
経営発達支援計画の概要 

実施者名 中津川商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

平成３９年のリニア中央新幹線の開業に向けて、活力ある中津川の形成

を目指し、多岐の経営課題に困窮する小規模事業者の課題の【真因】を

突き止め、販路拡大など【需要の開拓】により経営基盤を安定化させる

ことと、企業家精神に溢れ、雇用の創出の原動力になる【地元企業の発

展】という個別企業の支援と、【継続的な街づくり事業の実施】に基づく

地域活性化により、この地域の経済の疲弊を食い止めることを目標とす

る。 

事業内容 

【創業希望者や小規模事業者の身近な経営コンシェルジュ】 

 

創業に向けての準備及び、開業後の「ヒト・モノ・カネ・情報」に関す

る経営課題に対して、中津川商工会議所は地域事情も踏まえての情報提

供に加え、各種経営計画の作成支援と、その後のアフターフォローを行

います。 

 

小規模事業者が抱く将来設計（ライフプラン）・夢の実現を見据え、直面

する課題解決に必要かつ全体最適な情報の提供を心掛け、以下の事業を

行います。 

相談に際しては、経験豊富な経営支援員に加え、外部の中小企業診断士・

税理士・社会保険労務士・デザイナーなどの専門家などとも連携して相

談に対応します。 

 

１．経営について気軽に相談ができる場の提供 

２．相談者に必要な情報提供のための経営状況の分析 

３．地域の雇用統計、景気動向などの情報提供 

４．各種計画書の作成支援 

５．事業者が取扱う商品・サービスの販路拡大や販売促進支援 

６．訪問・窓口なども活用したアフターフォロー 

 

創業希望者等に向けては以下の事業も行います。 

○立地・テナントに関するアドバイス 

○創業計画の立案 

○創業資金・融資及び補助金などの情報提供及び申請書作成支援 

連絡先 

住所：〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町１－２０ 

電話：0573-65-2154 ＦＡＸ0573-65-2157 

Mail：info@cci.nakatsugawa.gifu.jp 

http://www.cci.nakatsugawa.gifu.jp 

窓口相談は土日を除く８：３０～１７：００ 
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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 

【経営発達支援事業の目標（概要）】 

中津川市は名古屋からＪＲで約１時間のところにある、岐阜県の地方都市で、ものづくりと観光産業に

立脚した特徴のある街で、平成３９年にはリニア中央新幹線の岐阜県駅ができる。しかし、平成１７年の

合併以降も人口減少という課題に直面している。 
会員数の動きもほぼ連動して減少傾向となっており、事業者は全国的な傾向同様事業所の減少の流れの

中にある。 
この背景には、所得の縮小・後継者不足・労働力不足などいくつかの要因が重なっているが、このまま

の状況が続けば、管内に１９００余りある小規模事業者の経営に支障をきたすだけでなく、小規模事業者

に下支えされていた中規模企業、大企業にも影響が及ぶのは必至である。 
今回の経営発達支援計画は、多岐にわたる経営課題に困窮する小規模事業者の課題の真因を突き止め、

販路拡大など需要の開拓により経営基盤を安定化させることと、企業家精神に溢れ、雇用の創出の原動力

になる地元企業の発展という両者の支援と、継続的な街づくり事業の実施に基づく地域活性化により、こ

の地域の経済の疲弊を食い止めることを目標とする。 
 
今まで培った実績と歴史により、わたくしたち中津川商工会議所の役職員は、地域経済の復興を願った

設立当初の原点に立ち返り、地域の課題をしっかりと認識し、各種の事業に取り組んでいきます。 
 

 【中津川商工会議所の概要】 

戦後の経済混乱期に、地域経済の復興を願った地域の商

工業者が、昭和２４年に近隣１５町村区域内の商工業者３

２６人の会員で構成する「社団法人恵那商工会議所」とし

て県内で６番目の商工会議所として中心商店街に事務所

を構えました。翌２５年に社団法人中津商工会議所に変更

になりました。 
 
その後、昭和２６年には中津川商工会議所と名称変更

し、２８年の現商工会議所法の施行に伴い、個人会員２７

４人を含む会員３６６人で組織変更の許可を受け現在の

組織形態となりました。 
 
昭和５６年には現在地に鉄筋コンクリート３階建ての新所屋を建設し移転、平成２年には「ふれあい共

済」（団体共済制度）をスタート。平成８年には４階の増築と駐車場の整備を行い、続いて平成１１年には

１０％のプレミアム付「元気商品券」２億円を販売している。 
同年会員数も２０００社を超えて過去最高となったものの現在は減少傾向で推移している。ただ、組織

率は７０％を超え、地域の世論形成をしている。 
 

（支援の沿革と実績） 

支援機関としての活動は、昭和２４年の設立当初より地区内事業者の商工業の相談窓口として、中小企

業相談所を開設し、新法の施行に合わせた事業運営のなか、昭和４０年から税務の継続指導の実施と労働

保険の事務組合を設立している。 
税務指導は現在でも約７０件、労働保険事務組合は約４００社の委託を受け事務の代行のみならず、各

種労務相談を行い、労働保険の加入促進に関しては、平成１２年に労働大臣表彰を受けました。 
さらに、４８年のマル経資金制度が始まると同時に取扱いを始め、昭和５４年には３．５億を超えるほ

どの融資を行い、その後１億を割りこんだものの、今期は約２億円程度まで回復し、小規模企業者の資金

繰り、設備投資の促進等に寄与している。 

設立当初の事務所 
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事業主の退職金制度として昭和４０年に発足した小規模企業共済や、昭和５３年に発足した倒産防止共

済制度も制度施行当初から積極的に加入募集活動を行い、近年はモデル団

体として活動してきました。 
金融、税務、労務に限らず、小規模支援施策を活用し、この地域の事情

に合わせ巡回や窓口相談、福利厚生の一環としての共済制度の整備などを

行ってきており、その活動は当時の大臣表彰などを受けるほどで、一定の

評価を受けている。 
支援の一環で取り組んだ経営革新計画の取得が認められ、平成２５年８

月には経営革新等支援機関としての認定も受け、創業・事業再生・補助金

申請時の計画認定などの支援業務も行っている。 
また、平成１４年に国と岐阜県の中小企業支援施策として設置された、

「東濃東部中小企業支援センター」では高度な支援事業を行っていたが、

法改正などで事業が廃止されたため、１８年に中津川市の支援を得て「中津川市中小企業支援センター」

を設置し現在に至るまで運営を行っている。 
 
途中、平成２０年から数年間多治見や各務原の各商工会議所に設置された「地域力連携拠点」と役割分

担と連携を行っている時期もあったが、「中津川市中小企業支援センター」は現在まで継続して実施して

いる岐阜県内でも数少ない専門相談窓口であり、市内の創業や中小企業支援、高度な経営課題解決支援の

重要なセクターとなっている。 
なお、平成２６年にそれまで活動頂いていた専門家の方々の大幅な見直しを行い、効率的な運用に努め、

労務管理を中心に約７０件（１日当たり２．１件）の相談が寄せられるなど、対前年比で１日当たりの相

談件数も増加している。 
 
また、会議所設立当初は地域経済の再建を主意としてきた支援であるが、経済が成熟期を迎え、法律や

経済、社会構造など商工会議所を取り巻く経営環境が変化する中で、商工会議所としての４つの特徴（「地

域制」「総合性」「公共性」「国際性」）を活かし、その時代時代に求められる公益性のある役割に基づいた

支援と地域振興を行ってきたという歴史と実績の裏には、地域に一つしか設立させないという権利と、そ

れゆえ与えられた義務があった。 
その歴史と実績に地域の特殊性が加わり、中津川商工会議所の役割を形成し、今でも残る支援に対する

考え方と伝統を作ってきている。 
 

（街づくりの支援） 

個別事業者の支援に加えて、地域振興に寄与するべく、駅前の再開発、大規模小売店舗の出店調整を行

っている「商業活動調整協議会」の設置など中小商業活動に大きく影響する活動を行ってきたほか、歳末

大売り出しの催事運営などの商店街イベントや夏祭り、中津川商業フェスタなどの各種イベントの企画運

営もする中で、次世代につながる街づくりに寄与してきた。 
平成２０年４月からは１月を除く毎月第１日曜日に、「六斎市」と題して交通規制をかけた街中でのイ

ベントも行っている。 
また、消費購買力の流出防止と、大型店対策、消費者ニーズへの対応などのため、昭和５８年に市内共

通商品券の発行をスタートさせ、その後平成１１年にはプレミアム付きで「元気商品券」２億円の発行す

ることにつながるなど、市内での消費喚起に一役をかっている。 
 

（データ等による商工会議所の状況） 

① 会議所設立年月 昭和２４年１０月１４日 岐阜県内で６番目の設立 

② 人口 ８０，９１０人 中津川市内 

③ 商工業者数 ２，４９６事業所 当商工会議所管内。出典：センサス 

④ 小規模事業者数 １，９２５事業所   〃 

⑤ 会員数 １，７４９事業所 特別会員除く。２７年１月１日現在 

⑥ 組織率 ７０．１％ ⑤÷③ 
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⑦ 全職員数 １１人 記帳担当・パート職員を除く 

⑧ 一般職員数 ５人  

⑨ 補助対象職員数 ６人 経営支援員４人・業務支援員２人 

⑩ 議員数 １１５人（３８人） （ ）内常議員数 

⑫ 役員数 会頭・副会頭・常務理事 
会頭：丸山輝城 
副会頭：三尾義彦・原満夫・杉本潤 
専務理事：堀田時男 

⑬ 部会構成 

建設業第一部会・第二部会 
工業第一部会・第二部会 
通信運輸部会・商業部会 
食品部会・金融理財部会 
旅館飲食部会・環境医療部会 

 

⑭ 主な表彰歴 

①マル経資金取扱い成績優良表彰 
②経営改善普及事業優良表彰 
③労働保険事務組合運営優秀表彰 
④組織強化優秀表彰 
⑤労働保険適用促進業務表彰 

①昭和５５年 
②通商産業大臣表彰（昭和６０年） 
③労働大臣表彰（昭和６１年） 
④日本商工会議所 会頭表彰（平成２年） 
⑤全国労働保険事務組合連合会（平成１２年） 

⑮ 事務受託団体 
中津川商店街連盟など 
１３団体 

受託事務の内容は事務・経理・事業運営など多
岐に亘る。 

⑯ 加入団体 
日本商工会議所など 
４１団体 

 

⑰ 
近隣の主な公共

施設 

中津川市役所 本庁舎 
中津川警察署・中津川消防署 
中津川公共職業安定所 
中津川税務署 ほか 

徒歩５分程度 

⑱ 情報発信 

①月刊広報の発行 
②メールマガジンの発行 
③ホームページの更新 
④チラシの折り込み（ＤＭ発送） 

①毎月 約１９２０部 
②随時 約４６０アドレス 
④毎月広報折り込み及び年１回の日刊紙折込 

 
【グラフで見る中津川商工会議所】 

１．会員数と組織率の推移 ２．巡回・窓口相談件数 

３．小規模事業者経営改善資金 推薦件数・金額

 H26は３四半期分 

４．一般会計・小規模事業費への補助金の推移 
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５．代表者部会別 平均年齢  

【小規模事業者支援機関としての役割） 

商工会議所の支援は商工会議所法第６条（『商工会議所はその地区内における商工業の総合的な改善発

達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資する事を目的としている。』）にある通り、地域的総合経済

団体として業種、業態、規模の大小を問わず、地区内のすべての商工業者の利益を図り、地域経済社会の

進行や発展となる事業を推進してきました。その対象は個別の企業のみならず、街づくり、文化・芸能な

ど多岐に及ぶ。 
中でも特に、中小企業の経営をバックアップするため、経営の一般的な問題として創業から廃業までの

金融、税務、労務管理、法律など多岐に亘る相談に応じている。 
同様に中津川市内で小規模事業者を支援する機関としては、下記に列挙したように「中津川市役所」「市

内金融機関」「中小企業診断士」「税理士事務所」など、いくつかあげられると思われるがその中で唯一、

中津川商工会議所が他の機関と異なるのは、公的な機関でありながら転勤など異動がなく、職員に地元出

身者も多い事から、友人・先輩後輩などさまざまなネットワーク経由で、地元の情報が入ってきやすいと

いう『情報量』、税務や金融だけでない幅広い知識や支援スキルの蓄積が可能であるという『横断型知識』

がある。 
また、行政、他の支援機関、各専門家や、全国に５１４ある商工会議所との『ネットワーク』もあり、

単独で解決できない課題も連携して解決に結びつけることや、販路開拓支援が出来るのも強みである。 
これらの事業者の支援のメニューは無料か、それに近い費用でサービスを受けられることが出来るとい

う『ハードルの低さ』も強みとして挙げられる。 
 
以上のほかにもある強みを活かした支援機関の役割は、「それぞれの時代の、それぞれの事業者や地域

のニーズを十分汲み上げ、関係機関とも連携しながら、地域の文化や自然が維持承継され、誇りが持てる

ような街づくりや観光の振興及び、多方面のネットワークを活用・推進することで生み出される技術や技

能、人材育成や販路開拓、企業誘致などのものづくり振興」となる。 
これらの振興策により、住民に就労の場と住まいを確保できる地域を作ることにもつながる。 

支援機関毎の機能比較 

 中津川 
商工会議所 

中津川市役所 金融機関 
中小企業 
診断士 

税理士事務所

職員数 １１人 約１０００人 数十人規模 少 多寡あり 

異動・転勤 なし あり あり なし なし 

地域の情報量 多 多 限定的 限定的 限定的 

支援施策の情報量 多 限定的 限定的 多 限定的 

個人のノウハウの蓄

積と活用 
可 

蓄積できるが
異動により活
用が難しい 

蓄積できるが
異動により他
地域での活用

可 可 
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支

援

の

種

類 

税務申告 
個人事業 
対応可 

事業者 
不可 

不可 不可 可 

労務 可 
労働者 
可 

年金など可 限定的 限定的 

金融 可 不可 可 不可 不可 

公的共済 可 不可 可 不可 可 

他の機関との連携範

囲 
実施済み 実施済み 実施済み 限定的 限定的 

経営課題に関するセ

ミナー 
年６回以上 少 少 少 少 

事業に関する無料

（低額）の継続相談
可 可 可 限定的 限定的 

 
【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

当地域に限らず、小規模事業者は家族一丸となって経営（販売・記帳税務・労務管理・資金繰りなど一

人何役も兼ねて）を行っているのが常であり、ヒト・モノ・カネ・情報など経営資源が特に乏しいという

のが実体である。 
 
情報について付け加えると、巡回や窓口相談をしていて実感するのは、ネット環境の整備により、各種

の小規模企業支援施策が比較的容易に入手できるものの、仕事の忙しさに追われて時間がない上、情報源

が多岐に渡りすぎたため、情報入手が困難であるという事である。 
やっとたどりついても情報量の多さや使用される用語の難解さに惑わされ取捨選択でさえ悩む方が多

いので、せっかくの小規模企業支援施策を「そんな制度があるなんて知らなかった」という声を聴いたり、

活用出来ない事業者も散見したりする。また、パソコンが一般的に普及しているのにもかかわらず、入力

が出来ないという事業者さえある。 
それらを踏まえると、さまざまな情報を、分かりやすく提供するコンシェルジュ的な存在が必要だと実

感する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そのほか地元の小規模事業者の声を聞くと「自分が倒れたら生活がままならなくなる」、「身内からの借

り入れをしながら切り盛りしている」、「取引先の業況に簡単に影響される」、「海外移転した仕事が戻って

きても、単価は海外とほぼ一緒」、「ものが売れない」など窮境を訴える声も多く、同時に社会保障の面で

の不安感も否めません。これらは本人の夢やライフプランとも密接な関係がある上、家族を巻き込む可能

性も内包している。 
 
一方で危機感・焦燥感だけでなく、前向きに「新規の事業に取り組む」、「取引先の拡大を図る」、「自社

製品の製造を始める」、「後継者が戻って来た（手伝っている）」など、何かしら取り組もうとする明るい

 企業の経営資源 

ヒト 

モノ 

難解な用語 

膨大な量 

無関心 
情報 

 

 

カネ 
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話題も多い企業もある。 
公私がほぼ表裏一体の関係になっているからこそ、そういった小規模事業者ならではの多様な課題があ

る。 
 
さらに、全国同様人口減少や高齢化率の上昇などが、予測されているものの、この地域にはリニア中央

新幹線が岐阜県駅を設置し、車両工場が出来るという将来展望を踏まえると、小規模事業者の中長期的な

振興の在り方は、多岐に亘る知識や情報を、適切なタイミングで伝え課題解決につなげる『コンシェルジ

ュ』的なものと、苦しい中にも活路を見いだせるような、中長期的な支援による地域振興と企業のイノベ

ーション喚起ができる『応援団』的なものである。 

 
具体的には、当地域の歴史的背景や市場動向、将来展望などを踏まえ、全国に展開する商工会議所・商

工会、岐阜県・中津川市・地元金融機関及び（財）中小企業基盤整備機構・岐阜県産業経済振興センター・

各方面の専門家などと連携し、個別企業の経営力向上、販売促進等を今までより一層継続して支援する。

 
 
 

 
【地域の現状及び課題】 

中津川市は、古くは、中山道の宿場町として栄え、

明治中期から昭和初期にかけて市内に主要工場が立 
地するなど工業の歴史も古く、商工業の盛んな都市

である。一方、豊かな自然環境のなかで、広大な森

林から算出される東濃桧を代表として、優れた農産

物などを算出する農林業地域でもあり、地場産業の

盛んな都市である。平成 １７ 年 ２ 月に全国唯一
越県合併となった長野県山口村及び隣接の６町村と

合併し、新「中津川市」が発足している。 
 

（人口） 

人口は岐阜県内で８番目、東濃地域では多治見市に次ぐ８０，９１０人（平成２２年）の人口を抱える。

ただ、人口の推移は減少傾向で、将来推計を見ても同じ傾向が続く可能性が高い。平成３９年の開業予定

のリニア効果次第ではあるが、日本創生会議『将来推計人口』の資料を見ても、国立社会保障・人口問題

研究所（社人研）の試算では、平成５２年（２０４０年）には５８，５６８人に、さらに人口移動が収束

しない場合には５４，９６０人にまで減少する事が予測されている。 

経
営
課
題 

難
易
度 

高 

低 

創業 廃業 
時 間 

 

経営発達支援事業 ◆資金不足 
◆採用難 
◆経験不足 
 
◆計画策定 

◆記帳・申告
◆雇用管理 
◆仕組み作り 

 

安
定
期 

◆資金不足
◆人財育成 
◆戦略策定 
◆販路開拓 
◆経営力の強化
 

成
長
期 

◆資金繰り
 
◆後継者育成 
◆技術移転 
◆技術の高度化 

◆事業再生 
◆法的整理 
 
 
◆事業承継 
 
 
◆自主廃業 

 

成
熟
期 

◆は各ステージにおける主な経営課題又は、商工会議所
の支援が求められるもの 

◆○○は他の機関との連携が求められるもの 

経営改善普及事業 
創
業
期

衰
退
期 
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中津川市の人口推移 

 
 
