
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
土岐商工会議所（法人番号 6200005008392） 

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

目標 

(1)経営体質の強化 

小規模事業者にとって最も重要な経営資源である経営者や従業員の能力向上

による事業の持続的発展を目指す。 

(2)事業承継の促進 

事業者が廃業を選択せず、子や孫等への事業継承はもちろん外部の多様な人

材の登用も含めた円滑な事業継承を実行する。 

(3)創業者の掘り起こしと経営の安定化 

地域内の創業者の発掘と創業支援により、長きにわたる経営の維持と安定化

を図る。 

(4)陶磁器産業の活性化 

“売れるモノづくり”と販路開拓による、陶磁器産業の活性化を目指す。 

事業内容 

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】 

 地域の経済動向・企業経営動向を定期的に調査し分析を行うことで、実情を

把握し、事業者の経営分析・事業計画書作成支援に繋げる。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 財務分析の必要性を周知し、事業者に取組みを促すことで課題の洗い出しを

行い、経営力の強化を図るために事業計画書策定支援に繋げる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 目的に応じた事業計画の策定を支援し、自らＰＤＣＡサイクルを回すことが

できる事業者の育成を行う。また、創業希望者に対し創業計画書の策定支援を

行うことで、起業後の早期安定化と維持に繋げる。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 創業者も含め策定した事業計画の進捗状況等を定期的に確認することで、課

題の早期発見に努める。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 新商品の開発や新サービスの販路開拓のための需要動向調査を消費者およ

びバイヤーに対し実施し、その結果を事業者にフィードバックすることにより

“売れるものづくり”の支援を行う。 

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】 

 マスコミ・ＩＴ活用・展示会を活用し販路拡大支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 地場産業であり地域資源である“美濃焼”のブランドイメージの向上と知名

度を高める施策の実行により地域経済の活性化に取り組む。 

連絡先 

土岐商工会議所 中小企業相談所 
〒509-5121 岐阜県土岐市土岐津町高山 6番地の 7 

電話番号:0572-54-1131 ＦＡＸ番号:0572-54-1188 

E - m a i l：tokicci@lilac.ocn.ne.jp 
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（別表１）  

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域の概要 

 土岐市は岐阜県の南東に位置し、南は愛知県瀬戸

市・豊田市に接している。40km 圏内に名古屋市があり、

鉄道や高速道路など交通インフラは整っている。 

 市の総面積116.02㎡のおよそ65%は山林で占められ、

良質で豊富な窯業原料が採掘できるため 1300年以上の

歴史ある焼き物の産地として発展してきた。 

 現在は、“美濃焼”の名称で国内外に陶磁器商品が流

通しており、歴史的・中小企業郡・経営資源等からみ

て陶磁器関連産業は当市の地場産業である。 

 人口は、図表 1の通り平成 8年の 66,621 人をピーク 

に減少に転じており、平成 28 年 8 月末現在の人口は 59,579 人である。 

図表 2は、年齢区分別人口の増減を示してい

る。年小人口は減少傾向の反面、老年人口は増

加傾向にあり、少子高齢化の進行を裏付けてい

る。 

 若年人口の市外転出等による減少は、製造

業・建設業等の人材不足や、従事者の高齢化と

いった影響を既に発生させている。また、15 歳

～64 歳の生産年齢層の減少が続くことにより、

地域における消費が減少し、地域経済が鈍化す

る可能性がある。 
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【土岐市の位置】 

   【図表 1】土岐市の人口推移  

年齢３区分①年少人口：0～14 歳、②生産年齢人口：15～64 歳、③老年人口：65 歳以上

【図表 2】土岐市の年齢３区分別人口の推移 

出典：土岐市人口ビジョンより 
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２．地域の現状と課題 

(1)事業所数および従業員数の現状と課題 

 土岐市の事業者数は昭和 56 年の事業所・企業統計調査では 5,329 件だったものの、平成 26 年の

経済センサス基礎調査時には 3,554 件であった。 

図表 3 は、平成 21 年経済センサス基礎調査、平成 24 年経済センサス活動調査と平成 26 年経済

センサス基礎調査による事業所数の比較で、3回の調査結果から商工業者数の減少が確認できる。

なかでも小規模事業者数の商工業者数に占める割合は、平成 21 年から平成 24 年の間はほぼ横ばい

であるのに対し、平成 24 年から平成 26 年の間に 3.4%減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右の図表 4 は過去に当所が行った後継者に対する調査結果

である。調査は陶磁器製造業のうちの一部業種を対象に行っ

たものであるが、事業主の平均年齢が 64.4 歳と高齢化してい

るなか、76%超の事業者は後継者がいないと回答している。 

事業の先行きが不明で子や孫等に継がせられないといった

意見が多いことから経営基盤の弱さが廃業を選択する大きな

要因として考えられる。この傾向は、特に小規模事業者に顕

著であり、廃業を選択せず事業継承を可能にする経営体力の

強化など経営改善のための支援が必要と思われる。 

　　　　　　　　　業者・従業員数

業種名 商工業者数
うち

小規模事業者数
従業員数 商工業者数

うち

小規模事業者数
従業員数 商工業者数

うち

小規模事業者数
従業員数

農林水産業 2 1 25 2 2 21 5 4 35

鉱業・採掘業・砂利等採掘業 7 7 31 1 1 3 1 1 3

建設業 350 343 1,628 314 303 1,555 310 301 1,463

製造業 1,075 1,000 8,546 998 922 8,284 959 884 8,464

電気・ガス・熱供給・水道業 2 1 33 2 1 29 5 2 28

情報通信業 14 9 88 10 9 52 12 9 51

運輸業・郵便業 90 77 1,195 79 67 1,192 74 61 1,143

卸売業・小売業 1,045 716 6,508 1,002 668 6,225 933 605 5,977

金融業・保険業 36 20 318 41 37 421 26 11 269

不動産業・物品賃貸業 86 79 249 79 75 227 74 65 199

学術研究・専門・技術サービス業 97 81 648 88 74 636 86 73 648

宿泊業・飲食サービス業 340 242 1,845 332 232 1,980 343 231 2,069

生活関連サービス業・娯楽業 245 218 1,124 243 222 941 238 206 919

教育・学習支援業 64 53 220 66 53 266 102 64 225

医療・福祉 155 88 1,897 159 80 2,130 214 96 2,373

複合サービス 25 10 244 14 9 82 25 12 310

サービス業 142 107 755 140 100 949 147 98 1,090

合　　　　　計 3,775 3,052 25,354 3,570 2,855 24,993 3,554 2,723 25,266

平成24年2月1日 平成26年7月1日平成21年7月1日

【図表 3】統計調査を基にした土岐市の事業者数と従業員数の推移 

【図表 4】後継者の有無について
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 市内事業所に勤務する従業員数については、昭和 56 年の事業所・企業統計調査では 32,692 人で

あったが、前頁、図表 3のとおり平成 26 年の経済センサス基礎調査では 25,266 人と、事業所数の

減少に比例して従業員数も減少している。 

 ここ数年は、図表 5のとおり有効求人倍率が回復傾向にあることから、ほぼ横ばいで推移してい

ると思われ、業種別では、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、サービス業など労働生産性が高

いと言われる業種で従業員数の増加が確認できる。  

 若年人口の市外転出を防ぐためにも、雇用の受け皿である地域の事業者の活発な事業活動が必須

と思われることから、経営発達支援事業に取り組み成果を上げることで市内事業者の雇用の維持お

よび増加に貢献できるものと考えている。 

 

 

  

