模事業者の経営状況や諸課題等を整理・確認し、事業計画を

策定する事業者を掘り起すとともに、同相談会で計画策定を継続して支援する。 

 

○相談分野 経営一般、税務、法律、社会保険・労務、ＩＴ、司法・登記（計 6分野）

○実施回数 月 2回・年 24 回 

○実施場所 大垣商工会議所内相談室 

○相談対応 各専門家（中小企業診断士、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、 

社会保険労務士、ＩＴコンサルタント） 

○支援対象 ・管内の小規模事業者 
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（創業して間もない事業者、経営革新を目指す事業者を含む） 

・創業予定者 

 

３.出前研修会事業（継続事業） 

事業計画策定の意義や計画策定方法をはじめ、経営革新（第二創業）に向けた啓発・

動機づけを行うため、当会議所と連携協定を締結した金融機関（大垣共立銀行・大垣西

濃信用金庫）と協働して、市内各地域の地区センター（公民館）などを会場に「出前研

修会」を開催する。 

 

○実施回数 年間 10 回 

○実 施 月 4 月・5月・7月・8月・9月・10 月・11 月・1月・2月・3月 

○実施場所 市内地区センター 

（南、荒崎、奥の細道むすびの地記念館、大垣市青年の家、中川ふれあいセ

ンター、川並、江東） 

○講  師 金融機関職員、中小企業診断士、学識経験者、民間講師、経営支援員等 

○テ ー マ 事業計画策定、経営革新（第二創業）、販路開拓、補助金活用、 

事業承継等 

○支援対象 ・管内の小規模事業者 

（創業して間もない事業者、経営革新を目指す事業者を含む） 

・創業予定者 

 

４．ワンストップ経営相談会（新規事業） 

中小・小規模事業者が抱える経営課題等に対し、ワンストップで解決に向けた支援を

行うため、金融機関や各支援機関等と協働で、ワンストップ型の経営相談会を年 2回（6

月・12 月）開催する。 

関係支援機関と連携し、中小企業診断士や弁護士、税理士など経営に関する各分野の

専門家を一堂に集め、中小・小規模事業者の経営上の様々な相談に対応し、課題解決に

向けた取り組みを明確化した事業計画の策定につなげる。 

 

○連携先 

・連携協定締結金融機関（大垣共立銀行・大垣西濃信用金庫） 

・産学協定締結大学等（岐阜大学・中部大学・岐阜工業高等専門学校・岐阜経済大学）

・岐阜県司法書士会大垣支部 

・岐阜県社会保険労務士会西濃支部 

・岐阜県信用保証協会 

・岐阜県中小企業診断士協会 

・岐阜県弁護士会 

・名古屋税理士会大垣支部 

・日本政策金融公庫 

・ＩＴコーディネーター岐阜 
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５．創業・ベンチャー支援事業（継続事業） 

創業をめざす人や創業して間もない事業者を対象に「創業塾」と「女性創業塾」を開

催し、事業計画の策定を支援するとともに、創業に必要な手続きや資金調達、販路開拓

策などを指導する。 

 

○講座数 創業塾 2回・女性創業塾 1回 

○コマ数 1 講座あたり 10 コマ（１コマあたり 2時間） 

○対 象 創業予定者・創業から概ね 5年以内の者 

○講 師 大学教授、中小企業診断士、創業経験経営者、金融機関担当者等 

○内 容 事業（創業）計画策定、資金調達方法、営業・マーケティング法、 

販路開拓策等 

○連携先 大垣市、地元金融機関、岐阜県産業経済振興センター（※1）、 

ソフトピアジャパン（※2） 

○支援内容 ・事業計画書策定支援 

・補助金活用、融資制度の活用に向けた支援 

・営業、マーケティングに係るスキルアップ支援 

・講師及び受講者間とのネットワーク構築支援 

 
（※1）岐阜県産業経済振興センター 

岐阜県の産業経済に関する調査及び研究を実施するとともに、中小企業に必要な情報事業を総合的

に行い、創業及び経営基盤の強化、経営の合理化・安定化、新産業の育成その他中小企業の経営環境

を改善するための事業の推進を図り、もって岐阜県の産業経済の健全な発展に寄与する公益財団法

人。 

 

（※2）ソフトピアジャパン 

1996 年に高度情報化社会の形成を見据え、岐阜県によって整備・推進された先進産業団地及びこ

れを運営する公益財団法人。情報産業の育成・振興・集積拠点として、IT 関連企業等が約 120 社集

積する。優れた情報基盤を生かして、「IT ビジネスネットワーク拠点」、「中部の IT 拠点」として、

県内産業の活性化を図っている。情報産業の集積と産学官連携によって生まれる「交流」・「連携」に

より、情報の産業化、産業の情報化、それを支える人材育成を担う拠点となっている。 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

 

事業計画を策定した小規模事業者（創業後間もない事業者含む）においては、経験不

足や日常業務に追われ、取り組み事項の実施スケジューリングや事業全体の進捗管理を

はじめ、事業効果の検証や課題の抽出、計画改善、次段階へのステップアップについて、

十分に把握・検討が行われず、ＰＤＣＡサイクルによる円滑な事業推進が出来ていない

事業者が多く見受けられる。 

 

【目標】 

 

 「事業所巡回訪問」、「窓口相談」、「出前経営相談会」、「個別経営相談会」にお

いて、経営革新（第二創業）に取り組む事業者と創業後間もない事業者を含めた小規模

事業者に経営支援員が寄り添い、策定した事業計画の進捗状況を 2カ月に 1回程度確認

し、ＰＤＣＡサイクルによる円滑な事業推進を支援する。 
また、事業者の状況に応じて、経営革新（第二創業）に向けた支援、創業支援、金融

支援、補助金・助成金制度や各支援施策の活用促進、大学等と連携した新製品開発等に

係る実験・研究支援等を適時適切に実施する。 
 

伴走型の支援を行うため、中小企業診断士等の専門家、連携協定締結金融機関（大垣

共立銀行・大垣西濃信用金庫）、産学協定締結大学等（岐阜大学産官学連携推進本部、

中部大学、岐阜工業高等専門学校、岐阜経済大学）、公的支援機関（岐阜県産業経済振

興センター、岐阜県よろず支援拠点、ソフトピアジャパン）、行政機関と密に連携する。

 

＜目標一覧＞ 

支援・事業内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

実施支援事業所数 38 件 42 件 52 件 62 件 62 件 62 件

内、経営革新（第二創業） 

実施支援事業所 
0 件 2 件 2 件 2件 2件 2 件

創業資金利子補給事業 0 件 3 件 3 件 3件 3件 3 件

小規模事業者経営改善資金 

貸付「マル経融資」 
8 件 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件

マル経利子補給事業 1 件 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件

小規模事業者経営発達支援融資制度 0 件 1 件 1 件 1件 1件 1 件

会員バックアップ融資 0 件 3 件 3 件 3件 3件 3 件

県小口Ｚ・提携型全国小口 7 件 5 件 5 件 5件 5件 5 件
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＜事業計画策定後の実施支援＞ 

 

 

【実施支援手段・指導内容・フォローアップ頻度】 

 

①事業所巡回訪問の実施 

策定計画を円滑且つ確実に実施していくため、経営支援員が、経営革新（第二創業）

に取り組む事業者と創業後間もない事業者を含めた小規模事業者を、2 カ月に 1 回程度

定期的に巡回訪問し、事業全体の進捗状況（スケジュール）の確認、実施事項の効果の

検証、課題の抽出・把握、事業計画の修正・改善、次段階への検討（ステップアップ）

等、ＰＤＣＡサイクルの推進について支援・指導する。 

なお、高度かつ専門的な指導・助言が必要な場合は、中小企業診断士等の専門家や連

携協定締結金融機関、岐阜県よろず支援拠点等の公的支援機関と連携して事業実施を支

援する。 

支援・指導内容 

●ＰＤＣＡサイクル推進支援 ●金融支援 ●経営革新（第二創業）支援 ●創業支援

●新製品開発に向けた実験・研究支援（大学等との連携） 
●補助金・助成金制度の情報提供・活用促進 
●関係機関等の各支援施策の情報提供・活用促進 

実施支援体制（支援手段・フォロー頻度） 

●事業所巡回訪問（2カ月に 1回程度） 

●相談会  

窓口相談（随時）・個別経営相談会（月 2回）・出前経営相談会（月 2回） 

●関係支援機関等との連携（随時） 

（専門家、連携協定締結金融機関、産学協定締結大学等、公的支援機関等） 

支援対象（目標） 

事業計画策定後の実施支援 （「3.事業計画策定支援」の支援事業所全数） 

 

●小規模事業者（創業後間もない者・創業予定者含む） 

●経営革新（第二創業）に取り組む事業者 
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②相談会の実施 

 小規模事業者と個別に面談する「窓口相談」、「個別経営相談会」、「出前経営相談会」

において、中小企業診断士等の専門家を交えて、事業の進捗状況を把握するとともに、

事業効果の検証や課題の抽出、計画の改善、次段階への取り組み等、ＰＤＣＡサイクル

の推進について支援・指導する。 
 なお、創業予定者については、円滑な創業と事業着手に向けて支援する。 
 
○窓口相談（随時） ○個別経営相談会（月 2回） ○出前経営相談会（月 2回） 

 
③金融支援の実施 

小規模事業者の経営の安定化と事業計画の実行性を高めるため、当会議所独自の利子

補給事業や各種融資制度により、事業実施を金融面から支援する。 

 
（利子補給事業） 
・創業資金利子補給事業（当会議所独自制度） 
・マル経利子補給事業（当会議所独自制度） 

 
（融資制度） 

・当会議所との連携協定に基づく創業資金融資（大垣共立銀行・大垣西濃信用金庫）

・小規模事業者経営改善資金貸付「マル経融資」（日本政策金融公庫） 

・小規模事業者経営発達支援融資制度（日本政策金融公庫） 

・会員バックアップ融資（※） 

・県小口Ｚ・提携型全国小口（岐阜県信用保証協会） 

 
※会員バックアップ融資 

当会議所会員優遇特別融資で、金融機関の扱う融資制度をベースとして、会員事業所の希望する借

入条件に極力マッチできるようにした融資制度。当会議所が融資斡旋を行う。当会議所が受付窓口と

なり、当会議所経由で会員事業所が金融機関を選択。各金融機関所定審査により融資可否が判断され

る。金融機関は、大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合、岐阜信用金庫、滋賀銀行、

十六銀行、商工組合中央金庫、第三銀行、西美濃農業協同組合、三菱東京 UFJ 銀行の計 10 機関。 

 
④「補助金・助成金制度」・「各支援施策」の情報提供と活用促進 

小規模事業者に対し、随時、国・県・市・支援機関等の補助金・助成金制度や各支援

施策の情報提供を行うとともに、策定した事業計画の推進に即した制度や施策の活用を

促す。 
小規模事業者への情報提供や施策の活用促進は、事業所巡回訪問時や各相談会の面談

時に行うとともに、当会議所ホームページや広報誌に情報を掲載する。 
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＜関係支援機関等との連携＞ 