『岐阜県人口動態統計調査』によれば、その原因の

一つには、就学、就職、結婚等を主な理由とする県

内外への転出超過が続いている事があげられる。 
実際に『就業構造基本調査報告』によれば最終学歴

人口の統計資料を見ると、中津川市は大卒等が最終

学歴総人口に占める割合が９％と、県内商工会議所

所在都市で唯一１桁となっている。 
少子化社会で大学全入時代のこれからを見据えた場

合に、進学した子供たちの雇用の受け皿が少ないの

ではないかという懸念が残る。 
 
その他、人口集中地域（市区町村の区域内で人口

密度が4,000人/km²以上の基本単位区）の人口が昭
和５５年から平成２２年の約３０年間に約３，００

０人減少。集中地域の面積は変わらないものの１７

年から２２年までの５年間で約１００人が減少。人口集中地域の人口１０％程度しか集中しておらず、県

下でも恵那市と並んで低い集中度合となっている。 
 
５～１４歳の人口推移推計 県内商工会議所別 市民所得 

 

 
（地域の工業） 

商工業を『平成２４年経済センサス活動調査』（以下、センサス）でみると、商工業者数が２，４９６社、

うち小規模事業者は１，９２５社となっている。 
 

 
最終学歴 
総人口 

うち大卒等 うち高卒等 

岐阜市 326,888 62,214(19%) 
136,873(42

%)
大垣市 128,111 23,016(18%) 57,724(45%)
高山市 75,384 8,067(11%) 35,166(47%)
関市 72,354 8,805(12%) 33,769(47%)
美濃市 18,885 2,133(11%) 8,491(45%)
羽島市 52,844 7,365(14%) 23,672(45%)
美濃加茂市 42,799 5,706(13%) 20,632(48%)
各務原市 115,585 19,745(17%) 50,225(43%)
多治見市 89,538 15,575(17%) 39,868(45%)
土岐市 49,265 6,127(12%) 22,804(46%)
瑞浪市 32,114 4,646(14%) 14,310(45%)
恵那市 44,019 4,562(10%) 22,327(51%)
中津川市 65,715 6,168(9%) 34,103(52%)

可児市 77,631 12,526(16%) 34,963(45%)

 

８０，９１０人 

飛騨市に含まれるため神岡は除く 
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平成２６年３月に発表された岐阜県の「岐阜県成長・雇用戦略」に

よれば、岐阜県の県内総生産額の２４％、従業者数の２５％を製造

業が占める。また、製造業の事業所数６，５２８事業所の８１％が

３０人未満となっている。平成２０年のリーマンショックでは機械

関連産業が揃って大打撃を受けたが、県経済のけん引役となってい

る。 
『工業統計調査』によれば、岐阜県の製造品出荷額は５兆８１億

円、中津川市は２９６３億円で全体の約６％、県内で５番目の金額

となる。一事業所当たりでは１０．８億円で、県内

で６番目の規模となる。また、従業者数は岐阜県全

体で１９万人、うち中津川市は１．１万人で全体の

約６％となっている。 
また、業種別の従業者数の割合を見ても、中津川は

製造業の従業者が全体の３７％を占めるなど、「もの

づくりの街」が色濃い。 
 
中津川に工場を置く上場企業はないが、今ある上場

企業の製造工場・グループ会社などは企業誘致によ

るところが大きく寄与している。 
企業誘致の歴史は明治３５年までさかのぼり、当

時の地元有志の働きかけにより中央製紙（王子製紙

の前身。現王子エフテックス）が誘致されると、そ

れに関連するパルプ・紙加工業が発達した。 
製糸業も進出する中、第２次大戦中には三菱電機

が疎開工場として、現在の中津川製作所の操業を開

始した後は、終戦後も「風の中津川」と呼ばれるよ

うに扇風機や換気扇など風や空気にまつわる製品群

を開発製造してきた。 
 
具体的には、製造品出荷額の構成をみても三菱電機と

その協力企業を含めた電気機器、家電部品の加工技術

を活かした自動車部品加工会社を始めとした輸送用機

器それぞれの占める割合が高い。 
従業者数の構成比でみても製造業に務める割合が高

く、特化係数を全国と比べても高い。 
 
なお、中央自動車道開通に合わせ昭和６１年に建設さ

れた中核工業団地（写真）には昨年も１社が工場の進

出を果たし、現在１７社が入居。多くの雇用を生み出

している。 
その他、地場産業としては和菓子の製造販売、木工芸品の製造販売がある。 
 
雇用に関しては小規模事業者に限らず採用難は否めず、厳しい求人状況がここ数年続いている。 
 

（地域の商業） 

現在、市内には店舗面積が１０００㎡を超える大規模小売店舗が２０店あり、管内にはユニーアピタ中

津川店を始め、家電量販店、ホームセンターなどが１８店ある。 

 製造品出荷

額等 

１事業所当たり

製造品出荷額等 

従業者当たり製

造品出荷額等 

１位 各務原市 可児市 美濃加茂市 

２位 大垣市 美濃加茂市 可児市 

３位 可児市 各務原市 各務原市 

４位 関市 大垣市 大垣市 

５位 中津川市 飛騨市 飛騨市 

６位 美濃加茂市 中津川市 中津川市 

７位 岐阜市 恵那市 恵那市 

８位 恵那市 本巣市 美濃市 

９位 土岐市 美濃市 高山市 

１０位 高山市 瑞穂市 岐阜市 

（出典：工業統計調査） 

中核工業団地

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
組織別事業所数

その他

法人

個人
合計：4,186

法人：1,996

個人：2,162

中津川市 
２９６３億円 
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郊外型路面店は平成２４年には１０店舗だったの

が、スポーツ用品店、スーパー、家電量販店などを

中心に増えている。 
 
一方で、坂が多く平らな土地が少ないといった地形

的な要素や、大型ショッピングセンターが駅前通り

沿いに残っていることや業態転換もあり、平成１９

年には１２件あった空き店舗は、平成２６年５月現

在で空き店舗は６件と減少しているが、後継者不足

は否めず、中心市街地の商業を取り巻く環境は厳し

い。 
（地域の観光） 

平成１７年の市町村合併により、信州から観光名所

として名高い『馬籠宿（２５年度観光入込客数 年

間６５３，９００人）』が加わり、市内には中山道の

宿場が中津川宿・落合宿・馬籠宿の３つとなった。

ここ数年は政府のインバウンド効果もあり、飛騨高

山ほどではないが欧米・アジアなど海外からも多く

の観光客が訪れる。 
 
岐阜県の観光産業の特徴として、日帰り客が多く、

東海４県からの観光客が７７％を占めている。中津

川市観光協会に駅前観光案内所（観光入込客数 年

間１１３，６０４人）の状況を聞いても、県内観光

同様に日帰り観光が８０％程度である。駐車場の県

外ナンバーを見ても、東海圏のものがほとんどであ

る。 
 
主な目的は秋の観光シーズンを中心に観光を兼ね

て、和菓子（特に栗きんとんなどの栗菓子）を買い

求めるというものが多く、客数も伸びている。 
 
観光協会の実施する潮干狩りのように“栗拾い”が

出来る観光栗園「中津川観光栗園いがぐりの里」事

業は約１カ月の期間中１３．５万人の来場がある。 
また昨年１９回目を迎えた「中津川ふるさとじまん

祭」（写真）は市内の和菓子店が一堂に会するとあっ

て、３日間で１４．５万人を集める一大イベントと

なっている。同協会の計画では年間５００万人の観

光客を目指して振興策を打ち出しており、当所とし

ても協調して観光の振興支援する事が重要になっ

ている。 
 
昨年馬籠観光協会の土産品開発を支援し、「日本手

ぬぐい」と「絵はがき」の完成にこぎつけたが、集

団での合意形成には時間と手間がかかり、各人の好

みなどがあり商品デザインなど調整の難しさも感

じた。 
 出典：中部プロジェクトマップ 

リニア

濃飛横断自動車道

中津川ふるさとじまん祭 

○は駅より５ｋｍ圏内

Ｈ２４中津川市の作成資料を修正
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（道路・鉄道などインフラ状況） 
近隣も含めたインフラ状況に触れると、中央自動

車道中津川ＩＣに加え、ＪＲ中津川駅及び美乃坂本

駅、落合川駅の３駅が商工会議所管内にある。 
リニア中央新幹線の建設が、平成２５年秋に発表

されて以降、岐阜県でも重要プロジェクトに位置付

けられ、沿線の住民・行政・産業界が揃って、活用

策を協議している。 
平成２７年には本格的な測量・周辺工事がスター

トし、リニア関連企業、首都圏立地企業の本社機能や研究開発部門の誘致に動き出すなど、地域は沸いて

いる。 
なお、予定している平成３９年の完成後は東京と約４０分、名古屋と約１０分で結ばれることになる。

 
それに合わせ、数年後には県土１時間交通圏構想等により、下呂地域と高速ＩＣとをアクセス改善する地

域高規格道路『濃飛横断自動車道』の約５ｋｍ区間の建設も予定されており、リニア岐阜県駅及び中央高

速道へのアクセス向上が図られる計画もある。 
 
リニア及びそれに付帯する各種のインフラ工事

などの公共投資が今後期待されている。 
 
しかし、土木業界の若手の採用と育成が厳しい

上、中津川市の公共工事の発注の減少も過当競争

にもなっており、懸念される経営課題となってい

る。 
 

【その他】 

中津川市には、三菱東京ＵＦＪ銀行の支店のほか

金融機関が地方銀行・信用金庫など９店舖ある。

三菱東京ＵＦＪ銀行の他の支店が岐阜県内に岐阜・大垣・多治見の３店舗しかない事からも、特殊な地域

である。 
 
その他、前述した地域の現状について、一部抜粋して下記に再掲する。 
この中で、所得区分別総所得金額は所得控除前の所得であるが、記載の通り給与・営業とも減少傾向で

あり、厳しい状況が伺える。所得の低下は、税金だけでなく、社会保障費、交際費などにも影響する事が

懸念される。 
 

 

【小規模事業者の現状及び課題】 

以上のように地域の現状と課題を示してきたが、こ

こで改めて、小規模事業者の現状及び課題を説明す

る。 
『センサス』に基づき管内小規模事業者数の構成比

を見てみると、右図のように卸売業・小売業、飲食業

など商業が多くを占めている。 
  
 
 
 
 

 

中津川・恵那都市間連絡道路構想図
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小規模事業者の課題は平成２５年９月に中小企業庁が公表した『小規模事業者の現状と課題について』

では５点ほど小規模事業者の課題を指摘している。中津川市の状況と合わせて記載する。 
 
 『小規模事業者の現状と課題について』 中津川市の現状 

求

人

難 

雇用の面などにおいて、地方経済を支えて

いるが、一般的に人材の不足感が強い。 

中津川市でも求人倍率がここ数年１倍を切らないなど、

雇用が充足しない状況が続いていて、小規模事業者から

は「ハローワークやフリーペーパーに求人を出しても、

まったく反応がない。」とのため息交じりの声が聞こえて

いる。年収も低いため、採用する人材も良い人材を集め

られているとは言い難い。 

また、採用時期（就職活動）の後ろ倒しの影響で、優秀

な学生の確保も危惧される。 

資

金

繰

り 

中規模企業に比べ、純資産が少なく、固定

負債が多い。そのため、売上げが悪化した

場合、すぐに資金繰りが困難になるケース

が多い 

年金を受給する両親と同居する３世代家族もあり、すぐ

に資金繰りが悪化するという事はないが、内部留保出来

ない事が多いため、小規模企業共済などで自動的に積み

立てさせることもある。 

販

路

開

拓 

販路開拓の面で弱く、経営上の問題は「売

上の停滞・減少」が特に大きい。 

小売業などは頑張って前年並みとなるなど、売り上げの

伸び悩みに苦しむ企業も多い。 

自社製品の企画製造をする企業は、販路開拓先などに目

処がつかない場合もある。 

中津川市産業関連主要データ（H17.2旧恵那郡・木曽郡の一部を編入） 

 S55 H17※ H22 H27推計 H32推計

人口 52,626 84,080 80,910 76,468 71,680

人口集中地区人口 10,974 8,231 8,000  

〃   面積 2.1ha 2.69ha 2.69ha  

  〃   人口密度 5,226 3,060 2,974  

高齢化率 10,7% 25.2% 27.8% 31.4% 33.8%

産
業
別
就
業
人
口
（
下
段
：
構
成
比
） 

製造業 
－ 13,236

(31.0%)
12,018
(31.0%)

 

建設業 
－ 4,180

(9.8%)
3,300
(8.5%)

 

卸・小売・飲食業 
－ 8,595

(20.1%)
7,677
(19.8%)

 

医療福祉業 
－ 4,764

(11.2%)
5,712
(14.7%)

 

サービス業 
－ 5,331

(12.5%)
3,218
(8.3%)

 

その他 
－ 6,514

(15.3%)
6,829
(17.6%)

 

合計 － 42,620 38,754  

所得区分別
総所得金額
（下段：一人
当り） 

給与 
887億

3,045千円
808億

2,860千円
 

営業等 
68億

3,582千円
49億

3,181千円
 

管内商工業者数※ 2,620 2,496 （△４．７%） 

管内小規模事業者数※ 2,035 1,925 （△５．４%） 

（出典：市税概要（再掲含む）、※は国勢調査等）
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技

術

開

発 

技術開発のハードルが高く、特許・実用新

案等の保有状況も、小さな企業ほど低い。

自社製品も少ない事から、技術開発への興味やニーズは

低い。中には知財戦略を立案している企業もあるが、稀

である。 

後

継

者

不

足 

事業継続希望が５割以上存在するが、後継

者がいない、見つからないという後継者難

によって、廃業を余儀なくされているケー

スが半数以上。 

会議所の脱退事由も、自主廃業が多く、全体の９０％近

くとなっており、非常に大きな問題である。負の遺産ば

かり相続した企業は事業再建が出来ず、経営が立ち行か

なく、事業廃止や法的整理になる場合が散見される。 

売

上

低

下 

２０００年以降中小企業の売上高はほぼ一

貫して減少 

所得区分別総所得金額などの統計数値を見ても厳しい状

況が続いている。 

 『小規模事業者の現状と課題について』 中津川市の現状 

 
また、商店街については「高齢化の進展は喫緊の課題であるにもかかわらず、後継者対策が不十分」と指

摘している。 
 
その他、小規模事業者の業種別構成比の多い順で、以下に主な小規模事業者の現状と課題及び支援方法

と目標について詳述する。 
 

（卸売業・小売業、飲食サービス業） 

○現状 

平成１９年の岐阜県の『商業統計調査』では、平成３年以降従業員５０人以上、売場面積１，０００㎡

以上の店舗が著しく増加する一方で、小規模の店舗は減少。単位面積当たりの販売額は規模に関係なく

年々減少しているとある。 
中津川市も同様に１５店舗の大型店・大手スーパーが近郊に出店、コンビニエンスストアやドラッグス

トアもここ数年出店している。 
今後５年程度の間には、市内に大手スーパーも出来るとの計画や、中津川市から車で約１時間の土岐市

には店舗数１８３店舗の『プレミアムアウトレットモール』がある。２５年度のレジ通過客数は、年間約

５７０万人となっている。加えて、イオンの大型店舗ＧＭＳもできる計画もあり、さらに厳しい状況が見

込まれる。 
 
路面店の大規模出店のみならず、インターネットやＴＶ通販などもあり、地域の小規模商店を取り巻く

環境は年々厳しくなっている。 
そのため、後継者に事業承継する店舗も少なく、廃業すると居酒屋など飲食店となるケースが散見され

る。飲食店は増加傾向であり『平成１８年事業所・企業統計調査』（以下、『事業所統計調査』）では３８

７店だったのが、『センサス』では４７５店と約９０店増加している。なお、人口が８４，０８０人（平

成１７年国勢調査）のため１店舗当たり人口が２１７人だったのが、最近は１７０人（『センサス』）まで

減っており、必然的に厳しい状況が続くと見込まれる。 
 
飲食店が増加する一方で、食料品を中心とした小売業の減少傾向はある。『事業所統計調査』では食料

品小売業が３６６店だったものが、３１１店と５５店減少している。ただ、その他小売業が増加している

ため、コンビニなど他の業態へ転換している事例もある事から、単純に八百屋さんが減っているという状

況ではないのかも知れない。 
○課題 

大規模店舗、チェーン店、ネット販売など競合がしのぎを削る中、地元の商業者は経営者と同年代の顧

客が多いため、顧客の加齢とともに自然減少しているところが多い。また、販売不振の理由を「価格・単

価が競合店に負ける」ためとしているが、自店や取扱商品の価値を顧客に伝えられていないのも一つの要
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因ではないかと思われる。 
 
○支援策 

そのような中、本業種の個別支援策として、当所では近年以下の事業を行っている。 
事業名（事業年） 概 要 備考・主管 

一店逸品運動 

（平成１９年～２５年） 

商店街や共同店舗のそれぞれのお店が、お客

様に自信をもって、オススメできる商品を積

極的に展開できるよう１０店舗で自主勉強

会を開催。 

事業スタート時は補助金を活用した

が、その後自己財源で運営。 

まちなかステーシ

ョンねこのて事業 

（平成２３年度～現在） 

中心市街地にある空き店舗を活用して、世代

を超えた人の交流と情報発信を目的に開設。

子供連れでも集まれるカフェや、キッズルー

ム、クラフトの販売コーナーなどが設けられ

ている。商店街に新たな層の人の流れを創

出。 

岐阜県の事業補助を受けて開設。 

雇用も生まれる。（6名） 

繁笑店育成支援事

業 

（平成２４年度） 

各年代の女性をミステリーショッパーとし

て利用してもらい、そこから改善点を模索。

個店の意識を買い手目線にし、中小企業診断

士の意見も交え個別の指導を行った。商店５

店舗が参加。 

その後も継続的に支援した結果、現

在でも店舗デザイナーの意見を取り

入れたり、小規模事業者持続化補助

金の活用などにつながったりした店

舗もある。 

ザ東濃販路開拓応

援パネルディスカ

ッション 

（平成２５年度） 

百貨店との取引に興味はあるが、商談会に参

加するところまでいかない商品メーカとバ

イヤーを結びつけるためのパネルディスカ

ッション形式で様々な意見をもらう。 

パネルディスカッション以降も、進

行を務めた中小企業診断士に継続し

てメーカの指導をしてもらい、物産

展などに参加してもらう。 

 
（製造業） 

中津川市の製造業全体の８２％が２０人未満で、かつ全体の５０％が５人未満の事業者である。 
『センサス』によると製造業のうち個人事業者の従業者数は２．９人で、法人のそれが３８．５人であ