 (2)地域産業の特徴と課題 

 土岐市の地場産業である陶磁器産業は、機械化の導入による大量生産に成功し、原料の製造から

販売までの各工程を分業することで生産効率を高め成長発展してきた。陶磁器関連業種に従事する

事業者は、製造業および商業の分野で半数以上を占めており、特に陶磁器関連の製造業が製造業全

体に占める割合は、図表 6のとおり事業所数の 74%、従業員数の 55%と高くなっている。 

窯業・土石製品製造以外の業種でも陶磁器用紙箱の製造加工や窯業機械の製造など陶磁器製造業に

関連する業種も多い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美濃焼生産額は、次頁図表 7 の通り平成 3 年の 1,437 億円をピークに減少に転じ平成 26 年には

214 億円となっている。その要因として、為替の変動や長きにわたった景気低迷、安価な海外商品

の流入や消費者ニーズの多様化などが考えられるが、生産量の減少や消費者ニーズの多様化は大量

生産から小ロット多品種生産への移行を余儀なくさせ、対応出来ない事業所の廃業を招いている。

美濃焼産業は、各工程を分業することで生産効率を高め成長発展してきた経緯により、ひとつの

事業所の廃業をきっかけに関連する数社が廃業するといった現象を引き起こし、事業所数の減少と

年度(平成) 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

倍率 0.35 0.53 0.75 0.86 0.97 1.31 1.71 

【図表 5】多治見公共職業安定所の有効求人倍率の推移 

【図表 6】製造業の中分類別事業所数・従業員数の内訳 
(従業員数 3人以下の事業所を除いているため、図表 3との数字とは異なる) 
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同時に保有する技術が消滅する事態を発生させている。また、生産量の低下は卸売・小売業にも影

響を与え、年間商品販売額も美濃焼生産額に比例し平成 3 年をピークに減少している。(図表 8 参

照) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような状況に当所では平成 27 年度より「美濃焼業界支援事業」を立ち上げ、土岐市や岐阜

県よろず支援拠点と連携を図りながら、原料枯渇問題・内製化(分業の集約)の研究・技術伝承・デ

ザイナーを活用した新商品の開発・課題解決のための独自の専門家派遣事業を実施している。

“原料枯渇問題”“内製化の研究”といった産業構造の課題は、土岐市や近隣の行政・各種業界団

体と意見調整を行い方向性を一致させ解決に取り組むよう積極的に働きかけ、“技術伝承”“デザイ

ナー活用”や“当所独自による専門家派遣事業”は事業者を対象に、各分野から課題に沿った専門

家を招聘し“売れる物づくり”や“技術伝承”の支援を行っている。 

 「美濃焼業界支援事業」の効果を高めるためには、消費動向・消費者ニーズの検証・販路開拓と

いった高度な経営判断が事業者に求められることから、経営発達支援事業を同時に実施することで

経営力の強化を図ることが必要と思われる。また、経営的自立を促し、連鎖的な廃業を防止する効

果にも期待ができる。 

 

３．中長期的な振興のあり方 

 土岐市の事業者のおよそ 8割を占める小規模事業者は、雇用の創出を含め地域経済の担い手であ

るが、商圏の狭い小規模事業者が存続するためには地域に一定の需要が必要である。しかし、人口

減少や高齢化等による廃業の増加は地域の需要を減退させ、小規模事業者の事業活動に影響を与え

ることが懸念される。 

 10 年後以降も地域経済の基盤を確保するためには、地域の需要の維持による小規模事業者の活発

な事業活動が必要不可欠であることから、「2.地域の現状と課題」をふまえ、既存事業者を“もう

かる体質”に改善し、廃業せず子や孫等に事業を継承することで事業所数の維持と経営力強化を図

り、創業希望者の掘り起こしによる新たな事業者の創出により事業所数を増加させる。また、事業

所数の半数以上を占める陶磁器関連事業者の経営の活性化による地域経済の磐石化を図る。 

上記を中長期的な振興のあり方と捉え、以下の目標を定める。 

【図表 7】美濃焼生産額の推移 【図表 8】商店数と年間商品販売額の推移
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４．経営発達支援事業の目標 

 ｢3.中長期的な振興のあり方｣を受けて、経営発達支援計画の目標を以下のとおり制定し、後述の

｢経営発達支援事業の内容及び実施期間｣を通じ実現していく。 

 

掲げた目標の達成に向けた方針 

「3.中長期的な振興のあり方」を受けて制定した目標を達成するために以下の方針で取り組む。

①経営体質の強化 

既存事業者を“もうかる体質”に改善する。“もうかる体質”とは、事業者が自ら事業計画を

策定し課題を見つけ経営革新や経営改善を繰返し実行することで最善な経営判断が行えること

であり、“もうかる体質”を身に着けた事業者を一人でも多く輩出することで地域経済の基盤の

強化を図る。 

②事業承継の促進 

「①経営体質の強化」により事業継承が可能な経営状態を実現させ、廃業を選択せず親族や外

部の人材に事業継承を実施することで持続的経営を可能にし事業所数の維持を図る。 

③創業者の掘り起こしと経営の安定化 

将来にわたり事業所数を維持増加させ新たな産業を創出するためには、創業支援は重要な施策

である。創業セミナー等で創業者を発掘し、事業計画や資金計画等の策定支援を実施することで

開業支援を行い、経営発達支援事業等を通じ“売れる仕組み”づくりを支援し開業後の経営の安

定化を図ることで持続的経営の礎を築く。 

④陶磁器産業の活性化 

事業所数や従業員数の多くを占める陶磁器業界については、すでに取り組んでいる「美濃焼業

界支援事業」と経営発達支援事業を平行して実施することで“売れる物づくり”支援と、“もう

かる体質”への経営改善を図り、地場産業の活性化を目指す。 

 

上記の事業を実施するために、当所の支援体制を構築し組織力をアップさせ支援ノウハウの蓄積

を行うとともに、各支援機関や金融機関等と連携を強化し、事業者の経営力向上や販路開拓等の経

営課題を継続的に支援することで、地域の経済基盤の維持強化に取り組む方針である。 

①経営体質の強化 

小規模事業者にとって最も重要な経営資源である経営者や従業員の能力向上による事業

の持続的発展を目指す。 

②事業承継の促進 

事業者が廃業を選択せず、子や孫等への事業承継はもちろん外部の多様な人材の登用も含

めた円滑な事業継承を実現する。 

③創業者の掘り起こしと経営の安定化 

創業者の発掘と創業支援による、長きにわたる経営の維持と安定化を図る。 

④陶磁器産業の活性化 

“売れるモノづくり”と販路開拓による、陶磁器産業の活性化を目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 （平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日） 

 

（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】 

 当所では、不定期に業種をしぼり経済動向調査を行ってきたが、所内の資料として活用するだけ

で外部に対し情報発信は行ってこなかった。また、業種ごとの調査のため地域全体の動向を把握で

きていないなどの課題があった。 

 今後は、地域の実情や商工業者の比率を考慮したモニターを抽出し、年 1回アンケート調査を行

い集計分析の結果を発信する。加えて、地域の金融機関、岐阜県、岐阜県団体中央会等が発表する

統計や景況等のレポートを整理分析し情報の提供を行う。 

これらの経済動向・企業経営動向を定期的に調査・分析することで地域の実情をデータにより把

握することが可能となり、当所の支援事業が適切かつ効果的に行えるとともに、事業者が経営分析

を行う際の外部環境として経営判断の参考に役立つと思われる。 

 

(事業内容) 

