
経営発達支援計画の概要 

実施者名 美濃加茂商工会議所（法人番号4200005006506） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

本支援事業について当地域の現状と課題を分析し、それに基づく小規模事業者の中長期的な発展のあり

方を追求し目標の設定を効果的な数値目標を定め、各々の支援事業についてＰＤＣＡサイクルによる遂

行、管理、検証を加味し実効性・効果性を高めながら概ね５年を目処に達成するものとする。 

（１）地域企業の維持～減少をなくす 

・自立経営、持続発展する企業の育成 

・高齢化、後継者不足が課題である事業者に対する事業承継、後継者育成の支援 

・既存事業者の実態や経営課題（資金繰り、経営改善、雇用等）にあった支援 

・創業支援～創業者の掘り起こし、創業増加と創業後の支援 

（２）経営の見直し、革新を支援 

 ・経営革新や第二創業を促進させ、自社製品自社ブランド、新商品等の開発や新分野への参入に繋 

げる 

・展示会、物産展等による販路開拓・拡大に取り組む 

（３）観光振興及び中心市街地活性化 

・行政等他機関と連携し、地域のイベント等により、観光入込客数や宿泊客数を増加させ、交流人 

口を増加させる事により、「美濃加茂ブランド」という地域のブランド力を高める 

（４）当市の強みを活かし、バランスのとれた産業構造と雇用創出 

・地域内の就業や経済活動において中心的役割となっている当市では、大手進出製造業が雇用の創 
出、維持を担い、それら波及効果により、地域の小規模事業者が取引拡大や販路開拓に繋げるこ 
とで個々の事業所や商店の持続的発展を育成する。及び中小零細企業においても魅力ある職場 
環境を形成し雇用の創出を図ることで、総合的バランスとしてこの地域の「稼ぐ力」を高める 

【目標達成に向けての取り組み】 

職員による知識向上に常に取り組み、当所の組織力を高めることとともに、各支援機関・関係機関と

情報共有等の連携をしながら、小規模事業者の経営力向上、販売力強化等を継続的に支援する。 

また、小規模事業者に対し、経営計画、経営改善に意欲的に取り組むよう、巡回等により身近な存在

となり耳を傾け、経営課題に対し伴走型支援体制を構築する。 

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】 
   ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

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

   ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
  １．地域経済活性化事業 

   ・「おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ夏の陣・秋の陣」の開催 

・「みのかも市民まつり」の開催 

   ・「日本昭和村ハーフマラソン大会」の開催 

   ・「みのかもスイーツウォーク」の開催協力、「おんさいＥＸＰＯ」の開催協力 

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み 

１．他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の情報交換 

２．経営指導員等の資質向上 

３．事業評価及び見直しをするための仕組み 

連絡先 

住 所：〒５０５－００４２ 岐阜県美濃加茂市太田本町１丁目１－２ 

名 称：美濃加茂商工会議所 中小企業相談所 

ＴＥＬ：０５７４－２４－０１２３ ＦＡＸ：０５７４－２４－０１２０ 

ＵＲＬ：http://www.cci.minokamo.gifu.jp/hp/ 

Ｅ-mail：info@cci.minokamo.gifu.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．美濃加茂市の概要 
 美濃加茂市は岐阜県のほぼ真ん中である中濃圏域の南部に位置している。北は加茂郡七宗町と隣接し、

東は加茂郡川辺町、八百津町と接し、南は木曽川を挟んで可児市、西は関市、富加町、坂祝町と接してい

る。市域東部では飛騨川と木曽川が合流して、東部から南部に掛け木曽川が流れており、木曽川を沿うよ

うに、中山道が通っており、かつては歌川広重が描いた浮世絵「木曽街道六十九次」の「太田」に描かれ

た、中山道５１番目の宿場「太田宿」としての賑わいを見せていた。 

 宿場町として栄えたまちということもあり、近隣市町村の商業の中心地として、また、国道２１号、４

１号、２４８号や JR 美濃太田駅、東海環状自動車道美濃加茂インターチェンジが設置されるなど名古屋都

市圏や愛知県三河地方あるいは東海北陸道からのアクセスが容易となり交通の要衝となっている。 

北部は山地の谷あいに農地があり、中部はなだらかな台地（山之上地区）で梨、柿等の樹園地が形成さ

れ、南部は市街地を取り囲むように水田と畑地が広がっている。市特産の「堂上
どうじょう

蜂屋
は ち や

柿
がき

」は、全国に知れ

渡った干し柿で、約１０００年の歴史があり、堂上蜂屋柿振興会の手で伝統と技術が受け継がれています。

２００７年には食の世界遺産と言われる、「味の箱舟」の認定や２０１０年に(財)食品産業センターから、

「本場の本物」の認証を取得するなど、地域食品ブランドとして評価を得ている。特に、山之上地区は、

果樹(梨、柿)栽培農家が約１３５戸あり、大正１０年から始められた果樹栽培を行っており、自然体験観

光として果実の収穫が楽しめる梨狩りが行われている。 

美濃加茂市は自然・歴史・文化的環境に恵まれ、中山道太田宿には旧太田宿本陣門や旧太田脇本陣（国

重要文化財）、お休み処旧小松屋（国登録有形文化財）、中山道三大難所の一つ「太田の渡し」とその跡地

には化石林公園や木曽川国定公園などがある。また近年では昭和 30 年代をイメージしたテーマパークの平

成記念公園「日本昭和村」が開園され、観光資源として市外からの誘客に務めている。 

また市内北部の山間地にはゴルフ場が４カ所と市最高峰の御殿山があり、キャンプと登山、ハイキング

を組み合わせたスポーツ・レジャーを楽しむことができ、名古屋圏からの観光客も多く見受けられる。 

 

 

    
 

【美濃加茂市の位置】               【美濃加茂市】 
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               [美濃加茂市への交通アクセス図] 

 

 

２．当地域の現状と課題 
（１）産業の特徴 

 特に地場産業がない当市は昭和４０年以降、大手製造業の企業誘致を進め、日立やヤマザキマザック、

ソニーなど積極的に製造業の誘致を行ない、製造業が生産額の割合を多く占めるなど情報機器製造業や工

作機械製造業が主要な産業と位置づけられてきた。製造品等出荷額も平成２０年までは県内トップクラス

の実績（約５千億円程度）があった。 

 近年では東海環状自動車道の開通に伴い、美濃加茂インターチェンジが出来た事により、その付近に新

たな企業集積地と住宅地が形成され、自動車部品製造業やモンテール、大阪屋製菓、ミツカンと言った食

料品製造業も誘致された。そうした進出企業が雇用を創出し、周辺市町村からの移動、交流人口の増加や

外国人労働者の増加があり、人口も微増となっている。このように他市からの大手・中堅企業の企業誘致

や進出によるところや比較的近い名古屋圏の自動車関連製造業や情報機器製造業、工作機械製造業の下請

け企業が当市の製造業や関連サービス業を担っている。 

 平成２０年以降のリーマンショック等の景気後退では、平成２５年には製造出荷額でも上位であり主要

な企業となっていたソニー美濃加茂の撤退があり、従業員等の雇用の喪失やソニー関連取引先企業の売上

減少という局面を迎えた。その後、旧ソニー跡地にはベルメゾンロジスコ（千趣会）が進出し、２７年１

２月から稼働を始めている、さらに平成２８年度には新たな工業団地（あじさいが丘工業団地）ができ、

ミツカンやなどの製造業が誘致され、雇用の創出が図られている。 

 商業については、ＪＲ美濃太田駅南から木曽川沿い中山道までの地域が商業の中心となり、商店街を形

成している。昭和４０年から５０年代までは主力観光であった木曽川日本ライン下りの盛況で大いに賑わ

いを見せていたが、平成に入りバブル崩壊後、衰退が始まり、また国道の整備に伴う駅北土地開発により、

駅北の地域に郊外型商業施設等が集中して立地されるなど従来の商店街の衰退が激しく、売上減少、店主

の高齢や後継者難もあり廃業による空き店舗が目立つようになってきている。そのような中、中心市街地

の活性化と創業者の増加と事業承継等の課題に向き合い事業所の維持と増加に努めなければならない。 

 

（２）人口の推移 

昭和３０年３１，１４４人（５，９６７世帯）から平成２２年５４，７２９人（１８，８０１世帯）へ

と２３，５８５人（１３，８３４世帯）と大きく増加している。平成２８年３月１日現在では、５５，９

０６人（２１，３８５世帯）となっており、人口増加率で県内２位、増加数で県内１位となっている。（参

照：国勢調査、平成２２年１０月１日現在） 

このように当市においては、人口は微増、横ばいで推移しており、その理由として市内への製造業等大

手企業の立地、大規模住宅団地の造成、大規模住宅団地の造成、高速交通網や幹線道路の整備などにより

順調に人口が増加し続け、全国、岐阜県が人口減少に転じてからも市内での民間事業者による宅地開発等

を背景に継続的に人口が増加している。さらに当市の特徴として、人口に占める外国人市民の多さがあげ
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られ、市内への製造業等企業進出に伴い、平成１０年前後から外国人市民が増加した。その後、平成２１

年のリーマンショックを境に外国人市民数は減少に転じているが、平成１９年から平成２１年にかけては

人口の約１０％を外国人市民が占める状況が続いていた。近年、その割合はやや低下したものの、平成２

７年４月時点の総人口に占める外国人市民の割合は 7.1％と、全国的に見ても高くなっている。 

 

 
 

（資料：平成２２年総務省「国勢調査」）、（参照：国勢調査、平成２２年１０月１日現在） 

（参照：平成２５年岐阜県人口動態統計調査） 

 

 
 