る事からしても、小規模事業者のほとんどは、個人事業者であることが分かる。中津川市の個人事業者は

事業者全体の４３％であり、可児市のそれが２３％だ

という事からも、小規模経営の多いのがこの地域の特

徴の一つである。 
 
実際、製造業者を巡回しても、以前は汎用機での加

工だったものが、ＮＣ加工機での加工に工程が変遷す

る中で、機械への定期的な投資は欠かせなく、その投

資金額も大きくなることから、大きな負担となってい

るような話を聞く。 
 
過度な借り入れを伴う様な投資を避ける企業は、個人

事業者のままであると感じる。 
もしくは、機械への投資を抑えようと、バリ取りなど手加工で済む工程や、スポット溶接などを請けてい

るところがある。 
 
小規模な事業所だが法人であるところは、借入を行いＮＣ加工機等大型投資しようとする企業は、切削

加工、治具製造、金型成型などに多く見受けられる。 
技術については親企業からの技術指導や、ＱＣサークルなど改善活動への参加もしている。 
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○課題 

小規模企業全般に言える事は、付加価値の比較的低い工程のため、一個当たりの加工単価の低さが課題

となって、企業経営を圧迫し、借り入れの返済や利益確保に苦労しているところが多い。 
ただ、ものづくり補助金の採択状況でも、中津川市内の企業は数十社あり、中には小規模事業者もあり、

大小にかかわらず少なからず新しい技術への取り組みに意欲的なところもある。 
 
○支援策 

今までの小規模事業者支援としては、先進企業や『からくり改善工夫展』等展示会の視察により事例研

究を進めるものを中心に行ってきたが、中には自社製品の開発に意欲的な企業もあり、マーケティング調

査や販路開拓などに対する支援ニーズが出ている。 
また、ＷＥＢ上の工業団地のキャッチコピーで「産業情報プラザなかつがわ」として、中小合わせ製造

業約８０社の情報を提供できるようになっている。平成１５年に稼働を始めたサービスのため、２６年度

中のリニューアルに向けて、スタートしたところである。 
 

（建設業） 

中津川市の建設業は『センサス』によれば、５８４社でうち４１６社（７１％）が４人以下の小規模事

業者である。 
近年では平成２３年に比較的大きな工務店が倒産したのを最後に、管内では倒産など法的整理が発生し

ていない。 
 
図示したように、道路網に続き、リニア中央新幹

線の整備と、それに付随する工事用道路及び駅周辺

道路整備があり、引き続き公共工事の増加は見込め

る。 
○課題 

公共工事等の前払金の支払い保証事業を行ってい

る、東日本保証の２５年度概況報告「図で見る公共

工事の動き」でみると、全国すべての地域で、国、

市区町村が増加しているとある。実際、岐阜県の公

共工事の動向を見ても、右図の様に増加傾向であるが、巡回や窓口相談などでは、平成１７年の恵那郡と

の合併以降、岐阜県や中津川市の公共工事に対する指名業者が増え、同業者間の競合も増加していると聞

く。 
一方で、小規模事業者に目を移すと、大工工事・管工事・土木工事業など識別工事１９３社のうち、１

７０社が４人未満の事業者であり、巡回による企業調査などでは、４０代以下の若手の職人の少なさを指

摘する声もある。 
以前のように一戸建てを請け負う企業も少なく、アパートやハウジングメーカー、地元工務店などの手

間請けなどが多くなってきている。  
大工に限らず、その他の識別工事業者も若手が少ないため、工期の順守や仕事の出来栄えの評価の高い

企業は発注者からも信頼が大きく、仕事量は安定している。 
ここ最近は建設業許可の新設の届け出、更新などの手続きで社会保険の加入も問われるなど今までとは

経営環境に変化が出てきた。今まで、仕事に注力してきていたため、後回しになっていた社会保険・労災

保険などの社会保障加入とその情報収集などが、課題になってきており当所としても啓蒙・情報提供が必

要と考える。 
 

○支援策 

公共工事の入札資格が安定するよう、入札事業者の資金繰りの相談を行っているが、業種としての支援

策は、小規模事業者支援としては製造業同様見学会やセミナーを中心に行ってきた。 
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【支援目標及び方針】 

（支援目標） 

『苦しい中にも活路を見いだせるような中長期的な支援で、地域振興と企業のイノベーション喚起が必

要である』という中長期的な振興のあり方を踏まえると、管内に１９００余りある小規模事業者の経営を

支えることで、この地域の経済の疲弊を食い止めることを支援目標とする。 
加えて「事業者のライフプラン・夢の実現を応援」と「リニアを見据え次代につながる地域の活性化支

援」とする。 
 
法改正や消費増税、デフレや低い成長率、人口減少や若年人口の減少に多様な消費性向など、小規模企

業を取り巻く環境は、八方ふさがりではないが厳しいと言わざるを得ない。 
そんな中で、事業者が事業に専念できるのは家族の協力の賜物である。 
一方、最初は独身で企業経営をしていたものの、家族を持ち、従業員が増える中で、自分と家族、従業

員それぞれの夢や人生設計（ライフプラン）は当初のものと変わり、「○○年後に結婚し、子供を育て△

△年後には一戸建てを買いたい」「子供が大学に行きたいと言っているから、頑張らなければいけない」

など変化して十人十色の幸せの描き方と切っても切れない関係になる。 
 
その事業者や家族の夢や生涯設計（ライフプラン）を応援する事は、事業主のモチベーションの維持や

前向きな経営への足掛かりとなる事は否定しえない。 
この前向きな力が事業のイノベーションを起こし、親の背中を見て育った子供が事業を承継するような

支援機関としてもワクワクするような支援をしていきたいと考えている。 
 
明るい展望を抱くに十分なリニア中央新幹線が開通する頃に、地元に就職でき、家庭を持ち、自慢が出

来るような文化や観光、名物が息づく地域づくりが支援機関には求められている。 
 
そのためには、岐阜県、中津川市、地域の金融機関、中小企業基盤整備機構や岐阜県産業経済振興セン

ターなどの関係機関とも連携し、個別企業の経営力の向上、販売促進等を継続して支援するとともに、「『創

業にやさしい中津川』となる起業支援」を行う。 
 
また、支援にあたっては商工会議所の支援のスタンスは、創業～廃業までの一連の企業経営の過程で、

小規模事業者が直面する経営課題に対して、対処療法的に相談や解決に当たるのではなく、各事業者が持

っている夢やライフプラン達成と整合性が取りつつ、経営状況の分析、市場調査、各種計画書の策定、販

路拡大の支援をそれぞれ進めていく必要があると認識している。 
 

（支援方針） 

地域の課題、小規模事業者の課題を踏まえ、それぞれに対するものとして下記に支援方針を掲げる。 
 
○採用難と人材育成の課題に対する支援方針 

（面的支援） 
従来、人材採用や人材育成のセミナー、ものづくり分野に特化した「新入社員研修」を開催してきた

が、引き続き実施するとともに、個別の相談にも対応し労働環境の改善を支援する。 
また、長年当所と中津川市が連携して実施している「新卒者激励会」や、恵那市・中津川市の雇用対

策協議会、公共職業安定所、商工会議所が共同して、新卒者や離職者と、地元企業とをマッチングする

ための「ひがしみの就職面接会」を企画運営しており、地元への就職定着に寄与していることから引き

続き連携して実施していく。 
 
新しいものとしては最近、地元にある「中京学院大学」より学生のインターンシップの受け入れと、

地元中小企業への紹介あっ旋を行っている。 
連携を始めて２年になるが、採用時期の後ろ倒しの影響もあって、インターンシップによる就業体験

への希望が急増し、今冬は３０名を超えている。 
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地元企業側もインターンシップの受け入れに協力的な企業も増えてきた。この流れを維持し、引き続

き一人でも多くの学生が地元に就職できるよう支援する。 
 
（個別支援） 
支援策としては、国の「シニア人材定着促進事業」で、シニア層の再就職や企業内でのＯＪＴなど若

手の育成に活用する。中津川市が実施する「中津川市技術研修派遣助成金制度」や、人材育成関係の助

成金の紹介や活用支援などを行う。支援施策の活用や個別企業の社内体制整備、人材戦略の推進に当た

っては、社会保険労務士など専門家の活用を行い、事業者が気づかない部分も踏まえ、適当な支援施策

を展開していく。 
 
○商店・商店街の活性化支援方針 

（面的支援） 
従前に引き続き、街ににぎわいを出すために、六斎市や夏祭り（それぞれ詳細後述）、音楽によるま

ちづくり事業など各種のイベントの企画運営を各機関と連携して実施。 
中津川商工会議所で、事務局を持つ「中津川市中心市街地活性化協議会」は空き店舗対策事業や、セ

ミナー・イベントの企画運営、レンタル自転車による町中回遊、観光バスを使っての市内の体験観光に

よる誘客を行ってきたが、２７年２月１日には商店街に「まちぴあＹＯＴＥＣＯ」と呼ばれる憩いの施

設を整備し、中心市街地活性化事業に取り組むとともに、中津川市と協調してまちづくり組織「タウン

マネジメント中津川」（略称：ＴＭＮ）も設立する予定である。 
今後、中津川市が国の補助を受けることになれば、プレミアム付き商品券の発行の協力も行う事があ

り、消費喚起につながるようになると思われる。 
その他、十日市やソーラーブドーカンなどの市外からの交流人口の増加を促すイベントも警備や運

営、備品提供などの面で支援をしていく。 
 
（個別支援） 
商店街とも連携し、ラッピングやＰＯＰ、キャッチコピーなど販売促進をテーマとしたセミナーを開

催するほか、「岐阜県地域活性化ファンド」の空き店舗対策事業を活用するなどの創業支援も支援の対

象とする。 
 
○観光振興の支援方針 

（面的支援） 
日本商工会議所が全国の商工会議所に観光振興担当の設置を要望したのに合わせ、中津川商工会議所

も担当を設置した。これを活かした全国の支援事例の共有と地元での観光支援に活用する。 
岐阜県が中山道１７宿として一体的な支援をし、また、中津川市が地元にある中山道３宿を連携して

運営するイベントについても広報やＰＲ活動の面で支援を行う。 
なお、リニア中央新幹線 岐阜県駅と車両工場とを結ぶ区間が、フードを取り外した設計を計画して

いるため、通過するリニア車両の見学・観光の出来る施設として「リニアの見える丘公園（鉄道記念館）」

建設のための自動販売機を活用した寄付金募集活動を行っており、その台数は１０７台、昨年１２月末

で販売本数は６０万本を数え、基金も１００万円を大きく超えている。 
この事業の継続的な推進を今後も行い、年内には１０００万円を目指している。 

 
（個別支援） 
馬籠観光協会にて昨年制作したお土産品の状況確認など、引き続き伴走での支援を行う。 
また、地元の和菓子店の中には仕入れた栗の品質に満足していない企業や、地元の栗を使った栗菓子

の製造に取り組み始めたところもあり、個別支援の中で補助金や事業計画作りなど継続して行ってい

く。 
リニアを活用したお土産品など自社製品の開発意欲のある企業もあることから、中津川市観光協会等

とも連携しながら新商品開発及び販売促進活動の支援を行う。 
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○創業支援の方針 

（個別支援） 
創業に限らないが、各種の専門研修などを利用し、職員のスキルアップと支援能力の平準化を図る。

創業に関しては特に、近年は飲食業や美容業などが多いため、業種に共通する課題やその解決方法の

提案、開業後を見据えた実効的な経営計画の作成と伴走型支援を行う。 
 
創業による商店街への出店は後継者難、後継者不足に悩む商店街にとっても空き店舗対策として有効

に働くので、情報の収集など事前の準備体制の構築も早期に実施する。 
中津川市が平成２７年４月以降の日本政策金融公庫や岐阜県信用保証協会制度の融資利用者から創

業融資の利子補給制度を始めるのに合わせ、２～３月中の創業者への周知や啓蒙に努める。 
 
○ものづくりの支援方針 

（面的支援） 
平成２０年より行う「ロボカップジュニア事業」は子供たちに科学技術への関心と、将来のモノづく

りが好きな子供たちの育成の一環でスタートしており、全国大会への出場も出来るなど、一定の効果を

あげている。一つでも上位へ入れるよう今後も支援を行う。 
 
○その他全般の支援方針 
（個別支援） 
資金繰りや、販路開拓、営業などの経営改善全般や事業承継などの支援にあたっては、幅広い知識を

元に多方面からの視点で課題を見る「複眼的思考」意識し、包括的な支援スキルを活かして中長期的な

支援により、事業者のライフプラン実現・夢の達成に寄与する全体最適の支援をというのがキーワード

となる。 
そのうえで、支援やアドバイスだけでなく経営者が苦手な各種計画書の作成支援、商品の販路拡大など

を、地域内外のネットワーク・専門家も活用し伴走型の支援を行っていく。 
 
対象としては、売り上げの伸び悩みや、低い利益率、

資金繰りで苦しむ事業者でも、自分の力で何とかしよ

うとする「意欲に富む」事業者を優先的に取り組み、

同時に企業家精神に溢れ、雇用の創出の原動力になる

地元企業（成長株の中小企業。「ガゼル」とも呼ぶ）

が活躍できる環境を作りだせるようにすることの両

方を、当所の経営発達支援事業の中長期の根幹をなす振興策とする。 
 
消費税の再増税を含め、厳しい経営環境が続くが、将来的には平成３９年（２０２７年）のリニア中央新

幹線の事業が今後本格的になる中津川及び近隣都市の将来を見据え、５カ年を実施期間とした事業計画を

策定し、毎年度検証しながら長期的な地域の小規模事業者の経営力向上と、それによる地域振興を図る事

を基本方針とする。 
経営力向上に当たっては、創業から廃業までの各段階に応じて、各企業の経営状況の分析、市場調査、計

画の策定及び販路開拓の支援などを行いつつ、各支援において雇用環境、投資環境などの経営の安定、振

興のため経営改善普及事業から一歩踏み込んだ伴走型の取り組みを行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ガゼル」コロラド州リトルトン市のエコ

ノミックガーデニングと呼ばれる施策の

中で取り上げられた、特に成長力の高い企

業を指す。アメリカ中小企業白書（2006）

より引用 
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【具体的な数値目標】 

１．国勢調査と経済センサスの期間での商工業者数の減少率４．７％を下回る減少率４％。 
２．５年間で会員事業所の約５％の事業所での事業計画策定支援と数値目標の達成率１００％を目指す。

３．創業者は５年後でも開業者の９０％が事業継続しているような支援。 
４．会員組織率７０％の堅守 

５．下記による事業実施の数値目標を設ける。 
（数値目標） 

目標数値 
２５年度

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

経営セミナー・研修会の開催 

（ ）うち中小企業相談所事業 

２１回

（６）

１６回

（６）

１8回

（8）

１8回 

（8） 

１8回 

（8） 

１8回

（8）

創業セミナーの開催（飲食店・女性） ０日 １日 ２日 ２日 ２日 ２日

創業相談 （相談件数） １３件 １５件 １５件 １５件 １５件 ２０件

創業計画書作成支援 ９件 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件

マル経融資審査件数 １５件 15件 １５件 ２０件 25件 1５件

資金繰り表作成支援 ４件 ３件 ３件 ４件 ４件 ５件

経営計画策定支援セミナーの開催 ０回 年１回・５月～６月・３日間 

経営計画書策定支援数 ２件 １５件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

事業承継計画作成支援 ０件 １件 １件 ３件 ２件 ２件

事業改善計画書作成支援 ２件 ２件 ４件 ６件 ６件 ６件

モニタリング計画書作成支援 ０件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件

補助金申請書作成支援 

（ものづくり補助金・持続化補助金） 
５件 ２０件 １５件 １５件 １５件 １５件

商談会・展示会 参加者数 

（延べ事業者数） 
０社 ５社 ５社 １０社 １０社 ５社

インターンシップの受け入れ 
１０社

１１名

１５社

３０名

１５社

３０名

２０社 

３５名 

２０社 

３５名 

３０社

３０名

シニア人材定着促進事業 ０社 ２社 ２社 ５社 ７社 １２社

巡回・窓口相談 
1,977

961

1,500

1,200

1,500

1,300

1,500 

1,300 

1,500 

1,300 

1,500

1,300

支援ニーズ アンケート（回収数） 0 340 0 0 0 0

利用者満足度アンケート 0 15 16 16 30 30
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
【経営発達支援事業の実施期間】 

平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 
 
○経営発達支援事業の内容 

小規模事業者の持続的発展に向けては、事業者の商工会議所の利用状況などにより別れるものの、本事

業の目標の達成に向けて、概ね下記の流れで事業者のサポートを行う。 
 
具体的な実施事項内容など詳細は後述するが、まずは２７年度に入って、小規模事業者が求める支援ニ

ーズを把握する。 
そのうえで本事業計画の遂行を行うが、行うに当たっては事業者との信頼関係を築き、いろいろな課題

や困りごとを気軽に聞ける関係作りから始まり、その後踏み込んだヒアリングや需要調査、事業計画の策

定と販路拡大などの支援が基本となる。また、当所単独で解決できない課題については、当所の中津川市

中小企業支援センターや中小機構など公的支援機関や中小企業診断士始め各方面の専門家の活用により

対応する。 
 
公的機関との認識も高い商工会議所であるが、検定試験や夏祭りをやっているのは分かるが「何をしてい

るかよく分からない。」「○○は相談できないと思っていた。」などの声がある事と、普段の相談相手が税

理士などになっていることからも、本計画を進める上では丁寧な進め方も必要である。 
 
（事業の流れ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「中小企業の経営者の事業判断に関する実態調査」（平成２４年１２月に、中小企業庁の委託で㈱野村総

合研究所が中小企業 １９，４３７社を対象に実施したアンケート調査。回収率４３％）の中小企業の経
営相談の状況を聞いた質問（複数回答方式）では、６８％が顧問税理士に相談し、同時に３５％が経営陣

に相談している。一方、商工会議所・商工会には５％弱しか相談していないという事実を重く受け止め、

相当の努力をする必要があると感じる。 
 
そこで、まずは商工会議所に興味を持ってもらうところから始まり、次に事業に参加してもらい、信頼

巡回・窓口相談 

セミナー受講 

視察会参加 

企業訪問 

口コミ・チラシ・

ホームページ 

マル経融資 

各種計画策定 

伴走型支援 

 

企画力 

情報収集能力 

情報発信能力 

ヒアリング力 

課題発見・分析力

提案力・計画力 

持久力 

職員に必要なスキル 職員の行動等 

各
種
知
識
（
一
流
体
感
）・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力 

経営者 

１．商工会議所の活動に興味をもってもらう 

（発掘段階） 

２．商工会議所を利用してもらう 

（利用段階） 

３．商工会議所に相談してもらう 
（リピート段階） 

４．経営者の夢を実現 
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関係を築いた後相談してもらうという段階にならなければならないと思われる。 
（１６カ月タイムスケジュール） 

実施事項 責任者 
27 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

各種長期事業  

 

確
定
申
告 

→  

各
会
総
会 

 

会
員
拡
大 

夏
祭
り 

    
市
長
選
挙 

   