 
①連携協定締結金融機関 

金融面で事業実施を支援するため、認定経営革新等支援機関であり、当会議所と連携

協定を締結した金融機関と連携して、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 

（連携協定締結金融機関） 

 ・大垣共立銀行   

・大垣西濃信用金庫 

 

②産学協定締結大学等 

当会議所が、小規模事業者と産学協定締結大学等との仲介役となり、各校のコーディ

ネーターと連携する。小規模事業者が商品開発等を行う際に、産学連携による協同研究

や協同実験等を支援する。 

また、当会議所ホームページのトップページに、産学連携に関する相談受付バナー及

び各産学連携機関のホームページへのリンクを掲載し、小規模事業者が大学等へ気軽に

アプローチ（相談・問い合わせ）し易いよう受付窓口を整備し、随時、相談・問い合わ

せを受付ける。 

 

（産学協定締結大学等） 

 ・岐阜大学産官学連携推進本部   ・中部大学 

・岐阜工業高等専門学校      ・岐阜経済大学 

 

③公的支援機関等 

策定した事業計画の実施過程において、課題解決、新商品開発、販路開拓、IT 活用等

を支援するため、「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（IT 応援隊ぎふ）」、税理士会や診断士協会、司法書士会等の小規模事業者

支援専門機関と連携する。 

 

＜事業＞ 

 

１．創業資金利子補給事業（当会議所独自制度） 

当会議所と連携協定を締結した金融機関との連携により、両金融機関のいずれかで創

業資金を借り入れた事業者を対象に、借入者の利子負担を軽減するため、当会議所が支

払った利子の一部に相当する金額を給付する「創業資金利子補給事業」を実施する。 

当会議所及び金融機関が一体となって、事業実施に係る資金繰りの円滑化を図ること

で地域における新規創業を支援する。 

 

（創業融資の概要） 

○金融機関 大垣共立銀行・大垣西濃信用金庫 

○融資上限 各金融機関による 



 22

○融資内容 創業資金融資（運転資金・設備資金・運転設備資金） 

○融資対象 ・当会議所と協定締結した金融機関が創業資金融資の貸付を決定した者 

・当会議所が主催する創業塾を受講した者で受講率が 70%以上の者 

・当会議所の会員事業所である者 

・大垣市に居住するか事務所を構える者 

・大垣市税を完納している者 

 

（利子補給の概要） 

○給付対象 ・当会議所の経営指導を年 3回以上受けた者 

・事故や延滞なく返済した者 

○給 付 額  創業資金融資を受けてから初年 1年間分の利息額（上限 10 万円） 

○給付時期 借入金完済後 

○利用者目標 3 件（利子補給事業所数） 

 

２．マル経利子補給事業（当会議所独自制度） 

日本政策金融公庫「小規模事業者経営改善資金貸付（マル経融資）」を利用した小規

模事業者に対し、当会議所が支払った利子の一部に相当する金額を給付する「マル経利

子補給事業」を実施する。 

 

（利子補給の概要） 

○給付対象 ・平成 24 年 4 月 1 日以降に融資（借り換え含む）を受けた事業所 

・完済するまで1度も延滞がないこと 
・市税を完納している者 
・当会議所の会員である者 

○給 付 額  支払った利子総額の 50％ 

○給付時期 借入金完済後 

○利用者目標 10 件（利子補給事業所数） 

 

３．小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援するため、日本政策金融公庫（国民

生活事業）の低利融資の活用を支援する。 

 

○支援対象 経営発達支援計画認定商工会議所とともに事業計画を策定・実施し、事業

の持続的発展に積極的に取り組む、当会議所管内の小規模事業者 

○利用者目標 1 件 

 

４．個別経営相談会事業 

（前述） 

 

５．出前経営相談会事業 

（前述） 



 23

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

 

事業所巡回訪問等による事業所の経営状況等のヒアリングによると、管内の小規模事

業者は、販売する商品や提供するサービスの選定・開発等について、小規模事業者自ら

が判断して行う「プロダクトアウト」の傾向が強く、売れる商品・サービスの需要動向

調査を実施していないことが多く見られる。 

また、これまで、小規模事業者の多くが、市内を中心とした狭い商圏で営業活動を行

っており、新たな需要開拓を見据えた販路の開拓・拡大に向けて、「ターゲットとする

市場の動向」及び「商品・サービスに対する需要の動向」を充分に把握できていない課

題がある。 

 

【目標】 

 

売上の増加と利益の確保に向けて、商品・サービスの選定や開発等において、市場で

売れるものが必要であり、小規模事業者に対して、勘や経験に頼った経営から脱却し、

買い手のニーズへの適合を見据えた「マーケットイン」の考え方を広めていく事が必要

である。 

そこで、各機関から提供される情報や当会議所が実施する調査（意見収集・情報収集）

により、経営支援員が地域内外の需要動向を分析・把握し、事業計画を策定する全事業

者（事業計画策定支援事業所）へ収集した情報や調査・分析結果を提供することで、事

業者の新たな需要の開拓を支援する。 

具体的には、支援対象事業者がターゲットとする市場の規模、商圏、消費動向等を把

握する「市場動向調査」と販売・提供・開発しようとする商品及びサービスに対する需

要や評価等を把握する「需要動向調査」を実施する。 

 

＜目標一覧＞ 

支援・事業内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

動向調査支援事業所数 0 件 42 件 52 件 62 件 62 件 62 件 

 

【調査・分析を行う手段と手法（情報収集項目）】 

 

①地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）の活用 

産業構造や人口動態、人の流れなどに関する官民のビッグデータを可視化できるイン

ターネットサイト「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」を活用し、ターゲットとす

る地域の人口、主要生産品目、所得状況をはじめ、民間消費額や民間設備投資額、外国

人訪問動向、将来人口推移等により、各地の地域経済の構造や仕組みを掴み、地域別の

産業の現状や動向を分析・把握する。 



 24

 

（調査概要） 

調査区分 市場動向調査 

情報収集項目 

・都道府県別地域経済分析（人口・生産・所得・支出・主要産業） 

・地域経済生産分析（地域で波及効果が見込める産業） 

・地域経済支出分析（地域別民間消費額、民間設備投資額） 

・産業マップ（稼ぐ力分析、海外への企業進出状況） 

・農林水産業マップ（農産物販売額、農地分布、農業者分析） 

・観光マップ（外国人訪問分析・観光客滞在分析、観光客消費分析） 

・人口マップ（人口構成、人口増減、将来人口推計） 

・経済構造（事業所数、従業者数、製造品別出荷額、商品販売額） 

該当業種 製造業・建設業・情報通信業・卸売小売業・サービス業・飲食業 

調査対象（地域別） 全国都道府県市区町村単位（地域内・地域外） 

調査頻度 随時 

調査担当 経営支援員 

提供者 まち・ひと・しごと創生本部事務局（内閣官房） 

 

②日経テレコンの活用 

インターネットサイト「日経テレコン」の「日経ＰＯＳ情報」、「調査・ランキング」

により、売れ筋商品やトレンド、市場の動向、消費者意識、業界・業態別の状況等につ

いて分析し、商品・サービスの市場性等を把握する。 

 

（調査概要） 

調査区分 市場動向調査 

情報収集項目 

日経 POS 情報 

・スーパー等売れ筋商品ランキング 

（加工食品／チルド・常温品・冷凍品） 

（家庭用品／消耗品・耐久品） 

調査 

ランキング 

・暮らしや文化のトレンドに関すること 

・消費者意識調査 

・業界、業態別の市場規模状況 

・機械設備投資の動向 

該当業種 

日経 POS 情報 卸売小売業・サービス業・飲食業 

調査 

ランキング 

製造業・建設業・情報通信業・卸売小売業 

サービス業・飲食業 

調査対象（地域別） 地域内・地域外 

調査頻度 随時 

調査担当 経営支援員 

提供者 日本経済新聞社 
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③業界紙・新聞各紙の活用 

 当会議所で収集している業界紙をはじめ、定期購読している東海・中部地方の経済情

報が掲載された「中部経済新聞」の他、「日本経済新聞」、「岐阜新聞」、「中日新聞」の

新聞各紙を経営支援員各自が毎日チェックし、業界動向や地域内外のトレンド、売れ筋

商品、消費者ニーズ等を把握する。 

 

（調査概要） 

調査区分 市場動向調査 

情報収集項目 
・業界動向       ・消費者ニーズ  

・トレンド（人気傾向） ・売れ筋商品 

該当業種 製造業・建設業・情報通信業・卸売小売業・サービス業・飲食業 

調査対象（地域別） 地域内・地域外 

調査頻度 随時 

調査担当 経営支援員 
 

④「異業種交流展示会メッセナゴヤ」での意見収集・情報収集 

当会議所が複数の出展ブースを借り上げる「異業種交流展示会メッセナゴヤ」の一角

において、販路開拓を目指す出展事業者とは別に、これから新商品・新サービスを販売・

開発しようとする事業者の見本品、試作品、開発途中品等（パネル・写真含む）を展示

し、来場者やバイヤーにヒアリングを行い、需要動向を調査・分析する。 

買い手のニーズを踏まえた「売れるもの」であるかどうか情報収集を行うとともに、

改良点や改善策等に向けた意見・助言（アイデア）を収集する。 

 