平成２７年の「岐阜県人口ビジョン」によると、岐阜県内における社会移動は、日常移動（通勤）の延

長線上に有り、昼夜人口比率の高い都市を中心に、近隣市町村との間に社会移動の関わり深いエリアが形

成されているとのことです。特に県内では、岐阜地域では岐阜市、西濃地域では大垣市、中濃地域では当

市の美濃加茂市が周辺地域からの転入が多く、人口の一定の「ダム機能」を果たしているといわれ、美濃

加茂市の昼間人口比率は、昼間人口５６，４６７人に対して夜間人口５４，７２９人となっており１０３．

１％となっている。２０１０年の通勤地別１５歳以上就業者数によると、当市に常住する従業者数２７，

５３４人に対して、県内他市町村へ通勤が１０，３０６人、他県へ２，４５０人が通勤し、また、県内他

市町村への通勤は、可児市へ３，３４１人、関市へ１，５６８人となっています。そして、他県の内２，

４０５人が愛知県、その内７５４人が名古屋への通勤となっています。当市への他市町村からの通勤は、

可児市から３，４１８人、富加町から５３３人、七宗町から３０５人、八百津町から６３２人、白川町か

ら２２３人、御嵩町から６４１人となっており、前述の通り当市は中濃地域において、就業や経済活動に

おける中心的役割を担っていることがうかがえ、全国的に人口減少となっている状況から比較すると当市
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の強みといえる。当市においては２０６０年の人口を５７，０００人を目指すこととする「美濃加茂市人

口ビジョン」を平成２８年３月に策定された。 

※「岐阜県人口ビジョン」で示される類型」 

 岐阜県では、東海エリアの人口移動と岐阜県内の人口状況を照らし合わせ、県内の各町村を次の５つの

型に分類している。その中でも美濃加茂市は人口５万人以上、昼夜間人口比率１上で、近隣町村からの通

勤や転入が多い地域の中心となる「タイプ１ダム機能都市型」に分類されている。 

 

※「タイプ１ダム機能都市型」 

 岐阜県からの転出傾向は、名古屋市の移動圏内にあり、東京への移動は大きくない。中部地方として広

域で考えたとき、名古屋圏は人口の東京一極集中に対して一定の「ダム機能」を果たしており、大きな定

住圏の中での移動と考えられる。こうした「ダム機能」は、より規模の小さい地域内、岐阜県内でも起こ

っており、周辺の市町村からの転入や通勤者が多く、地域の中心都市として機能している。  

（資料：岐阜県人口ビジョン 2015 年 10 月、出典：平成 22 年総務省「国勢調査」） 

（参照：平成２７年の「岐阜県人口ビジョン」、 

「岐阜県人口動態調査結果」より共立総合研究所にて作成） 

 

 
 

（３）事業所数、従業員数 

下表により平成２６年７月１日現在の美濃加茂市の事業所数は２，４９４事業所、従業員数は２３，５

７０人となっており、１事業所あたりの従業者数は、9.5 人となっている。岐阜県の平均値 8.7 人よりも

上回っている。 

全国、岐阜県、美濃加茂市の事業所及び従業者数の比較 

区分 
事業所数 従業員数（人） 

（事業所） 総数 男 女 １事業所あたり

美濃加茂市 2,494 23,570 12,365 11,186 9.5

岐阜県 103,275 883,070 476,460 406,008 8.7

全国 5,779,072 57,427,704 31,939,449 25,402,926 10.4
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事業所数で最も多いのは、「卸売業、小売業」の 548 事業所（全体の 22.0％）次いで「宿泊業、飲食サ

ービス業」の 359 事業所（全体の 14.4％）である。 

一方で、産業大分類の従業者数で最も多いのは「製造業」の 6,060 人（全体の 25.7％）、次いで「卸売業、

小売業」の 3,773 人（全体の 16.0％）、次いで「医療・福祉」の 3，680 人（全体の 15.6％）となってお

り、次いで「建設業」と順に高くなっている。当市ではこれら４つの産業の雇用吸収力が大きい。 

 

（資料：総務省・経済産業省「平成 26 年経済センサス‐活動調査結果」） 

 

 
 

事業所数の増減では平成２６年値では２，４９４事業所で、平成２４年値２，４７６事業所と比べて１

８事業所（０．７％）増加している。産業大分類別にみると、卸・小売業（５４８件、２２．０％）、宿泊・

飲食業（３５９件、１４．４％）と地域の３６．４％を占めているが、「卸売業、小売業」は４２事業所（増

減率７．１％）減少している。これは平成に入り国道整備等の開発に伴い、地域内に、郊外型大型店（バ

ロー、アピタ、ゲンキー、オークワなど）がオープンしたことで、消費の流失が加速し、地域内の小規模

事業者での購買が減少し、廃業が目立っている。 

一方で「医療、福祉」が２２事業所(増減率１３．６％)増加、「宿泊業、飲食サービス業」が１７事業所

（増減率５％）増加している。 
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（４）事業所数と小規模事業者数の状況 

美濃加茂市において、商工業者数２，２８３（岐阜県が示す値）における小規模事業者数は 

１，７４３となっており、全事業数のうち約７６％が小規模事業者という構成になっています。 

 

年 全事業所数 小規模事業者数 中規模企業 

１８年 ２，４２３ １，８４８ ５７５ 

２５年 ２，２８３ １，７４３ ５４０ 

 ▲１４０ ▲１０５ ▲３５ 

（資料：平成１８年 事業所・企業統計調査より 

平成２４年 経済センサス 活動調査、平成２４年２月１日現在より） 

 
 

[分類名] [値]
76.35％

[分類名] [値]
23.65％

事業者数 ２，２８３



７ 

 

 
 

 

（５）産業動向 

１．工業 

当市の基幹産業でもある工業は製造出荷額において平成１９年、事業所数１７１、従業者９，３１０人、

４，８３２億円、平成２４年は、事業所数１５０、従業者数６，４３６人、２，６３４億円となっており、

事業所数で▲４１、従業員数で▲２，８７４人、製造出荷額で▲２，１９８億円と厳しい状況である。製

造品出荷額は県下２１市中７番目となっている。 

平成２０年までは、市内大手製造業（ヤマザキマザック、ソニー美濃加茂、日立情映テック等）の工作

機械器具や情報通信機器機械器具の出荷額が多く４，０００億円以上あったが、平成２０年のリーマンシ

ョック以降、愕然と減少し、平成２５年にはソニー美濃加茂の撤退によりさらに減少し、平成２５年にお

いては１，７８９億円と２，０００億円を切った。これにより当市では新たな工業集積地を市内、北西部

に建設し（あじさいが丘工業団地企業数６）、平成２８年にはすべての６区画で稼働している。今後、さら

なる企業集積地の開発や新しい事業所の誘致が課題であるとともに下請け中心の中小製造業は下請けから

の脱却を目指し、自社製品・ブランドの開発、販路拡大・開拓や、あるいは事業承継の課題について第２

創業的な経営革新を図らなければならない。 

また美濃加茂市第５次総合計画意識調査での市民の反応においては 

「企業誘致を行うなど、工業活動が活発に行われていますか？」との問いには満足、やや満足は１６．

３％で、不満、やや不満が３１．３％と回答されている。 

そして市の取り組みについての重要度調査では「特に力を入れてほしいこと」について 

・企業誘致の推進、既存商工業の基盤強化、雇用環境の充実（26.3%） 

・新たな分野の産業をつくりだす為の環境整備、美濃加茂の商品・製品の高付加価値化（15.6%） 

といった声も聞かれ、新たな企業誘致と地域の既存企業の新商品・技術の開発など経営革新の必要があり、

製造分野での課題である。 

（参照：工業統計調査、平成２７年度美濃加茂市第５次総合計画意識調査より） 
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２．商業 

商業における事業所数の推移では平成１９年から２４年の５年間で市内商店数は６２０店から４５２店

へと１６８店（27%）と減っており、年間商品販売額も同じく９９１億円から７０２億円へと２８９億円

（29%）減少している。また従業者数は、平成１９年は従業者数４，３３１人、平成２４年は従業者数３，

０２２人と従業者数で▲１，３０９人と大幅な減少となっている。 

年間商品販売額では県下２１市中１１番目と中位である。当市には複合型多機能な大型商業施設はない

が、バロー、アピタ、オークワ、コノミヤなどがあり、概ね食料品や日用品を買い回し品については市内

及び近隣の町村からの消費がある。しかし各務原市や関市及び愛知県北部には映画館等備えた複合型多機

能な大型商業施設があることや東海環状自動車道沿いの東濃圏土岐市には大型アウトレットがあること

で、名古屋市まで含めて市外での購買意欲、消費行動が目立つ。そのため、既存の商店街や中心市街地周

辺の個店は疲弊し、店舗の魅力も満足度は低い。 

市民の意識調査においても 

① 「市街地（駅南の駅前商店街）での買い物について、買い物がしやすく便利であると感じますか？」
との問いには６６．９％の方がやや不満、不満と回答している。 

② 「商業活動が活発に行われ、身近な商店街が賑わっていますか？」との問いには満足、やや満足が
４．３％であり不満、やや不満は６７．８％と不満が大きく上回っている。 



９ 

市民は既存の商店街の個店には満足せず大型店や市外での購買意欲が勝り、消費流出が分かる。 

（平成 27 年度美濃加茂市第５次総合計画意識調査より） 

 このため、当会議所は昨年の２７年には市の支援を受けてプレミアム商品券事業を実施し、参加店舗３

７３店舗あったが、その効果も限られている。また個店のもつ商品やサービス・魅力をＰＲし、顧客増加

と販路拡大を支援する目的で一般市民を対象に事業主が講師となり教えるまちゼミ（ライフスタイル講座）

を平成２０年から開催しており、２７年度は１２店舗の参加があった。 

現状課題としては、中心市街地の活性化策を早急に図り、消費者ニーズに応える、顧客目線に立った商

店・個店づくりが課題であり、市、市商店街連合会と連携しながらＩＴによるＨＰ作成やネットショップ

などの流通、販路開拓に取り組み、各個店の事業の持続的発展の支援が急務である。 

  

（資料：総務省・経済産業省「平成 24 年経済センサス‐活動調査結果」） 
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３．観光 