 六斎市  六斎市 

① 経営発達支援計画
申請 

相談所 
次長 →  →              

② 次年度事業予算計
画・機関決定 事務局長 → → →              

③ 中小企業大学校研
修事前要望 支援課  ○            ○   

④ 実績報告・事業計
画提出（県） 支援課長 →   →      →   →   →

⑤ 各連携機関との意
見交換 

相談所 
次長      →    → →      

⑥ 支援ニーズ調査 支援課    → →            

⑦ 市支援センター専
門家会議 

相談所 
次長     ○            

⑧ 新規事業の試験運
行 支援課     → → → →         

⑨ 支援方法の見直し 支援課         → →       

⑩ 義務研修 補助対象
職員 ○税 ○税     ○支    ○支 ○業 ○税 ○税   

⑪ 任意研修 
自己研さん 全職員                 

⑫ 社内情報共有 全職員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑬ （社外情報共有） （未定）                 

⑭ セミナー開催 
研修会開催 

セミナー
担当   ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○      

⑮ 持続化補助金 経営支援
員   →  → →           

⑯ マル経審査会 経営支援
員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑰ マーケティング調
査資料収集 

経営支援
員        →         

⑱ 市役所との次年度
事業打合せ 管理職           ○      

⑲ 恵那商工会議所と
の情報交換会 管理職 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

⑳ 各種相談所長会議
での情報交換 

相談所 
次長  ○   ○岐     ○ブ    ○   

21 情報発信強化 
パンフ・ＨＰ他 企画課 → → →  → →  →  →       

22 金融相談（一日公
庫） 金融担当      ○     ○      

23 日本公庫・保証協
会との協議会 金融担当      ○公    ○協 ○公      

24 税理士会との協議
会（隔年） 税務担当             ○    

実施事項 責任者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

→：一定の期間がかかるもの。○：ほぼ一日で事業・会議が終了するもの。 
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（対象事業者の発掘） 

１．直接本事業の数値目標で定めるような各種計画書等の作成の相談を受けた小規模事業者（創業希望者

含む）については、こまめな対応・連絡をするため、必要により携帯電話・ＬＩＮＥ・facebookメッ
セージなどの連絡先も交換する。 

２．会報折込・ＤＭなどによりチラシやリーフレットを届けたり、メールマガジンの発行・ホームページ

などで当所の事業を紹介したりして、当所の活動に興味を持ってもらう。もしくは事業に参加しても

らう。 
※当所の組織率が７０％である事からも、３０％の非会員へは会員から口コミ等紹介してももらえる

関係作りを普段から心がける。そのために、例えば会員との挨拶や会話をまめに行うか、複数のセミ

ナーや視察会など多岐に渡る事業を企画し、幅広い業種・業態の事業者に興味をもってもらう。 
３．２のような相談がない時は、セミナー・研修会・視察会に参加した事業者への個別のフォローにより、

参加企業の抱える課題の確認を行う。 
経営一般・税務・情報化・労務・ものづくりなど、いずれのテーマに関わらず問題意識がある参加

者が含まれると考えるためである。 
４．更に３・４のような相談がない時は経営支援員等の巡回や窓口での対応時に、市内外の企業の事例を

紹介しながら相手の興味の度合いを伺い、興味があれば引き続き具体的な相談・問題などについて情

報の交換を行う。 
５．前述の調査によれば、顧問税理士に６８％が相談している以上、管内の税理士事務所と良好な互恵関

係を維持し、紹介を受けられるようにする。加えて現在業務提携を結ぶ岐阜信用金庫とも情報交換を

密にし、税理士同様に紹介を受けられるようにしておく。 
 
事業者の「経営状況の分析（指針①）」、「地域経済の調査（指針②）」、「事業計画の策定支援（指針③）」、

「需要の開拓支援（指針④）」など基本指針にのっとり、今まで取り組んできた経験を踏まえ、本計画に

取り組む。 
 
専門的な課題については、小規模事業者が活用しやすい「よろず支援拠点」・「中小機構」・「岐阜県産業経

済振興センター」・「ソフトピアジャパン」・「（一社）岐阜県発明協会」・「中津川市中小企業支援センター」

のコーディネータや相談員等とも連携するか、「エキスパートバンク事業」・「ミラサポ事業」・「岐阜県の

再生等支援事業等」の専門家の派遣により丁寧にサポートする。 
 

１．地域の経済動向調査に関すること（情報収集・分析項目、活用及び提供の方法）【指針③】 

この小規模事業者のニーズも踏まえ、地区内外の経済動向を調査分析することにより、事業者が販売する

商品又はサービスの需要動向の把握を行い、整理分析して情報提供することで、事業者が効果的に販路を

開拓できるようにする。 
同時に事業者自身が得ている取引先や、顧客、テスト販売した際の利用者アンケートなど各種の情報も

踏まえ事業アイデアやその販路開拓支援策の立案に活用する。 
そういった情報がないものの、必要だと思われる場合は、事業者に情報収集をしてもらうようにする。

 
また、事業推進のタイミングやスケジュール作成のアドバイスや支援が出来るように、地域経済の景気動

向などを把握する。 
 

 
（景気動向） 

当所では以下のＤＩ調査（質問内容に対して、「良い」と答えた数から「悪い」と答えた数を引いたもの。）

の調査結果が届いているので、景気の動向を把握するためには以下のＤＩ調査などを参考にする。 
この調査結果は、全国から中津川までの範囲に応じた結果の把握が出来る事から、消費者や企業の景気

判断についての情報を収集し、有効なマーケティング手法が出来るよう各種事業の実施タイミングの判断

などに活用する。 
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また、事業者から一番多く受ける質問が「ほかのお店の景気はどうですか？」。というものであるため、

特に飲食店の忙しさ、顧客の職業毎の利用状況の確認をすると同時に、反証も兼ねて、飲食店に業務用の

酒類を卸している小売店での意見もつかむ。 
飲食店が増加傾向であるのと同時に、中津川には「無尽」と呼ばれる定期的に集まって飲む商習慣があ

り、消費者の懐具合が比較的早く反映されるためである。 

以上、商工会議所で入手した企業の景気感についての意見などを元に、今後の動向を推測する。 
 

調査名 
（調査時期） 

調査主体 対象エリア 回収数（率）他 

ＬＯＢＯ調査 
（月次） 

日本商工会議所 全国 
1,467社 
46.4% 

中小企業景況調査 
（４半期） 

中小企業基盤整備機構 全国の中小企業 
18,279社 
96.4% 

中小企業景況調査 
（４半期） 

岐阜県商工会連合会 
岐阜県内１５商工会
地区 

239社 
100% 

岐阜県の景況調査 
（４半期） 

岐阜県産業経済振興センター 岐阜県内企業経営者 
513社 
51.3% 

東海地区企業動向調査 
（４半期） 

㈱十六総合研究所 岐阜県、愛知県 
280社 
46.7% 

景況感・ニーズ調査 
（４半期） 

中津川市 中津川市 
128社 
61.8% 

 
（消費者意識に関する収集情報他） 
ＤＩ値は回答者の感覚値でもあるので、その他事業者からのニーズや数値的に比較できるよう次の情報収

集や調査を行う。 
○共通商品券やクレジットカード 
市内商店で使われる共通商品券やクレジットカードの事務処理手続きを行う「日専連中津川」より、各決

済方法の利用状況を伺い、中津川市の全体的な消費動向の判断とする。 
 
○通行量調査 
中津川市商業振興課が平成１４年から毎年実施している実施する通行量調査（毎年９月の最終週の平日。

商店街（新町・西太田町・駅前通り）など５ポイントで調査を行う）により来街者の状況や数値データの

提供を受け把握する。商店街の来街状況、新たな商業施設の出店による影響把握（「街づくり」）や、生活

道路網とほかの交通網とのアクセス改善の提言や人や物の輸送の適正化の施策（「移動経路の適正化」）に

活用する。 
 
○観光客調査 
中津川市観光課が４半期ごとに実施している観光客の入込数及び宿泊施設の利用者数に関する調査デー

タを活用し、流入人口、テスト販売の場所の選定などに活用する。 
 
○雇用保険の登録賃金データ 
「中途採用者をしたが適当な初任給をいくらにしようか迷う」などの相談を受けるが、経営者協会の調

査は大企業を基準としたもので、中小企業の実態にはそぐわない傾向がある。 
そこで、前述の岐阜労働局が各地の公共職業安定所で入手した賃金データの取りまとめた資料をもとに

中途採用者などの支給賃金を把握する。 
事業者の販売商品、サービスに直結しないものではあるが、県内での相対的な賃金支払い状況が、無料で

かつ、他の統計調査より早く、かつ地元に限定して入手できるため有効である。年齢別・男女別で把握で

きるため、商品の販売価格の設定や月給・時間給の設定などにも利活用できる。 
 

２．経営状況の分析に関すること（実態把握のための目標及び分析項目、分析手段とその活用方法） 

【指針①】
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相談者からよく受ける質問で、「こんな○○を作ってみましたが、どうしても売れません」「新しく設備

投資をしたいと思うのだが、いくらぐらい借り入れできるか？」という相談がある。 
そんな相談があると、経営状況の把握の仕方は、ノートやメモ用紙に相手の課題などを記入するなど、

決まった方法が確立されていない部分もあり、経験やカン・コツに頼る部分が多かった。 
また、「マル経融資」の資料や「創業計画書」「知的資産経営」など各種事業計画の作成等においては、

分析を行う際、計画書自体を用いてヒアリングする事も多く、ケアレスミス・確認漏れが発生する可能性

も内在している。 
 
そこで近年、マッキンゼーなどのコンサルティングファームのコンサルティング手法として「ＭＥＣＥ

（モレなく、ダブりなく）」や「フレームワーク（切り口）」、「ロジカルシンキング」、「アイデア発想法」

などが各書籍・研修で紹介される中で、「５Ｗ＋２（１）Ｈ」「４Ｐ」「３Ｃ」「５ＷＨＹ」などのフレーム

ワークをケースバイケースで活用したヒアリングを行う。 
なお、顧客からの思いがけない要望など、潜在・顕在のニーズを把握するよう努める。 
 
今までの経験への反省から、経営発達支援事業では経営状況の分析に当たっては、「組織分析」（経営層や

従業員を分析）、「製品分析」（小規模事業者の販売する商品又は提供するサービスの内容・技術・ノウハ

ウを分析）、「財務分析」（財務資料から収益性、成長性、安全性、生産性等を分析）という経営資源につ

いての分析と、その活用や管理の方法を分析する「業務システム分析」（材料調達、製造、顧客への配達、

アフターサービスを行うという経営活動の一連の流れを調査・分析）、「マネジメント分析」（経営管理の

ために必要な情報が必要なときに把握できるよう管理されているかを調査・分析）という５つの観点によ

り経営状況全般の体系的な分析を、合理的かつ漏れや重複がないよう行う。 
ただし、時間的制約の許す範囲とし、下記の経過も踏まえフレームワークを有効に活用して重要だと思わ

れる点から１０項目程度を優先的に行う。 
 
今までの経験を踏まえると、分析方法は「ＳＷＯＴ分析」や「３Ｃ」「マーケティングの４Ｐ」等のフ

レームワークを活用して企業の「内部環境」・「外部環境」を分析し、別途財務資料や経営指標などを基に

財務分析をする。 
【財務分析の主な指標とその利用】 

指標・計算式 利用のポイント 活用ツール 

簡易ＣＦ 

（税引き後利益＋減価償

却費） 

簡易ＣＦの結果と借入金年間返済額とを比較し、

借入金の返済に問題がないか把握。間接法等で作

成。 

中小機構のモデル様式 

売上高 

（客数×客単価） 

特に商業・サービス業では客数と客単価に分解。

客数は新規顧客・固定客、地域別に分解するなど

深堀する事で、変化点を相談者と共有する。 

ロジックツリー 

売上高総利益率 

（売上総利益÷売上高） 

産業毎の一般的な指標もしくはＴＫＣ等の経営指

標と比較し、異常な場合は適正な価格設定へ反映

させる。 

数年次分をパネル比較する事で、問題点を出す。

ＴＫＣ経営指標ＢＡＣＴ

中小機構「経営自己診断

システム」 

売上総利益 安易に増収が見込めない中、利益額を意識した経

営を勧めるため、数年次の利益額をパネル比較す

る。 

 

損益分岐点売上高 

（固定費÷限界利益率） 

（固定費＋目標利益）÷限界利益率で、“目標利益

達成売上高”とすることも可。 

目標利益には生活費・借入金年間返済額などを加

味する。 

 

経費の変化点 ２期の決算書を元に単純な比較を行う。可能なら

法人の科目明細についても行い、大きな変化とそ

の原因、過剰計上の把握に利用する。 

 

※中小機構で現在製作中の「事業計画作成アプリ」も完成後は活用したい。 
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分析にあたっては、同社の過去２~３年次を時系列で比較し、変化点を確認する。 
同時に、経営指標などを活用して同業他社（特に黒字企業）と比較し、自社の数値目標などの位置付けを

確認する。 
 
【主なフレームワークの解説とその利用上の留意点】 
名称 解説 利用のポイント 

Ｓ
Ｏ
分
析 

Strength（強み）, Weakness（弱み）, 
Opportunity（機会）、 Threat（脅威）の頭文
字を組み合わせた短縮語であわわすＳＷＯＴ分
析のうちＳとＯを特に重視して行う。 
経営戦略を検討するときは自社の内部環境と自
社を取り巻く外部環境を正しく分析する方法。

固定客からの意見、アンケート結果などの活
用も含める。 
ＳＯをクロスさせ、新規事業に結び付ける事
を考える。 
内部環境には「ヒト・モノ・カネ」、「ＱＣＤ」
など、外部環境については「ＰＥＳＴ」など
のフレームワークで考える。 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
の
４
Ｐ
※ 

製品（Product）、価格（Price）、流通（Place）、
プロモーション（Promotion）の4つの頭文字
を取ったもの。マーケティング・ツールを活用
し、ターゲット顧客（市場）に受け入れられる
組み合わせを検討し、戦略的に販売強化を図ろ
うとする考え方。 

例えば、高品質のワインを高価格で販売する
ために、ディスカウントストアを使用しても、
狙った購入者に届かず、整合性がとれている
とは言い難い。４Ｐを考える際には、個別に
考えず、それぞれのＰの整合性を図ることが
重要である。 

３
Ｃ
分
析 

外部環境の市場と競合の分析から、自社の戦略
に活かす分析をするフレームワーク。3Cとは、
「市場（Customer）」「競合（Competitor）」
「自社（Company）」の頭文字。 

自社の製品やサービスを、購買する意志や能
力のある潜在顧客を把握する際は、「購買決定
者」「インフルエンサー」に注意。 

Ｑ
Ｃ
Ｄ 

Ｑ
Ｓ
Ｃ 

製造業におけるQuality（品質）、 Cost（価格）、 
Delivery（納期）の略。 
飲食店等における Quality（質・味）、Service
（接客サービス）、Cleanliness（清潔さ）の略。

 

バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン 

一つの製品が顧客のもとに届くまでの、さ
まざまな業務活動。 
 
モノの流れに注目し、モノの企画設計～そ
の素材や原材料などの調達～製造工程～
出荷物流～営業販売・マーケティング～ア
フターサービスなどお客様との接点など
で、この工程毎の役割、かかるコスト、全
体としての事業戦略への貢献などを明ら
かにすることが重要である。 
これを用いて業界分析、企業分析すること
で、競争を有利に運ぶポイントが異なる事
が分かり経営戦略を成功に導く。 
 
左図はマイケルポーターの考えだが、近年
は業種によってアレンジする事もある。 

 
今までの経験を踏まえると、ここで行った経営分析結果を事業計画に落とし込むのは、支援機関側で３３

ページで紹介する「小規模事業者支援ガイドブック」などの資料を準備しヒアリングする。 
どんな事業計画であっても策定や書類に書く時に、事業者が考えたものを確認し助言をすることが本来

だと思われるが、相談者自身が自分の強みや考えを分かっていない人が多いため支援機関側で事業計画に

落とし込むので、支援機関側（職員）は意識して相手の強みや考えを聞き出す努力をしなければならない。

 
その際に有効な考え方は「なぜなぜ」（５ＷＨＹ）と呼ばれる質問手法である。 
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相手の回答に対して「なぜ、そう考えるのですか？」と何回か聞いていくうちに、本当に求めている真

因が見えてくる。 
特に、「こだわりの料理」「○○に拘っている」が強みだとする相談者が多いが、「なぜなぜ」を繰り返

すと、こだわりの本質が「△△と比べると○○の点でこの商品に□□に勝っており、お客様に喜ばれるの

です。」など見えてくるため、それを踏まえて事業計画の策定にあたると、第３者が見た場合理解が促さ

れる。 
また、マーケティングの４Ｐに際して、企業からの視点だけにならないよう、顧客からの視点にも留意す

る。 

 
以上の経営分析をした結果と、事業者の夢、経営理念・経営ビジョン、ターゲットとする顧客像とすり合

わせを行い、『事業計画の基本的な方向性』を示す。 
 

３．事業計画策定支援に関すること（支援に対する考え方、支援対象）【指針②】 

経営分析の結果導き出された相談者の事業の強みや、市場調査・需要動向などの結果と自社及び商品の

ターゲット顧客を絞る。 
 

（支援に対する考え方） 

支援機関側はサポートに徹し、後々のトラブル発生を避けるため、計画策定のそれぞれの段階の決定は、

相談者自身の決定で行なわなければならない。裏返せば、各段階の意思決定を相談者自身が自分でしたと

思わせるような質問を出来る事が、支援機関側に求められる重要なスキルの一つである。 
 
ただし、以下の場合は支援機関側がその決定を覆すことがありえるものなので、列記しておく。 
○犯罪になる事が容易に想像できる時、又は法を犯さないまでも倫理観に抵触する場合 
○事業計画遂行の論理に無理があり、事業が立ち行かなくなる事が予想される時 
例：自己資金が不足しすぐに資金繰りが悪化する事が明白な創業や設備投資とその借入れ 
○事業遂行上重要な要因に不確定要素があり、それにより事業が大きく左右される時 
例：静かな環境で営業をしたいのに、隣に大きな工場が出来る噂があるなど 
○家族が反対している時 
※家族でさえ説得できないのに、顧客に理解してもらう事が困難なため 
○意思決定を支援機関側に委ねようとし、決めたことを自分で行わない時 
※「○○さんに言われたからやった」などと、責任をこちら側に転嫁しようとするため 

 

企業からの視点

Product 製品

Price 価格

Place 流通

Promotionプロモーション

顧客からの視点

Customer Value

顧客にとっての価値

Customer  Cost

顧客の負担

Convenience

顧客の利便性

Communication

コミュニケーション
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また、この相談段階において特に注意しなければならないのは、安易に事業案を提案しない事である。

事業案の提案は緻密な診断を実施した上で行うべきもので、片手間で出来るものではない。加えて、事業

案は金銭的コストだけでなく、時間的コストが発生したり、事業に大きく影響するものである。安易な提

案は無責任だととられることもあり、専門家に依頼するのが結果として喜ばれる。 
 

（支援対象） 

支援対象は決定したことに対して、言い訳をせず着実に遂行してくれる事業者が一番である。しかし、

そういった事業者は稀であるのが現実で、支援機関側のフォローが欠かせない。 
 基本的に相談者すべてを支援対象とするが、前述した法を犯すこともいとわないような、コンプライア