(1)管内企業に対する独自の景況調査 

 当所にて、土岐市内の企業の実態を調査・分析・情報提供することで、地域の実情を把握するこ

とが可能となり当所の支援策の検討、事業者が事業計画を策定する際や経営判断の参考とすること

を目的にする。 

①実施回数：年 1回  

②調査項目：売上高、仕入高、在庫、営業利益、経常利益、資金繰り、雇用人員、設備投資、経営

上の課題等調査を行う。ただし、調査項目等については、例えば販売(客)単価等どこ

まで細分化した調査が必要か、また効率のよい分析が行える回答方法や分析方法など

初年度に専門家(中小企業診断士を予定)を交えた協議会を開催し、長期にわたる調

査・分析が有効に機能するよう準備を行う。 

③実施方法：市内事業所のうち 200 社をピックアップし、調査票の送付と回収を郵送にて実施する。

調査対象の 200 社は前述の【図表 3】の平成 26 年度の比率を参考に選出する。 

      回収した調査票はスタート時に協議した分析方法に基づき業務支援員が取りまとめ、

      業種別・企業規模別など事業者が活用しやすいよう整理を行う。 

④活用方法：ア．当所会報およびホームページ、土岐市に情報提供を行い情報発信することで、事

      業者が策定する事業計画や事業活動の参考資料として活用する。 

イ．巡回支援や窓口支援の際に事業者に直接資料の説明を行うことで、経営状況の把

握や事業計画の作成を促すきっかけにする。 
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ウ．セミナーや個別相談等を担当する講師に配布することで、講師の管内の実情把握

に役立ち、セミナーや個別相談時に反映してもらう。 

 

(2)既存の統計書および景況レポート等の整理 

 行政が発表する統計調査および金融機関や各支援機関が発表する景況等のレポートより、土岐市

の人口・所得・消費者物価指数・景況認識等を分析することで、地域の実情を把握することが可能

となり支援策の検討に役立つ。当所ホームページや会報による情報開示の他に、巡回支援や窓口支

援の際に事業者に提供することで、事業者の経営判断および事業計画の策定等の参考となる。 

①実施回数：年 2回 

②調査項目：ア．岐阜県の景気動向・・岐阜県のホームページにアップされる情報を元に、先行指

      数・一致指数・遅行指数等の景気動向、売上等の推移等 

イ．土岐市の統計調査・・人口・事業数の推移、市民所得、消費者物価指数等 

ウ．【図表 9】に記載した資料を基に、地域事業者の事業活動に役立つ統計等資料を 

年 2回抽出し、指標の解説を加えるなどして事業者にわかりやすく伝える。 

③実施方法：年 2回ピックアップする情報は経営支援員で協議し、地域の事業者の経営判断に役立

つと思われる項目を選出する。抽出した理由や整理した結果について当所独自による

解説を付加し、当所ホームページや会報等にて公開するとともに巡回支援や窓口支援

の際に事業者に提供する。 

④活用方法：ア．当所ホームページや会報および土岐市に情報提供を行い情報公開することで、事

      業者が策定する事業計画や事業活動の参考資料として活用する。 

イ．巡回支援や窓口支援の際に事業者に直接資料の説明を行うことで、経営状況の把

握や事業計画の作成を促すきっかけにする。 

ウ．セミナーや個別相談等を担当する講師に配布することで、講師の管内の実情把握

に役立ち、セミナーや個別相談時に反映してもらう。 

 

【図表 9】既存の統計書および景況レポート等の整理に使用する参考資料の一部 

参考資料提供元 資料名 整理する情報等について 

中小企業庁 小規模企業白書 小規模事業者の動向、商圏や売上高の現状・ＩＴ活用の
現状・効率的な経営や経営課題への取組・人材の確保と
育成・事業承継の現状と課題等小規模事業者が直面する
課題 

総務省 経済センサス 

商業統計 

産業別の売上高や経費の額や従業員数など主に経済状況
等の整理。商業に関連した、業種別、従業者規模別、地
域別等の事業所数、従業者数、年間商品販売額等の把握

経済産業省 工業統計 国・県・市別による従業員数、給与総額、原材料使用額、
出荷額、粗付加価値額等から見た地域の現状 

岐阜県 景気動向指数 先行指数・一致指数・遅行指数等の景気動向、売上等の
推移等 

土岐市 土岐市統計書 人口・事業数の推移、市民所得、消費者物価指数等 

岐阜県中小企業団

体中央会 

景況動向調査 売上高、販売価格、収益動向、資金繰り、景況動向ＤＩ

値の推移および業種別(製造業・非製造業）の動向 
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  前頁からの続き

参考資料提供元 資料名 整理する情報等について 

(公財)岐阜県産業

振興センター 

地場産業等調査 陶磁器産業の問題、 最近の動向、産地再生に向けた取組

等 

㈱十六総合研究所 調査・研究サイト 

および経済月報 
地域企業の動向調査、地域産業の動向調査の他、各研究

所・信用金庫独自の調査による地域の経済情勢・社会情

勢等の情報の整理 
㈱共立総合研究所 調査・研究サイト 

東濃信用金庫 とうしん景況レポート 

 

(目標) 

  

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

当所では、金融支援や税務支援を通じ収集したデータを基に、必要な場合は財務分析を行い指標

と比較するなどし、また、補助金申請や経営革新計画の作成等の場合は、事業概要や自社の強みや

課題等のヒアリングを行っている。しかし、一過性で一方的な情報提供に終止する場合が多く、分

析データの蓄積や経営支援員間で情報共有ができていないため、支援の強化や連携が取れない状況

である。 

 事業者も税理士まかせ・時間がないなどの理由により、経営分析の重要性や数値に対しての認識

が低いなど“どんぶり勘定”による経営が多いと思われる。経営分析の必要性・重要性と分析の手

法を事業者に伝え、財務分析・経営分析・専門家派遣など状況に応じた支援と定期的なフォローを

行うことにより、経営課題の把握を行い経営体質の強化を図ることを目的にする。 

 

(事業内容) 

(1)巡回支援・窓口支援時による状況把握 

 当所が実施するセミナーの個別相談参加者を含め、経営支援員等が巡回や窓口で相談を受ける際

に聴き取りを行い、事業所の現状を今後の支援方針等の資料にする。 

「(2)経営支援員による分析」に結びつくよう、できるだけ多くの企業の状況を把握する。 

①実施方法：巡回や窓口相談対応時に経営支援員や業務支援員が事業者にヒアリングを行う。セミ

       ナーの個別相談参加者は、事前に調査票等に記載させる。 

      ヒアリング結果はデータ化することで所内で情報の共有化を図る。 

②分析項目：売上・粗利の変動、借入金残高、従業員数、事業者の現状認識など短時間で確認でき

る内容。 

③活用方法：ア．事業者の課題を把握し支援方法の判断材料にする。 

      イ．事業計画策定の必要性があるかどうかの判断材料にし、「(2)経営支援員による分

実施内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

(1)独自の景況調査 
1 回 

(200 件) 

1 回 

(200 件) 

1 回 

(200 件) 

1 回 

(200 件) 

1 回 

(200 件) 

(2)景況レポート等の整理 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 
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析」へのステップにする。 

 

(2)経営支援員による分析 

 「(1)巡回支援・窓口支援時による状況把握」対象者を中心に、以下の事業者に当てはまる場合

は、おおよそ3期分の決算書を基に分析とヒアリングを行い、現状に至る要因の分析や成長が見込

める要因を分析する。 

①対 象 者：ア．「(1)巡回支援・窓口支援時による状況把握」で詳細な分析が必要と思われる事

業者 

      イ．分析を行うことで自らの経営状況を把握したい積極的な事業者 

ウ．業績の悪化が認められる事業者 

②実施方法：担当経営支援員がおおむね 3期分の決算申告書・借入返済表等を入手し、経済産業省

の“ローカルベンチマーク”を活用し、分析とヒアリングを行う。指標等と乖離して

いる場合は原因を追究し課題を探る。経営支援員による分析は同一事業者に対し１年

に１回実施し、最低 3年は継続して行う。継続分も含めて結果は所内で共有する。 

③分析項目：売上持続性・収益性・生産性・健全性・効率性・安全性(ローカルベンチマーク) 