観光面では、木曽川の景勝を利用した船下り「日本ライン下り」が昭和３０年代以降、盛んであり、観

光の主力目玉であった。日本ライン下りの乗船場が備えられ、愛知県犬山市まで運行されていたが、乗降

客も年々減少し平成２５年、運営会社の経営難により休止された。 

ライン下りの再開を期待し要望も行っているが現在市はライン下り乗船場跡地（中之島公園）を市民が

憩えるアウトドア体験型公園としての再利用や中山道のまちづくり再開発（かわまちづくり事業）に取り

組みを始めており、平成２９年度にはバーベキュー施設と一部商業機能としての飲食店舗が開業する予定

である。 

市内を通る中山道は、歌川広重で描かれた浮世絵「木曽街道六十九次」の「太田」として描かれ、中山

道５１番目の宿場「太田宿」として賑わいがあった。皇女和宮が宿泊したことで観光施設として脇本陣な

どの建物が残っている。また隣地には中山道の歴史展示館としての「中山道会館」が建設され、観光の拠

点ともなっている。観光客も平成２６年には 9 万 7 千人となっており、平成２７年には１０万人を超えて

いる。（美濃加茂市産業振興課へのヒアリングより） 

平成１７年に東海環状自動車が開通し、美濃加茂インターチェンジ及びサービスエリアが設置された、

ＳＡ隣地にはハイウェイオアシスとして昭和の時代をテーマにした「平成記念公園日本昭和村」が開園さ

れた。開園当初は観光客も増加し、年間約１００万人超の来場者があるなど観光拠点の目玉となったが、

近年では４０万人を下回る人数となっている。当所では、この公園を基点とし、公園周辺地域を走る「日

本昭和村ハーフマラソン大会」を平成１８年から立上げ、企画運営している、マラソン参加者数も６００

０名を超え、日本全国から参加される目玉的なスポーツ・観光振興事業として貢献している。 

また、２８年４月から当市から郡上市八幡まで長良川沿いの区間を運行する長良川鉄道による観光列車

「ながら」が運行開始となり、長良川の風光明媚な車窓とランチ、スィーツを愉しむ列車として全国に発

信し、５月から９月までの乗降客は約１万人と多くある。 

 市内の代表的な観光拠点・資源として下表の箇所であり、年々、入込み数が減少している。 

当市としては、既存の観光箇所の他、地域資源を有効に連携させ、例えば工場などの産業と観光地の組み

合わせや山之上地区果樹園による果実収穫体験狩りや北部山間地での里山自然体験（キャンプや山登り）、

木曽川中之島公園でのバーベキューやアウトドア体験などの魅力ある観光策を創出し、都市圏への周知Ｐ

Ｒが重要である。それにより観光交流人口を増加することで、地域経済の活性化を強め、地域再生を面的

に広げることが課題である。 

 

 

 

【観光入込数】 
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３．小規模事業者の現状と課題 
 当所は平成２８年６月、小規模事業者の事業承継及び景況等の調査のため、市内１，３６０事業者を対

象に記名式の事業承継の実態に関する調査を実施した。（回答数：３６９事業者（27％）） 

 本調査による結果は、以下のとおりである。 

（１）現状 

①業種、規模 

・商業（卸、小売、飲食、宿泊を含む）が２７％を占め、製造業（工業・建設）が３２％、残りのサー

ビ 

ス全般が４１％を占めている。 

・従業員数から見た事業規模は 10 人以下が８６％、5人以下になると７７％であり、ほとんどが小規模・

零細企業である。 

・経営者の年齢を見ると、３９才以下が 5.2％、４０代が 15.7％、５０代が 22％、６０代以上にもなる

と 57.1％を占め、高齢の経営者が多く見受けられる。 

    

②業況（売上、利益） 

 ・売上ついては全体で「減少・やや減少」が 50.6％もあり、「増加・やや増加」は 22.5％、「変わらない」

が 25.4％となり、ほぼ半数近くの事業者が減少となっている。 

 ・利益についても「減少・やや減少」が 48.2、「増加・やや増加」は 21％、「変わらない」が 22.7％と

な 

り、利益についてもほぼ半数近くの事業者が減少となっており経営状況の厳しさが伺える。 

 

③後継者、事業承継の予定 

・後継者については「既に事業承継は完了した」が 3.3％と極めて低いが、「後継者が決定している」と

の問いには 20.5％となっている。一方、「自分の代で廃業を検討している」は 43.3％と最も多く、「事

業売却を考えている」は 2.2％、「現在検討中」と回答されたのは 28.2％であった。 

 ・後継者との関係については、「子供」が 70.7％、「他の親族」が 9.6％と併せて約 80％の事業者が身内、

家族に承継を考えている。 

 

④事業の廃業・精算・売却の理由 

 ・事業の廃業や精算、売却を回答された事業者の理由を問うたところ、「適当な後継者がいない」が45.1％、

「事業に将来性がない」が 29.7％、「業績が悪化している」との回答が 13.8％であった。また、その他

として「相続税の負担が大きい」、「雇用に心配がある」や「技術承継に難が 

ある」といった税務、人材、技術等の課題もあった。 

 

上記③、④より 

約半数が後継者、事業承継について不足であり、後継者不足と、将来の事業展望に悲観している状況

が伺える。また「事業承継について何を検討してよいかわからない」といった声も 2.4％あり、事業

承 

継についての知識不足が伺え、施策等の周知や研修会が必要である。 

 

⑤事業承継の課題について 

 ・事業承継の課題として以下の課題があると回答された。（上位５位まで） 

  第１位 ：後継者の教育           ４８．８％ 

  第２位 ：後継者への事業用資産の譲渡    ４２．９％ 

  第３位 ：社内体制の見直し         ４２．６％ 

  第４位 ：承継後の事業計画         ４０．２％ 

  第５位 ：相続税・贈与税の対策       ３９．８％ 

  第５位以下の課題では、「後継者への株式の譲渡」、「取引先との関係維持」、「借入金・債務保証の引き

継ぎ」といった課題も多数あった。特に後継者への教育や承継後の事業計画といった課題については

経営革新や第２創業の支援が必要である。 

 

（２）小規模事業者の課題 

 この調査により当地域の小規模事業者の実態を踏まえて主要な課題は次のとおりである。 

 ①廃業予備軍の多数の存在への対策、支援（現事業所がさらに減少する） 

 ②経営者の経営意欲向上の対策、支援（事業に将来性を持たせる） 
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 ③経営者の高齢化、後継者不足への対策、支援（事業持続化、事業承継） 

 ④事業計画作成への取り組み、支援 

⑤売上、収益の確保、向上への対策、支援（販路開拓、拡大） 

４．美濃加茂商工会議所の役割 
当所は、平成４年４月に商工会から商工会議所へ移行し、現在まで一貫して地域の産業振興に取り組ん

できた。現在は、「めざそう！！明るく元気な企業と地域」をスローガンとして掲げ、地域の唯一の経済団

体として地区内の商工業者を総合的に支援し、地域活性や観光振興、環境整備等の管内事業者の意見を集

約し、国・県・市等への陳情・要望活動を通して地域振興に努めて来た。 

また、事業者への各種情報提供、記帳指導、金融支援、税務・労務支援の他、経営全般への指導を行な

うと共に、各種共済制度を取りそろえ地域の小規模事業者支援機関としての役割も果たしてきた。しかし

ながら、前述の「２．地域の現状と課題」で示したとおり、全業種において現状と見通しが厳しいという

現状を踏まえると当所が行なってきた経営支援を従前よりもさらに多くの事業者に展開していかなければ

地域の存立基盤はどんどん衰退していくと予想される。 

 そこで今までの支援の取り組みでは、個々の事業者の経営特質、あるいはポテンシャルを把握しきれず、

十分なきめの細かい内容の支援が行えず、多様化する社会環境や素早い経済動向の変化に左右される小規

模事業者の相談や課題に応えることは困難である。 

 そこで、次のとおり「果たすべき役割」を定め、支援に取り組む。 

 

当所の課題としては 

①小規模事業者の経営力実態の把握を行うこと 

②小規模事業者への当所支援事業や国等の支援施策メニューの効果的な情報提供を行うこと 

③職員間の情報共有と個々の支援スキルの向上の為の組織改革を行うこと 

④職員間の支援スキルの差を無くし、高水準の支援力を強化すること。 

 

果たすべき役割 

 小規模事業者に対する伴走型支援の要請がある中、個々のニーズをよくヒアリングし、聞き上手になる

ことと相談者に対して安心感を持たせ話させることに重点を置き接し、相談の中から経営課題を見つける。

それに伴い多種多様な情報と支援メニューを提示することで経営のヒントとなる情報の提供を充実させ

る。 

 そして、個々の経営課題に対し、関係連携機関との連携を濃密にし、総合的な支援力を発揮するべく、

時には仲介役となり、機能性を高め、小規模事業者の持続発展を成し遂げなければならないと考える。 

 また、地域の活性化においては、県、美濃加茂市あるいは加茂郡町村と連携関係をさらに図り、観光振

興、特産品開発、中心市街地の活性化等の幅広い分野に地方創生に資する事業活動を実施していくことが

求められている。 

 

 

５．地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 

 上記のように地域の現状と課題、および当所の役割を踏まえ、１０年後以降も地域の経済基盤を確立し

ていくために、以下の通り「地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を策定する。 

（基本方針） 

 当市における小規模事業者は国内外における競争環境や社会構造の変化の下、少子高齢化、消費の市外

流出や受発注減などの要因で事業所の減少が続いている。「事業承継の実態に関する調査」においても、「自

分の代で廃業を検討している」は４０％強であり、「適当な後継者がいない」や、「事業に将来性がない」

といった悲観的な声が多くある。後継者不足や消費流出のため売上の減少などの理由から廃業を考えてい

る実態が分かった。これは、このまま放置すればこの地域の経済は明らかに疲弊し衰退することは明確で

ある。このような状況で、地域に密着し、小回りの利く営業を行ってきた小規模事業者は、悲観的な発想

から脱却し、自ら持続的に発展を図る事業戦略や事業計画をもって、地域経済の基盤と成り、社会的資本

の役割（雇用力、購買消費力）を果たさなければならない。そのような状況下で地域唯一の経済団体であ

る美濃加茂商工会議所は、行政をはじめとし、様々な関係機関と連携し、情報やデータを収集、分析し、

小規模事業者へ還元することで、真の経営発達支援を進めていく。 

 

目指すべく今後のあり方 

 （１）地域企業の減少に歯止めをかける 

    ①既存の小規模事業者が持続的発展を遂げている 
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    ②事業承継や技術承継を円滑に進め、後継者不足による廃業が最小限である 