ンスや倫理観の欠如した事業者などは支援対象から除く。 
 その他、独りよがりで支援機関側の意見を聞こうとしないもの、都合の良い情報だけを選ぶもの、再三

にも亘りスケジュールを失念するものや、事業の進捗状況や変化について報告がないものも支援対象から

除く。 
 自分の都合を優先するものは、自分の価値観を支援機関側に押し付けるものは、助言の必要がないと考

える。仕事である前に、ひとりの人間として付き合いの出来るものでなければ、価値観を共有できず、支

援の優先順位が下がる事も免れない。 
 
お互いの価値観が一致すれば、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係構築の必須条件である。 
 
商工会議所の礎を築いた渋沢栄一が説いた「論語と算盤」を経営者に求められる企業経営の規範とした部

分は、古今東西を問わず支援の対象者に求められるべきである。 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること（支援目標、指導内容、頻度等）【指針②】 

 
（支援目標） 
経営状況の分析や市場調査の結果などを踏まえ、

需要を見据えた、自社の根幹となる事業（ドメイ

ン）を固め、事業計画の策定にあたる。 
 
事業計画は、計画から１年を「短期事業計画」、

３年を「中期事業計画」、１０年を「長期事業計

画」とする。それぞれの完了時期に自社のあるべ

き姿を「事業計画の目標」とする。 
 
事業計画書を作成していないものの、各小規模事

業者は自社の経営について漠然とした不安や儲けたいといった希望も含めいろいろな考え方を持ってい

る。 
ただ、いずれも考えているだけの方がほとんどで、事業計画書といった「書類」を作っている事業者は

まずいない。 
それを踏まえると、当所の支援目標はまず一年の目標提案からスタートし、今後５年をかけて全会員の

５％である約１００社への作成支援を目標とする。 
 
平成２６年の確定申告時に小規模事業者持続化補助金に添付する経営計画の作成の提案を行うと、数社の

申し込みがあり、加えて会報での募集も含めると合計２０社の申込みがあり、昨年の同補助金の採択企業

も加えると２６社となる。 
 
２６年にはそのほかに、経営力強化資金が５件や高額マル経が４件などの取り組みもあり、事業計画づく

りを行う機会があった。これらは継続的に見直すことが必要となっており、事業計画づくりを浸透させる

素地も整いつつある。 

＝目標 
（ベンチマーク） 

＝ギャップ 
解決策の出し方 

時間（１年・３年・１０年） 
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それを踏まえ１８～１９ページに記載した地区内の小規模事業者全体の経営計画の策定支援数の数値目

標達成に向け、創業セミナーの開催や各計画書作成支援数等に職員があたる。 
 
（指導内容、頻度） 
指導に当たっては後述する支援力向上や情報共有化の仕組みを元に、職員がそれぞれ手厚く指導を行い、

各種の計画書の作成支援にあたる。 
各職員は資料を準備し、まずは事業者の行いたい事業内容について、時期や予算など５Ｗ１Ｈなどをフ

レームワークとして使いながら、相手の話を丁寧に聞く。 
引き続き、企業から決算申告書などの資料を預かり、内容を吟味した上で、考えられる選択肢を絞り相

談者に提案する。 
 
各計画書作成の相談に当たって各職員はまず下記を参考に、無償提供が出来る資料の準備に当たる。ただ

し、相談内容が当初と異なる場合や、セミナーなどで新しい資料の追加などがあれば、適宜資料の見直し

を行う。 

 職員の準備する資料 事業者が準備する資料 頻度 

創
業
計
画
書 

（公庫）創業の手引き＋※ＤＬ

（協会）たもつ君の創業物語

（機構）夢を実現する創業※Ｄ

Ｌ 
ドリームゲート資料 
販促ノート・価格の決め方な

ど小冊子ほか 

見積書 初回：事業ヒアリングと準備書類

依頼 
２～４回目：資料確認 
５回目：融資申し込み 
６回目：追加資料作成 
７回目：開業関連書類作成指導（税

務・労務） 
８回目：実行支援・事後指導 

マ
ル
経
融
資 

マル経審査会事前調査表 
マル経推薦事務要領 
公庫提供資料 

決算申告書２期分 
試算表・返済予定表 

初回：資金使途確認 
２回目：決算書による事前確認 
３回目：資料確認 
４回目：訪問 
５回目：資料作成 
６回目：審査 
７回目：実行支援・事後指導 

中
小
企
業
経
営
力
強
化

資
金
及
び
小
規
模
事
業

者
経
営
発
達
支
援
融
資

制
度 

事業計画書 初回：資金使途確認 
２回目：決算書による事前確認 
３回目：資料確認 
４回目：事業計画の策定 
５回目：公庫へ推薦 
６回目：実行支援・事後指導 

経
営
計
画
書 

（
事
業
計
画
書
） 

（機構）小規模事業者支援ガ

イドブック※ＤＬ 
（機構）事業計画作成キット
※ＤＬ 
（機構）経営計画つくるくん

（iPadアプリ） 

初回：資料提供 
２回目：内容確認 
３～６回目：ブラッシュアップ 
７回目：実行支援・事後指導 

事
業
承
継

計
画
書 

（機構）中小企業事業承継ハ

ンドブック※ＤＬ 
 初回：状況確認 

２回目：専門家派遣申請 
３回目：専門家同行 
４回目以降：実行支援・事後指導
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資
金
繰
り

表 

（機構）6ヶ月資金繰り表※Ｄ
Ｌ 

決算申告書２期分 
試算表・返済予定表 

初回：状況確認 
２回目：専門家派遣申請 
３回目：専門家同行 
４回目：資料確認 
５回目：実行支援・事後指導 経

営
改
善

計
画
書 

（中企庁・公庫）経営改善計

画書のサンプル※ＤＬ 
決算申告書２期分 
試算表・返済予定表 
販売商品別（取引先別）

の売上ほか 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

計
画
書 

 金融機関へ提出した経営

改善計画書の写し 
モニタリングの計画書 
直近の決算申告書 

初回：経営改善計画遂行状況確認

２回目：決算書診断 
３回目：計画書作成 
４回目：バンクミーティング 
５回目：実行支援・事後指導 

 職員の準備する資料 事業者が準備する資料 頻度 

※資料欄の（〇〇）は提供元を表す。 
※※ＤＬはインターネット上でダウンロードが可能。当所サーバーにもデータあり。 
※『事後指導』は確定申告時期、各計画書の定める確認時期に最低限行い、その他、適宜行う。 
 
小規模事業者の事業が持続的に発展するためには、前述の通りこの地域の特性や業界の動向を踏まえ、自

身の強みを活かしたものでなければならい。 
また、会話の中で個人の性格なども理解しながら、優良な企業経営者、業界特有の商習慣や道徳としての

倫理観なども参考とした相談とならなければならない。 
 
そもそも創業希望者や小規模事業者は各種の計画書を作成したことがないため、こちらからの提案・確認

事項が非常に重要である。上記の資料には記載されていないような課題を下記に記載するので、それも踏

まえながら計画書作成支援を行う。 
 
特に創業希望者は自身の技術や業界以外に、資金手当て方法を始め法律、物件選定、採用、販売促進に始

まり、記帳や申告まですべてが初めてのことばかりで、非常に注意が必要である。 
当所では、創業後は記帳担当職員による記帳指導を徹底し、自主記帳が出来るまでにすると同時に、労働

保険事務組合があるため労働保険などは委託を受けて、事業者の事務軽減を行う事も可能である。 
 
当然のことながら、これらの課題が原因で事業が立ち行かない事があっても、手立てが限られるため融資

などを伴う場合は資金繰りの悪化を招くため、十分な注意が必要である。 
 

作成支援する計

画書の種類 
今までの相談事例を踏まえての 

見落されがちな課題 
影響など 

創業計画書 ①補助金の活用 
（特に飲食業） 
②合併浄化槽の追加設置 
③クーラーなどの機器 
④農地転用の必要 
⑤不利な立地 
⑥中古機器の取得 
⑦人手確保とオペレーションミス 
⑧遠方での勤務経験（特に理美容

業） 
 

①補助金の交付決定後まで開店時期がずれ

る 
②数百万に上る初期投資の追加※店舗面積

や席数などで浄化槽の大きさが決定 
③見積書に記載されていない追加費用発生 
④追加費用の発生、開店時期のずれ 
⑤売り上げの低迷 
⑥取得価格が不確定 
⑦人手確保が出来ずに接客サービスが低下

し顧客クレームに発展 
⑧勤め先の顧客獲得が出来ず創業時に苦戦 
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マル経融資 （金融全般） 
返済遅れを看過する 

 
次回の融資が困難になる 

資金繰り表 過度に資金繰り改善を期待 期待した通りの資金繰りにならず再度頓挫

するので、予め中位・低位のそれぞれの収入

で作成が望まれる 
経営計画書 
（事業計画書） 

顧客ニーズの把握 商品・サービスの販売不振 

事業承継計画書 現在価値への見直し後の資産評価

のし忘れ 
自社株式の評価及び移転などの対応遅れ及

びそれによる相続時の混乱 
経営改善計画書 他分野への進出による経営改善 経営資源の分散、経験・スキル不足により事

業の再頓挫 
 
決算申告時には担当職員より現状把握、課題の確認による解決策提案、新規事業展開の相談を継続して行

う事で持続的な経営発展を支援する。決算申告時の相談に関しては創業間もない事業者に限らず行ってお

り、持続的発展に寄与している。以下に決算申告時の注意点を記載して置く。 
 

事業者の疑問 考え方 指標など説明内容 
儲かっているか 価格設定 

固定費削減 
原価管理 
手元資金 

下記の項目について自社の過年度又は同業他社との

比較 
・粗利益率 
・簡易ＣＦと年間返済額の関係 
・必要資金計上後の損益分岐点売上高試算 

新たな借り入れができるか  簡易ＣＦと新規融資を加えた年間返済額との関係 
地域の金融機関の融資スタンス 

税金の負担はどのくらいか  所得税以外の地方税、消費税、国民健康保険料など

の追加負担 
売り上げが低迷して不安 他社状況 

地元の景気 
地域経済調査の結果を踏まえた指数 
販売促進・販路拡大など打開策の提案 

 
その他、各種計画書作成時の注意点としては下記があるので記載する。 
目標と定めた年度より逆算して、相違（ギャップ）を埋めるべく事業内容を策定する。計画の仕方は「５

Ｗ２Ｈ」など出来るだけ具体的に数値化を用い、「いつまでに、誰が、何をするのか。そのためにいくら

投資するのか」などを策定する事が望ましい。策定する事は絶対ではないが、何をしたら良いかイメージ

できなければ、実行出来る術がなく、それは無いのに等しい計画でもあるため、具体的であればあるほど

実現可能性が高まる。 
 
事業計画はあくまでも「仮説」に基づいたものであり、策定した計画に従って実施した後、必ず振り返る

「検証」が必要である。「仮説と検証」と再度の仮説設定が一つのセットとなって、事業計画の実行性が

担保される。 
なお、「検証」の仕方としては、目標に対して未達成だった時だけでなく、達成した場合も必要である。

達成した要因が特定できなければ、達成した内容を再現させることが難しいからである。 
 
売上が目標値に対して１０５％となった場合、その要因が近所で開催されたお祭りの仕出しの購入だっ

た場合、翌年のお祭りの時期を確認し、注文予約を取る必要が出てくるかもしれないからである。 
 
なお、計画実行にあたってよくある問題に、計画が予定通りに進まず、途中でくじけて計画を投げ出して

しまうものがある。そのため、解決策の出し方を小さなものとし、比較的成功できるものを、たくさん設

けるようにすると「成功体験」が自信となり、次のステップに進み易くなる。 
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また、そもそも自社のあるべき姿が描けないという相談者も多い。そんな時は、相談者が好きなお店を聞

き出すと良い。 
Ａ店の雰囲気が気に入っているなら、その雰囲気・店構えを「目標」にし自店の「あるべき姿」に置き換

えたり、スタッフの接客が気に入っているなら、その接客を自店の「あるべき姿」に置き換えたりするの

である。 
商業者などが比較的容易に取り組みやすいが、見えない部分の特定が難しい点に注意が必要である。 
 
もし、目標と言っても理解がしにくい場合は、「よく従業員や家族に口酸っぱく言っていることは何です

か？」と質問すると、見つかる場合もある。 
 
相談の頻度はケースバイケースであるが、相手の都合が優先される場合が多い。 
ただ、現在の組織構成と５か年の目標数からすると、相談当初はこまめにヒアリングを行うため頻度も増

えるが、事業計画実行段階では、モニタリング調査の期間設計も前提とすると最低半年に１回の面談、原

則は４ヶ月に１回の面談が現実的である。 
 
現在、事業者の経営会議に同席しており、その経験からも、一回２時間の会議時間が毎月続いた場合、資

料の準備や移動も入れると１社４時間はかかるため、１日１社程度で、毎月同じ会社に行くと仮定すると、

年間２０社程度の企業しか支援出来ない可能性もある。 
 
創業者については、記帳支援もあるため原則毎月の相談が可能となる。 
 

５．需要動向調査に関すること（情報収集・分析項目、活用及び提供の方法）【指針③】 

１．ターゲット及び事業者のニーズ確認 

間違った情報による、間違ったマーケティングを展開することがないよう、情報収集にあたっては、その

商品・サービスの「使われ方」「販売相手（ターゲット・買い手）」の特性を確認する。合わせて事業者の

求める需要動向や市場規模などのニーズを事前にヒアリングする。 
 
（情報収集目的の設定） 
事業者から『情報収集をする理由』『調査結果を何に反映するのか』を確認し、明確にする。 
現時点でどういった情報が必要なのか、以下の点を中心に整理をする。また、いくつかの情報が集ま

ると考えるとして、その結果を「販促物の作成」、「出店（販売）場所の選定」、「ＤＭ・チラシの送付

先選定」など調査結果を元に何らかのマーケティング施策につなげるのか、何に使いたいのかを明確

にする。 
 

（商品・サービスの特性の把握） 

顧客の商品・サービスへの関心の持ち方や、買い方に影響するため、事業者が販売・提供を考えてい

る商品やサービスを顧客（利用者）から見て、「使った場合にどんなメリットがあるのか。（Ｂ＝

Benefit）」、「どんな評価を受けているのか。販売実績はどれくらいか。（Ｅ＝Evidence）」「どんな形
状、どんな機能、消費期限はどれくらいなのか。（Ｆ＝Features）」といった特性を把握し、同時に事
業者が想定している顧客像のヒアリングも行う。意見をすり合わせる中で、「商品・サービスの特性」

に対する認識を一致させ特定する。 
 
この場合注意するのは、特に商品の場合は、「こんな使い方できますか？」とか、「□□のために買

いましたが、いつも○○に利用しています。」といった、事業者が想定していない思いがけない使わ

れ方や顧客ニーズを確認する。「他の使われ方がないか」を事業者から確認する事で調査対象の範囲

を漏らさないようにする。 
 
また、顧客にとって同様のニーズを満たす既存の製品・サービス（競合製品）、またはより費用対
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効果の高い代替品の調査を行わなければならない。なぜなら、「市場の規模」、「対象市場」が変化し、

結果収益性が低下する可能性があるためである。 
なお、潜在ニーズや競合製品があった場合は、その市場についても調査対象とする。 
 

（商品・サービスの取引形態を確認） 
マーケティング施策につなげるために必要と思われる、「住所」「人数」「金額」など必要な情報の

種類も下記項目を参考に、出来るだけ具体的に設定する。 
ターゲットとする販売相手もしくは利用者が法人であるのか、個人であるのか確認する。そのうえ

で場所や特性などを把握する。 
距離が離れる場合には移動費や配送費・包装費などランニングコストの増大が心配されるし、店頭

販売の場合はテナント料・設備投資、広告宣伝費などのイニシャルコストの増大とその資金手当が必

要となるため十分な検討・調査が必要である。 
なお、小規模事業者は資本基盤がぜい弱でもあるため、「コスト・リーダーシップ戦略」ではなく、

コスト以外で競合他社と差別化する「差別化戦略」が出来るような設定が望ましい。 
 法人 個人 

地理的要因 地域（遠方・近郊）、商圏など範囲 
 顧客の来店か、相手への訪問か 
 都市規模、気候、人口密度（都市、郊外、地方） 
特性 事業規模（従業員・売上高等） 年齢（代）、性別 
 業種・営業内容 既婚・未婚・家族構成、学歴 
 企業の成長性 使用する人と購入する人 
 会社か公的機関か 所得水準・モノに対する価値基準 
  購買行動（スーパーか百貨店か通販等）

  ライフスタイル 
  職業・収入の種別 
行動 定期的・臨時的、利用頻度 
 投資や支払いに対する価値基準、どんな便益を求めるか 

（品質・サービス・コスト） 
  商品・サービスの認知度 
  購買準備段階（無知～購買欲あり） 

 

製作者の意図と違った顧客の思いが

けない使用方法の情報や質問をもと

に追加範囲を検討する。調査対象分野

が広がるので、最初が良い。 

使う人と買う人が異なる場合に注意

する。例：子供用品を親が購入する場

合など。 
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２．需要と競合に関する情報収集方法 
ヒアリングした結果を元に、以下の方法で、事業者が求める業界の需要やニーズなど「市場の動向」の情

報収集を行う。 
収集に当たっては「市場の動向」のみならず、最近の顧客の購買行動や利用頻度、取引先の受注状況な

ど「来店客（取引先）の状況」や、「その業界が直面している課題」や「競合品（企業）の情報」などに

ついても調べる。 
情報収集の方法としては下記を活用する。 
 
「市場の動向」「競合品（企業）の情報」を把握する上では、インターネットが一番手軽で膨大な情報

を集めることが出来る方法であるが、その他中津川商工会議所の活用できる媒体を記載する。 
媒体 商品 サービス 

インターネット ①類似品の有無と販売価格 

②類似機能を持った商品の有無と販売

価格 

③販売経路 

④市場規模 

⑤地場産業になっている場合は産地の

行政の統計書又は総務省統計局の

eStatにより統計資料を収集 

⑥ネット通販サイトのランキング 

①「○○市 （サービス名）」で検索を

し、グーグルマップで所在地と同業者数

を調査 

②○○市の統計書又は総務省統計局の

eStatにより統計資料を収集 

 