ＳＷＯＴ分析・キャッシュフロー等(当所独自でフォームを作成) を基本に実施する。

④活用方法：事業者に対し分析結果をフィードバックし課題を明確にすることで、今後の事業展開

の資料として活用し、事業計画書の策定を促す。重篤なケースや特殊なケースが確認

される場合は、「(3)専門家による経営状況の分析」に速やかに移行させる。 

 

(3)専門家による経営状況の分析 

 「(2)経営支援員による分析」で課題が明らかになった事業者を中心に、特化された課題解決に

向け、専門知識を有する税理士・会計士・中小企業診断士等による分析を依頼する。 

①対 象 者：経営支援員が専門家による分析が必要と判断した事業者 

②実施方法：「(2)経営支援員による分析」で担当した経営支援員が、分析結果から専門家による

検証が必要と判断した場合、各種専門家派遣制度などを利用し課題解決に最適な専門

家の派遣を行う。その際は、担当経営支援員も同席し分析内容を把握する。 

専門家派遣終了後は 1年に 1回経営支援員が推移を確認する。 

③分析項目：「(2)経営支援員による分析」で経営支援員が行った分析結果の検証と専門家が必要と

判断する分析を行う。 

④活用方法：高度かつ専門的な分析により、経営の悪化を最小限にとどめる。または成長戦略を確

定させるなど、経営方針の確立を行う。専門家の分析方法や支援方法など身近で学ぶ

ことができ、経営支援員の資質向上にも役立つ。推移の確認を行う際に課題解決の効

果が認められない場合等は再度専門家の招聘を検討する。 

 

(4)セミナーの開催 

 経営判断の指針や経営状態の把握のために財務分析等は必要不可欠な手段であることを理解し、

分析方法や経営状態の把握方法を学び、事業者が自ら分析を行う習慣を身につけることを目的にセ
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ミナーを実施する。 

 

(目標) 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

(2)経営支援員による分析 30 件 30 件 34 件 34 件 36 件

(4)分析セミナー 1 回 1 回 1回 1回 1 回

同上 受講者数 20 名 20 名 20 名 20 名 20 名

＊上記目標に(1)巡回支援・窓口支援時による状況把握と(2)経営支援員による分析で実施する推 

 移の確認件数は含まない。 

＊(3)専門家による経営状況の分析は特殊な場合に実施することから、目標件数には含まない。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

当所は平成 20 年度より日本商工会議所の委託事業である「創業人材育成事業」に取組み、事業

計画の策定を積極的に行ってきた。その結果、経営革新計画や補助金の申請など事業計画の策定や

経営分析に対して積極的に取り組む事業者も現れている。 

しかしながら、事業者の多くは事業計画を作成する時間がなかったり、作成方法がわからない場

合が多く、そもそも事業計画の必要性を感じていない事業者も多い。 

 そこで、当所ホームページや会報等で事業計画の必要性・有効性などを周知するとともに、「2.

経営状況の分析に関すること」で事業計画の作成が必要と思われる事業者、巡回や窓口相談の内容

により事業計画の作成が必要と思われる事業者を発掘し事業計画の作成支援を行う。また、創業相

談の際は基本的に創業計画の策定を促し支援を行う。事業者や創業希望者が経営方針を決める重要

なツールとして自ら事業計画・創業計画を策定できるよう、事業計画・創業計画の考え方・手順・

必要なデータの収集方法や活用方法等が習得できるようなセミナーや個別相談を開催する。 

 

(事業内容) 

(1)事業者の掘り起こし 

 事業計画の必要性・有効性を当所ホームページや会報等で常に周知し、事業者に対し意識付けを

行う。その上で、セミナーやセミナー講師による個別相談を実施し、事業計画策定を目指す事業者

の掘り起こしを行う。また、「2.経営状況の分析に関すること」を実施する課程で、その結果に対

応し事業計画の作成が必要と思われる場合は対象者に積極的に働きかける。 

 

(2)事業計画の作成支援 

①既存事業者向けの事業計画の作成支援 

 セミナー参加者や｢2.経営状況の分析に関すること｣を実施し事業計画策定に意欲的な事業者や

業績の悪化が認められる事業者、巡回や窓口相談時において課題を抱える事業者等に対し、事業計

画策定の必要性・活用方法を理解してもらい作成支援をマンツーマンで行う。 

事業の全体像・経営分析・事業展開・財務計画等について事業者が自ら記入し、不足や不明点を

経営支援員が補完しながら完成させる。完成までに 1事業者最低 3回の支援は必要と思われる。 
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小規模事業者持続化補助金等の補助金申請および経営力向上計画や「経営計画つくるくん」の導

入については、事業計画策定の動機づけに有効と思われるため制度を周知し取組みを促す。 

 「2.経営状況の分析に関すること (3)専門家による経営状況の分析」を実施した事業者に対して

は経営改善等を目的とした事業計画の策定を勧め、必要に応じ専門家を招聘し経営支援員同席で支

援を行う。場合によっては、日本政策金融公庫・岐阜県信用保証協会・地域の金融機関等各支援機

関と連携を図る。 

 

②創業者(希望者)向けの事業計画の作成支援 

 事業所数の維持･増加のため新たな事業者の発掘は重要である。創業セミナーを実施し創業者の

発掘を行うとともに、創業計画に取り組んでもらう。セミナー参加の有無を問わず、創業希望者に

対しマンツーマンで支援を行い、不足や不明点を経営支援員が補完するとともに、創業融資が必要

な場合等は金融機関等と連携を図る。過去の創業支援から1案件最低5回の支援は必要と思われる。

 

③経営革新計画作成支援 

 現在セミナー等による経営革新の周知は行わず、巡回や窓口相談時に経営支援員が案件を掘り起

し、専門家による支援を得ながら県知事への申請を行っている。経営革新は、既存の経営資源を活

かしつつ新たな取り組みにチャレンジする大きな手立となることから、今後も同様の方法により事

業者を発掘し知事承認までの支援を実施する。また、ＯＪＴ等により経営支援員単独で経営革新計

画の策定支援が行えるよう資質の向上を行う。過去の実績から 1案件最低 5回の支援が必要と思わ

れる。 

  

(3)セミナーの開催 

①事業計画作成セミナー 

 「2.経営状況の分析に関すること｣において分析を実施した事業者や、自ら事業計画書の策定を

希望する意欲的な事業者、事業計画書について興味のある事業者等を対象に事業計画作成セミナー

を開催し、事業計画の必要性・活用方法を理解し自らＰＤＣＡサイクルを回せる事業者の育成を目

指しセミナーを開催する。 
 

②創業者セミナー 

 創業者の掘り起こしや、創業後の経営の早期安定化を図れるように創業希望者を対象とした、経

営・財務・人材育成・販路などに関する実践的な創業セミナーを実施し、創業のための事業計画の

策定を目指す。 

 

(目標) 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

(2)①既存事業者向け事業計画 25 件 25 件 25 件 28 件 28 件

(2)②創業者向け創業計画  2 件 2 件 2件 2件 2 件

(2)③経営革新計画知事承認 1 件 1 件 2件 2件 2 件

合 計 28 件 28 件 29 件 32 件 32 件
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 前頁からの続き