    ③地域内での創業者が増え、小規模事業者が長きにわたって持続的発展を継続している 

     

（２）経営の抜本的な見直しを行なう 

   第２創業や製品の高付加価値化等の経営革新を行なう企業が増え、「稼ぐ力」となっている 

 

（３）定住人口や交流人口の増加により地域活性化が図られ、観光振興や特産品開発、中心市街地化に

賑わいが溢れ、地域小規模事業者への経済波及効果をもたらしている 

 

 （４）バランスのとれた産業構造と雇用創出 

    大手進出製造業と中小零細企業の魅力ある職場環境により雇用の創出と消費購買行動が活性化さ

れ、地域の「稼ぐ力」が高まっている 

 

 

６．当所における経営発達支援事業の目標 
本支援事業について当地域の現状と課題を分析し、それに基づく小規模事業者の中長期的な発展のあり

方を追求し、目標の設定を効果的な数値目標において定め、各々の支援事業についてＰＤＣＡサイクルに

よる遂行、管理、検証を加味し、実効性・効果性を高めながら概ね５年を目処に達成するものとする。 

 

（目標） 

（１） 地域企業の維持～減少をなくす 

・自立経営、持続発展する企業の育成を行う。 

・高齢化、後継者不足が課題である事業者に対する事業承継、後継者育成の支援 

・既存事業者の実態や経営課題（資金繰り、経営改善、雇用等）にあった支援 

・創業支援～創業者の掘り起こし、創業増加と創業後のフォロー支援 

（２） 経営の見直し、革新を支援 

 ・経営革新や第二創業を促進させ、自社製品自社ブランド、新商品等の開発や新分野への参入に繋げる。

・展示会、物産展等による営業力強化と販路開拓・拡大に取り組む。 

（３）交流人口の増加に伴う、観光振興及び中心市街地活性化 

・行政等他機関と連携し、地域のイベント等により、観光入込客数や宿泊客数を増加させ、交流人口を

増加させる事により、にぎわいの創出を促進させ、中心市街地活性化や「美濃加茂ブランド」という

地域のブランド力を高める。 

・中心市街地内における商店街等において、地域の魅力ある優良な商店、個店づくりに支援し、ＩＴに

よる経営力、販売力向上に取り組む。 

（４）当市の強みを活かし、バランスのとれた産業構造と雇用創出 

・地域内の就業や経済活動において中心的役割となっている当市では、大手進出製造業が雇用の創出、

維持を担い、それら波及効果により、地域の小規模事業者が取引拡大や販路開拓に繋げることで個々

の事業所や商店の持続的発展を育成する。 
・中小零細企業においても魅力ある職場環境を形成し雇用の創出を図ることで、総合的バランスとして

この地域の「稼ぐ力」を高める。 

  

【目標達成に向けての取り組み】 

目標の達成に向けては、支援対象となる個々の事業者の経営環境、実情や目指すところなどに応じて岐

阜県、美濃加茂市との連携協力体制、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点、ソフトピア

ジャパン、日本政策金融公庫多治見支店、岐阜県信用保証協会、市内金融機関などの各支援機関と連携し

ながら小規模事業者の経営力向上、販売促進等を継続的に支援する方針で進めていく。 

また、職員による知識向上に常に取り組み、当所の総合支援力を高めることとともに、各支援機関・関

係機関と情報共有等の連携をしながら、小規模事業者の経営力向上、販売力強化等を継続的に支援する。

さらに小規模事業者に対し、経営計画、経営改善に意欲的に取り組むよう、巡回等により身近な存在とな

り耳を傾け、経営課題に対し伴走型支援体制を構築する。 
 

また、美濃加茂市が定める２つの計画、戦略に沿い、発達支援事業を進めていく。 

 

①美濃加茂市第５次総合計画（後期版）2015 年～2019 年） 

基本目標：産業の振興により、新たな価値のあるまちをつくります！ 
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      産業をブランド化し、優れた価値をつくり出すことにより、世界に発信できる新たな 

「美濃加茂ブランド」を創造します。また歴史や資源を活かし、農林業、商工業及び中 

心市街地の活性化と交流の促進をめざします。 

政策① 新たな「美濃加茂ブランド」を創造する 

政策② 商工業活動が活発になる環境をつくる 

政策③ 賑わいのある「まちなか」を再生する 

政策④ 農業と地元産の農作物の魅力を高める 

政策⑤ もてなしの心を育み、交流人口を増やす 

 

②美濃加茂市まち・ひと・しごと創生総合戦略 Ｃａｍｉｎｈｏ（ｶﾐｰﾉ） 2015 年～2019 年） 

美濃加茂市における総合戦略のステージ 

 ●ライフスタイル・・自分らしく生きられる。（充実したライフスタイルを送る女性の割合を増や 

します） 

 ●出会い・結婚・・家族をつくれる。（婚姻件数年あたり６００件）を維持します 

 ●妊娠・出産・・お母さんになれる。（生まれた赤ちゃんの数、年当たり５００人を維持します） 

 ●子育て・・・・子どもの笑顔を守れる。（子どものいる世帯の子ども数 1.73 人を維持します） 

 ●教育・・・・・ふるさとを好きになれる。（親子でたくさん会話する家庭の割合を 76.4％から 

90％に増やします） 
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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 

事業内容で実施する指針は次の①から④とする。 

指針①  

小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営資

源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

指針② 

 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、当該事業計画に

従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

指針③  

小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の経済動向に関す

る情報の収集、整理、分析及び提供 

指針④  

マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、ホームページ、

ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与する事業 
 

 

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】 

（現状と課題） 

地域経済の動向調査については、定期的な景気動向調査は行っておらずリーマンショック時やソニー美

濃加茂撤退時における緊急的な景気動向調査は行ってきた。日本商工会議所ＬＯＢＯ調査について実施し

分析等を行っており、小模事業者に向けた情報提供を行っているものの、十分に情報提供はできていない

（当所の広報誌、ＨＰにて掲載のみ）。今後は、その調査内容と提供を見直し充実する必要があり、地域の

経済動向を調査・分析し、小規模事業者の実態を把握することにより、課題を抽出し、中長期的な振興の

在り方を踏まえた上で実情に合わせた整理・分析を行う事が必要である。小規模事業者にとって有益な情

報を提供することにより、小規模事業者の目標達成の一助となり、そのためには、個者への一端的なスポ

ット巡回では無く、個者からの情報を広く収集しその情報の分析・整理を行ない、さらに再訪巡回により

各事業者に分析情報の提供が重要となると考える。 

 

（現状の事業内容） 

①日本商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査 

  実施機関：平成１３年から 

  実施頻度：毎月 

  調査対象：全国商工業者２，９６０企業（美濃加茂市内対象者５事業者） 

  調査内容：売上、採算等企業経営動向についての現状及び将来予測調査 

 

（今後の事業内容） 

①地域経済動向に係る国県市等の各種経済データの収集・活用（新規事業） 

（目的） 

国・県の発表する経済センサス、リーサスデータ、市の発表する産業動向調査、観光入込み数により、

地区内の市場の概要を掴み、業界の分析データや様々な調査機関の外部データなどから情報を収集し、

小規模事業者が経済動向や市場や顧客の実態を把握出来るように整理分析し、今後の方向性を検討する

基礎資料とする。 

 

（調査対象とする情報源） 

 ・日銀短観、月例経済動向、地域経済分析システムのＲＥＳＡＳ 

 ・岐阜県の景況調査（岐阜県産業経済振興センター） 
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 ・美濃加茂市の統計（事業所・企業統計調査、商品販売額、製造品出荷額、観光入込数） 

 ・連携する金融機関が実施する景気動向調査（日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協会、東濃信用金庫、

大垣共立銀行、十六銀行など） 

（調査方法） 

 発表された各種レポート、冊子、記事、ホームページなどから必要な情報・データを抽出する。 

 

（調査頻度） 

 毎四半期 

 

（調査項目） 

 国内及び地域の景気・経済に関する各種指標の動向、経済、科学、社会等の旬な関係トピックス 

 

（提供活用方法） 

・取得したデータは、小規模事業者が常に容易に入手して経営活動に活かせるように、分野、テーマに沿

って整理、取りまとめて、会議所所報、会議所ＨＰと美濃加茂市報などにて公開・提供する。 

・当所職員間で、毎月所内職員会議あるいは毎週月曜の朝礼にて調査結果を報告、研修し小規模事業者へ

の支援活動に活用する。 

 

（効果） 

 小規模事業者が必要とするデータを精査しまとめて定期的に提供することにより、経営のヒントとなる

データとしての価値並びに活用が高まる。 

 

②小規模事業者地域経済動向調査（新規事業） 

（目的） 

 当会議所が市内小規模事業者の景気動向に関するデータを収集し、分析し、その結果を事業者に提供す

ることで小規模事業者自身が事業計画の作成、設備投資や人材投資（新規雇用や研修訓練）などを行う

上で参考となるとともに、当会議所が各種支援を実施する過程において基礎資料として活用する。 

 

（対象者） 

 市内小規模事業者１，７４３事業者を対象に調査実施 

 

（調査方法） 

 調査シートを郵送し、返信用封筒にて回収する。必要に応じて巡回等ヒアリングを行ない、精度を高め

る。回収の目標値 ５００件 

 

（実施頻度） 

毎年１回（７月） 

 

（調査項目） 

事業所規模、経営者の年齢、売上、採算、資金繰り、雇用の動向、設備投資の有無、内容、経営上の問

題、経営上の強み 

 

（提供活用方法） 

・調査結果を業種別（商業・工業・建設・サービス業）に集計し、分析し、結果を会議所所報及びＨＰな

ど 

で情報公開し、小規模事業者が常に把握でき、自社の経営活動に活かせるようにする。 

・収集したデータは中小企業診断士など外部の専門家に委託し分析を行い、情報の価値を高める。 

・調査結果は、小規模事業者の経営計画書等の作成時において、外部環境等の分析の項目で活用する。 

・調査結果は、所内職員会議にて全職員に周知するとともに、経営・業務支援員は事業者との相談、支援

の場にて、情報提供を行ない、個者への的確な伴走型支援に努める。 

 