（調査概要） 

調査区分 市場動向調査・需要動向調査 

情報収集項目 

・業界動向及び業界内のトレンド事項 

・商品・サービスの需要動向、需要有無（売れるものであるか） 

・見本品、試作品、開発途中品等に対する評価、改善策等の意見・助言

該当業種 製造業・建設業・情報通信業・サービス業 

調査対象（地域別） 来場者・バイヤー（地域外） 

調査方法 ヒアリング（ヒアリング内容記録） 

調査件数（目標） 計 100 件（1日あたり 25 人×4日間） 

調査頻度 年 1回（計 4日間） 

調査担当 経営支援員 
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⑤連携協定締結大学等からの意見収集・情報収集 

 研究者等の専門家の目線から評価・助言を得るため、連携協定締結大学等（岐阜経済

大学産官学連携推進本部・中部大学・岐阜工業高等専門学校・岐阜経済大学）の教授、

准教授、教諭、学生、コーディネーターから、見本品、試作品、開発途中品等に対する

評価の収集や市場動向等の情報収集を行う。 

 

（調査概要） 

調査区分 市場動向調査・需要動向調査 

情報収集項目 

・市場動向（業界別・品目別）、需要動向 

・見本品、試作品、開発途中品等に対する評価 

・製品の改善案やアイデア等 

・効果的な売り込み先（ターゲット層） 

該当業種 製造業・建設業 

調査対象（地域別） 教授・准教授・学生・コーディネーター（地域内・地域外） 

調査方法 ヒアリング（ヒアリング内容記録） 

調査頻度 随時 

調査担当 連携協定締結大学等のコーディネーター・経営支援員 

 

⑥一般消費者を対象としたテストマーケティングの実施（意見収集） 

支援対象事業者が販売・提供しようとする商品・サービスについて、需要動向や需要

の有無等を調査・把握するため、市観光施設「奥の細道むすびの地記念館」内の売店の

一角で試作品等の展示・試食会等を行い、一般消費者（来館者）を対象にテストマーケ

テイングを行う。 

 

（調査概要） 

調査区分 需要動向調査 

情報収集項目 

・価格、パッケージ、味等への評価 

・購買動機、購買意欲、嗜好性の有無 

・改善等に向けた意見、助言、アドバイス 

該当業種 卸売小売業・サービス業・飲食業 

調査対象（地域別） 一般消費者（地域内・地域外） 

調査頻度 随時 

調査期間 概ね 1週間程度（日数・時間は売店と要調整） 

調査件数（目標） 計 100 人 

調査方法 試作品等の展示・試食会等を行いヒアリング（ヒアリング内容記録） 

調査担当 経営支援員（適宜、売店店員） 
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⑦当会議所職員を対象としたテストマーケティングの実施（意見収集） 

 支援対象事業者が販売・提供しようとする商品・サービスについて、消費者目線から

評価・助言を行うため、当会議所職員を対象にテストマーケティングを行う。 

商品・サービスの内容に準じて、男女別、年齢別等の属性により調査対象者を選定し、

購買意欲の有無や嗜好性等について調査・把握する。 

 

（調査概要） 

調査区分 需要動向調査 

情報収集項目 

・購買動機、購買意欲、嗜好性の有無 

・商品・サービスの改善案やアイデア等 

・効果が見込める売り込み先（ターゲット層） 

・販路開拓・拡大策（広報戦略） 

該当業種 卸売小売業・サービス業・飲食業 

調査対象（地域別） 20 代～60 代の当会議所職員及びパート職員（地域内） 

調査頻度 随時 

調査担当 経営支援員 

 

⑧専門家の活用 

需要見込みや市場動向、付加価値性等について分析するため、小規模事業者へ専門家

派遣を行う「エキスパートバンク制度」の活用や「岐阜県よろず支援拠点」のコーディ

ネーターとの連携により、専門家の持つ情報やノウハウ等の提供を受ける。 

 

【調査結果の整理・分析と成果の活用（情報提供）】 

 

事業計画策定事業者に即して実施した各調査において、収集した情報や分析結果を経

営支援員が資料及びレポートにまとめ、事業所巡回訪問や当会議所窓口より、速やかに

当該個社にフィードバック（情報提供）する。 

収集した情報や分析結果の提供により、買い手のニーズ等を踏まえた新商品・新サー

ビスの提供・開発を支援し、新たな需要の開拓による売上の増加と利益の確保を目指す。

なお、調査結果の整理・分析にあたり、高度かつ専門的な所見が必要な際は、連携協

定締結大学や岐阜県よろず支援拠点のコーディネーター等から助言や協力を得る。 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

小規模事業者においては、自社の経営状況（強み、弱み、脅威、機会）を含む現状分

析、諸課題、事業方針等において、整理されていないことが多く、自社の強みやアピー

ルポイントを把握できていない事業所も多く存在する。 

また、人材不足や限られた時間により、小規模事業者単独では、販路開拓に向けた新

たな取り組みに積極的に臨みにくい状況でもある。 

そこで、当会議所が、小規模事業者のものづくり力や製品の魅力を広くＰＲし、事業

者の販路開拓及びビジネスマッチングを支援していくため、大垣市や岐阜県商工会議所

連合会等と連携し、産業展や商談会への出展事業を実施する。 

また、販路拡大による事業所の利益確保を図るため、ネットショップの活用による事

業者の IT 促進と積極的な情報提供による情報化の推進により、経営力の向上を支援す

る。 

 

＜事業＞ 

 

１．産業展出展事業 [指針④] 

小規模事業者のものづくり力や製品の魅力を広くＰＲし、販路を拡大することによ

り、事業所の売上増加と利益確保を図るため、異業種交流展示会である「メッセナゴヤ」

に当会議所が出展ブースを確保し、会員事業所に出展スペースを提供する。併せて、出

展経験の乏しい小規模事業者を支援するため、出展料を軽減するとともに、効果的な展

示方法など出展に関するノウハウを学ぶ事前セミナーを開催する。 

また、主に中小企業が大手企業に対して、自社の技術や製品、サービス等を直接アピ

ールできる場となっている、岐阜県商工会議所連合会主催の「ビジネス商談会」やその

他団体が主催するビジネスマッチング商談会に、小規模事業者が参加できるよう支援し

ていく。 

 

（セミナー） 

○回   数 2 回程度 

○定員事業所 20 事業所（出展に関心のある主に小規模事業所） 

○内   容 展示方法、プレゼンテーション、広報活動、営業方法等 

 

（産業展・商談会） 

○出 展 先 メッセナゴヤ、ビジネス商談会等 

○事業所数 15 事業所 

 

＜目標＞ 

○支援対象 新たな販路開拓を目指す当会議所管内の小規模事業者 

○支援内容 ・強みやアピールポイント等の指摘 

・営業方法等のスキルアップ支援 

・出展手続支援、販路開拓（ビジネスマッチング）支援 
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２．大垣ＣＣＩネットショップ事業 [指針④] 

小規模事業者のネットビジネス参入を支援するため、「出前研修会事業」などにおい

て、インターネット上での販売手法を習得する講座を開催。併せて、当会議所のホーム

ページ内に、ネットショップ運営の道場的な位置付けとして開設したインターネットサ

イト「ＣＣＩネットショップ」（http://www.ogakicci.or.jp/netshop）に出店するこ

とにより、ネット販売の模擬体験と実践を行い、販路開拓に向けた支援を行う。 

 

○目標掲載店舗数 20 店 

 

３．経営者のおすすめグルメガイド事業 [指針④] 

小規模事業者が多い飲食店の新たな販路開拓を支援するため、当会議所ホームページ

内に、ブログ形式の「経営者のおすすめグルメガイド」コーナーを設置し、地域の企業

経営者自らが全国に向けて管内飲食店の口コミ情報を発信することにより、地域の情報

発信力の強化と地域ネットワークの構築を目指すとともに、掲載した飲食店及び周辺飲

食店への誘客を図り、新規顧客の開拓を支援する。 

 

○目標掲載件数 初年度 20 件（以降年間 10 件ずつ増） 

 

４．会議所ネットワーク活用推進事業 [指針④] 

情報化の底上げによる地域活性化を図るため、会員間や地域内の情報ネットワーク構

築に向けた調査研究を行う。また、事務局のＩＴ活用による事務の効率化を一層推進す

るとともに、電子メールや議員専用ホームページの活用を促進し、会議案内や各種資料

のほか、会議所活動に関する有益な情報を迅速に配信する。将来的には、会員や地域に

役立つ情報提供や情報交換ができるポータルサイトを運営することにより、新たな会員

サービスの創出をめざす。 

 

５．「エフエム岐阜」ラジオの活用 [指針④] 

管内に拠点を構えるラジオ局「エフエム岐阜」を活用し、毎月 1回、当会議所職員が

出演するパブリシティの他、毎週のＣＭ枠等により、当会議所施策 PR や事業所支援に

関する事業 PR 等を積極的に行う。 

 

６．会議所広報誌「NAVI 大垣」の活用 [指針④] 

当会議所が毎月発行する広報誌「NAVI 大垣」（発行部数 2,700 部）により、当会議所

の各種施策や事業所支援に関する事業等の PR を積極的に行う。 

 併せて、同広報誌紙面「頑張ってます」コーナーにおいて、毎月 1件の事業所にスポ

ットを当て、事業所紹介や商品及び役務等を掲載することにより、事業所の周知と新た

な販路開拓を支援する。 
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経営発達支援計画に関する事業分類一覧表①（経営発達支援事業の内容別） 