○グーグルアドワーズを活用し、検索キーワードの状況を確認。世間に出ていな

いものなどが、一般的にその商品を探しているか、潜在ニーズがあるかを確認す

る。 

○検索したキーワードは、その後の会社ホームページ作成時の検索エンジン対策

（ＳＥＯ対策）にも流用できる。 

○ユーチューブにて検索を行い、関係するニュース動画や投稿を２次資料として

提供する。 

○今後「ビッグデータ」の利活用が安価で手軽に取り組めるようになれば、それ

も活用の範囲内とする。 

㈱東京商工リサー

チ 

当所が契約している本サービスを活用し、企業の信用情報（年商含む）・各業界の

マーケティングレポートなどを入手する。 

日経テレコン２１ 日本商工会議所がとりまとめて加入しているサービスで、過去の新聞記事・企業

概要・人物・業界市場・海外地域・ＰＯＳの情報などが無料又は有料で入手でき

る。 

※新聞記事は日本経済新聞など６紙。 

※矢野経済研究所の各種レポートも入手可能 

新聞記事調査 日経テレコン２１に限らず、当所で購読している中日新聞・岐阜新聞・産経新聞・

読売新聞などを元に、最長１か月間の保存記事を必要により確認する。 

タウンページ調査 店舗が掲載されたタウンページで同業者やターゲットの企業数などを調査する。

地区別人口調査 住民基本台帳に登録された地区別・年代別の人口データを入手し、地区の住民動

態を把握しておく。 

生の声 ①商品のサンプルを預かり、利用が想定

される顧客層に提案（テストマーケティ

ング）。実際の使用した感想、食べた感

想を聞く。いくらくらいまでなら買って

も良いかも具体的に聞く。 

②開発に相当の金額がかかる場合は、

「商品企画７つ道具」のうちのコンジョ

○巡回や窓口相談時に飲食店・理美容業

の既存の店舗の状況を、予めヒアリング

するなど情報収集しておく。 
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イント分析を活用してみる。 

海外情報 ①岐阜県産業経済振興センターの海外取引担当か、ジェトロに連絡を取り、現地

情報を取得する。 

②中国や東南アジアは、地元中京学院大学の学生などを通じて情報収集を図る。

賃金データ 

 

雇用保険の手続きを行う際初任給を登録する欄があり、そこに記載された金額は

岐阜労働局にて集計されている。一般に公表されていないデータであるが、以前

入手したところ、岐阜県内全部のハローワーク管内毎に登録賃金がまとめられ、

中津川公共職業安定所は中津川市だけを管轄しているため、中津川市だけのデー

タが取得可能である。 

中津川税務署の協力を得て、源泉徴収税の各月または半期の総額を過去の推移含

め把握する。 

その他 ○競合する商品を提供する企業が分か

れば、所在地の商工会議所等に連絡をと

り、担当者から直接状況を聞く。 

○フェルミ推定：どうしても市場動向が

つかめない場合は、この発想法を活用し

て、大体の需要を図る。 

 

 
３．情報の分析 

分析結果によって「市場の販売機会の発見」、「市場の細分化」、「ターゲット市場の選定」、や仮説の設

定・検証や、今後の事業展開を意思決定しなければならないので、特に重要であるので、収集した数値な

どは、注意して分析し、下記「提供項目」記載した報告書として提供するか、相談者と一緒に数値・情報

そのものを確認し、本人がメモをするかのいずれかの方法で行う。 
数値だけで比較するとわかりづらい場合には、視覚的に評価がしやすいようにグラフ化を行う。 
提供の仕方としては、メールなど電子媒体のほか、ＦＡＸを用いることもある。 
 

（情報の分析方法） 

○単純集計 
需要に関する情報を収集したものを数値に関しては、一つの項目ごとのデータの個数を数えて集計し、

「合計」や「平均」などの加工を必要により行う。 
これにより全体の傾向を理解する。 
 
○クロス集計 
エクセルによるピボットテーブルを利用し、「性別と趣向」「家族構成と地区」など２つのデータ項目

を掛け合わせて集計し、単純集計では掴みづらいデータを細かくつかむ場合に利用する。 
 
○数値の分解による分析 
入手した情報でも特に数値は、そのものでは意味を持たない場合もある事から、入手した１次データ

を必要に応じてロジックツリーなどを活用し分解するなど分析を行う。特に、その１次データの算出方

法（例：客単価×客数など）による分解と、１店舗当たりなど平均を算出する。それぞれから出てきた

数値を「単純集計」または「クロス集計」を行い、数年次単位で比較して傾向を把握する。 
 
（提供情報の項目－競合企業分析結果） 

１．競合企業名・ホームページ・所在地・連絡先・売上規模・従業員数 
２．その企業の扱う商品やサービス、技術の特徴※価格・販売実績（見込み）・課題・優位性など 
３．その他の情報 
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（提供情報の項目̶業界動向分析結果） 

１．業界の定義・市場の状況 
２．その業界が現在直面している課題 
３．ユーザーと需要 
４．当該商品・サービス分野を支援出来る専門家 
５．その他 
 
４．分析結果の活用方法・提供方法 
以上１～３で収集した需要動向に関する情報は、最初にヒアリングを行った情報収集目的にかなうよう

に、項目ごとにまとめ紙媒体またはデータファイルを事業者へ提供する。 
収集作成したデータ・情報は、適宜職場内で共有する。また、内容が広く提供する必要性があると判断

された場合は、正副会頭会議・常議員会での報告や月刊広報への折り込みチラシとして印刷配布すること

とする。 
 
なお、現在は無料で入手するデータが多いが、有償となるものが発生した場合はその費用と価値を総合

的に勘案し提供することとする。 
 
ただし、以下に記載する「景気動向」や「消費者意識に関する収集情報他」については、元の報告書を

景気動向について希望者に渡す。 
活用方法としてはＤＩ値のトレンドを見て、今後３か月間～６か月間の景気動向をくみ取る。 
 
一方、自由記載欄のコメントを元に支援ニーズを把握すると同時に、当所が行うセミナーや研修事業の

テーマなどに反映させる。 
 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること（目標、支援対象、連携方法）【指針④】 

昨年、計画された『中津川市総合計画 基本構想（平成２７年～３８年）』には、「ものづくり企業の販路

拡大の強化」「特産品開発・ＰＲとその販売支援」「リニアを活用した観光資源の発掘や磨き上げ」が挙げ

られ、市としても注力していくことが予想される。しかし、小規模事業者は自社の商品・サービスを消費

者や事業者へ知ってもらうための手段が乏しく、相手からの安心感を得る面など需要開拓を行う上で支障

がある。 
そのため、当所は中津川市総合計画の実現に寄与するべく、本計画で商品の高付加価値化だけでなく、

需要の開拓、新規顧客の獲得を支援することによって、小規模事業者の経営基盤の確立と自立的発展、競

争力強化につながる販売促進について各種支援機関・金融機関とも連携し実現を図る。 
 

（支援対象） 

新たな需要を開拓する場合、支援対象の想定するターゲットが消費者（Ｃ）と事業者（Ｂ）とに大別され、

更に消費者は地域住民など「定住人口」と観光客など「交流人口」とに区部され、事業者は業種業態など

を考えると非常に複雑になる。消費者も、さらに年齢や性別、所得や家族構成などを踏まえると、事業者

同様複雑になる。 
事業の規模にかかわらず事業者がそういったターゲットを考えていることを踏まえたうえで、当所は支援

に臨まなければいけないし、また、想定したターゲットに向けて情報発信したとしても、違う層の反応が

起きるという事にも注意しなければいけない。 
本計画の実施に当たっては、Ｂ２Ｃ及びＢ２Ｂのいずれの形態の企業であっても、前述の指針にも基づき

事業計画のある小規模事業者なら、その経営目標や需要の開拓範囲が最大限になるよう下記の手法を活用

する。事業計画のない小規模事業者にあっては、その商品・サービスが知ってもらい、買ってもらい、さ

らにもう一度買ってもらうような支援を心掛ける。 
 

（現状における課題） 

小規模事業者の販売する商品又は提供するサービスは、概ねその事業者の知名度の低さから事業者や商品
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の信用力に欠け、販売・提供に支障をきたすこともある。 
実際、岐阜県産業経済振興センターの行う『事業可能性評価』事業、岐阜県の『経営革新計画承認』な

ど、国や県、各種団体の実施する顕彰制度、例えば『優良経営食料品小売店等全国コンクール』や、日本

商工会議所「女性起業家大賞」の受賞により、マスコミや機関誌で取り上げられることで販路拡大につな

がる機会も増えたため、企業の社会的信用度を高めることが必要だと感じる。 
また、地域や同年代以外との人脈やネットワークが偏る事業者が、新しい取り組みで、新たな市場の開

拓や既存顧客へ販売・提供を行う場合は、そのアイデアの「設計～調達～生産～物流～営業」の各段階で

必要となる情報や人脈が不足することが考えられる。 
 
なお、需要の開拓が進み、売り上げや雇用が増加する際、各社の人材の採用・育成や、資金の面で課題が

発生した場合に対応できるよう、常日頃から支援施策について事前に情報収集をし、企業が課題に直面す

る前に提案する伴走型の支援を行う。  
こういった課題に対応するべく、以下に取り組むことで需要の開拓に寄与すると考えられる。 
 

（プレスリリース発行支援及び掲載協力） 

今まで行ってきたプレスリリース方法としては、中津川市在住の新聞記者が所属する記者クラブ（在籍１

０名）や中部経済新聞へ、プレスリリースや記事掲載の依頼を行っており、ほとんどの依頼記事の掲載を

行って頂いている。 
その経験によると、多くの企業や消費者からの問い合わせや注文、認知度及び信頼度が格段に向上するこ

とがほとんどであった。うち一社は新聞記事の掲載の後、ＴＶ局の取材の特集で組まれ、数カ月にわたり

売り上げが増加することもあった。地域に埋もれたきらりと光る企業に、光を当てるにはプレスリリース

が効果的であると再認識した。 
ただ一方で、新たな需要の開拓を行うためにプレスリリースを活用する際は、記事にする理由を理解して

もらえるような書き方にしないといけないが、プレスリリースに慣れていない小規模事業者にとっては苦

労を伴い、掲載を諦めてしまう事もある。 
 
記載する上では、いきなり商品自体の機能・性能などを伝えても、読者・市民の理解を得られないため、

「この製品を使うと環境にやさしく、利用者の評価も高いのです。」といった読者・市民にとってのメリ

ット、それに続いて効果に関する専門家や調査機関の証明、利用者の声などの実績や証拠と続き、その後、

商品について記載していくことを意識しなくてはいけない。 
また、「苦労からの立ち直り」というストーリーになるような自己破産も寸前の状況を救った商品、サー

ビスなどはＴＶの視聴者に訴えかけるものがある。販売も息の長いものとなる傾向がある。 
なお、ＴＶで取り上げてもらうには、まず新聞紙に掲載されることで信用力が高めることが、近道となっ

ているため、新聞社とも良好な関係作りを普段から心掛けている。 
今までの経験を踏まえ、よろず支援拠点や中津川市中小企業支援センターとも連携し、記者に伝わる文章

作りを心掛けていかなければならない。 
また、その他の媒体として、当所の会報への掲載や施設入口に設置したデジタルサイネージや広告物の設

置、当所のホームページに、商品、サービス、会社紹介など定期的な掲示物の更新により多くの市民の目

に留まるようＰＲをはかり認知度向上につなげる。 
 

（異業種・同業種交流会の開催） 

○中津川商工会議所の会員企業１２０社が集まる、会員交流会は、異業種交流会として、当所の一大イベ

ントである。 
毎回、自社製品をＰＲしたいという事業者の商品展示と商品プレゼンを行っており、認知度の向上に寄

与している。 
また、この日に配布される『はしご酒券』は、会場周辺の飲食店で利用できる金券であり、参加者同士

が会員交流会以降の交流の場として飲食店で利用する事につながり、飲食店の知名度向上と販売促進に一

役かっている。 
○製造業の街である当市には三菱電機や工業団地内企業など、相当数の各種製造業の事業者がある上、３
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７年のリニア開業を見据えすでに関連産業の進出が始まっている。従来当所では『ワーキングツアー』と

題して、市内又は近郊のキラリと輝く製造現場への企業訪問を実施してきた。これにより、訪問先の技術・

製品・マネジメントなどを学ぶ機会の提供となってきた。 
従来からこれら企業との取引を希望する地元製造業者やサービス業がある一方、調達する材料の運搬効

率化を考える大手企業も出てきたりしたため、今後は交流・ビジネスマッチングの場を設け受注機会の拡

大に寄与する事業（「加工屋交流会（仮称）」）の展開を中津川市とも連携し実施していく。 
  

（サイト構築による支援） 

これだけホームページやブログ、ソーシャルメディアがあっても、下請け仕事の多い企業では改めてサイ

トを作ろうというところも少ない。 
昨年は大垣市にある情報技術の支援機関であるソフトピアジャパ

ンと連携し、ホームページ作成支援サービス「ＪＩＭＤＯ」による

自社サイト作成支援を行った。その際、大阪商工会議所が事務局を

務めるインターネットサービス「ザ・ビジネスモール」を活用して、

検索エンジン対策を行ったところ、普段なら半月はかかる検索エン

ジンでの上位表示が、ホームページ作成から２日程度で１ページ目

に出てくるという結果となるという、効果が出た。 
かつ、１社は「ＪＩＭＤＯ」歴代の記録を抜く、サイトアクセス数を記録するなどの効果も出た。 
 
これを踏まえ、小規模事業者の支援のため、引き続きデザイン性の高いサイト構築と検索エンジンの上位

表示が出来るよう公的な支援サービスの提供などを心掛ける。 
この際、パソコンの操作に気後れし、サイト作成に二の足を踏む事業者には、１度触れてもらい取り組む

ハードルを下げられるようエキスパートバンク事業を活用する。これは最近特に効果が見られたため今後

も実践していく。 
 
その他、常に変化するネット関連情報の提供を今まで同様実施するため、ネット通販や顧客との関係維持

にソーシャルメディアを活用するためのセミナーも継続して開催する。その参加者の中で個別の支援希望

者を掘り起こし、ミラサポやエキスパートバンクを活用して、販路開拓につながるよう支援を行っていく。

 
当所のホームページの『産業情報プラザなかつがわ』や会員企業リンク集にも掲載する事で、一人でも多

くの消費者・事業者に見てもらえるよう工夫する。当所のホームページ自体のアクセス解析などを行い、

改善・リニューアルをして、更に見てもらえるよう工夫を行う。 
 

（商談会、展示会への出展支援） 

○中津川から１時間程度の距離にある名古屋市のポートメッセナゴ

ヤにて毎年秋に開催される、全国でも最大規模の異業種参加型展示

会「メッセナゴヤ」に、平成２６年から中津川市からの補助を受け

て、市内の事業者が共同出展している。 
出展企業のそれぞれオリジナリティーの高い商品展示は、来場者の

目にも止まり、１７件８１１万円の見積もり依頼があり、そこから

成約に至ったのが、６件４９２万円と大きな効果を上げた。 
２７年も引き続き中津川市の支援が見込まれるため、昨年に引き続き新たな企業も入れながら共同出展を

支援し、出展者の販路拡大と認知度向上を図る。結果として５年後には１５社の出展にし、５０社３，２

００万円の見積もり依頼を受け、成約などの成果につなげる。 
 メッセナゴヤに関しては出展コマ料の補助を受けるために中津川市と連携を図る。 
 
○メッセナゴヤに限らず、様々な地域の企業が集まる『き業展』（多治見市）、介護関係の業種が集まる『ウ

ェルネスフェア』（名古屋市）、世界や全国からモノづくり企業が集まる『機械要素技術展』（東京ビッグ

サイト）など他の各種展示会や、その場で販売が出来る物産展に出展を希望する企業に対して、展示会・
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物産展情報の提供だけでなく、活用できる支援制度や、岐阜県産業経済振興センター、よろず支援拠点な

どの支援機関とも連携して、効果的な出展やＰＲが出来るよう支援を行う。 
 
・岐阜商工会議所の開催する「ビジネス交流会」や、当所と『経営支援に関する包括的連携協定書』を結

ぶ十六銀行等「逆商談会」などでは、参加者や受注企業などの情報をそれぞれの主催機関から提供を受け、

それに見合った企業に参加を促すなどの支援を行う。 
 
また、いずれの展示会にしても、出展に当たっては受注率がアップする等効率的になるよう岐阜県産業経

済振興センター、恵那商工会議所等と連携し、展示会出展方法（準備～出展～アフターフォロー）などに

ついてセミナーや個別指導などでノウハウ提供の支援を行う。具体的には展示方法、名刺管理、接客、展

示会後の営業などの仕方について、事例を踏まえた内容とする。 
 
当所は会員企業に積極的に出展及び出展に係る費用負担の軽減を図る為、「小規模事業者持続化補助金」

など補助金や助成金など活用可能な支援施策のＰＲや承認申請を得られるよう働きかける。 
 
【展示会・商談会】 

事業名 
開催時期 

開催場所 
対象業種 出展者・来場者 

名古屋商工会議所 
メッセナゴヤ 

１１月初旬 
ポートメッセナゴヤ 

規模も問わず、全業種を対象が一堂
に集まる展示会。異業種の交流にも
つながっている。 

１，３００企業 
（うち中津川５社）
６６，０００人 

名古屋商工会議所 
アライアンスパートナ
ー発掘市 

３月４～６日 
名古屋商工会議所 

愛知県・岐阜県内の企業同士のニー
ズがあえば、商談を行うというも
の。業種を不問。 

 

多治見市 
き業展 

１月３０日・３１日 
セラミックパークＭ
ＩＮＯ 

岐阜県東濃地域を中心とした生活
還暦行や製造業など複数の業種が
集まる展示会。平成２７年で第１１
回目を迎える。 

１１８社 
（うち中津川４社）
３，４８０人 

 
【活用可能な支援施策】 
実施機関 

支援施策名（募集時期） 
補助概要 

補助率 

補助上限 
備考 

岐阜県産業経済振興センター 

地域活性化ファンド（年３回） 

「経営革新」、「新商品・新技術開発・販

売力強化事業」のメニューにおいて展示

会等への出展費補助を実施。 

２分の１～ 

３００万円 
下限５０万円 

日本商工会議所 
小規模事業者持続化補助金 
（３月頃～春） 

事業計画を作って、新規事業に取り組む
際の各種費用を補助。商品開発、機械装
置、販売促進費など 

３分の２ 
５０万円 

採用を伴う場合は
上限１００万円 

中津川市 
製造業等販路拡大支援事業 
（随時） 

国内の展示会の出展費用を補助。コマ代
のみ対象 

２分の１ 
１０万円 

製造業のみ 

 
（販路開拓支援事業） 

当所の「中津川市中小企業支援センター」の中小企業診断士で、元近鉄百貨店の支店長経験者がおり、元

勤務先で出来たコネクションや支援先に加え、中小機構での相談業務にも従事するなど幅広いネットワー

クを持っているため、百貨店を中心に販路拡大や仕入れ先の開拓などの支援が可能となっている。 
具体的には当所が販路開拓に苦労する良いサービス・商品を扱う小規模事業者を見つけ、その事業者が大

手流通業への販売に適しているか、専門家とともに目利きを行い、百貨店など新たな販路の提案を引き続

き実施していく。 
これにより、現在の取引紹介のみならず商談につながるように支援を行い、５年で５社、３５０万円程度

の受注につながるよう支援を行う。 
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地元のきらりと光る商品を、適正な価格で、全国で販売できる支援により、リニアの到来で目の肥えた観