（効果） 

 外部環境の変化や外的要因に左右されやすい小規模事業者に対して的確な経営判断材料となり、事業者

の事業計画や経営計画の作成、実行が効果的にスムーズに達成できる。 
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③経済動向調査の拡充（新規事業） 

（目的） 

新たに冬期において当所独自の調査を実施する。当所管内は地場産業や特化する業種はない産業構造と

なっており、特定業種の調査は難しい。そこで当所会員事業所は６つの業種別部会（商業、工業、 

建設、観光･飲食、運輸通信、サービス）を設置しており、その各部会の中から各部会２０事業所（小 

規模事業所）を日本標準産業分類の小分類別に抜粋し、直面する経営課題や外部環境などを調査する。

    

（対象） 

 ６部会別小規模事業所 各２０事業所（合計１２０の小規模事業者） 

 

（調査方法） 

調査シートを郵送し、返信用封筒にて回収する。必要に応じて巡回等ヒアリングを行ない、精度を高め

る。回収の目標値 １２０件 

 

（実施頻度） 

毎年１回（１２月） 

 

（調査項目） 

・全業種共通項目：事業所規模、経営者の年齢、売上収益、採算、資金繰り、雇用の動向、経営上の課

題 

経営上の強み 

・建設、工業、運輸通信業  ：受注状況、受注単価、主な設備、設備投資の有無と内容 

 ・商業・サービス、観光飲食業：来店客数、客単価、店舗設備、店舗設備投資の有無と内容 

 

（提供活用方法） 

・調査結果を業種別（商業・工業・建設・サービス業・観光飲食・運輸通信）に集計し、分析し、結果を

会 

議所所報及びＨＰなどで情報公開し、業種別の小規模事業者が常に把握でき、自社の経営活動に活かす

ように整備する。 

・収集したデータは中小企業診断士など外部の専門家に委託し分析を行い、情報の価値を高める。 

・調査結果は、小規模事業者の経営計画書等の作成時において、外部環境等の分析の項目で活用する。 

・調査結果は、所内職員会議にて全職員に周知するとともに、経営・業務支援員は事業者との相談、支援

の場にて、情報提供を行ない、個者への的確な伴走型支援に努める。 

 

（効果） 

域内経済の好循環や業種別産業育成について中長期的な予測と対策の策定が可能になり。事業計画書策

定の基礎資料になるとともに好循環なビジネスモデルの抽出が可能となる。 

 
④商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）（既存事業改善・拡充） 

（目的） 

 商工会議所のネットワークのもと、地域や中小企業が 「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで毎 
月調査するとともに、月毎にテーマを設定して付帯調査（例：設備投資や採用・ 賃金の動向等）を実 
施・公表することにより、企業を取り巻く経営環境や直面する課題等の現状を示すデータとして、 経 
済対策に関する政策提言・要望活動などに活用することを目的としている。現在、当所広報誌のみにて

提供しているが、個者支援として当地域並びに近隣地域のデータを分析加工したものを、提供方法も手

厚く当所ホームページや巡回において提供し、地域の小規模事業者が効果的に活用できるようにする。

 

（調査対象） 

４２２商工会議所の協力により、２，９６９企業を対象に調査実施（美濃加茂市内対象者５事業者） 
 

（頻度） 

 毎月 

 

（調査項目） 

当月の業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況および、対象事業者が直面している経営
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上の問題などについて調査。 

 

（提供活用方法） 

 日本商工会議所が発表する調査結果（ＤＩ値）から、当地域及び近隣地域に関する箇所、部分を抜粋分

別し、提供資料を作成する。個別相談時にて提供やＨＰ上にて公開し小規模事業者が把握できるように

し、自社の経営活動に参考できるようにする。 

（効果） 

 これまでは全国と東海ブロックの概況、産業別ＤＩのみ公開していたが、当地域並びに近隣地域のデー

タも追加することで効果的にデータの活用が可能となる。 

 

（経済動向調査の目標数値）  

事業内容 現状 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 
①地域経済動向に係るデータ収集 

回数 
０  年４回  年４回  年４回  年４回  年４回 

②小規模事業者地域経済動向調査 

（回収件数、回収率％） 
０ 

(0,0) 

年１回 

(300,17) 

年１回 

(350,20) 

年１回 

(400,23) 

年１回 

(450,26) 

年１回 

(500,27) 

③経済動向調査の拡充 

（回収件数、回収率％） 
０ 

(0,0) 

年１回 

(80,67) 

年１回 

(90,75) 

年１回 

(100,83) 

年１回 

(110,91) 

年１回 

(120,100) 
④ＬＯＢＯ調査のＨＰでの公開頻 

度（回数） 
０ １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

今までの巡回や窓口相談では、従来型の経営改善普及事業が中心であり、様々な経営課題を抱える小規

模事業者の相談に対して財務内容（決算書、申告書等）を基に経営分析を行っているのが実情であり、事

業計画の策定や計画に基づいた経営力強化の実践等の踏み込んだ支援は出来ていないのが実情であった。

 また、担当した経営指導員も各個人で知識レベルも違い、知見や経験に頼ったものとなっている。 

しかしながら、小規模事業者はあらゆる経営状況・課題（財務、強み弱み、特徴、顧客の管理、外部環境

など）について十分把握できておらず、外的要因による理由にて売上の伸び悩みや客数の減少など他力本

願的な経営者が少なくない。小規模事業者には経営の計画性や見直しを図る意識は低く、経営のモチベー

ションの低下も見受けられる。そして経営指導員においてもこれらのことに積極的に指摘や支援を行って

きていなかった。 

 ここ数年、小規模事業者用の補助金制度も確立され、当所においても毎年、事業計画書等の申請作成に

携わり、小規模事業者の持続的発展の為に、経営状況の分析あるいは自社の分析することの重要性を自覚

していただけるよう伴走型支援に取り組むようになってきた。 

 これから、経営指導員等には支援対象事業者の発展の実現に向け、より伴走型支援をする観点より自ら

の経営分析力を高めるとともに、多面的に外部専門家による分析も行ない、必要な支援策の策定と実行を

行うことが必要である。 

 

（事業内容） 

①経営課題の状況把握 

（目的） 

巡回訪問や窓口相談によるヒアリング調査や各種経営課題別セミナー等の開催を通じて、経営指導員等

ができる限り多くの小規模事業所の現状を把握し、分析対象事業者を選定し、事業計画書策定の重要性

を説明周知し、意識向上を促し、事業計画書策定ニーズを促進させる。 

 対象事業者：５０事業所以上 

   

（経営状況の把握項目） 

経営指導員等による巡回訪問や窓口相談対応時に経営者に下記の項目をヒアリング調査し、ヒアリング

シートに整理する。 

  ・事業所に関わる項目：事業所名、業種、代表者（氏名、年齢）、後継者の有無 

・財務に関わる項目 ：財務諸表等、売上、営業利益 

・営業に関わる項目 ：製品・取扱商品・役務サービスの内容、販売方法、販売先、取引先 

・技術ノウハウ   ：保有する技術・ノウハウ、特許等、設備 
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・雇用に関わる項目 ：従業員数、人材、人材育成 

・経営課題     ：事業転換や新事業への取り組みの可能性、経営課題、必要とする支援（伴走

型支援含む） 

・その他      ：顧客ニーズ、価格競争の影響、外部環境 

・会議所に対する支援要望 

 （各種補助金、創業・第２創業、事業承継・後継者対策、ＨＰ・ＩＴ支援、金融、税務、労務、 

記帳指導、ビジネスマッチングなど） 

（分析項目） 

売上・粗利の増減、事業主の現状認識等、資金調達の要望等、短時間のヒアリングで把握できる経営課

題、状況を分析する。 

（成果の活用） 

今後の巡回訪問、窓口相談等の詳細分析や事業計画策定を行なう必要性があるかどうかの判断材料とす

る。 

 

②経営指導員による詳細分析 

（目的） 

①の経営課題の状況把握の結果、対象事業者については、複数年度の決算書を分析したり、事業者との

時間を設けてヒアリングをすることで、事業所の現状をより詳細に把握し、窮境要因や成長要因の分析

を行なう。 

（対象事業者） 

（ア）事業主自らが詳細分析を希望した場合。 

（イ）事業者の業績悪化（２期連続欠損、主要顧客の取引停止など）や業績向上の可能性 

を理由に、当所が該当事業者における経営分析の必要性を判断した場合。 

 

（手段・手法） 

事業者毎に担当する経営指導員を決め、税務申告書や借入明細書を入手し、また、ヒアリングを通じて

現状分析を行なう。分析結果については、シートにまとめ、所内で共有化を行なう。 

 

（分析項目） 

複数年度の決算書に基づく財務分析（収益性、安全性、生産性、成長性）、借入状況の推移、SWOT 分析

 

（成果の活用） 

業績が厳しい事業者には窮境要因を、成長志向の強い事業者には成長要因を明確にすることで、それぞ

れの事業者の方向性を決めていく基礎資料とするとともに事業計画の策定を促す。 

 

③外部専門家による専門的な分析 

（目的） 

経営、税務、金融、労務、取引等の専門的な課題や業種に特化した高度な課題については、専門知識を

有する税理士、中小企業診断士、ミラサポの専門家等と協力して財務、決算等の項目を基に経営分析を

行なう。また、岐阜県、地域金融機関、岐阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点のコーデ

ィネーター等とも、事業の状況を相談しながら経営分析を行なう。 

 

（手段・手法） 

事業者毎に担当する経営指導員を決め、担当経営指導員が専門的な分析が必要と判断した場合、各種専

門家の派遣を行なう。専門家の指導の際には、担当経営指導員も同席し分析内容を把握する。 

 

（分析項目） 

 高度な経営課題について、例えば、事業承継に係る税務相談であれば、事業用資産の譲渡に関する譲渡

所得や実質所得者課税に関する通則、相続時精算課税の選択の検討などを分析する。労務であれば、労

務コンプライアンス、就業規則等の分析を行う。このように相談内容により、分析項目は変える。 

 