1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜主要事業＞ 

○全職員による事業所巡回訪問（指針①②③④）

○空き工場等有効活用事業（指針③④） 

○大垣市商店街振興組合空き店舗状況調査 

（指針③④） 

○中小企業海外進出支援事業（指針②③） 

○大垣地域企業景況調査（指針①③） 

 

＜他の指針と重複する事業＞ 

○出前研修会事業（指針②③） 

○出前経営相談会事業（指針②③） 

○個別経営相談会事業（指針①②③） 

○商工業者等補助金活用事業（指針①②③） 

＜主要事業＞ 

○大垣地域企業景況調査（指針①③） 

○全職員による事業所巡回訪問（指針①②③④）

○地域力活用市場獲得等支援事業（指針①②）

○商工業者等補助金活用事業（指針①②③） 

 

＜他の指針と重複する事業＞ 

○個別経営相談会事業（指針①②③） 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

【指針②】

＜主要事業＞ 

○全職員による事業所巡回訪問（指針①②③④）

○個別経営相談会事業（指針①②③） 

○出前経営相談会事業（指針②③） 

○出前研修会事業（指針②③） 

○ワンストップ経営相談会（指針③） 

○創業・ベンチャー支援事業（指針③） 

＜主要事業＞ 

○融資制度の活用支援（指針②） 

・創業資金利子補給事業 

・マル経利子補給事業 

・小規模事業者経営発達支援融資 

・マル経融資 

・会員バックアップ融資 

・県小口Ｚ・提携型全国小口 

○全職員による事業所巡回訪問（指針①②③④）

○個別経営相談会事業（指針①②③） 

○出前経営相談会事業（指針②③） 

○出前研修会事業（指針②③） 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 
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】

＜調査内容＞ 

○地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）の活用

○日経テレコンの活用 

○業界紙・新聞各紙の活用 

○「異業種交流展示会メッセナゴヤ」での 

意見収集・情報収集 

○連携協定締結大学等からの意見収集・情報 

収集 

○テストマーケティングの実施 

（対象：一般消費者・当会議所職員） 

○専門家の活用 

 

＜主要事業＞ 

○全職員による事業所巡回訪問（指針①②③④）

＜主要事業＞ 

○産業展出展事業（指針④） 

○大垣ＣＣＩネットショップ事業（指針④） 

○経営者のおすすめグルメガイド事業（指針④）

○会議所ネットワーク活用推進事業（指針④）

○「エフエム岐阜」ラジオの活用（指針④） 

○会議所広報誌「NAVI 大垣」の活用（指針④）
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

「人材育成・人材確保」「観光客の誘客促進及び交流産業の活性化」「中心市街地活性

化事業の推進」を主軸に、大垣市などの行政をはじめ、連携協定を締結した産学連携機

関（岐阜大学、中部大学、岐阜工業高等専門学校、岐阜経済大学）や情報産業の集積と

産学官連携拠点である「ソフトピアジャパン」等の関係支援機関と連携し、支援ノウハ

ウやそれぞれの支援施策、取り組み内容等について情報交換を行うなど、各種事業を推

進する。 

具体的には、小規模事業者における人材育成及び人材定着を図り、「金型人材育成講

座」や「ものづくりリーダー育成講座」を実施する他、大垣市などの行政と連携して、

「各種まつり・イベントの実施」や「交流産業戦略推進事業」により、交流人口の拡大

を図り、以て地域経済の活性化及び地域の賑わい創出を図る。 

また、国・県・市の行政の他、事業者やまちづくり団体、自治会等の幅広い関係者が

参画する「大垣市中心市街地活性化協議会」において、中心市街地の活性化及び地域経

済の活性化に向けて、それぞれが取り組む事業の協議、検討及び情報交換を行う。 

 

＜人材育成・人材確保に関する事業＞ 

 

１．リアル大垣合同企業展 

大垣地域企業の雇用ニーズに即応した優れた人材の確保を支援するとともに、新規学

卒者の地元企業への就業を促進するため、引き続き、会員企業による合同企業展を開催。

企業ごとの面談ブースを設け、経営者や担当者が事業内容等について来場者に説明す

る。   

併せて、首都圏や関西圏の学生の大垣地域企業への関心を高めるため、専用 Web サイ

トやメルマガ、ＤＭなどによる広報活動を強化する。 

 

○実施回数 年 1回 

○出 展 数 40 事業所程度  

○来場者数 約 400 名 

○広報活動 ・東海地方の大学等へポスター・チラシを配布 

・岐阜県出身学生(約７万５千名)への「リクナビメルマガ」による広報 

○連 携 先 大垣市 

 

２．大垣地域合同企業展 

若く優秀な人材を大垣地域の企業に就職・定着させることを目的に、大垣市内の実業

高校（大垣商業高校、大垣工業高校、大垣養老高校）及び岐阜大学を会場に、大垣地域

企業による合同企業展を開催する。高校生、大学生をはじめ保護者、教職員に対して、

企業の担当者が自社の事業内容や魅力を伝える場を提供し、地元企業への就業促進を図

る。 
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開催日数 ○大垣商業高等学校（1日間） 

○大垣養老高等学校（2日間） 

○大垣工業高等学校（2日間） 

○岐阜大学工学部 （3日間） 

○連 携 先 大垣市 

 

３．金型人材育成講座 

当地域の地場産業であり、ものづくり産業の基盤を支える金型産業の競争力を高める

ため、岐阜大学の金型創成技術研究センターと連携し、金型産業の次代を担う若手人材

を対象に、金型技術の円滑な伝承と高度な技術の習得を目指す講座を実施する。 

なお、金型未経験者でも、本講座受講後には、現場で即戦力となる技術の習得を目指

したカリキュラムを構築する。 

 

○回  数 全 24 コマ（6時間/1 コマ） 

○受講対象 金型事業所に就業する従業員 

○受講人数 定員 10 名（年間） 

○講  師 岐阜大学教授他 

○内  容 金型力学、プレス成形、金型設計、CAD、CAE 等 

○連 携 先 岐阜大学金型創成技術研究センター、大垣市 

 

４．ものづくりリーダー育成講座 

当地域におけるものづくり企業のリーダーを育成するため、製造業に従事する従業員

を対象に、岐阜工業高等専門学校と連携し、大手企業の経験豊かな実務経験者を講師と

するセミナーを開催する。 

 

○開催日数 3 日間（6時間/日）  

○研修内容 品質管理、５Ｓなど 

○受講対象 大垣市内の製造業でものづくりに従事している者  

（実務年数 10 年程度の者） 

○定  員 20 名 

○講  師 産学官連携アドバイザー(実務経験豊富な方々) 

○連 携 先 岐阜工業高等専門学校、大垣市 

 

＜地域の発展・振興に関する事業＞ 

 

１．各種まつり・イベントの実施及び支援 

大垣市、大垣市観光協会、大垣市商店街振興組合連合会と連携し、地域の歴史・文化・

産業を広く PR することにより交流人口の拡大を図るため、まつり・イベントの実施及

び支援を行い、地域の活性化を図る。主なまつり・イベントは、次のとおり。 

 

○水都まつり（8月） 
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○十万石まつり（10 月） 

○芭蕉元禄大垣 楽市・楽座 まるごとバザール(11 月) 

○元気ハツラツ市（毎月第 1日曜日・冬期休止）                  

 

２．交流産業戦略推進事業 

「住んでよし、訪れてよし」の魅力溢れる地域づくりをめざし、産業観光、水都など

をテーマに諸事業を実施する。 

産業観光に関する取り組みとして、西美濃地域の産業の歴史や工場見学受入企業等を

紹介する「西美濃産業観光読本」の改訂版を製作。西美濃地域のものづくり力をＰＲし、

交流人口の拡大を図る。 

また、水都をテーマとする取り組みでは、全国水都ネットワーク（大阪、東京、新潟、

名古屋、大垣、近江八幡、徳島、広島、松江、柳川の計 10 都市で組織）が実施する共

同プロモーションや全国フォーラムに参加。大垣城堀跡の水門川を下る「たらい舟」や

大垣の「自噴水」などを全国に発信し、誘客促進を図る。 

 

３．経営者のおすすめグルメガイド事業 

（前述） 

 

４．産業基盤の整備促進事業 

平成 32 年度末までの全線供用開始に向けて整備が進められている「東海環状自動車

道西回りルート」について、当会議所が所在する西濃地域や三重県側沿線の市町、商工

団体と連携協力し、期限までの着実な完成に向け、国や県に対して一層の働きかけを行

うとともに、国道・県道等の整備促進を図るための要望活動を継続して実施する。 

また、「東海環状自動車道西回りルート」における、大野・神戸インターチェンジか

ら三重県境までの沿線開発のあり方などについての研究を行う。 

 

＜中心市街地の活性化に関する事業＞ 

 

１．中心市街地活性化推進事業 

○中心市街地活性化協議会推進事業 

大垣市が策定した「大垣市中心市街地活性化基本計画」の実現に向け、中心市街地活

性化協議会（年 2回程度開催）を中心に、行政をはじめ関係機関や団体と連携し、大垣

市の中心市街地活性化に向けて、それぞれが取り組む事業の協議、検討及び情報交換を

行う。 

また、改正中心市街地活性化法により、支援機関に位置づけられている中小企業基盤

整備機構と連携し、サポートマネージャー等の支援制度を活用し、協議会の円滑な運営

に資する。 

 

○大垣駅南都心まちなみビジョン策定事業 

大垣駅南口の都心居住の推進と賑わい創造による商業再生を図るとともに、戦略的な

再開発プロジェクト等を着実に実現していくため、関係機関等と連携しながら、2 か年
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（平成 26・27 年度）をかけ、長期的かつ総合的な指針となる地区整備計画（ビジョン）

を策定し、大垣市へ提言する。 

 