光客の方々に、手に取ってもらうための準備を今から始めるべく支援を今後も行う。 
 
【他の機関と連携して実施する主な事業】 

事業名 
支援対象の 

事業形態 

当所のみでは

不足する能力
連携機関 連携支援の内容 

プレスリリース発行
支援及び掲載協力 

Ｂ２Ｃ 
Ｂ２Ｂ 

・情報発信能力
・人的ネットワ
ーク 

よろず支援拠点 
中津川市中小企業
支援センター 

新聞、ＴＶなどマスメディアとも人的
ネットワークがあり、取材協力、プレ
スリリース作成の支援で連携する。 

サイト構築による支
援① 

Ｂ２Ｃ 
Ｂ２Ｂ 

・専門的知識 
・ノウハウ 

ソフトピアジャパ
ン 

『ＪＩＭＤＯ』を使ったサイト構築を
始め、自社サイトの各種「ＳＥＯ対策」
の現状分析と、個別相談やセミナーに
より対策ノウハウの情報提供などで
連携する 

サイト構築による支
援② 

Ｂ２Ｂ ・インフラ構築
大阪商工会議所ほ
か 

『ザ・ビジネスモール』を活用し、受
発注機会の提供を行う。全国に広がる
商工会議所のネットワークを活用し、
売り買いの情報の提供などで連携す
る 

商談会、展示会への
出展支援①メッセナ
ゴヤ 

主に 
Ｂ２Ｂ 

・インフラ構築
・資金援助 
・専門的知識 
・企業情報収集

名古屋商工会議所
恵那商工会議所 
中津川市 
岐阜県産業経済振
興センター 

名古屋商工会議所が主催。当所が募
集、取りまとめ、恵那商工会議所と合
同で開催するセミナー等各種情報提
供を行う、中津川市はコマの出展料の
支援を行うなど各機関が役割分担し、
連携を図りながら支援を行う 
岐阜県産業経済振興センターとはセ
ミナー講師や個別支援で連携する。 

商談会、展示会への
出展支援②メッセナ
ゴヤ以外 

Ｂ２Ｂ 
・インフラ構築
・専門的知識 
・企業情報収集

岐阜商工会議所 
岐阜県下の商工会
議所 
岐阜県産業経済振
興センター 
十六銀行 
多治見市など 

『岐阜県下商工会議所広域ビジネス
交流会』『逆商談会』『き業展』などの
場で、参加者の販路拡大が出来るよう
情報提供、事業の運営、参加者募集な
どについて各機関が役割分担し、連携
を図りながら支援を行う 
事業の趣旨にあう企業の選定・出展要
請などを当所が担う 

販路開拓支援事業 
Ｂ２Ｃ 
Ｂ２Ｂ 

・専門的知識 
・企業情報収集
・人的ネットワ
ーク 

中津川市中小企業
支援センター 
中小機構 

中津川市中小企業支援センター所属
のコーディネータによる目利き及び
販売先の照会を行う、相手先への訪問
に当たっては、企業とコーディネータ
に同行するなど連携を図る。 
また、中小機構の「ハンズオン支援」
事業を活用し、他の商業・物流企業へ
の販路開拓を連携して行う 

 

目標数値 
２６年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

プレスリリース発行支援及び

掲載協力 
３社 ３社 ３社 ５社 ５社 ５社 

異業種・同業種交流会の開催 

会員交流会 

『はしご酒券』利用店 

１回 

１２０社 

３０店 

１回 

１２０社 

３０店 

１回 

１２０社 

３５店 

１回 

１２０社 

３５店 

１回 

１２０社 

３５店 

１回 

１２０社 

３５店 

異業種・同業種交流会の開催 

①ワーキングツアー 

②加工屋交流会 

０回 ①１回 
①１回 

②１回 
①１回 

①１回 

②１回 
①１回 
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サイト構築による支援 

（ＩＴ関連セミナー） 

２回 

１５社 

２回 

４０社 

２回 

４０社 

２回 

５０社 

２回 

５５社 

２回 

６０社 

サイト構築による支援 

（自社サイト構築、ＳＥＯ対

策、ザ・ビジネモール登録） 

５社 ５社 １０社 １２社 １２社 １５社 

商談会、展示会への出展支援 

（メッセナゴヤ参加事業者数） 
5社 ８社 ９社 １０社 １０社 １５社 

メッセナゴヤでの見積見込み 
17件 

811万円

25件 

1,000万円

25件 

1,100万円

30件 

1,500万円 

30件 

1,700万円 

50社 

3,200万円

展示会出展支援数 

セミナー・個別支援 

１回 

５社 

１回 

８社 

１回 

１０社 

１回 

１０社 

１回 

１０社 

１回 

10社 

販路開拓支援事業 
２社 

 ̶

２社 

60万円 

５社 

150万円

５社 

200万円 

５社 

300万円 

５社 

350万円

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

２６年度に計画された岐阜県の『清流の国ぎふ』創生総合戦略（暫定版）の主な施策の「しごとをつく

る」では“岐阜県成長・雇用戦略の推進”“観光産業の基幹産業化”“県産品の販路拡大・海外展開”を、

「まちをつなぐ」では“県内の地域間連携の推進”“近隣県との連携推進”とあり、結果として人口減少

への対策を基本的な視点としている。 
また、同様に２６年度に計画された『中津川市総合計画 基本構想（平成２７年～３８年）』には「リ

ニア開業という千載一遇のチャンスを生かし、世界に向けた情報発信や産学官連携への積極的な取り組み

が進むまち」を始め工業と商業、観光を中心とした産業振興及び定住推進に関する構想がまとめられてい

る。 
それらに基づく事業は、行政や金融機関、大学など地域の各関係者が地域の課題や将来展望に対する取

り組みなどにおいて、当所も同様の考えのもと、地域の経済団体として各方面との連携や、情報と目的意

識の共有を図り、事業の推進などにより国内外からの観光客など交流人口の増加による需要拡大と地域経

済の活性化を図っていく。 
 

（リニア開業までの活動） 

当市は岐阜県で唯一の“リニア駅及び車両基地・整備工場”の設置される市になる事が決まったが、そ

こに至るまでの活動として、リニア中央新幹線の早期建設と東濃東部への停車駅設置の促進を目的に、東

濃東部、飛騨、木曽圏域の商工会議所、商工会が会員となって１９９１年に設立した『東濃東部リニア停

車駅誘致期成同盟会』（会長：当所会頭）は、ＪＲ東海等関係方面への要望陳情活動、リニア試乗会の開

催、「リニア通信」などによる広報活動、リニア中央エクスプレス建設促進経済団体連合会主催の早期建

設促進大会、シンポジウム等への参加など積極的な事業展開とともに、行政、議会、各種団体との懇談を

行うなど、この圏域における中核的な役割を担ってきました。 
今後の建設に向けて行政だけでなく、地域に住む市民とも意識の共有を図らなければいけないため、Ｊ

Ｒ東海が２０２７年のリニア開業の発表を行って以降、カレンダーやピンバッジ、クリアファイルなどの

リニア関連グッズの製作及び配布や、『リニアの見える丘基金』を組成して自動販売機の売り上げの一部

から寄付を募る事業も行ってきました。 
 
一方、地域の中小企業の中には、リニアを題材に新規事業を始める企業も出始め、相談のみならずセミ

ナーなど情報提供も求められているため、今後「ＪＲ東海による商標利用方法説明会」や「土産品開発」、

「土産品の販路開拓」などのテーマでセミナーを開催したり、本計画期間中に出来たお土産品が中津川市

の推奨品となるよう認定事業などを実施しなければいけません。 
当市でしか出来ないリニアをキーワードにした観光振興を図り、ブランド化事業及び特産品開発に取り

組むことによって、国内外からの観光客など交流人口の増加による需要拡大と地域経済の活性化を図って

いく。 
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（馬籠宿など中山道や苗木城、地歌舞伎、栗など地域資源の活用） 

現在、中津川市で認定されている地域産業資源のうち観光資源は１７、また農林水産物は１０、鉱工業品

は１７ある。そのうち、近年外国人観光客が増加している中山道馬籠宿では２５年から土産品開発を実施

し、絵葉書セットや日本手ぬぐいの作成支援をしてきた。 
今後は引き続き馬籠宿の支援を始め、空前の城ブームに乗って注目の集まる苗木城跡のある地区での土

産品開発などを中津川市や地域の協議会とも連携しながら取り組む。 
『岐阜の宝もの』にも認定される地歌舞伎も近年注目され、岐阜県は『岐阜自慢ジカブキ・プロジェクト』

を立ち上げ、馬籠宿場内で定期的な公演を行うなどしている。 
前述の通り中津川市の「栗きんとん」は依然として人気の高いものであり、観光協会・菓子組合は「栗き

んとん発祥の地」を始めブランド化に努めている。当所では今後栗農園とも連携し、焼き栗や良質な栗の

流通など『栗』をキーワードとした新しい観光産業、食品産業の支援に伴い、栗のブランド化や土産品開

発などを行い、道の駅や観光拠点とも連携し販売支援を図る。 
 
その際には、こういった近年注目されているもの、また、埋もれているものに焦点をあて、国内外の観光

客に知ってもらうべく諸事業の展開や支援が求められるため、本計画期間中に観光プロモーション事業や

認定事業などに市や観光協会とも連携し取り組みます。 
 

（中心市街地活性化協議会事業） 

当所と中津川市が中心となり、商店街や地域住民、

学識経験者、交通事業者などで構成され、まちのに

ぎわいと地域経済の活性化を目的に組織している

「中心市街地活性化協議会」の会長を当所会頭が務

める。 
本協議会では６年続く「六斎市」を始め、「体験観

光によるおもてなし事業」、「花飾り運動事業」、「ま

ちなかステーションねこのて事業」等各種事業を実

施し、中小商業者の個店の魅力アップと新規顧客の

創出の活動を行う。 

事業名（事業年） 概 要 備考・主管 

六斎市 
（平成２０年４

月～） 

江戸時代に中津川宿で立っていた「六斎市」

を復活し、街中に賑わいを創出したいとの意

見が出され、１月を除く毎月第一日曜日に開

催。市内の名産や農産物、地元商業者の出店、

各種イベントを催す。 

平成１９年度当所が実施した「中

津川市中心市街地活性化コンセン

サス形成事業」にて企画立案。 
平成２７年９月で計８３回目。 

 
（若どりトマト丼事業） 

 平成１９年から３年間実施した料理コンテストでの応募レシピの中から、平成２３年４月部会事業とし

て飲食店２２店舗の参加を得て協議会を発足。Ｂ級グルメ取り組みの一環としてスタート。 
現在、加盟店は４０店弱まで増えた本事業は市役所の購入したキ

ッチンカーを利用した移動販売も始めるなど、市外で中津川市の

ＰＲに一役買っている。 
特に、平成２７年１月に東京ドームで行われた「ふるさと祭り東

京」でのどんぶり選手権（本選）にも出場し、その知名度は一気

に高まった。 
 ２，０００円分の無料食事券がもれなくもらえる「スタンプラ

リー」も達成する市外の方が、年々増加し、認知度向上の成果が

見られるため、食をキーワードとした事業の一つとして中津川名

物として定着するよう事業の認知度アップに取り組む。 

 

六斎市の様子 



－41－ 
 

 
（ロボカップジュニア事業～技術力向上のための事業） 

子供たちの科学離れをなんとか食い止めようと、平成２０年から当所、市教育委員会、子ども科学館、地

元企業代表などで組織する「中津川ロボカップジュニア実行委員

会」を立ち上げ、ロボット競技に取り組んでいる。 
２５年には延べ参加者数が４００名を超え、大会などでも好成績

を上げ、中には全国大会へ出場するまでになった。 
地元の小学校でもデモンストレーションを行い、ものづくりの街

として子供たちの関心を高める活動になっている。 
 
彼らがものづくりに興味を持ち、地元に就職する事となれば非常

にうれしいことである。 
その就職先であるものづくり企業に向けて、現場・監督者向けの各種セミナーを行う他、からくり改善

の展示会や新技術の紹介された展示会への視察、様々な事業で顕彰された中小企業などへの視察などで技

術の習得に寄与するべく事業を実施する。 
今後はさらに他のものづくりの先進事例を研究しながら、産学金官の各支援機関とも連携した技術力向上

のための事業の実施を行う。 
 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

現状、各地の商工会・商工会議所のほか、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、中津川市中小企業支援センターなど他の支援機関や、専門家派遣を通じて中小企業診断士など実

績豊富な中小企業診断士など多方面の専門家と、企業支援の場でのノウハウ共有や情報交換などを行って

いる。時には高度な支援スキルを職員全体で得るため、中小企業基盤整備機構から講師を招いて恵那商工

会議所と合同研修会を実施するなど、具体的な支援方法の指導を受け情報を得てきた。 
 
また、金融機関に関しては、日本政策金融公庫との密な連携の他、市内の金融機関８行のうち、特に岐阜

信用金庫・東濃信用金庫などとはセミナーの共催や協調融資などで連携をし、普段から交流がある。 
ただ、現場の行員と経営支援員については、個人的なつながりのため支援ノウハウの共有に関しては、ま

だ組織全体で出来ておらず、継続的で有効な連携が出来ているとはいいがたいという課題がある。 
そこで、個人的つながりではなく、組織としての連携を通じて、各地の需要動向、支援ノウハウなどに関

しての情報交換を通じて、当地域の小規模事業者の商品・サービスの販路開拓や認知度向上のための事業

に取り組む。 
 

（地域プラットフォーム間及び金融機関等との情報交換） 

岐阜県商工会連合会、岐阜県内全４６商工会、岐阜県内全１５商工会議所、岐阜県内全７信用金庫、３信

用組合及び岐阜県信用保証協会で地域プラットフォームを形成している『がんばる企業応援ネットワーク

ぎふ』の構成機関からの情報を代表機関から受ける事で、個店指導における専門家の「支援事例の紹介」

や「経営支援に役立つツール」等の情報を受ける。 
 
また、十六銀行とは締結した「経営支援に関する包括的連携協定」に基づき、金融機関の融資審査に関す

るノウハウ提供、関係シンクタンクからの地域経済に関する指標や調査結果等の提供を受ける方針であ

る。また、岐阜信用金庫と締結した「情報提供に関する同意書」に基づいては、金融取引情報を含む支援

先の情報交換などを行う。 
いずれの金融機関とも連絡を密にし、個別支援先の情報に限らず、補助金など国の施策の情報交換を行う

ほか、当所が持つ派遣専門家の得意分野や人的ネットワーク、チラシやホームページなど具体的な販売促

進による売上を確保するための方法やノウハウなどの共有を行う。これらにより創業や経営拡大時の協調

融資や事業再生を実施する際のスムーズな実行を図ると同時に、地域の小規模事業者を紹介する事などで

営業や販路開拓、商品・サービスのＰＲなどを行い、需要の開拓にも連携して取り組む関係作りをする。

ロボカップジュニア事業の様

子 
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（商工会議所等との情報交換） 

近隣の商工会議所が集まり支援ノウハウ、施策など実務に関する情報交換を行うため、中津川、恵那、瑞

浪、土岐、多治見、可児の６商工会議所及び、中津川北商工会、恵那市恵南、笠原町の３商工会の経営支

援員等が集まる『東濃支援員研修会（仮称）』を、開催する。当面は、『マル経融資の推薦調書作り』や『中

小企業施策の活用方法』など、突っ込んだ支援ノウハウの習得や、業務に関する先進事例などを情報交換

し、地元の小規模事業者の支援の際、他の事例を参考に販売促進など需要の開拓支援を行う。 
今までも、「ザ・東濃販路開拓応援パネルディスカッション」で６市の商工会議所が共同でパネルディス

カッション事業を開催したり、メッセナゴヤ共同出展にかかる同時説明会を開催したりしているが、平成

平成３９年に到来予定のリニアにより、この地域全体への経済波及効果もある事が見込まれるため、本事

業による連携も重要になる。 
 
また、恵那商工会議所とは全職員を対象に従来から行っている合同勉強会にて、テーマを変えながら支援

ノウハウ、事業運営などの効率運営が出来るよう引き続き情報交換を行う。 
その際、中小機構から専門の講師を招き、「小規模企業の経営支援」「事業承継・相続」「事例研究」など

を低料金で活用できる。 
 
岐阜県内の支援機関から中小企業相談所長や、東濃地区の経営支援員等が集まる会議が年に３回開催され

る。 
各会議では参加商工会議所の問題や、地域の景況感や・トピックスなどの情報交換も行われ、新聞などで

は得難い各地の動向など情報が入手できる。 
こういった場での交流は、情報交換だけでなく活発なコミュニケーションにより、新規事業のアイデアが

出てきたり、連携体構築の壁を下げる効果もある。 
 

（他の支援機関との情報交換） 

また、東濃５市の中小企業診断士や社会保険労務士、行政書士などの１５人ほどの若手士業者と、５つの

商工会議所と商工会などの支援機関、多治見市役所、東濃信用金庫・十六銀行が３ヶ月に１回勉強会を兼

ねて集まる『東濃中小企業支援ネットワーク』も２５年９月にスタートし、３年目を迎えた。 
法的知識だけでなく、支援スキルについての情報交換やお互いの相互理解にも一役かっている。 
 

２．経営支援員・業務支援員等の資質向上等に関すること（支援能力の向上・組織内での共有方法） 

会議所では簿記３級は全員取得の必須とし、またほとんどすべての職員が経営支援員・業務支援員等の

資格も取得し、窓口に来た相談者の相談内容をヒアリングが出来るようにしている。それ以外の資格は各

自の自己研さんの一環で取得するようにしている。 

現在、その状況が分かるように『職員取得資格一覧』として各職員が取得したものを右図のように作成

し、事務所の出入り口に掲出し、会議所利用者にも分かるようにしている。 
 

知識の分野
経営 

一般 

マーケ

ティン

グ 

経理

記帳
税務

社会

保障
ＩＴ

その

他 

経営支援員 ○  ○ ○   ○ 

２級ＦＰ技能士    ○ ○  ○ 

簿記   ○    
 

販売士  ○     
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初級システムアドミニ

ストレーター 
     ○ 

 

ビジネスコンピューテ

ィング 
     ○ ○ 

※初級システムアドミニストレーターは現在「ＩＴパスポート」の名称となっている。 
 

昨今の小規模事業者の経営上の課題が多岐に渡り、深化しているため、従来の研修だけでは足りない。

選択研修も盛り込むなど以下の方法により行うが、業務の多寡により研修内容・支援内容など事例につい

ての情報共有のため以下、それぞれ実施する。 
また、受講した内容と活用度合いは「人事記録カード」にて明示する。 

（支援能力の向上） 

 
【義務研修】 
○岐阜県下経営支援員研修会 
補助対象職員の指導力の向上を図る位置付けから、岐阜商工会議所内に置かれた人事管理委員会により、

小規模事業者の経営又は技術に関する一般的な相談に対応できるよう開始される経営支援員研修をそれ

ぞれ受講する。 
（ ７月）一般コース５時間×２日間＝１０時間※施策など比較的知識に関する事 
（１１月）特別コース５時間×２日間＝１０時間※支援方法など比較的スキルに関する事 
 