（成果の活用） 

高度または、専門的な内容を分析することで、経営者の打つべき戦略の成功度合を高めていく。また、

経営指導員等のスキルの向上にも寄与する。 
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④融資のための経営分析 

（目的） 

巡回訪問や窓口相談時に資金調達の要望を把握し、融資担当者（経営指導員等）が金融機関からの資金

調達が必要と判断した場合は、マル経資金等を推進するために経営分析を行なう。 

 

 

（手段・手法） 

融資担当者が融資書類を作成する段階で過去２期分（２年分）の財務諸表を分析するとともに、経営者

とヒアリングを行なう。分析が難しい場合は、ミラサポ等の専門家に支援を依頼する。 

 

（分析項目） 

財務分析（収益性、安全性、生産性、成長性）、現状の定性的な状況。 

 

（成果の活用） 

経営状況の分析結果は事業計画策定に向けた支援に活用する。 

 

（目標－上記①～④） 

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

①状況把握 ５０社 ５５社 ６０社 ６５社 ７０社 ７０社 

②詳細分析 ２５社  ３５社 ４５社 ５０社 ５７社 ６０社 

③専門家による分析 １５社  １７社 ２０社 ２５社 ２８社 ３０社 

④融資のための分析 １０社  １２社 １４社 １６社 １８社 ２０社 

 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

 事業計画の策定支援については、その必要性は認識していたものの、これまで、積極的な取り組みは行

っていなかった。しかしながら、国等の施策であるものづくり補助金や小規模持続化補助金、市独自の小

規模事業用の整備補助金など新たな支援策が行われることで、徐々に補助金申請に係る事業計画書の策定

に取り組み、一定の実績と成果が出てきている。 

地域小規模事業者は、財務諸表の把握及びその重要性の認識が低く、経営状況の把握が不十分であり、

中長期的な方向性を明確にした事業計画が必要である。また、新規創業者及び事業承継についても事業の

持続的発展を目指すために事業計画の重要性を認識してもらう事が必要である。 

そこで、小規模事業者の持続的発展を図るため、項目１「地域の経済動向調査」、項目２「経営状況の分

析」、項目５「需要動向調査」等の結果を反映し、事業計画策定支援の実行を地域連携金融機関あるいは岐

阜県よろず支援拠点みのかもビジネス相談窓口、美濃加茂市「姫ＢＩＺセンター」等と連携し、策定を行

ない、小規模事業者の持続的発展を図る。最終的には事業者自身が事業計画の作成できるよう支援指導を

行う。また、経営者の高齢化、特に６０才以上が多く（全体の 57.1％）、後継者難となっており、事業存

続に課題や悩みがあることから、事業承継支援を当地域の重要な課題と捉え、当所において、事業承継対

策支援としてセミナーや個別相談、承継後の事業計画策定の支援体制を強化することが求められている。

 

（事業の内容） 

①事業計画書の作成支援（既存事業者向けの事業計画策定支援） 

（支援方針・目的） 

事業計画の策定については、経済動向調査、経営分析、需要動向調査の分析結果及び経営計画セミナー

受講者から小規模事業者の経営課題を抽出・把握し、個社が確実に実現可能な事業者毎の目指す目標を

立て、事業計画の策定支援を協働で実施し、持続的発展を図る。 

   

（支援対象） 

前項の２．経営状況の分析に基づき経営分析を実施した事業者を対象に事業計画書の策定を支援する。 

 

（支援内容） 

・支援対象事業者において巡回、窓口、聴取りシートやセミナー開催受講者において明確になった経営

課題について相談所職員ミーティングにおいて、情報共有を図り、商品・技術・販売・財務等の課題

に対する解決策を検討し、事業計画策定を支援する。さらに、専門家相談や専門家派遣も積極的に活



２１ 

用しながら、個者別に担当職員を専任し、より踏み込んだ事業計画策定を実施する。 

・岐阜県産業経済振興センターの「よろず相談拠点」や包括連携協定を締結した金融機関と伴走型で事

業計画策定を支援、実施する。 

 ・よろず支援拠点みのかもビジネス相談窓口（毎週金曜開催）において専門家と経営指導員等が同席し、

事業者が抱える経営課題に対し個者支援を行う。 

・資金調達（設備資金、運転資金）を必要とする場合、小規模事業者経営発達支援融資制度の活用を推

奨する 

・小規模事業者持続化補助金等の制度も活用し、申請に向けた販路開拓支援を行なう。 

（目標） 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

経営計画セミナー回数   ２   ２   ２   ２   ２   ２ 

経営計画セミナー受講者数  ３３  ３５  ４０  ４０  ４０  ４０ 

既存事業者向け事業計画策定数  ２２  ２７  ３０  ３５  ３８  ４０ 

 

②創業に関する支援（創業希望者向けの事業計画策定支援） 

（現状と課題） 

 当所はこれまで毎年２回、創業にかかるセミナーや創業塾を開催し、市内での創業者の掘り起こしと増

加を実施してきた。特に参加者は女性が多くなることがあり、３年前に女性専用の「女性起業家セミナー」

と男女共同参画型のベーシック版「みのかも創業塾」を開催している。近年の参加者数は女性起業家セミ

ナーでは２０名を超える参加があるものの、男女共同参画型の「みのかも創業塾」では１０名程度と少な

い。また受講者から創業者輩出は年３～６名程度と少なく、起業までに至る課題があることが多い。 

昨年より美濃加茂市が実施する「美濃加茂市創業支援事業」に基づき、関係機関と連携し、創業支援と

フォローアップに努めており、創業者の掘り起こしとニーズの把握を強化し、計画的に起業者の拡大と創

業後間もない事業者へのフォローアップ支援を図っていくことが必要である。 

  

（支援方針・内容） 

 ・美濃加茂市の「創業支援事業」に基づき、美濃加茂市、美濃加茂市姫ＢＩＺセンター、連携金融機関

である東濃信用金庫、十六銀行、大垣共立銀行、日本政策金融公庫や岐阜県信用保証協会と連携し、

創業希望者の発掘に強化を図る。 

連携機関には創業セミナーや個別相談会の案内チラシ等を配布設置し、より多くの参加者を募る。 

 ・創業希望者には、創業セミナーや創業塾を受講するよう促進し、必要に応じて専門家による個別相談

を実施し、創業に至るまでの事業計画書策定を支援し、開業させる。さらに開業後、安定した事業継

続に至るまでのアフタフォローについては、担当職員を配置させ伴走型支援を実施する。 

 ・当所と美濃加茂市が連携して行う「空き店舗対策事業－空き店舗補助金」や「美濃加茂市小規模事業

者整備等補助金」を活用し、創業予定者の開業への財務負担を軽減する支援策を推奨し、開業、事業

の継続を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

創業セミナー回数   ２回  ２回  ２回  ２回  ２回  ２回 

創業セミナー受講者数   ４４ ５０  ５０  ５０  ５０ ５０ 

創業計画書作成者数    ３   ５   ７  １０  １０  １０ 

 

  

③事業承継に関する支援（事業承継のための事業計画策定支援） 

（現状と課題） 

 今年度、初めて事業承継に関する調査と事業セミナー、個別相談会を実施した。事業承継に関する調査

では、「自分の代で廃業を検討している」は 43.3％とという結果と多く、事業承継の課題として以下の

課 

題が浮き彫りとなった。 

  第１位 ：後継者の教育           ４８．８％ 

  第２位 ：後継者への事業用資産の譲渡    ４２．９％ 

  第３位 ：社内体制の見直し         ４２．６％ 

  第４位 ：承継後の事業計画         ４０．２％ 

  第５位 ：相続税・贈与税の対策       ３９．８％ 
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また、事業承継セミナーの実施では周知啓蒙目的のプレセミナーと２回シリーズの本セミナーを開催、

その後、希望者には個別相談会を実施した。参加者数が１０名程度と少なかったものの、個別相談の内

容はかなり切迫した課題（後継者による第２創業、承継による事業財産、個人財産の課題、承継による

株式評価、早急なＭ＆Ａなど）が見受けられた。これらを踏まえ、当所では特に後継者への教育や承継後

の事業計画といった課題については経営革新や第２創業の支援あるいは債務超過による経営改善計画の策

定支援が必要であると考える。 

（支援方針・内容） 

 ・巡回や窓口相談においての相談や、調査結果より事業承継に興味がある事業者や課題が明記されてい

  る事業者を中心に掘り起こしを行ない、支援対象事業者を絞る。 

 ・上記の事業承継の課題を解消するべく事業承継セミナーの開催と個別専門家相談を実施する。 

 ・事業承継後の事業計画書（第２創業、経営革新計画）の策定に向けて支援する。 

・事業譲渡やＭ＆Ａ等の支援を岐阜県事業引継支援センターの利用や専門家による相談会にて支援体制

を構築し、マッチング支援を実施する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

事業承継セミナー回数   ２   ２   ２   ２   ２   ２ 

事業承継セミナー受講者数 １０  １５  ２０  ２０  ２０  ２０ 

個別相談会回数   １   １   ２   ２   ２   ２ 

個別相談会人数   ６   ６  １２  １２  １２  １２ 

事業承継計画策定数 

（第２創業・経営革新含む） 

  ０   ２   ３   ３   ５   ５ 

 

 

④融資に関する支援（資金調達のための事業計画策定支援） 

（現状と課題） 

 当所においては、経営指導員等により、マル経（小企業等経営改善貸付制度）や岐阜県信用保証協会の

小口資金等の斡旋を行っており、貸し出し件数もここ数年、平均的に２０件程度と増えている。しかしな

がら、マル経の斡旋等には事業計画書の策定までには至っていない。ここ近年、国の政策として政府系金

融機関融資制度には事業計画書を伴う融資制度が拡充整備され、事業所が作成する事業計画書に対して経

営指導員等が計画書の内容を確認し、改善点等の指導支援の取り組みを通して、資金調達実行というスキ

ームが図られてきた。今後は、小規模事業者に対してはマル経を中心に斡旋、支援を行うとともに、持続

的発展に取り組むために、事業計画策定の支援を行い、「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「中小企

業経営力強化資金」を活用しながら、事業の進捗に指導・助言を行う。  

 