○中心市街地ハツラツ店舗支援事業 

大垣市商店街振興組合連合会、大垣市、大垣まちづくり株式会社などの関係機関と連

携し、出店希望者への支援及び育成とチャレンジ出店の場の整備を目的に開設した、超

短期貸し店舗（1 週間単位）の「ちょいみせ」並びに「ちょいみせキッチン」の継続運

営を図る。 

また、大垣市中心市街地商店街への出店へのハードルを下げるとともに、積極的なチ

ャレンジ出店を促し、商店街の活性化を目指す。 

併せて、「ちょいみせ」出店者への経営支援をはじめとする諸支援を行うことにより、

店舗運営の継続と発展を図る。 

なお、「ちょいみせ」並びに「ちょいみせキッチン」の管理運営は、大垣市商店街振

興組合連合会に委託する。 

 

○中心市街地の総合的整備推進に関する事業 

大垣駅南街区及び郭町東西街区の市街地再開発事業の実現に向け、建築家でもある大

垣商工会議所まちづくり特別委員長がアドバイザーとなり、「大垣駅南街区市街地再開

発組合理事会」及び「郭町東西街区市街地再開発準備組合設立協議会」に参加するなど、

組合の積極的な取り組みを側面的に支援する。 

 

経営発達支援計画に関する基本指針別事業分類一覧表② 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

＜人材育成・人材確保に関する事業＞ 

○リアル大垣合同企業展 

○大垣地域合同企業展 

○金型人材育成講座 

○ものづくりリーダー育成講座 

 

＜地域の発展・振興に関する事業＞ 

○各種まつり・イベントの実施及び支援 

○交流産業戦略推進事業 

○経営者のおすすめグルメガイド事業 

○産業基盤の整備促進事業 

 

＜中心市街地の活性化に関する事業＞ 

○中心市街地活性化推進事業 

・中心市街地活性化協議会推進事業 

・大垣駅南都心まちなみビジョン策定事業 

・中心市街地ハツラツ店舗支援事業 

・中心市街地の総合的整備推進に関する事業 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

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 

 

岐阜県、大垣市などの行政をはじめ、連携協定を締結した金融機関（大垣共立銀行・

大垣西濃信用金庫）や産学連携機関（岐阜大学、中部大学、岐阜工業高等専門学校、岐

阜経済大学）、情報産業の集積と産学官連携拠点である「ソフトピアジャパン」等の関

係支援機関と連携し、支援ノウハウやそれぞれの支援施策、取り組み内容等について情

報交換を行うとともに、小規模事業所を対象とした勉強会やセミナーを共同で開催す

る。 

 

１．連携協定を締結した金融機関との連携 

小規模・中小企業者への経営改善事業の普及や、経営者の抱える課題に幅広く応える

ため、当会議所管内に拠点を構える金融機関と締結した連携協定に基づき、相互が連携

して相談受付や施策 PR、協働セミナーの開催など、両者が一体となって各種支援を行い、

小規模事業者への支援力の向上を図る。 
また、連携金融機関の支店ごとに会議所経営支援員などの担当者を定め、月１回程度、

各支店の支店長及び行員との情報交換を行う。 
 
○連携機関 大垣共立銀行（市内 7支店）、大垣西濃信用金庫（市内 12 支店） 
○連携目的 
・各支店の支店長や渉外担当などとコミュニケーションを図り、当会議所事業や経営改

善事業などの情報提供、情報交換を行う。 
・支店長及び行員からの情報提供や支援要請等により、課題を抱える事業所を当会議所

経営支援員が訪問し、各種支援策を講じる。 
○取り組み内容 
・金融機関本部と当会議所との連絡会議の実施（支援案件の情報共有等） 
・連携して「セミナー・勉強会」を企画・実施し、小規模事業者の経営支援を図る 
・小規模事業所に対し、双方が連携し、専門家派遣や関連施策の紹介、事業推進を支援

する。 
 
２．市内金融機関との連携 

当地域に営業店（支店）を構える金融機関及び日本政策金融公庫岐阜支店との意見交

換・情報交換の場を設け、当会議所の施策等について周知するとともに、支援実績や事

業所ニーズ等について情報共有を図り、事業所に対する支援力の向上に向けた連携体制

を強化する。 

 

○参加金融機関 11 機関 

（大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合、岐阜信用金庫、

滋賀銀行、十六銀行、商工組合中央金庫、第三銀行、西美濃農業協同組

合、日本政策金融公庫岐阜支店、三菱東京ＵＦＪ銀行） 
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○連 携 目 的 ・管内小規模事業所の経営状況や管内の景況等の情報交換を行う 
        ・当会議所事業や経営改善事業などの情報提供、情報交換を行う 

・支援実績等の情報共有 
・連携して「セミナー・勉強会」を企画・実施し、小規模事業者の経営

支援を図る 
○参加対象者 金融機関担当者、当会議所経営支援員及び業務支援員 

○実 施 回 数 年 1回 
 

３．ソフトピアジャパン、大垣市情報工房との連携 

支援機関である、ソフトピアジャパン、大垣市情報工房（※）との連絡会議を月１回

開催し、施策や各自の取り組み事項等について情報交換を行い、支援力向上のための情

報収集に資する。 
 
○連携機関 ソフトピアジャパン、大垣市情報工房 
○連携目的 小規模事業者支援施策や各自の取り組み事項等について情報交換 
○取り組み内容 月 1 回の連絡会議の実施、支援施策の情報提供及び情報収集 
 
（※）大垣市情報工房 

郵政省（現総務省）及び岐阜県の「自治体ネットワーク施設整備事業」（平成７年度

～９年度）の 補助を受け、地域情報化の拠点施設として整備された、大垣市の IT 戦略

における拠点施設。行政の情報提供を多様化・高度化するための情報受発信機能、 一

般市民を対象とした IT 人材育成機能などの諸事業を実施している。 

 
４．産学協定締結大学等との連携 

専門知識を有する岐阜大学産官学連携推進本部、中部大学、岐阜工業高等専門学校、

岐阜経済大学による全体会議を年 1回、個別校とは年 2回程度、意見交換・情報交換を

行い、事業所における共同研究や産学連携等について各校のコーディネーター等と連携

し、事業所支援を図る。 
また、当会議所ホームページのトップページに、産学連携に関する相談受付のバナー

及び各産学連携機関のホームページへのリンク掲載ページを構築し、事業所の商品開発

及び産学連携研究を支援する。 
 
○連携機関 岐阜大学産官学連携推進本部、中部大学、岐阜工業高等専門学校、岐阜経

済大学 
○連携目的 ・小規模事業者と学術界とのマッチング支援 
      ・小規模事業者の課題等解決に向け、共同研究・調査等の促進 

・各コーディネーターとの情報交換、情報共有 
○取り組み内容 ・連携会議の実施 

・当会議所ホームページ内に各産学連携機関のホームページ及び相談受付

バナーを設置し、産官学連携の橋渡しを行う 
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５．関係機関との「セミナー・勉強会」の共催 

小規模事業者の経営改善や利益確保等を図るため、金融機関、産学連携協定締結校、

ソフトピアジャパン、大垣市情報工房等の関係機関と共催でセミナーや勉強会を開催す

る。 

 

６．専門家との同席による相談対応 

専門家と連携した経営支援を実施するため、経営支援員と専門家が「個別経営相談会」

や「出前経営相談会」に同席し、相談事項の情報共有と課題解決のプロセスを習得する。

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

日本商工会議所、岐阜県商工会議所連合会が主催する各種研修会への参加に加え、金

融機関や岐阜県産業経済振興センター等の各支援機関が実施するセミナーに参加する。

併せて、経営改善事業等を実施する際に必要な、経営管理等の知識の習得及び経営診

断能力の向上を目指し、当会議所の経営支援員、業務支援員、一般職員が、中小企業大

学校（中小企業基盤整備機構）の「中小企業支援担当者等研修会」を順次受講する。 

また、当会議所職員の経営感覚、利益確保に向けた考え方等を習得していくため、当

会議所議員懇談会や会議所部会による先進事業所視察研修等に積極的に参加し、経営の

最前線で活躍する会議所議員及び先進事業所との交流を図り、意見交換・情報交換に努

め、経営感覚を磨く。 

さらには、「事業所巡回訪問」や「出前経営相談会」「個別経営相談会」に、経営支

援員が専門家と同席し相談に対応し、経営者等の生の声を収集することにより、地区内

の小規模事業者の実態把握や課題解決のプロセス習得するとともに、指導方法の改善、

指導スキルの向上を図る。 

 

１．日本商工会議所主催研修会への参加 

○受講回数 経営支援員を中心に年 1回以上 

○受講対象 経営支援員 6名、業務支援員 2名 

○内  容 事業計画策定、創業支援、金融・税務、先進支援事例情報収集他  

 

２．岐阜県商工会議所連合会主催研修会への参加 

○受講回数 年 4日間 

○受講対象 経営支援員、業務支援員 

○内  容 行政等施策、事業承継、販路開拓・拡大、補助金・助成金活用、 

IT 支援、産官学連携、各地支援実績他  

 

３．中小企業大学校主催研修会への参加  

これまで、経営支援員及び業務支援員のみを対象としていた「中小企業大学校主催研

修会」を一般職員まで対象を広げ、職員全体のボトムアップを図る。 

 

○研 修 名 中小企業支援担当者等研修会（基礎 1、基礎 2） 
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○受講人数 年 1人ずつ（経営支援員、業務支援員、一般職員が輪番） 

○受講回数 2 回（基礎 1、基礎 2） 

○研修内容 経営管理、経営分析、経営診断、経営助言能力、ディスカッション力、 

プレゼン能力、税務、金融 等 

 

４．経営支援員勉強会の開催 

これまで、課単位で実施していた情報共有を発展させ、課を跨いで全経営支援員（6

名）が参加する勉強会を新たに開催する。経営支援員を中心に、支援実績及び各種支援

施策に関する勉強会を月 1 回（2 時間程度）開催し、経営支援員間の情報共有と支援ノ

ウハウの習得、支援能力の向上を図る。 

 

○内 容 情報共有（支援実績、事業所ニーズ、支援機関等の支援施策、失敗事例等）、

失敗事例から改善策・反省事項の協議、マル経融資に係る推薦書確認等 

 