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度

(3)①経営計画作成セミナー 1 回 1 回 1回 1回 1 回

同上 受講者数 20 名 20 名 20 名 20 名 20 名

(3)②創業者セミナー 1 回 1 回 1回 1回 1 回

同上 受講者数 20 名 20 名 20 名 20 名 20 名

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 現在事業計画を作成した事業者のうち 1 年ごとに内容を確認しているのは、“中小企業経営力強

化資金”を利用している事業者のみである。ほとんどの場合、定期的に事業計画を確認していない

ことから進捗状況が不明で経営改善に役立っていない状況であり、当所の支援も一過性になりがち

である。策定した計画の進捗状況を確認することは、課題の早期発見につながることから、今後は

｢3.事業計画策定支援に関すること｣で策定した計画の進捗状況の確認を定期的に実施する。 

 

(事業内容) 

(1) 既存事業者向けの事業計画策定後の支援 

 ｢3.事業計画策定支援に関すること ①既存事業者向けの事業計画の作成支援」により事業計画を

策定した事業者に対し、担当する経営支援員が年 4回巡回し計画の進捗状況を確認する。その際、

計画と乖離している場合は、課題の追及に努め解決のための支援を行う。 

売上・営業利益・経常利益・当期利益の経過が順調(計画に対し 80%以内)な場合は、2 年目以降

の推移確認は年 2回程度にする。ただし、問題点が確認された場合や前倒しして事業を行うなど、

課題が発生する場合は引き続き継続した確認と支援を行う。特に経営改善のための事業計画は、状

況確認を慎重に行い悪化が認められる場合は専門家の招聘を含めて速やかに対応する。 

 

(2)創業者(希望者)向けの事業計画策定後の支援 

 ｢3.事業計画策定支援に関すること ②創業者(希望者)向けの事業計画の作成支援｣により起業し

た事業者に対し、2 ヶ月に 1 回は巡回し、心理面や開業して直面した課題･税務･労務･資金繰りな

ど多岐に渡る支援を行う、計画と乖離している場合は、課題の追及に努め解決のための支援を行う。

課題に応じた専門家の招聘が必要と判断した場合は速やかに対応する。経過が順調な場合は 2年目

以降は年 4回の進捗状況確認を行い経営の早期安定のための支援を行う。 

 

(3) 経営革新計画作成後の支援 

 ｢3.事業計画策定支援に関すること ③経営革新計画作成支援｣により経営革新計画の知事承認を

得た事業者に対し担当する経営支援員が年 4回巡回し、新たな取り組みの進捗状況や付加価値額の

推移を確認する。計画と乖離している場合や経営革新計画遂行上の課題等が発生した場合は、課題

の追及に努め解決のための支援を行い、必要に応じて課題に応じた専門家を招聘し対応する。 

 

(1)～(3)の推移確認は、計画書の年数に応じて実施する。 
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(目標) 

支援件数 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33 年度 

(1)既存事業者向けの事業計画策定後の支援 25 件 25 件 25 件 28 件 28 件

(2)創業者向けの事業計画策定後の支援 2 件 2 件 2件 2件 2 件

(3)経営革新計画作成後の支援 1 件 1 件 2件 2件 2 件

(1)～(3)のフォロー件数(最低数) 116 件 116 件 120 件 132 件 132 件

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 地域の小規模事業者の多くは、自社の商品やサービスの需要動向について的確に把握をしている

訳ではなく、“勘や経験”に頼っていると思われる。当所では、販路開拓やマーケティングに関す

るセミナーを定期的に行っているものの需要動向調査を行ったことがないことから、マーケットイ

ンの考え方に対し支援が不十分であると思われる。 

 “勘や経験によるモノづくり”から脱却し、買い手の需要に沿った新商品開発や新たなサービス

の提供が行えるよう需要動向調査を実施する。また、調査の結果を新商品開発や新たなサービスの

提供に反映させることで完成度を高め販路の拡大を目指す。 

また、事業者が自ら情報収集・分析を行い的確な判断スキルを身につけるために、市場動向・消

費者動向・需要動向等に関するセミナーを実施する。 

 

(事業内容) 

(1)消費者への需要動向調査支援 

 新商品開発や新たなサービスの提供を目指し試作品等を作成した事業者より要望があった場合

や、経営支援員が事業者に対し需要動向調査を勧める場合は、事業者が提供する商品やサービスに

ついて当所が実施する需要動向調査を行い、その結果を事業者にフィードバックすることにより新

商品や新サービスの完成度を高め販路拡大への足掛かりにする。 

①実施方法：当所受託団体である(一社)多治見法人会女性部会土岐支部の役員をモニターに委任

し、年 3回程度開催される役員会に併せ試供会を実施する。調査項目について当所職

員がアンケート用紙を作成し、モニターが結果を記入することにより情報収集を行

い、集計結果を事業者にフィードバックする。役員会には毎回 20 名程度の参加が見

込まれる。 

②調査項目：食品の場合は、味・見た目(色)・香り・大きさ・設定された価格に対する感想・満足

した点・残念な点・類似品との相違点・モニターの年齢等、また、食品以外の場合は、

デザイン・色・大きさ・使用感・感触・設定された価格に対する感想・満足した点・

残念な点・類似品との相違点・モニターの年齢などを基本に調査する。試供する商品

やサービスに対応する調査項目を事前に事業者と検討する。 

③活用方法：ア．調査項目を分析し、事業者にフィードバックすることで、新商品の開発や新たな

サービスのブラッシュアップに活用し完成度を高める。 

      イ．事業計画の策定や見直しのための資料とする。 
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(2)バイヤーへの需要動向調査 

 新商品開発や新たなサービスの提供を目指し試作品等を作成した事業者より要望があった場合

や、経営支援員が事業者に対し需要動向調査を勧める場合は、現在当所が出展の斡旋を行っている

メッセナゴヤ(注)の展示会場において来場するバイヤーを対象に需要動向調査を行い、その結果を

事業者にフィードバックすることにより新商品や新サービスの完成度を高め販路拡大への足掛か

りにする。 

 また、市内各工業組合や商業組合が主催する陶磁器見本市などで、陶磁器商品を対象としたバイ

ヤーの需要動向調査を実施する。 

①実施方法：ブースや見本市に来場するバイヤーに対し、聴き取りで調査を行い調査結果を取りま

とめる。1日 30 件の聴き取り調査を目標にする。 

②調査項目：調査対象の商品もしくは品目を対象に、バイヤーの選考基準・求めるコト・調査対象

商品(品目)の印象・求めているコトとの違い等を、見本市に関しては、美濃焼商品全

般を対象に、バイヤーの選考基準・求めるコト・展示品の印象・求めているコトとの

違い等を聴き取る。 

③活用方法：ア．調査項目を分析し、事業者にフィードバックすることで、新商品の開発のブラッ

シュアップに活用し、完成度を高める。 

      イ．事業計画の策定や見直しのための資料とする。 

ウ．公表が可能な項目については、当所ホームページや会報による情報開示の他に、

巡回支援や窓口支援の際に事業者に提供することで、事業者の商品開発や販路拡大の

参考にする。 

(注)メッセナゴヤは、愛知県・名古屋市・名古屋商工会議所を構成団体に愛知万博の理念(環境、科学技術、国際交流)を継承す

る事業として平成 18 年にスタートした「異業種交流の祭典」である。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・地域からの出展があ

り、取引拡大・情報発信・異業種交流を図る日本最大級のビジネス展示会で、当所は平成 26 年より出展者を募集し“土岐商工会

議所ブース”として出展している。 

 

(3)セミナーの実施 

 “勘や経験によるモノづくり”から脱却し、事業者の商品やサービスの販路開拓の検証、新商品・

新サービスの開発の方向性などマーケティングについての知識の取得や、事業者が自ら需要動向等

の情報を収集し分析・活用方法を身につけることで“売れる仕組み”を身に着けた事業者を一人で

も多く輩出するためセミナーを実施する。 

 