【選択研修】 
以下の研修方法の中から選択し、合計１０時間以上（７及び８は時間規定は設けない）受講し自己研鑽に

努める。ただし、下記の中で時間に置き換えることが出来ない２・７・８は除く。 
 
１．中小企業大学校・日本商工会議所の主催する研修 
２．岐阜県が経営改善普及事業「役職員等研修費」の補助対象の中で例示する補助対象資格を始め、業務

に関連すると考えられる各種の資格の取得および更新。 
３．岐阜県商工会議所人事管理委員会が主催する業務支援員研修 
４．経営革新等認定支援機関向けに開催される研修 
５．他の商工会議所・商工会、中小機構・よろず支援拠点・ドリームゲート等支援機関が主催する研修又

はセミナー 
６．当所主催の研修会・セミナーの聴講 
７．経営指導員等ＷＥＢ研修の受講及び試験での３５点以上の獲得 
８．実用書・経済書、その他これに類する書籍・雑誌の購読。同種の書籍等を５冊以上読むことで、専門

性の知識習得が出来たものと見なす。 
 

（組織内での共有方法） 

１．職場ミーティングでの発表 
今まで、朝礼にて行っていた情報交換では、資質向上に寄与するとは考えにくいため、本事業を推進する

に当たり職員が全員参加して、２週間に１回開催する「職場ミーティング」の時間を利用し、２０分程度

以内の事例発表と質疑応答を行う。内容は、資質向上のために受講したセミナーや研修、具体的に各種計

画書を作成して小規模事業者等を支援した事例など。 
順番制とし毎回１名行う。 
その際には、発表する内容は「工夫した事」「活用した施策」「その支援策となった考え方・きっかけ」

などを、５Ｗ＋１Ｈなど意識して分かりやすく、端的に報告することに留意して行う。 
資料は支援の際に作成した計画書または、画像も入れたＡ４用紙１枚程度に収める。 
 
なお、経営支援に携わらない職員でも、自分の業務の改善事例などを上記同様に発表する。 
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２．担当職員による情報交換 
今までの情報共有の仕組みでは各種会議への出席や研修の受講の有無、業務担当など各職員により情報

量の片寄りや経験やスキルに違いができ、相談者への対応にばらつきがみられた。また、「職場ミーティ

ング」だけでは十分な情報提供が出来ない事も予想される。 
一方、中小企業支援施策も従来の制度に加え、近年は各種の補助金の情報提供や申請支援などが加わり、

一部の職員のみでは対応しきれなくなってきた。 
そこで、下記の情報を中心に本計画に携わる職員が、自分の持つ情報も含め共有できる機会を設ける。

ここで得た知識、情報を元に、支援内容の横展開をし、相談者への対応が少しずつでも均質になるように

する。 
 その際には、参加者同士が相互に情報交換できるようにすると同時に、失敗談なども交え同じ失敗が起

きないよう意識づけできるようにする。 

共有内容 頻 度 備考 

セミナー・研修・講演会の受講

内容 
研修・セミナー受講日から３日以内  

各種経営計画 職員が初めて取り組む時 
事業計画・経営計画 
創業計画 
経営改善計画・事業再生計画

補助金の募集要綱など 
公募開始後すぐ 
予算要求資料の確認後すぐ 

小規模事業者持続化補助金 
ものづくり補助金など 

融資制度、借入相談対応など 
マル経審査会前 
各種制度融資説明会後すぐ 

 

創業者への対応方法など ３ヶ月に１回  
活用の頻度が多い支援施策 原則１カ月に１回 専門家派遣制度 
年末調整 
決算申告 

１１月下旬 
１月上旬 

手順と要点、注意点など 

 なお、通常業務による中断などがないよう夕方以降の時間帯での開催を基本とする。 
 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること（見直しの時期、仕組み及び組織、公表等） 

毎年度、評価委員会の開催し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・

検証を行う。 
【評価委員】（外部有識者）岐阜県内の中小企業診断士等専門家 複数名と職員で構成 
※中津川地域の情報、状況を知り、かつ商工会議所に対しても知識を有する専門家 
【時期】毎年度４月中旬～５月上旬のいずれか一日（平成２８年より実施） 
【方法及び手順】 
①事業者からの相談を受ける 
②ヒアリングや経営分析を行った後、市場調査結果、経営課題に対するその他資料を事業者に提供 
③ウェブサイトの「無料高機能ネットアンケート」サービス（例：「CREATIVE SURVEY」）を活用
し、相談者の満足度調査を行う。本サイトはそのまま単純集計されるため、そのまま当所ホームペ

ージの本事業のサイトにリンク設定し、常時閲覧が可能な状態にしておく。 
※ウェブサイトでの掲示については、匿名ではあるが初めての取り組みのため、不測の事態に備え

毎年見直しを行う。見直しの結果によっては、紙ベースのものに切り替える。 
④③で得られた顧客満足度調査の結果と、相談時に使用した資料とモニタリング調査票を、評価委員

会に提出し、講評を受ける。 
（講評の内容） 
相談者の質問に対して提供した資料の質・種類、または提供する方法やプレゼンの仕方の改善の余

地がないかを中心に行う。提出した資料はその場限りの使用とし、専門家からの意見書以外は原則

廃棄とする。 
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経営力強化資金 

 事業進捗状況報告書 

高額マル経 

進捗状況報告書別紙 

事業再生案件 

モニタリング報告書 

⑤岐阜県に提出する実績報告書に、本経営発達支援事業に付随する報告書を盛り込む。 
【顧客満足度調査の内容】 
（質問内容） 
Ｑ１「支援前に期待していた内容の支援は受けることが出来ましたか」 
Ｑ２「提供された情報は自分の必要としていたものでしたか」 
Ｑ３ その他自由回答欄※ここに書かれたものを会議所パンフレットに「利用者の声」として利用す

る事もある。 
（調査対象） 
「創業計画書・マル経推薦書・経営革新計画書・経営改善計画書」などの作成依頼者等 

（調査時期） 
調査時期は資料提供直後かモニタリング調査時とする。 

 
【モニタリング調査】 
相談時に作成した計画書の計画値に対する実績値などを把握する事で、仮説の検証を行う。それにより次

期への取り組みを変更するなど事業の持続的な発展につなげる。 
モニタリング 

書式名 

当初の

計画書 

モニタリング 

指標 
備考 

中小企業経営力強
化資金 
及び小規模事業者
経営発達支援融資
制度 
 事業進捗状況報
告書 

創業計
画書 

売上高・売上原価・販管費・各利益（売
上総利益・営業・経常・当期） 
総資産・総負債・自己資本 

月次※下図参照 

（高額マル経） 
進捗状況報告書別
紙 

マル経
推薦書 

売上高・売上原価・営業経費・各利益（売
上総利益（率）・営業・経常・税引後）・
所得・自己資本額・借入金総額 

１５００万を超えるマル経（通
称「高額マル経」）は事業計画書
の提出あり※下図参照 

経営革新計画書 
経営革
新計画
書 

売上高・付加価値額※・経常利益額（率）
※付加価値額＝営業利益＋人件
費＋減価償却費 

事業再生モニタリ
ング報告書 

経営改
善計画
書 

売上高・売上原価・販管費・各利益（売
上総利益（率）・営業・経常・当期）・純
資産・実質純資産・償却前利益・借入金
残高 

半年後及び決算時※下図参照 
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（記載様式） 

商業／ 

製造業・建設業 

創業後 

１カ月目 

上半期

見込み

決算 

見込み

見込み 実績値 実績値 実績値

売上高     

（客数）／（取引先）     

（客単価）     

仕入高     

売上高総利益     

…     

 
※モニタリング結果表：計画書作成企業への遂行状況、課題と解決策、次の事業展開、自由回答及び同行

専門家からの報告など。 
【見直し結果の報告】各委員の意見書を添えて、前年度の事業の成果・評価、次年度の事業計画・方針を

正副会頭会議に報告し、承認を受ける。 
事業の成果・評価・見直しの結果は当所の事業報告書へ記載するほか、ホームページ

（http://cci.nakatsugawa.gifu.jp）で計画期間中公表する。 
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（別表２） 
経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 
平成２７年８月現在

１．組織体制 
平成２７年度 中津川商工会議所事務局組織と分掌事項 

経営発達支援に対応するものの資質（経験年数、支援実績など） 
役職 
通算勤務年数（支

援員経験年数） 
各種取扱い実績 

保有資格 補助金採択

実績 
受講済み研修 
（年度） 

支援範囲 

創

業 
税

務 
金

融

労

務

常務理事・事務局
長 
３６年（１９年） 
○経：あり 
創：あり 

簿記３級 
販売士３級 
主席経営支援員 

基礎研修Ⅰ（H6）
基礎研修Ⅱ（H13） 
専門研修（H14・21） 

 ◎ ◎  

地域作り・地域資源

事務局次長・相談
所長 
２８年（１０年） 
○経：あり 
創：あり 

簿記３級 
販売士３級 
主任経営支援員 

基礎研修Ⅰ（H6）
基礎研修Ⅱ（H7） 
専門研修（H22・23） 

 ○ ◎ ◎

地域資源 

経営支援員Ａ 
２１年（１７年） 
○経：あり 
革：あり 
創：あり 

２級ＦＰ技能士 
簿記３級 
販売士３級 
主席経営支援員 

持続化：８件
もの：７件 
創業：１件 
ファ：２件 

基礎研修Ⅰ（H10）
基礎研修Ⅱ（H12） 
専門研修（H16･20･21･22･
24･26･27） 

◎ ◎ ◎ ◎

事業再生・新商品開

発・地域資源・イン

バウンド 

経営発達支援事業の実施体制 
専務理事 

常務理事・事務局長 

事務局次長・中小企業相談所長 
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経営支援員Ｂ 
１６年（７年） 
○経：あり 
創：あり 

簿記３級 
初級シスアド 

持続化：２件
 

基礎研修財務税務（H17） 
基礎研修商業診断（H19） 
専門研修（H21･22･23･24･
27） 

○ ◎ ◎  
ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ、資金調達、

事業再生 

経営支援員Ｃ 
６年（３年） 
○経：あり 

簿記３級 
 

持続化：３件
 

基礎研修財務（H25）
基礎研修ものづくり診断
（H26） 
専門研修（H27） 

 ○ ○ ◎

 

経営支援員Ｄ 
５年（１年） 
 

簿記２級 
ワープロ検定１級 

持続化：２件
 

基礎研修財務（H27）
 

    
 

業務支援員Ａ 
６年（５年） 
○経：あり 

簿記３級 
初級シスアド 
危険物乙種 
２級ＦＰ技能士 

持続化：１件

 
基礎研修財務税務（H22） 
基礎研修商業診断（H24） 
専門研修（H25） 

 ○ ○  
新商品開発 

業務支援員Ｂ 
６年（５年） 
 

簿記３級 
販売士３級 
 

持続化：１件

 
    
 

上記の略称は以下を参照してください。 
○経：小規模事業者経営改善資金（マル経） 
革：経営革新計画策定支援 
創：創業計画書作成支援（第２創業含む） 
持続化：小規模事業者持続化補助金 
もの：中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 
創業：創業補助金（創業促進補助金） 
ファ：岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金（農商工連携ファンド・新ビジネス展開応援事業費助成金等）

 
２．連絡先 
住所：〒５０８－００４５ 岐阜県中津川市かやの木町１－２０ 
電話：０５７３－６５－２１５４ 
Mail：info@cci.nakatsugawa.gifu.jp 
http://www.cci.nakatsugawa.gifu.jp 
 
（別表３） 
経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 
 ２７年度 

（２７年４月以

降） 
２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 ３６，５００ ３６，５００ ３６，５００ ３６，５００ ３６，５００

 中小企業相

談所 
３６，５００ ３６，５００ ３６，５００ ３６，５００ ３６，５００

地域振興費 ０ ５００ ５００ ５００ ５００

（備考）必要な資金の額については、見込額を記載すること。 
調達方法 
１．岐阜県 
２．中津川市 
３．会費収入 
４．特別賦課金 
（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 

高度な経営課題に対する連携支援 
小規模事業者からの相談の中でも、特に経営分析や市場調査、各種事業計画の作成、販路開拓、店舗デザイン

などについて当所単独で解決できないような高度で、時間のかかる支援課題について、事業者の負担も考慮し

ながら相談内容に応じてそれぞれして連携支援を行う。 

連携者及びその役割 

 

連携先 役 割 
中津川商工会議所 
中津川市かやの木町1-20 
0573-65-2154 丸山輝城 

事業者からの経営課題相談・解決 
当所で解決できない案件の適切な相談窓口へのあっせん 

岐阜県 商工労働部 
岐阜市薮田南2-1-1 
058-272-8350古田肇 

岐阜県内の需要動向、統計資料などのデータ提供 
中小企業相談所・地域振興事業の費用補助 
「再生等支援事業」の施策による事業再生案件の費用の補助 

中津川市 商工観光部 
中津川市かやの木町2-1 
0573-66-1111 青山節児 

中津川市の景況感・ニーズ調査の実施とそのデータ提供 
中心市街地活性化協議会の事務局を共同運営 
当所及び中津川市中小企業支援センターの費用補助 

中小企業基盤整備機構中部 
名古屋市中区錦2-2-13 
052-202-0435  

事業承継、経営などを専門とする中小企業診断士などが在籍し、派

遣による支援や海外取引の窓口相談。 
支援機関の支援部隊として各種セミナーの開催 
事業者向け共済制度の運営 

岐阜県産業経済振興センター 
岐阜市薮田南5-14-53 
058-277-1088 丹羽義典 

技術支援の専門家などを配置する一方、海外取引相談や設備貸与制

度などの金融支援機能を持つ 
各種書籍やＤＶＤなどの資料を無料貸し出し 

よろず支援拠点 
岐阜市薮田南5-14-53 
058-277-1088 三輪知生 

中小企業診断士を配置した経営相談窓口。 
ものづくりなどのセミナーの開催 
※特に販売促進やマスコミ対応の支援に強みがある。 

中津川市中小企業支援センター 

中津川市かやの木町1-20 
0573-65-2154 丸山輝城 

各方面の専門家を配置し経営課題にあたる。 
中小企業診断３名、社会保険労務士１名、税理士１名、店舗デザイ

ナー１名、ものづくりコーディネータ１名 
岐阜県発明協会 
各務原市テクノプラザ 1-1 
058-370-3550 小野木孝二 

知的財産に関する情報提供及び手続き指導 

ソフトピアジャパン 
大垣市加賀野4丁目1番地7 
0584-77-1111 熊坂 賢次 

ＩＴ・情報化専門の経営支援機関として、ホームページ作成やデー

タの活用や管理指導を行う。 
ＩＴ関連のセミナー事業を当所と連携して開催する 

日本政策金融公庫 多治見支店多

治見市本町 2-70-5 
0572-22-6341 飯田圭一 

公的金融機関としてマル経融資に限らず事業者向け融資のあっせん

資金繰りや事業再生案件に関する情報交換 

岐阜県信用保証協会 多治見支店 
多治見市明治町２丁目４ 
0572-22-3100  

当所からの紹介を義務とした提携型全国小口保証を扱う 
資金繰りや事業再生案件に関する情報交換 

岐阜信用金庫 中津川支店 
中津川市淀川町１－２７ 
0573-66-2161 吉田 賢一 

当所と協定書を結び創業・経営情報の照会 
資金繰りに困る企業への公的制度を当所から情報提供 

十六銀行 中津川支店 各種情報交換 
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中津川市太田町二丁目５－１ 
0573-65-3116 愛知 大介 
（予定）認定支援機関 税理士 
※市内に４事務所 

金融支援案件の照会および情報交換 
支援先情報の共有 

連携体制図等 
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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 

商工会議所と中津川市が中心となり、商業者や地域住民、学識経験者、交通事業者などで構成し、商店街を中

心とする中心市街地の活性化事業の推進を目的に組織している「中心市街地活性化協議会」と商工会議所が連

携し、「六斎市」や「花飾り運動」「一店逸品運動」「まちゼミ」等の事業を実施し、中小商業者の個店の魅力

アップと新規顧客の創出についてサポートする。 
そのことにより、商店街の来街者増加につなげ、ひいては地域経済全体の活性化と、中小・小規模商業者の事

業継続につながる。 
連携者及びその役割 

 

連携先 役 割 
中津川商工会議所 
中津川市かやの木町1-20 
0573-65-2154 丸山輝城 

事務局の運営と各機関との調整 

中津川市 商工観光部 
中津川市かやの木町2-1 
0573-66-1111 青山節児 

事務局の運営及び事業委員会、活性化協議会のそれぞれに所属し、事

業運営と各機関との調整を行う。 

岐阜県 商工労働部 
岐阜市薮田南2-1-1 
058-272-8350古田肇 

事業遂行時のアドバイスや情報提供を行う 

岐阜県警中津川警察署 
中津川市かやの木町1-30 
0573-66-0110澤井孝明 

イベント開催時の交通安全や通行規制、露天商の身元確認などを行う

中小企業基盤整備機構中部 
名古屋市中区錦2-2-13 
052-202-0435  

全国の中心市街地活性化事業や商店街活動の事例などを踏まえ、事業

遂行時のアドバイスや情報提供を行う 

中津川市商業振興連盟 
中津川市かやの木町1-20 
0573-65-2154 前田貴史 

中心市街地にある振興組合の代表者らが参加し、商業者からの意見や

アイデアなどを提供。イベントの事業運営や各地点の責任者も担う。

中京学院大学 
中津川市千旦林１－１０４ 
0573-66-3121大西 健夫 

経済担当教授が事業委員会に参加し、学識経験者からのアドバイスを

行う。 

中小企業診断士 
経済担当教授が事業委員会に参加し、学識経験者からのアドバイスを

行う。 
中部経済産業局  
名古屋市中区三の丸2-5-2 
052-951-2748 井内摂男 

事業遂行時のアドバイスや情報提供を行う 
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連携体制図等 

 

 
  



－53－ 
 

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 

中京学院大学からのインターンシップあっ旋 
中京学院大学が夏休みと冬休みの年に２回、１人５日間地元の企業を中心にインターンの受け入れをお願いし

ている。人数の増加もあったため、恵那商工会議所とも連携し、一人でも多くの学生の就業体験を支援すると

ともに、地元就職に結びつけられるよう企業とも情報交換に努力している。 

連携者及びその役割 

 

連携先 役 割 

中京学院大学 
中津川市千旦林１－１０４ 
0573-66-3121長野 正 

在学生のインターン希望者を募り、事業の意義と会社での受け答えなど

のマナーの講座を行う。 
希望者の情報を当所まで連絡を行う。受け入れ前と、期間中、終了後に

企業訪問し調整等を行う。 

中津川商工会議所 
中津川市かやの木町1-20 
0573-65-2154 丸山輝城 

インターンの希望者の連絡をもらい、チラシに記載し月刊広報に折り込

み受け入れ企業の募集を行う。 
インターンシップの就業現場の業種に合わせ、大学と接点のない企業も

含め、会員企業とのマッチングを行う。 
 
当所でも１～２名の受け入れを行う。 

会員事業所 インターンシップの受け入れ。 

連携体制図等 

 

 
 
 

中京学院大学 

◆インターンシップ希

望者の募集、調整 

◆学生の情報提供 

中津川商工会議所 

◆インターンシップ受け入れ企業の募集 

◆インターンシップの受け入れ 

会員企業 

◆インターンシップの

受け入れ 

 