５．検定試験への挑戦 

当会議所職員全員を対象に、日本商工会議所主催の「販売士検定」「簿記検定」、東

京商工会議所主催の「ビジネス実務法務検定」等、小規模事業者の利益の確保に資する

各種検定試験への挑戦を促す。 

 

６．職員研修会の実施 

 隔月毎に、当会議所職員全員が参加する「職員研修会」を実施し、事業所支援施策や

事業所支援実績等の情報共有を行う。 

 

 

経営発達支援計画に関する基本指針別事業分類一覧表③ 

 

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り組み 

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 
2.経営指導員等の資質の向上等に関すること 

○連携協定を締結した金融機関（大垣共立銀

行・大垣西濃信用金庫）との意見交換・情報

交換等の実施 

○市内金融機関との「連絡会議」の実施 

○ソフトピアジャパン、大垣市情報工房、大垣

商工会議所連絡会議の実施 

○産学協定締結大学等との「連携会議」の実施

・岐阜大学産官学連携推進本部、中部大学、

岐阜工業専門高校、岐阜経済大学 

○関係機関との「セミナー・勉強会」の共催 

○専門家との同席による相談対応 

○日本商工会議所主催研修会への参加 

○岐阜県商工会議所連合会主催研修会への参加

○中小企業大学校主催研修会への参加 

○経営支援員勉強会の開催 

○検定試験の挑戦 

○職員研修会の実施 
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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 

 

１．評価検討委員会の設立 

毎年度、本計画に記載事業の実施状況及び成果について評価・見直しを行うため、新

たに「経営発達支援計画評価検討委員会」（仮称）を設立する。 

本委員会は、名古屋税理士会大垣支部所属税理士、岐阜経済大学教授、当会議所役員

等の外部有識者により組織する。 

 

○開催回数 年 1回(毎年度末) 

○委 員 数 3 名 

（名古屋税理士会大垣支部所属税理士、岐阜経済大学教授、当会議所役員）

○検討内容 事業実施状況、事業成果の評価、事業見直し、新規事業検討等 

 

２．評価及び見直しのスキーム 

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、以下の方法により評価・

見直しを行う。 

 

経営発達支援計画評価検討委員会（仮称） 

①事業の実施状況確認、成果の評価、見直し案の協議 

 

大垣商工会議所正副会頭会議 

②評価・見直しの方針を決定、随時事業の実施状況を報告 

 

大垣商工会議所常議員会 

③事業の成果・評価・見直し結果を報告 

 

当会議所ホームページ(http://www.ogakicci.or.jp) 

事業の成果・評価・見直しの結果を当会議所のホームページで計画期間中公表する

 

３．ＰＤＣＡサイクルの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ：正副会頭会議／事業計画策定（成果評価、見直し案決定） 

Ｄ：大垣商工会議所事務局／各事業の推進、

事業成果把握、事業者への意見聴取等 

Ｃ：評価検討委員会／事業実施状況確認（成果評価、見直し案協議） 
  大垣商工会議所常議員会／事業の成果・評価（見直し結果）報告 

Ａ：大垣商工会議所事務局／支援事業の改善 
（事業計画の見直し案策定、事業者ニーズ調査等）
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相談 支援 

事業の実施状況、成果の評価、見直し案の協議 

報告 

評価・見直しの方針を決定 

（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 2 月 1 日現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）連 絡 先 

   大垣商工会議所 中小企業経営指導相談所   

      住 所:岐阜県大垣市小野 4-35-10   T E L:0584-78-9111 F A X:0584-78-9112 

   U R L:http://www.ogakicci.or.jp   E-mail:info@ogakicci.or.jp 
 

専 務 理 事 

          大垣商工会議所事務局〔16名〕  

 

 

総務企画課 

6名 
（一般職員 6名） 

 

中小企業経営指導相談所〔事業推進〕 

 

 

   

 

 

相 談 課 
4名 

（経営支援員 3名） 

（業務支援員 1名） 

振 興 課 
4名 

（経営支援員 2名） 
（業務支援員 1名） 
（一般職員 1名） 

理 事・事 務 局 長 1名

所  長 1名（経営支援員） 

正副会頭会議 
〔会頭 1名、副会頭 3名〕

小規模事業者 

評価検討委員会 
   〔 委員 3名 〕 

 

常 議 員 会 
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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 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 17,020 17,020 17,020 17,020 17,020

 

〇中心市街地活性化推進事業 

 

〇交流産業戦略 推進事業 

 

〇経営者のおすすめｸﾞﾙﾒｶﾞｲﾄﾞ事業 

 

〇各種まつり・ｲﾍﾞﾝﾄ事業 

 

〇大垣 CCI ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ事業 

 

〇リアル大垣合同企業展事業 

 

〇金型人材育成講座事業 

 

〇中小企業海外進出支援事業 

 

〇個別相談事業 

 

〇出前経営相談会、研修会事業 

 

〇創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援事業 

 

〇創業ネットワーク構築事業 

 

〇マル経利子補給事業 

 

〇経営相談ネット受付事業 

380

370

30

2,000

100

5,250

3,060

100

1,690

800

 

2,700

300

120

120

380

370

30

2,000

100

5,250

3,060

100

1,690

800

 

2,700

300

120

120

380

370

30

2,000

100

5,250

3,060

100

1,690

800

2,700

300

120

120

380

370

30

2,000

100

5,250

3,060

100

1,690

800

2,700

300

120

120

380

370

30

2,000

100

5,250

3,060

100

1,690

800

1,000

100

120

120

（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 

 〇国補助金      〇県補助金     〇市補助金    〇会 費     〇各種事業収入 

（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 

 岐阜県、大垣市をはじめ、地元金融機関、大学関係支援機関等と連携を密に地域産業の

振興と地域社会の発展を図る。 
 
 経営発達支援事業 
  １．地域力活用市場獲得等支援事業（指針①②） 

 ２．商工業者等補助金活用事業（指針①②③） 

 ３．個別経営相談会事業（指針①②③） 

 ４．創業・ベンチャー支援事業（指針②④） 

 ５．融資制度の活用支援事業（指針②） 

 ６．創業資金利子補給事業（指針②） 

  ７．マル経利子補給事業（指針②） 

 ８．経営相談ネット受付事業（指針②） 

  ９．出前経営相談会事業（指針②③） 

 １０．出前研修会事業（指針②③） 

 １１．大垣市商店街振興組合空き店舗状況調査事業（指針③④） 

 １２．中小企業海外進出支援事業（指針③） 

 地域の活性化に資する取組み 

 ＜人材育成・人材確保に関する事業＞ 

１３．リアル大垣合同企業展 

１４．大垣地域合同企業展事業 

 １５．金型人材育成講座事業 

 １６．ものづくりリーダー育成講座事業 

 ＜地域の発展・振興に関する事業＞ 

 １７．各種まつり・イベントの実施及び支援事業 

 １８．交流産業戦略推進事業 

 ＜中心市街地の活性化に関する事業＞ 

 １９．中心市街地活性化推進事業 

  ・中心市街地活性化協議会推進事業   ・大垣駅南都心まちなみビジョン策定事業 

  ・中心市街地ハツラツ店舗支援事業   ・中心市街地の総合的整備推進に関する事業 
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連 携 者 及 び そ の 役 割 

〔実施主体〕大垣商工会議所 中小企業経営指導相談所               

         代表者:会頭 堤 俊 彦 

         住  所:岐阜県大垣市小野 4-35-10 

       T E L:0584-78-9111   

         U R L:http://www.ogakicci.or.jp 

     役 割:・会員事業所をはじめ、大垣地域の小規模事業者が抱える経営課題に対

し、迅速に対応し、早期解決に向けた支援を行う。 

        ・他機関と連携し、経営支援後のフォローを行う。 

    

  P.50「連携体制図等」（１）組織体制〔全体〕より 

   ① 岐阜県  

         住  所:岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1 

     代表者:知事 古田 肇 

         T E L:058-272-1111   

         U R L:http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/shoko-rodo/shoko-seisaku 

      役 割:・毎月 2 回、地域に出向き、市内の地区センター等で開催する「出前経

営相談会」、各種個別相談（経営一般、税務、法律、社会保険労務、

司法・登記、ＩＴ等）開催にかかる、補助金支援 

 

   ② 大垣市              

      代表者:市長  小川 敏 

         住  所:岐阜県大垣市丸の内 2-29 

     T E L:0584-81-4111   

         U R L:http://www.city.ogaki.lg.jp 

         役 割:・マル経、創業融資制度にかかる、利子補給制度への補助 

・創業塾、起業に関する支援 

・新卒者を対象とした「リアル大垣合同企業展」の支援 

 

   ③ 岐阜県産業経済振興センター    

      代表者:理事長 丹羽義典 

         住  所:岐阜県岐阜市薮田南 5-14-53 ふれあい福寿会館 10 階 

     T E L:058-277-1090   

         U R L:http://www.gpc-gifu.or.jp 

         役 割:・ものづくりコーディネーター等の専門家派遣支援。 

・岐阜県活性化ファンド事業の窓口（地域資源を活かした地域密着型ビ

 ジネスの開業、地域ブランドの創出・ものづくり支援や「まちづくり」

 への取り組みに要する経費の一部を助成） 

・新ビジネス展開応援事業の窓口（中小企業等が取り組む「新事業・サ

 ービスの立ち上げ」「成長分野への業態転換や多角化」「新アイデア・

 新商品開発」などに要する経費の一部を助成）  
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④ ソフトピアジャパン        

         代表者:理事長 熊坂賢次 

         住  所:岐阜県大垣市加賀野 4-1-7 

     T E L:0584-77-1111   

         U R L:http://www.softopia.info 

         役 割:・ＩＴ経営応援隊ぎふとの連携 

・セミナー及び経営施策に関するチラシ PR、ポスター掲示協力 

 

   ⑤ 金融機関 

   〇大垣共立銀行 本店                 

         代表者:取締役頭取 土屋 嶢 

         住  所:岐阜県大垣市郭町 3-98 

     T E L:0584-74-2111 

         U R L:https://www.okb.co.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・出前経営セミナー等への講師派遣 