(目標) 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

(1)消費者への動向調査回数 2 件 4 件 4件 5件 6 件

(2)バイヤーへの需要動向調査回数 2 件 2 件 3件 3件 4 件

(3)需要動向調査セミナー 1 回 1 回 1回 1回 1 回

   同上 受講者数 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人
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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】 

 多くの小規模事業者の場合、高額な広報戦略やＩＴを活用した販路拡大は資金・スキルの問題か

ら選択が難しい現状である。また、陶磁器業界では「2．地域の現状と課題 (2)地域産業の特徴と

課題」で述べたように分業化が崩れつつあり、陶磁器製造業者による小売や直接販売への進出も多

く見受けられるが、販路開拓に成功しているのは一部の事業者に限られている。そこで、比較的低

額で行える広報戦略やＩＴの活用支援の実施と、事業計画の策定を行い販路拡大に取り組む事業者

に対し主要都市で開催される展示会への出展支援を行ことで、小規模事業者の販路拡大を促進す

る。 

 

(事業内容) 

(1)マスコミの活用 

 新商品や新サービス等を開発した小規模事業者に対し、A4 版 1 枚の“プレスリリース”の作成

支援を行い、マスコミに発送させ積極的なＰＲを行う。“プレスリリース”導入時は採用されやす

いと思われる業界紙や専門誌・地方紙や地方テレビ番組・タウン誌を中心に発送し、番組等で取り

上げられるよう働きかける。採用件数が増加すれば有名雑誌や全国紙・全国ネット等に対象を広げ

認知度を高めることで販路拡大を図る。“プレスリリース”は記載内容が採択の鍵になると思われ

ることから、採択されやすい魅力的で効果的な記入方法等についてセミナーを定期的に開催する。

 

(2)ホームページ等ＩＴの活用支援 

 ＩＴを活用し新たな販路開拓を模索する小規模事業者に対し、ネットショップ等の開設支援を行

う。その際は、当所 3階に設置されている(公財)ソフトピアジャパンによる“ぎふネットショップ

総合支援センター 東濃ブランチ”(注)と連携し、支援センターの専門家による支援やアドバイスを

受け、事業者が自ら取り組むことで、安価で魅力的なホームーページ製作を目指す。 

 ホームページは効果的な運用に意味があることから、アクセス数増加の取組や対策、販路開拓の

ための情報発信についても“ぎふネットショップ総合支援センター 東濃ブランチ”と連携し支援

を行う。専門家支援には経営支援員が同席し、専門的知識の習得による資質の向上にも繋げる。 

小規模事業者が、自らホームページやＳＮＳ等を活用し情報発信できるスキルを身に付けること

で、ターゲットへの情報提供が早くなり、新たな顧客層の開拓を図る。 

ＩＴを活用した販路拡大のため、デザインや写真撮影をはじめネットショップ運営に効果的なセ

ミナーを開催する。 

(注) ぎふネットショップ総合支援センターは、岐阜県および公益財団法人ソフトピアジャパンが、県内事業者のネットショップ

を活用した販路開拓を支援するための拠点で、東濃ブランチは、無料サイトを活用したホームページの作成・運営・写真撮影・

デザイン指導等を実施する目的で平成 27 年度に土岐商工会議所内に設置された。プロカメラマンや Web デザイナー(指導員)によ

る撮影指導・デザイン指導を行い、IT を活用した経営戦略の支援を行う機関である。 

 

(3)主要都市での展示会出展支援 

 事業計画の策定に取り組み、需要動向やマーケットを把握したうえで新商品や新サービス等を開

発した小規模事業者に対し、販路拡大や認知度の向上、商品やサービスのブラッシュアップに繋げ

る場として主要都市で開催される展示会に出展者を募集し、土岐商工会議所が出展する。 
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 展示会に出展することでバイヤー等から直接評価を聞くことができる機会を用意し、商品やサー

ビスのブラッシュアップ、消費者心理と売れる商品に関連するヒントを得ることに期待ができる。

展示会前に専門家を招聘し、出展後の来場者に対する営業方法も含めた説明会を実施し、事業終

了後には小規模事業者(出展者)と経営支援員で事業内容を検証し、新たな課題の掘り起こしや事業

戦略の見直し等、事業者自身が展開を考えるシステムを構築する。 

展示会は、多様な業種の事業者が出展できるよう“ｒｏｏｍｓ”“東京インターナショナルギフ

トショー”“インテリアライフリビング”のいずれかに出展を予定する。 

 

(目標)  

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

(1)プレスリリースの発信枚数 20 件 30 件 50 件 50 件 60 件

   同上 商談件数 12 件 18 件 30 件 35 件 42 件

(2)ホームページ開設件数 6 件 8 件 10 件 10 件 15 件

   同上 受注件数 3 件 4 件 5件 5件 8 件

(3)展示会出展回数 1 回 1 回 1回 1回 1 回

   同上 商談件数 70 件 70 件 70 件 70 件 70 件

(1)プレスリリースの記入方法ｾﾐﾅｰ 1 回 - 1 回 - 1 回

 同上 受講者 30 名 - 30 名 - 30 名

(2)ＩＴ活用セミナー 1 回 1 回 1回 1回 1 回

 同上 受講者 30 名 30 名 30 名 30 名 30 名

(3)展示会出展者向けセミナー 1 回 1 回 1回 1回 1 回

  同上 受講者 10 名 10 名 10 名 10 名 10 名

＊(3)展示会出展の商談件数については、同一展示会・出展者数 10 件で試算。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 岐阜県東濃地方で生産される“美濃焼”は、他産地の商品に見られる様式(スタイル)を持たず、

代表的な志野焼・織部焼から工業製品の部品まで幅広い製品を生産するのが特徴で、焼き物の全国

生産の 60%以上を占めている反面認知度が低い課題がある。 

 地場産業である美濃焼が地域資源としてその魅力を十分ＰＲすることができれば、美濃焼の知名

度も高まり販路拡大や観光客増加が見込まれることから、土岐市や岐阜県よろず支援拠点等の行政

や支援機関と連携し、機能性やデザイン性に富んだ商品開発の支援を行い美濃焼のブランドイメー

ジ向上と販路拡大を図る。また、市内には地域別の工業組合の他、卸売業者の協同組合も複数あり、

多くの組合が美濃焼関連のイベントを実施していることから、当所ホームページやＳＮＳ等による

ＰＲを行うことで観光客の誘致に努める。また、美濃焼やイベントに関するアンケートを実施し結

果を反映させることで、美濃焼やイベントの満足度・知名度を高め観光客数の増加と販路拡大によ

る地域経済の活性化を図る。 

  

 (事業内容) 

(1)土岐市の美濃焼振興室や岐阜県よろず支援拠点と連携の強化を図り、「美濃焼業界支援事業」に

よる新商品開発支援と、経営発達支援事業による販路拡大支援により、美濃焼＝安価なイメージか

らの脱却を図り、ブランドイメージを高める。 

 

 (2)図表 10 は市内で開催される主な美濃焼関連のイベントである。主催者は地域の工業組合・商

業組合等であるが、当所ホームページやＳＮＳによるＰＲを行い観光客の誘致に努める。 

網掛け部分の“ＴＯＫＩ－陶器祭り”については、当所も運営委員であることから、来場者に対

し美濃焼のイメージやイベントの内容等についてアンケートを実施する。美濃焼のイメージに関す

る集計結果は(1)のブランドイメージ向上の参考資料に活用し、イベントに関する集計結果は主催

者と共有し今後のイベント開催の参照にすることでイベントも満足度向上に繋げる。 

同様の調査を他のイベントでも実施できるよう主催者に働きかけ、地域全体へ広げる工夫を行う。

 