（支援方針・内容） 

 ・巡回や窓口相談において融資等、資金調達や資金繰りの相談に対して、マル経を中心に他の融資制度

も含め、資金計画を提案する。 

 ・資金調達等のセミナーや個別相談会を開催し、金融における経営課題がある融資支援対象者を把握す

る。 

 ・融資斡旋において、財務分析を行うとともに事業計画書策定の重要性を促進し、資金繰りに対する課

題の解消と経営改善の支援を担当経営指導員等において実施する。 

 ・融資実行後、事業計画の進捗管理とフォローアップを担当経営指導員等は実施する。 

  

（目標） 

支援内容 現状 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度

資金調達等セミナー回数   １   ２   ２   ２   ２   ２ 

資金調達等セミナー人数 １２  １２  １５  １５  ２０  ２０ 

個別相談会回数  １２  １２  １２  １２  １２  １２ 

個別相談会人数  １０  １２  １５  １５  １７  ２０ 

事業計画書策定数   ２   ３   ４   ４   ５   ５ 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①事業計画の実施支援 

（現状と課題） 

 現在、小規模持続化補助金・ものづくり補助金等の事業計画書策定支援において経営指導員との伴走型

支援を行っている。策定後のフォローアップは、担当した指導員により各事業者へ問い合せあるいは巡回

を行い、事業の進捗の確認と必要であれば事業修正など指導を行っている。しかしながら経営指導員等の

間で定期的な情報共有が図れてないため、統一的に事業計画の実施状況の把握を標準化し、計画の実現に

向けＰＤＣＡによる伴走型支援を行う。また、創業支援、事業承継支援についても、事業の持続的発展を

目指すためにも、同様に事業計画の需要性を認識してもらい、フォローアップする事が必要である。 

 

（支援方針） 

事業計画策定後は、事業の計画未実施を防ぐことを念頭に置き、経営指導員等のフォローアップが重要

である、事業計画の進捗管理を通し、当該事業者が計画に基づき円滑にスムーズに適切に行われること

を目的に実施する。同様に創業計画、事業承継計画、第２創業計画、資金調達事業計画についてもフォ

ローアップを行う。 

 

（支援内容） 

（１）事業計画の実施に伴う進捗状況の把握 

経営指導員等職員は、定期的に原則３ヶ月に１回は巡回または、小規模事業者からの要望より訪問を

行ない、事業遂行の進捗状況を確認し、事業実施に関わる経済動向・需要動向の情報提供と商品開発・

改良、販売促進や融資、税務、労務等の支援を提案し円滑な事業実施に支援を講ずる。 

 

 （２）ＰＤＣＡの実施 

進捗状況に支障が生じている場合は週１回の中小企業相談所内の経営指導員等の職員ミーティングな

どにおいて課題の把握とその対応策について検討を行い、ＰＤＣＡによる伴走型支援を実施する。専門

的な問題等については、専門家や他の支援機関の協力を得ながら、経営課題について詳細に指導・助言

する。 

 

（３）専門家との連携 

 専門的な課題については、よろず支援拠点みのかもビジネス相談や中小企業基盤整備機構、エキスパ

ートバンク（岐阜県商工会議所連合会で実施している専門家派遣制度）、ミラサポ、地域金融機関、日本

政策金融公庫、岐阜県信用保証協会等と連携し、当該事業者の事業計画の進捗を支援する。 

 

（頻度） 

毎四半期に１回以上（年４回以上） 

 

（目標）フォローアップ件数と訪問数 

支援内容 現状 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

経営計画・事業計画策定事業者へ

のフォロー件数（社数） 

２７  ３７  ４４  ５２  ５８  ６０ 

経営計画・事業計画策定事業者へ

のフォロー件数（訪問数） 

１０８ １４８ １７６ ２０８ ２３２ ２４０ 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

これまでは、事業者への需要動向に関わる情報提供は、経営指導員等職員の個々の知識や経験に頼り、

情報発信していた。個々の事業者の販売商品や提供サービスについては消費者ニーズ等を把握するための

当所独自の調査は実施しておらず、事業者にとって需要動向についての支援は十分ではなかった。 

また事業者も自らの新商品・役務の需要動向調査は、多くの小規模事業者では、その必要性を認識して

おらず、調査を行っていないのが現状である。 

そのため、伴走型支援として個々の事業者の認識を高めるとともに、市場ニーズや消費者リサーチに基

づく情報を収集、分析し、当該事業者へ情報提供し、事業計画策定にかかる市場ニーズ分析や新商品・新

役務の販売促進の精度を高めていく事が課題である。 
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（事業内容） 

①消費・需要動向及び市場に関する情報収集・調査 

 

 

（目的） 

小規模事業者や事業計画策定事業者を対象に、販売ターゲットとする市場の消費動向や需要の動向に係

る情報を収集し、把握し、事業者へ情報提供を行ない、策定された事業計画の内容に的をあて、確実性、

実現性を高めることを目的とする。 

 

 （１）関係省庁、関係団体・機関等の公表するデータ収集 

    国・岐阜県・美濃加茂市が公表する各種データを収集し、消費、需要等の動向に関する情報を抽

出、分析し、小規模事業者の販売計画・仕入計画・商品の開発等販売戦略に活用するよう、情報

提供する。 

   ・経済産業省の「消費者動向踏査」、「ものづくり白書」における製造業等の関連データ 

  ・岐阜県統計書における「消費、家計部門」 

  ・東海財務局岐阜財務所における「岐阜県内経済情勢」 

（消費、生産、雇用、住宅建設、設備投資、公共事業、企業収益などの情報項目が分かる） 

  ・岐阜県産業経済振興センターの業種別の動向がわかる「地場産業等調査」 

（アパレル、木工、紙、プラスチック、陶磁器、刃物、機械、観光の８分野における産業動向）

  ・美濃加茂市の統計（商業販売額、製造品等出荷額、住宅着工件数等） 

   

（２）連携金融機関からのデータ収集 

    連携する金融機関やシンクタンクが公表する各種データを収集し、消費、需要等の動向に関する

情報を抽出、分析し、小規模事業者の販売計画・仕入計画・商品の開発等販売戦略に活用するよ

う、情報提供する。 

  ・日本政策金融公庫、岐阜県保証協会の産業、景況レポート 

  ・十六銀行、十六総合研究所「消費動向に関するアンケート調査」 

  ・大垣共立銀行、ＯＫＢ総研「主婦の消費行動に関するアンケート」 

 

（３）新聞・情報誌等からの情報収集 

   日経ＭＪ（流通新聞）、日経ＰＯＳ情報、日経ビジネスなどの専門的な情報源から、トレンド、売

れ筋商品等の動向や状況を収集調査し、小規模事業者の販売提供する商品やサービスあるいは新

商品等の開発において重要な要素となる情報を提供する。また活用方法について提案を行う。 

  ・日経ＭＪ、ＰＯＳ情報－日本経済新聞が全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなど

から収集した加工食品、酒類、家庭用品など 265 万商品の販売実績データで、新商品の収録も早

く、市場のニーズや新商品の販売動向を的確に把握し、マーケティングや営業戦略に役立つ情報

を提供している。 

 

（４）地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」の活用 

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

サイト「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」を活用し、ターゲットとする地域の人口、主要

生産品目、所得状況をはじめ、民間消費額や民間設備投資額、外国人訪問動向、将来人口推移等

により、各地の地域経済の構造や仕組みを掴み、地域別の産業の現状や動向を分析・把握し、支

援対象小規模事業者へ情報提供する。また同システムの活用方法についてもアドバイス等支援を

行う。 

 

（調査種類、項目、頻度） 

調査種類 調査項目 頻度 

岐阜県統計書 岐阜市消費者物価指数、１世帯当たり年平均１か月間の収

入と支出、住宅着工件数 

随時 

岐阜県産業経済振興センター 

（地地場産業等調査） 

岐阜県内地場産業の業種別の業況、動向 随時 

美濃加茂市の統計書 商品販売額、製造品等出荷額、住宅着工件数 随時 

金融機関等のレポート 消費動向等の状況 随時 



２５ 

日経ＰＯＳ、ＭＪ等情報誌 トレンド、ライフスタイル、 

スーパーマーケット、コンビニエンスストアの売れ筋商品 

随時 

ＲＥＳＡＳ ・都道府県別地域経済分析 

（人口・生産・所得・支出・主要産業） 

・地域経済生産分析（地域で波及効果が見込める産業） 

・地域経済支出分析（地域別民間消費額、民間設備投資額） 

・産業マップ（稼ぐ力分析、海外への企業進出状況） 

・農林水産業マップ（農産物販売額、農地分布、農業者 

分析） 

・観光マップ（外国人訪問分析・観光客滞在分析、観光 

客消費分析） 

・人口マップ（人口構成、人口増減、将来人口推計） 

・経済構造（事業所数、従業者数、製造品別出荷額、商品 

販売額 

随時 

 

（目標） 

支援内容 現状 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

情報を提供する事業者の数 

（事業計画策定者数） 

 ２７  ３７  ４４ ５２  ５８  ６０ 

 

 

 

②消費者リサーチによる情報等の収集調査、提供 

（目的） 

当所の事業や当市内で開催されるイベントや催し及び観光案内所等の物産販売所において、小規模事業

者の提供する商品やサービスに係る消費者ニーズや需要動向及び購買意欲等の情報をアンケートにより調

査、収集、分析し、当該小規模事業者へフィードバックすることで新たな商品開発、技術開発、品質向上・

改良、販売手法の見直し改善等の取り組みに繋げ、事業計画の効果的な遂行の支援を行い、経営基盤の強

化に繋げる。 

 

（事業内容） 

 以下に掲げるイベント、施設等を利用し、小規模事業者や事業計画策定事業者が売りたい商品やサービ

スの需要動向を調査するため、消費者アンケートを実施し、商品の価値（味覚や使いやすさ）や価格、購

入動機、改善点などを把握し、商品開発・企画、販売戦略に活かす。 

  