・セミナー及び経営施策に関するチラシ配布による PR 

・経営計画作成支援 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・創業融資利子補給制度の支援 

 

   〇 大垣西濃信用金庫 本店                   

       代表者:理事長 栗田順公  

         住  所:岐阜県大垣市恵比寿町 1-1 

     T E L:0584-75-6111  

         U R L:http://www.ogakiseino-shinkin.co.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・出前経営セミナー等への講師派遣 

・セミナー及び経営施策に関するチラシ配布による PR 

・経営計画作成支援 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・創業融資利子補給制度の支援 

 
   〇日本政策金融公庫 岐阜支店 
     代表者:事業統括兼支店長 木村正明 

         住  所:岐阜県岐阜市吉野町 6-31 岐阜スカイウィング 37 西棟 2階 

     T E L:058-263-2136 

         U R L:http://www.jfc.go.jp 

         役 割:・毎週金曜日、金融相談への融資担当者の派遣 

・マル経融資制度の推進 
・一日公庫の開催 
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・創業塾への講師派遣 
      
       〇岐阜県信用保証協会 
         代表者:理事長 川出達恭 

         住  所:岐阜市薮田南 5-14-53 

     T E L:058-276-6999 

         U R L:http://www.cgc-gifu.or.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

        ・商工会議所・商工会提携小口零細企業保証（提携型全国小口）の推進

        ・小規模企業資金（県小口Ｚ）の推進 

・当所が紹介する小規模事業者への融資相談対応 
 
      〇三菱東京 UFJ銀行 大垣支店 
         代表者:支店長 江藤吉一 

         住  所:岐阜県大垣市郭町 1-8 

     T E L:0584-78-2105 

         U R L:http://www.bk.mufg.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・小規模事業者への融資相談対応 
 

       〇十六銀行 大垣支店 
         代表者:執行役員支店長 熊崎正人 

         住  所:岐阜県大垣市高屋町 1-26 

     T E L:0584-78-2161 

         U R L:http://www.juroku.co.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・当所が紹介する小規模事業者への融資相談対応 

 
       〇岐阜信用金庫 大垣支店 
         代表者:支店長 川瀬元康 

         住  所:岐阜県大垣市上面 4-10-1 

     T E L:0584-73-8781 

         U R L:http://www.gifushin.com 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・当所が紹介する小規模事業者への融資相談対応 

 
       〇岐阜商工信用組合 大垣支店 
         代表者:支店長 田中邦彦 

         住  所:岐阜県大垣市郭町東 1-55  
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     T E L:0584-81-3237  

         U R L:http://www.shoushin.co.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・当所が紹介する小規模事業者への融資相談対応 

    
       〇西美濃農業協同組合 
         代表者:代表理事組合長 小林 徹 

         住  所:岐阜県大垣市東前町 955-1 

     T E L:0584-73-8134 

         U R L:http://www.jan.or.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・当所が紹介する小規模事業者への融資相談対応 

 
       〇商工組合中央金庫 岐阜支店 
         代表者:支店長 大谷紳一郎 

         住  所:岐阜県岐阜市若宮町 9-16 

     T E L:058-263-9191 

         U R L:http://www.shokochukin.co.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・当所が紹介する小規模事業者への融資相談対応 

 
      〇滋賀銀行 大垣支店 
         代表者:支店長 山本洋介 

         住  所:岐阜県大垣市南頬町 4-32-1 

     T E L:0584-73-5181 

         U R L:http://www.shigagin.com 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・当所が紹介する小規模事業者への融資相談対応 

 
      〇第三銀行 大垣支店 
         代表者:支店長 村上龍治 

         住  所:岐阜県大垣市本町 1-1 

     T E L:0584-81-5121 

         U R L:http://www.daisanbank.co.jp 

         役 割:・金融機関との連絡会議への参加 

・会員優遇融資制度「バックアップ融資」の推進 

・当所が紹介する小規模事業者への融資相談対応 
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   〇株式会社 ＯＫＢ総研 
         代表者:取締役社長 五藤 義徳 
         住  所:岐阜県大垣市郭町 2-25kix ビル 4階 

     T E L:0584-74-2611 

         U R L:http://okb-kri.jp 

          役 割:・マクロ経済・国際経済・金融に関する調査研究 
         ・地域経済・産業の動向・景況に関する調査研究 

 

   ⑥大垣市商店街振興組合連合会 
    （大垣駅前商店街振興組合、大垣郭町商店街振興組合、ブラツキ商店街振興組合、大垣市本町商店街振興組合、大垣本町一番街商店街振興組合） 
         代表者:理事長 小倉利之 

         住  所:岐阜県大垣市郭町 1-86 

     T E L:0584-78-7496 

         U R L:http://hatsuratsu-ogaki.com/hatsuratsu.html 

         役 割:・商店街空き店舗調査への協力 

・各種まつり・イベントの実施及び支援 
 
   ⑦小規模事業者支援専門機関 
   〇名古屋税理士会 大垣支部 
     代表者:支部長 谷口賢治 
         住  所:岐阜県大垣市西長町 1大垣税理士会館内 

     T E L:0584-74-6668  

         U R L:http://www.meizei.or.jp/meizei/branchinfo/ogaki.html 

         役 割:・当所が開催する税務相談、消費税転嫁対策窓口相談、記帳専門指導等

         への税理士の派遣 

         
      〇岐阜県中小企業診断士協会 
      代表者:会長 近藤守邦 
         住  所:岐阜県岐阜市市橋 3-13-15 

     T E L:058-276-6596  

         U R L:http://www.shindan-gifu.com 

         役 割:・当所が開催する出前経営相談会（月 2回）、経営一般相談（月 2回）

         への中小企業診断士の派遣 

 
       〇岐阜県弁護士会 
      代表者:会長 森 裕之 
         住  所:岐阜県岐阜市端詰町 22 

     T E L:058-265-0020  

         U R L:http://www.gifuben.org 

         役 割:・当所が開催する法律相談（月 2回）への弁護士の派遣 
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       〇岐阜県社会保険労務士会 西濃支部 
     代表者:支部長 小川和彦 
         住  所:岐阜県岐阜市薮田東 2-11-11 

     T E L:058-272-2470 

         U R L:http://www.gifu-syarousi.or.jp 

         役 割:・当所が開催する社会保険労務相談（月 2回）への社会保険労務士の 

         派遣 

 
       〇ＩＴコーディネータ岐阜 
      代表者:代表 山田和久 
         住  所:岐阜県瑞穂市稲里 445-1-305 

     T E L:058-327-8482 

         U R L:http://itc-gifu.system.to/index.htm 

         役 割:・当所が開催するＩＴ相談（月 2回）へのＩＴコーディネーターの派遣

 
       〇岐阜県司法書士会 大垣支部 
         代表者:支部長 吉田哲志 

         住  所:岐阜県岐阜市金竜町 5-10-1 

     T E L: 058-246-1568 

         U R L:http://www.gifu-shihoushoshi.or.jp 

         役 割:・当所が開催する司法・登記相談（月 2回）への司法・行政書士への派遣

  

   ⑧ 岐阜経済大学                 

      代表者:学長 石原健一 

         住  所:岐阜県大垣市北方町 5-50 

     T E L:0584-77-3511   

         U R L:https://www.gifu-keizai.ac.jp 

         役 割:・産官学連携会議への参加 

        ・創業塾への講師派遣 

        ・創業塾カリキュラムの作成とコーディネート 

        ・セミナー等への参加協力 

 

   ⑨ 岐阜大学                     

       代表者:学長 森脇久隆 

         住  所:岐阜県岐阜市柳戸 1-1  

     T E L:058-230-1111    

         U R L:http://www.gifu-u.ac.jp 

         役 割:・産官学連携会議への参加 

        ・金型人材育成講座への講師派遣 

        ・ものづくりに関する相談対応 

        ・セミナー等への参加協力 
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   ⑩ 中部大学                     

      代表者:学長 山下興亜 

         住  所:愛知県春日井市松本町 1200  

     T E L:0568-51-1111   

         U R L:http://www.chubu.ac.jp 

         役 割:・産官学連携会議への参加 

        ・創業塾への講師派遣 

        ・セミナー等への参加協力 

  

   ⑪ 岐阜工業高等専門学校           

         代表者:校長 北田敏廣 

         住  所:岐阜県本巣市上真桑 2236-2  

     T E L:058-320-1211   

         U R L:http://www.gifu-nct.ac.jp 

         役 割:・ものづくりリーダー育成講座事業へのアドバイザー派遣 

        ・セミナー等への参加協力 
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連  携  体  制  図  等 

（１）組織体制〔 全 体 〕                        

                                              

                                               1 地域力活用市場獲得等支援事業（指針①②）

                            

                                                        2 商工業者等補助金活用事業（指針①②③）

                                      

                                                        3 個別経営相談会事業（指針①②③） 

                                      

                                                        4 創業・ベンチャー支援事業（指針②④） 

                                     

                                                        5 融資制度の活用支援事業（指針②） 

                             

                                                        6 創業資金利子補給事業（指針②） 

                                      

                                                        7 マル経利子補給事業（指針②） 

                                      

                                                        8 経営相談ネット受付事業（指針②） 

                                      

                                                        9 出前経営相談会事業（指針②③） 

                                     

                                                       10 出前研修会事業（指針②③） 

                                     

                                                       11 大垣市商店街振興組合空き店舗状況調査事業（指針③④）

                                     

                                                       12 中小企業海外進出支援事業（指針③） 

                                     

                                                       13・14 リアル大垣合同企業展・大垣地域合同企業展事業

                                      

                                                       15 金型人材育成講座事業 

                                     

                                                       16 ものづくりリーダー育成講座事業 

                                                       

                                                       17 各種まつり・イベントの実施及び支援事業

                                                        

                                                       18 交流産業戦略推進事業 

                                                      