  【図表 10】土岐市で開催される美濃焼関連の 

イベント名称 開催時期(予定) 内容 来場者数 

ＴＯＫＩ－陶器祭り 毎年 5月 3日～5日 陶磁器販売他 約 5万人 

土岐美濃焼まつり 毎年 5月 3日～5日 陶磁器販売他 約 40 万人 

だち窯やまつり  毎年 5月 3日～5日 陶磁器販売他 約１万人 

下石どえらぁええ陶器祭り 毎年 10 月上旬（2日間） 陶磁器販売他 約１万人 

美濃焼伝統工芸品まつり 毎年 10 月下旬（2日間） 陶磁器販売 約 1万人 
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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 

 

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 

地域の小規模事業者への支援内容は複雑で高度になっており、商工会議所単独の支援による課題

解決は困難になりつつある。当所では、ミラサポや岐阜県エキスパートバンクによる専門家派遣制

度に加え独自の専門家派遣制度を用いた個別案件や、金融機関等の担当者と個別による支援での連

携は行うものの支援ノウハウ等の情報交換に関する体制化はできていない。 

そこで、各支援機関や金融機関等と連携を強化することで支援ノウハウを共有し、当所の経営支

援員の資質向上に役立てる。 

情報交換にて得た支援策や施策情報等については、経営支援員による地域の事業者に対する支援

に活用する。 

 

(事業内容) 

(1)金融機関等連絡会議 

当所が実施する地域の経済動向分析や需要動向調査等から見た地域の課題や、各機関が実施する

施策情報や支援策・支援ノウハウ・金融審査の方法や課題解決の事例等について連絡会議を開催し

情報交換を行うことで、総合的な支援体制を構築し効率的かつ効果的に地域経済の活性化に取り組

む。また、連絡会議において当所職員に有益と思われる事項について「2.経営支援員等の資質向上

等に関すること」で外部講師として招聘し職員の資質向上に繋げる。 

①実施回数：年 2回 

②参 加 者：市内金融機関の母店(㈱十六銀行土岐支店、㈱大垣共立銀行土岐支店、東濃信用金庫

      土岐市駅前支店)担当者 

      ㈱日本政策金融公庫多治見支店国民生活事業担当者 

      土岐市産業振興課担当者 

③内  容：ア．各支援機関が実施する施策等の情報交換。 

イ．創業者支援に関する支援方針についての情報交換。 

    

(2)岐阜県よろず支援拠点との連絡会議 

「美濃焼業界支援事業」において、岐阜県よろず支援拠点と連携強化を図りながら“売れるもの

づくり”と販路開拓支援等の事業を実施するために連絡会議を開催し、陶磁器関連業種に従事する

事業者の経営基盤の安定と持続的経営を目指す。また、「美濃焼業界支援事業」を問わず経営支援

全般にわたる支援ノウハウや課題解決の事例等の情報を取り入れることで、当所経営支援員の資質

向上に繋げる。 

①実施回数：年 2回 

②参 加 者：岐阜県よろず支援拠点コーディネーター等 

③内  容：ア．「美濃焼業界支援事業」のための情報交換および具体的内容への落とし込み。 

      イ．課題および問題点の共有化。 

      ウ．先進的な経営支援の事例紹介。 
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２．経営支援員等の資質向上等に関すること 

 岐阜県商工会・商工会議所連合会の研修、日本商工会議所や中小企業基盤整備機構等主催の研修、

日本商工会議所主催の“経営指導員等 Web 研修”等、従来の支援スキル向上のための研修を活用す

るのはもとより、下記による資質向上メニューを土岐商工会議所全職員に実施することにより、会

議所職員全員のスキルアップを図る。これにより職員の退職や人事異動等によるマンパワーの低下

を防ぎ、安定した支援体制の構築が可能となる。また、経営支援員の支援事例や情報を共有するこ

とにより、事業者に対する支援のバラツキを防止する。 

 

(事業内容) 

(1)経営支援員が行った支援内容はデータとして会議所職員全員が閲覧可能であることから、日々

の管理を徹底し最新の状況を管理する。また、経営発達支援事業で取り組む分析結果等も同様にデ

ータで管理し閲覧可能な状況にする。 

 

(2)当所では事業者に向けて、経営力強化や事業計画策定など様々なセミナーを開催していること

から、職員自身が不足していると思うスキルについて、関連するセミナーに参加しスキルの習得を

行う。個別相談が実施される場合は専門家と同席することにより、課題を共有し専門家の課題解決

に向けたスキルを身につける。 

 

(3)日本商工会議所主催による“経営指導員等Ｗｅｂ研修”は、多様化するニーズへの対応や情報

システム管理など時流に沿った最新のテーマ－が取り上げられることから、積極的に活用する。 

 

(4) 毎月 1回支援情報共有会議を開催し、相談を受けた事業所の概要や相談内容、経営支援員が洗

い出した課題や解決策などを発表形式で行い、職員間で情報を共有し課題解決への対応を協議す

る。また、課題解決の成功事例などの情報も共有し経営支援員のスキルアップに繋げる。 

 

(5)当所職員に対し、土岐市職員による市制についての研修、各種公的機関による制度研修、日本

政策金融公庫・岐阜県信用保証協会職員による融資を中心にした専門研修、各種士業による時事の

施策や課題に対応した研修など支援能力や資質の向上に必要な研修を4ヶ月に1回講師を招聘し実

施する。 

 

(6)外部のセミナー等に参加した職員は、講座内容を明文化した資料を作成しすべての職員で回覧

することで、参加していない職員に対し講義内容を知らしめる。 

 

(7)地域の中小企業診断士が随時開催している勉強会に税理士・社労士・金融機関・地域の会議所

職員が任意に参加しており、当所若手職員も参加していることから(4)支援情報共有会議にて参加

した職員による勉強会の内容発表を行う。 
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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 

 毎年度、本経営発達支援計画に記載された内容の実施状況の確認と成果について、“事業評価委

員会”を新たに設置し評価及び検証を行う。このことにより、本事業計画を地域の活性化に結びつ

ける。 

 

(実施内容) 

(1)会議所職員による実施内容の確認：現在実行している巡回および窓口相談の月ごとの目標設定

に加え、経営発達支援計画ごとの目標設定を行い、毎月目標達成の可否について確認を行う。 

 

(2)事業評価委員会の設置：外部有識者により、毎年 1 回開催する。外部有識者は土岐市、日本政

策金融公庫、岐阜県信用保証協会、中小企業診断士、税理士等を招聘し、当所専務理事・事務局長・

相談所所長・指導課長ともに、事業の実施状況や成果の評価等検証を行う。 

評価委員による事業に対する指摘事項を踏まえ、必要に応じ次年度以降の事業計画を修正する。そ

の際は、正副会頭会議に報告し承認を得る。 

 

(3)事業者による評価：経営発達支援計画による事業の評価の参考資料として、また、事業の改善

や見直しのため参加者にアンケートを行い、満足度・理解度等を調査する。 

 

(4)正副会頭会議による評価：評価委員会での評価内容や経営発達支援計画による事業の修正等に

ついて、正副会頭会議に報告し承認を得る。 

 

(5)事業の成果・評価・見直し結果の公開：上記(2)～(4)の結果について、当所のホームページに

掲載し広く情報公開する。  
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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 28 年 11 月現在）

（１）組織体制 

 

経営発達支援事業実施体制 

  

経営発達支援事業は、小規模事業者と接点を持つ中小企業相談所に所属する経営支援

員及び業務支援員(網掛部分)を中心に、会議所職員全員が連携し事業推進に取り組む。

 

土岐商工会議所職員数     13 名(専務理事、記帳職員 2名を含む) 

  経営発達支援事業に携る職員数  6名(中小企業相談所 経営支援員及び業務支援員)

 

    

    

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

    

土岐商工会議所 中小企業相談所 

   住  所：〒509-5121 岐阜県土岐市土岐津町高山 6-7 

   電  話：0572-54-1131  

ＦＡＸ：0572-54-1188 

   E-mail：tokicci@lilac.ocn.ne.jp 

 

   
専務理事 1 名 

  

  

   
事務局長 1 名 

  

  

          

総務課 1 名 
 

業務課 2 名 中小相談所 

経営支援員 4 名

業務支援員 2 名

記帳支援員 2 名
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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） 

 29 年度 

(29年4月

以降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 63,200 63,400 64,700 64,700 64,700

 

中小企業相談所 

経営状況分析事業 

事業計画策定支援事業 

需要動向調査事業 

販路開拓事業 

56,800

700

1,500

700

3,500

57,000

700

1,500

700

3,500

58,000

750

1,600

750

3,600

58,000 

750 

1,600 

750 

3,600 

58,000

750

1,600

750

3,600

（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 

 

岐阜県補助金、土岐市補助金、会費収入、事業委託費、参加者負担金 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



23 
 

（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 

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】 

  ・行政や金融機関が調査・公表している資料の提供 

  ・調査項目の設定および分析方法等の決定 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  ・専門家による小規模事業者の経営分析 

  ・専門家による分析の方法や解説を目的としたセミナーの実施 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  ・専門家による事業計画策定支援 

  ・日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会、金融機関等による事業計画書の見直し 

  ・専門家による事業計画作成セミナーの実施 

  ・専門家による創業セミナーの実施 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  ・専門家による課題解決による個別支援 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  ・(一社)多治見法人会女性部会土岐支部役員による需要動向調査 

  ・市内の陶磁器工業協同組合および卸陶磁器商業協同組合との需要動向調査に関する 

   打ち合わせ 

 

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】 

  ・専門家による販路拡大のための各種セミナーの実施 

  ・専門家によるＩＴ活用支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  ・土岐市及び岐阜県よろず支援との連携よる美濃焼のブランドイメージの向上 

     

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援 

   

 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 

  ・地域の金融機関等と情報との情報交換による総合支援体制の確立 

  ・岐阜県よろず支援拠点等との連携による地場産業の振興 

   

 ２．経営支援員等の資質向上に関すること 

  ・行政、公的機関、金融機関等による当所職員の資質向上のための指導を受けること 
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連携者及びその役割 

 

連携者 岐阜県 役職 代表者 知事 古田 肇 

所在地 岐阜市薮田南 2丁目 1番 1号 電 話 番 号 058-272-1111 

内 容 

・景気動向・統計資料等の資料提供 

・経営革新計画の情報提供 

・中小相談所および地域振興事業費等補助金の交付 

連携者 土岐市 役職 代表者 市長 加藤 靖也 

所在地 岐阜県土岐津町土岐口 2101 番地 電 話 番 号 0572-54-1111 

内 容 

・景気動向・統計資料等の資料提供 

・土岐市認定特定創業支援事業に対応する講座内容の打ち合わせ。 

・「美濃焼業界支援事業」実施内容の打ち合わせおよび費用負担。 

連携者 (公財)岐阜県産業経済振興センター 役職 代表者 理事長 丹羽 義典 

所在地 岐阜市薮田南 5-14-53 電 話 番 号 058-277-1090 

内 容 

・景気動向・統計資料等の資料提供 

・事業者に対する各種補助金および施策情報の提供 

・海外展開のための相談支援 

連携者 岐阜県よろず支援拠点 役職 代表者 ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 三輪 知生 

所在地 岐阜市薮田南 5-14-53 電 話 番 号 058-277-1088 

内 容 

・「美濃焼業界支援事業」によるモノづくりおよび販路開拓事業 

・事業者に対する施策情報の提供 

・個者支援の連携 

連携者 (公財)ソフトピアジャパン 役職 代表者 理事長 熊坂 賢次 

所在地 岐阜県大垣市加賀野 4-1-7 電 話 番 号 0584-77-1111 

内 容 ・ＩＴを活用した販路開拓支援 ・専門家支援  ・ＩＴセミナーの開催 

連携者 岐阜県事業引継ぎセンター 役職 代表者 専門相談員 子安 史彦 

所在地 岐阜県岐阜市神田町 2-2 電 話 番 号 058-214-2940 

内 容 ・事業引継ぎに関する支援および情報提供 

連携者 日本政策金融公庫 多治見支店 役職 代表者 支店長 飯田 圭一 

所在地 岐阜県多治見市本町 2-70-5 電 話 番 号 0572-22-6341 

内 容 

・事業計画作成支援時の課題解決について 

・商業計画作成支援時の課題解決について 

・金融機関等連絡会議の実施 

・商工会議所職員の資質向上のための専門研修の開催 

連携者 岐阜県信用保証協会 多治見支店 役職 代表者 支店長 服部 英司 

所在地 岐阜県多治見市明治町二丁目 4番地 電 話 番 号 0572-22-3100 

内 容 

・事業計画作成支援時の課題解決について 

・商業計画作成支援時の課題解決について 

・金融機関等連絡会議の実施 

・商工会議所職員の資質向上のための専門研修の開催 
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連携者 ㈱十六銀行 土岐支店 役職 代表者 支店長 脇田 猛司 

所在地 岐阜県土岐市土岐津町土岐口 2176-1 電 話 番 号 0572-55-2161 

内 容 

・事業計画作成支援時の課題解決について 

・商業計画作成支援時の課題解決について 

・金融機関等連絡会議の実施 

連携者 ㈱大垣共立銀行 土岐支店 役職 代表者 支店長 宮川 敦史 

所在地 岐阜県土岐市泉岩畑町 1丁目 26   電 話 番 号 0572-54-7111 

内 容 

・事業計画作成支援時の課題解決について 

・商業計画作成支援時の課題解決について 

・金融機関等連絡会議の実施 

連携者 東濃信用金庫 土岐市駅前支店 役職 代表者 支店長 林 幸義 

所在地 土岐市泉町久尻 33-3 電 話 番 号 0572-54-2101 

内 容 

・事業計画作成支援時の課題解決について 

・商業計画作成支援時の課題解決について 

・金融機関等連絡会議の実施 

連携者 (一社)多治見法人会女性部会土岐市部 役職 代表者 支部長 國分 はるみ 

所在地 岐阜県土岐市土岐津町高山 6-7 電 話 番 号 0572-54-1131 

内 容 ・需要動向調査のモニターの委任 

連携者 土岐市陶磁器工業協同組合連絡協議会 役職 代表者 (幹事)理事長 楓 陽光 

所在地 岐阜県土岐市肥田町肥田 1693 電 話 番 号 0572-55-2177 

内 容 ・需要動向調査の方針打合せ 

連携者 土岐市陶磁器卸商業(協) 役職 代表者 理事長 斉木 克射 

所在地 岐阜県土岐市土岐津町高山 4 電 話 番 号 0572-53-0005 

内 容 
・需要動向調査の方針打合せ 

・イベント開催時のアンケート調査協力 

連携者 (協)土岐市美濃焼卸センター 役職 代表者 理事長 酒井 宏尚 

所在地 岐阜県土岐市泉北山町 3-1 電 話 番 号 0572-55-1322 

内 容 ・需要動向調査の方針打合せ 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 