                                                       19 中心市街地活性化推進事業           

⑤金融機関 
 大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫 

③岐阜県産業経済振興センター 
 ※新商品開発など経営課題の解決に 
   向けて専門家による相談等 

⑧岐阜経済大学 
 ※創業塾講師派遣、コーディネート等 
⑨岐阜大学 
 ※金型人材育成講座等 
⑩中部大学 
 ※創業塾講師派遣等 
⑪岐阜工業高等専門学校 
 ※ものづくりセミナ等 

②大垣市 
 ※補助金関係 
 

⑦小規模事業者支援専門機関 
  名古屋税理士会大垣支部 
  岐阜県中小企業診断士協会 
  岐阜県弁護士会 
  岐阜県社会保険労務士会西濃支部 
  ＩＴコーディネータ岐阜 
  岐阜県司法書士会大垣支部 
  ※経営課題の解決に向けて専門家による相談

日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会 
三菱東京 UFJ銀行、十六銀行 
岐阜信用金庫、滋賀銀行、第三銀行 
岐阜商工信用組合、商工組合中央金庫、

西美濃農業協同組合、㈱OKB総研 
※創業融資、会員向けバックアップ融資等 

⑥大垣市商店街振興組合連合会 
  大垣駅前商店街振興組合 

  大垣郭町商店街振興組合 

  ブラツキ商店街振興組合 

  大垣市本町商店街振興組合 

  大垣本町一番街商店街振興組合 

①岐阜県 

④ソフトピアジャパン 
 ※ＩＴ経営応援隊ぎふ、IT相談 
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１．地域力活用市場獲得等支援事業（指針①②） 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２．商工業者等補助金活用事業（指針①②③） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ３．個別経営相談会事業（指針①②③） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大垣商工会議所 小規模事業者 

⑤金融機関 
 大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫

日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会 
三菱東京 UFJ銀行、十六銀行 
岐阜信用金庫、滋賀銀行、第三銀行 
岐阜商工信用組合、商工組合中央金庫、 
西美濃農業協同組合、㈱OKB総研 
※創業融資、会員向けバックアップ融資等 

小規模事業者 大垣商工会議所 

①岐阜県 
 ※補助金関係 

②大垣市 
 ※創業支援、創業融資・マル経融資利子
   補給の補助金等 

③岐阜県産業経済振興センター 
 ※新商品開発など経営課題の解決に 
   向けて専門家による相談等 

小規模事業者 大垣商工会議所 

⑦小規模事業者支援専門機関 
  名古屋税理士会大垣支部 
  岐阜県中小企業診断士協会 
  岐阜県弁護士会 
  岐阜県社会保険労務士会西濃支部 
  ＩＴコーディネータ岐阜 
  岐阜県司法書士会大垣支部 
  ※経営課題の解決に向けて専門家による相談
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 ４．創業・ベンチャー支援事業（指針②④） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ５．６．７．融資制度の活用支援事業（指針②）、創業資金利子補給事業（指針②）、マル経利子補給事業（指針②）

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

②大垣市 
 ※創業支援、創業融資・マル経融資利子 
   補給の補助金等 

③岐阜県産業経済振興センター 
 ※新商品開発など経営課題の解決に 
   向けて専門家による相談等 

④ソフトピアジャパン 
※ＩＴ経営応援隊ぎふ、IT相談

⑤金融機関 
 大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫 
日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会 
三菱東京 UFJ銀行、十六銀行 
岐阜信用金庫、滋賀銀行、第三銀行 
岐阜商工信用組合、商工組合中央金庫、

西美濃農業協同組合、㈱OKB総研 
※創業融資、会員向けバックアップ融資等 

⑦小規模事業者支援専門機関 
  名古屋税理士会大垣支部 
  岐阜県中小企業診断士協会 
  岐阜県弁護士会 
  岐阜県社会保険労務士会西濃支部 
  ＩＴコーディネータ岐阜 
  岐阜県司法書士会大垣支部 
  ※経営課題の解決に向けて専門家による相談

⑧岐阜経済大学 
 ※創業塾講師派遣、コーディネート等 
⑨岐阜大学 
 ※金型人材育成講座等 
⑩中部大学 
 ※創業塾講師派遣等 
⑪岐阜工業高等専門学校 
※ものづくりセミナ等

小規模事業者 

大垣商工会議所 

大垣商工会議所 

小規模事業者 

⑤金融機関 
大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫

日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会

三菱東京 UFJ銀行、十六銀行 
岐阜信用金庫、滋賀銀行、第三銀行 
岐阜商工信用組合、商工組合中央金庫、

西美濃農業協同組合、㈱OKB総研 
※創業融資、会員向けバックアップ融資等
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 ８．９．経営相談ネット受付事業（指針②）、出前経営相談会事業（指針②③） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １０．出前研修会事業（指針②③） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大垣商工会議所 

小規模事業者 

⑤金融機関 
大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫 

日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会 
三菱東京 UFJ銀行、十六銀行 
岐阜信用金庫、滋賀銀行、第三銀行 
岐阜商工信用組合、商工組合中央金庫、

西美濃農業協同組合、㈱OKB総研 
※創業融資、会員向けバックアップ融資等 

⑦小規模事業者支援専門機関 
  名古屋税理士会大垣支部 
  岐阜県中小企業診断士協会 
  岐阜県弁護士会 
  岐阜県社会保険労務士会西濃支部 
  ＩＴコーディネータ岐阜 
  岐阜県司法書士会大垣支部 
  ※経営課題の解決に向けて専門家による相談

大垣商工会議所 小規模事業者 
⑤金融機関 
大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫

日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会

三菱東京 UFJ銀行、十六銀行 
岐阜信用金庫、滋賀銀行、第三銀行 
岐阜商工信用組合、商工組合中央金庫、

西美濃農業協同組合、㈱OKB総研 
※創業融資、会員向けバックアップ融資等

⑦小規模事業者支援専門機関 
  名古屋税理士会大垣支部 
  岐阜県中小企業診断士協会 
  岐阜県弁護士会 
  岐阜県社会保険労務士会西濃支部 
  ＩＴコーディネータ岐阜 
  岐阜県司法書士会大垣支部 
  ※経営課題の解決に向けて専門家による相談

①岐阜県 
 ※補助金関係 

⑧岐阜経済大学 
 ※創業塾講師派遣、コーディネート等 
⑨岐阜大学 
 ※金型人材育成講座等 
⑩中部大学 
 ※創業塾講師派遣等 
⑪岐阜工業高等専門学校 
 ※ものづくりセミナ等 

③岐阜県産業経済振興センター 
 ※新商品開発など経営課題の解決に  
  向けて専門家による相談等 

②大垣市 
 ※創業支援、創業融資・マル経融資
  利子 補給の補助金等 

④ソフトピアジャパン 
※ＩＴ経営応援隊ぎふ、IT相談
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１１．大垣市商店街振興組合空き店舗状況調査事業（指針③④） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    １２．中小企業海外進出支援事業（指針③） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    １３．１４．１５．１６  

リアル大垣合同企業展事業・大垣地域合同企業展事業、金型人材育成講座事業、ものづくりリーダー育成講座事業

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大垣商工会議所 

⑥大垣市商店街振興組合連合会 
  大垣駅前商店街振興組合 

  大垣郭町商店街振興組合 

  ブラツキ商店街振興組合 

  大垣市本町商店街振興組合 

  大垣本町一番街商店街振興組合 

大垣商工会議所 小規模事業者 

⑤金融機関 
 大垣共立銀行、大垣西濃信用金庫

日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会

三菱東京 UFJ銀行、十六銀行 
岐阜信用金庫、滋賀銀行、第三銀行 
岐阜商工信用組合、商工組合中央金庫、

西美濃農業協同組合、㈱OKB総研 
※創業融資、会員向けバックアップ融資等

⑧岐阜経済大学 
 ※創業塾講師派遣、コーディネート等
⑨岐阜大学 
 ※金型人材育成講座等 
⑩中部大学 
 ※創業塾講師派遣等 
⑪岐阜工業高等専門学校 
 ※ものづくりセミナ等 

小規模事業者 大垣商工会議所 



 55

  １７．各種まつり・イベントの実施及び支援事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  １８．交流産業戦略推進事業 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥大垣市商店街振興組合連合会 
  大垣駅前商店街振興組合 

  大垣郭町商店街振興組合 

  ブラツキ商店街振興組合 

  大垣市本町商店街振興組合 

  大垣本町一番街商店街振興組合 

大垣商工会議所 

②大垣市 
 ※創業支援、創業融資・マル経融資利子 
   補給の補助金等 

⑥大垣市商店街振興組合連合会 
  大垣駅前商店街振興組合 

  大垣郭町商店街振興組合 

  ブラツキ商店街振興組合 

  大垣市本町商店街振興組合 

  大垣本町一番街商店街振興組合 

大垣商工会議所 

②大垣市 
 ※創業支援、創業融資・マル経融資利子 
   補給の補助金等 

⑧岐阜経済大学 
 ※創業塾講師派遣、コーディネート等 
⑨岐阜大学 
 ※金型人材育成講座等 
⑩中部大学 
 ※創業塾講師派遣等 
⑪岐阜工業高等専門学校 
※ものづくりセミナ等
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 １９．中心市街地活性化推進事業 

 中心市街地活性化推進事業、中心市街地活性化協議会推進事業、大垣駅南都心まちなみビジョン策定事業、

 中心市街地ハツラツ店舗支援事業、中心市街地の総合的整備推進に関する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      連携図の矢印の関係 
                             

                                        連 携 
 
                     相 談 
 
                     支 援  
 

 

 

 

 

 
 

 

②大垣市 
 ※創業支援、創業融資・マル経融資利子 
   補給の補助金等 

⑥大垣市商店街振興組合連合会 
  大垣駅前商店街振興組合 

  大垣郭町商店街振興組合 

  ブラツキ商店街振興組合 

  大垣市本町商店街振興組合 

大垣本町一番街商店街振興組合 

大垣商工会議所 