 ・当所を始め美濃加茂市、ＪＡめぐみの、日本昭和村が連携して実施する産業振興祭り「みのかも市民

まつり」の会場 

 ・美濃加茂市観光協会が運営する「みのかも観光案内所」やシティホテル美濃加茂内の「アンテナショ

ップミノカモン」 

 ・当所主催「起業家ビジネス交流会－起業家応援フェア」 

 ・当所主催「まちぜみ－ライフスタイル講座事業」の参加店舗に対する参加者への調査 

 

（調査方法）  

 ・経営指導員等において、「みのかも市民まつり」の会場（日本昭和村））にて、来場者や来店者にアン

ケート及びヒアリングを実施し、出店される小規模事業者及び事業計画策定事業者の商品や提供サー

ビスについて情報を収集する。 

 ・「みのかも観光案内所」やシティホテル美濃加茂内の「アンテナショップミノカモン」では、来店者等

に対して、支援する事業者の商品等について意見や情報を収集する。 

 ・「起業家ビジネス交流会－起業家応援フェア」では、会場にて、出店される創業事業者（創業予定者も

含む）の商品・サービスや事業プランについて来場者へアンケート調査を行ない、意見、情報を収集

し、創業事業者へフィードバックし、今後の経営に活かす。 

 ・「まちぜみ－ライフスタイル講座事業」では、参加店舗の店内の状況、店主についての事項や接客状況、

商品・サービスについて参加者（一般市民）の意見や情報を収集するため、開催後日にアンケート調

査を行い、その結果を郵送・返送にて実施する。 
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（目標－調査サンプル数） 

イベント・会場等 現状 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

みのかも市民まつりにおける 

調査対象事業者数 

（日本昭和村） 

  ０  ３０  ３０ ３０  ３０  ３０ 

みのかも観光案内所、アンテナシ

ョップミノカモンへの出品者数 

  ０   ５   ７   ７  １０  １０ 

起業家ビジネス交流会における

調査対象出店者数 

  ０  ２０  ２５  ２５  ２５  ２５ 

まちぜみライフスタイル講座に

おける調査対象店舗 

 １２  １２  １５  １５  ２０  ２０ 

アンケート、ヒアリング回収数   ０ ４００ ４５０ ４５０ ５００ ５００ 

 

（活用方法） 

 ・上記、消費者への調査により、収集した情報を専門家あるいは女性の団体等において分析、検証し、

その結果を対象事業者へフィードバックし、商品・サービスの品質向上と新商品開発や販路開拓への

取り組みに参考とする。 

 ・支援対象事業者の事業計画策定において、市場・顧客・価格・商品コンセプト等のマーケティング戦

略に支援し、効果的な需要を見据えた事業計画策定の要素とする 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題） 

これまで、平成２０年～２３年の３年間において当所並びに近隣商工会及び関・美濃・可児商工会議所と

の連携にて「中濃４市ビジネス交流会」と題して地域の企業展示及び交流会を図ってきた。この事業では

４市商工会議所及び近隣加茂郡町村商工会管内の中小企業者４０社程度が出展し、受発注取引及び販路開

拓・拡大、企業マッチングを目的として取り組み、地域の事業者へ需要開拓における支援と位置づけ、一

定の成果もあった。しかし、大都市圏で開催されるこのような企業展示会と比べると、展示規模、来場者

数、出展企業数等において、ひけを取り、必ずしも出展する企業が満足した成果があったとは言えなかっ

た。こうした理由から、平成２４年にこのイベント事業を辞め、当所としては美濃加茂市と連携し名古屋

市で行われる全国的規模の異業種交流会「メッセナゴヤ」へ「美濃加茂産業ブース」として複数の事業者

を募り、出展の取り組みを始めた。また近隣、関市で行われる「ビジネスプラス展ｉｎＳＥＫＩ」や多治

見市の「き業展」にも出展し、企業の持つ技術や製品・サービス等をＰＲし、小規模事業者の販路開拓・

拡大等、新しい需要の開拓を支援している。 

さらに、当所独自の施策として小規模事業者を含め全事業者に対し、国内における展示会や見本市等への

出展の際には出展料の一部を助成する「ビジネスフェア等出展助成事業」を実施している。 

しかし、地域小規模事業者においては、このような企業展示会への出展には、敷居が高いと感じる事業

者が多いのと、人員不足（営業に専念する社員がいないなど）等の課題があり出展をしない事業者が多く

見受けられ、出展募集の際にはこちらから出展を促さなければならない時もある。企業展示会やビジネス

マッチング等を目的としたイベント事業へのメリットが周知できていない。 

また、展示会へ出展しても、そこでの営業の方法及び自社の商品やサービス、技術の提案やターゲットな

る顧客に向けての展示方法や接客の知識・ノウハウが不足しており、十分な成果や効果をつかみ取れてい

ない。 

そこで今後については、このような展示会等への継続的な支援とともに、セミナーにて展示会等における

効果的な営業強化手法や展示会後のターゲットとなる顧客獲得等のメリットを啓蒙周知するとともに、広

報支援・ＩＴ支援含め、次の４本の事業を柱として支援事業を行なう。 
  

（事業内容） 
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①展示会・商談会出展等事業（既存事業改善） 

（目的・対象） 

製造業、建設業を中心とした小規模事業者を対象に、企業の持つ製品、技術・サービス等の情報を広く

周知ＰＲし、新規取引先を獲得し、販路開拓・拡大、売上増加に繋げる。また出展する事業者間において

交流、マッチングを行う場として機会を与え、出展事業者の需要拡大を支援する。 

 

（実施する出展展示会等） 

 （１）メッセナゴヤへの出展（毎年１１月頃に４日間開催） 

   メッセナゴヤ実行委員会（愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所）が主催する中部地区最大級の

異業種交流会である「メッセナゴヤ」に美濃加茂産業ブースとしてブースを設置し、参加する事

業者の製品、技術・サービス等を展示するとともに美濃加茂市の産業及び観光資源等をＰＲし、

事業者の取引拡大、販路開拓、販売戦略向上に繋げる。 

出展参加企業数：６社（現状） 

（２）ビジネスプラス展ｉｎ ＳＥＫＩへの出展（毎年５月に２日間開催） 

   隣市である関市において、平成２５年から関市、関信用金庫、関商工会議所が主催となり開催し

ているビジネスフェア。当所も協力団体として運営等及び出展企業の参加等の協力を行っており

し、当所管内事業者としては７社程度出展し、販路開拓拡大に繋げる。 

   出展参加企業数：７社（現状） 

（３）「き業展」への出展（毎年１月下旬に２日間開催） 

岐阜県多治見市が主催する「き業展」に当所も協力団体として運営等及び出展企業の参加等の協

力を行っており、当所管内事業者としては３社程度出展し、販路開拓拡大に繋げる 

   出展参加企業数：１社（現状） 

（４）「多治見ビジネスマッチング 企業お見合い」への参加支援（毎年１０月に１日開催） 

岐阜県多治見市が主催するビジネスマッチングを目的とした商談会に当所も協力団体として運営

等及び出展企業の参加等の協力を行っており、当所管内事業者も参加している。新規取引先とあ

らたなビジネスパートナー等、販路開拓拡大と新分野の進出等に繋げる。 

   出展参加企業数：１社（現状） 

 

（出展に対する支援、改善点） 

 展示会出展への対する支援として、展示会等における効果的な営業強化手法や製品や技術・サービスの

見せ方、展示会後のターゲットとなる顧客獲得の手法等を専門家やよろず支援拠点ワークショップより

学ぶセミナーを開催し、出展する事業者へ出展前からブース装飾や製品の見せ方など検討し、社員一丸とな

り、販路開拓、取引拡大に繫げる。 

  

（効果） 

 ・出展参加事業者は、展示会前から自社ブースの装飾や提供する製品や商品の配置及び技術等のＰＲ手

法に効果的な展示のあり方を学び、社員一丸となり展示に向けて取り組むことで、販売戦略にモチベ

ーションが上がり、自社の新商品開発や技術開発に繋がる。 

・展示会来訪者への営業アプローチや接客について、自らの販売方法や営業、ＰＲの見直しができ、今

後の営業戦略に繋がる。 

 ・展示会来訪者との交流することや他の出展事業者との交流にて自社製品や自社の事業内容について客

観的な見方が出来、業界・市場での位置づけや再認識が行える。 

 

              （メッセナゴヤ出展状況） 
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 （ビジネスプラス展 in ＳＥＫＩ）    （多治見 き業展の様子） 

    
 

（展示会等の目標） 

展示会の出展 現状 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

展示会等成果アップセミナーの

開催（回数・参加事業者数） 

０回 

0 社 

１回 

10 社 

１回 

15 社 

１回 

17 社 

１回 

20 社 

1 回 

20 社 

メッセナゴヤ出展数 

（商談件数・成約件数） 

 ６社

(24･5）

 ８社 

(32･7) 

 ８社 

(48･9) 

１０社 

(60･12)

１０社 

(60･12) 

１２社 

(72･14)

ビジネスプラス展 in ＳＥＫＩ 

（商談件数・成約件数） 

 ７社

（5･3）

 ８社 

(10･4) 

 ８社 

(10･4) 

１０社 

(15･6) 

１０社 

(15･6) 

１２社 

(20･8) 

多治見ビジネスマッチング 

「き業展」 

（商談件数・成約件数） 

 １社

(0･0) 

 ３社 

(6･2) 

 ４社 

(8･3) 

 ４社 

(8･3) 

 ５社 

(10･5) 

 ５社 

(10･5) 

多治見ビジネスマッチング 

「企業お見合い」 

（商談件数・成約件数） 

 １社

(0･0) 

 ３社 

(5･3) 

 ４社 

(8･4) 

 ４社 

(8･4) 

 ５社 

(10･5) 

 ５社 

(10･5) 

 

 

②イベント、催事出展等事業（既存事業改善） 

（目的・対象） 

商業、サービス業を中心とした小規模事業者を対象に、企業の取り扱う商品や製品、サービス等の情報

を広く周知ＰＲし、新規顧客、取引先を獲得し、販路開拓・拡大、売上増加に繋げる。また出展する事業

者間において交流、マッチングを行う場として機会を与え、出展事業者の需要拡大を支援する。 

 

（実施するイベント、催事等） 

 （１）みのかも市民まつりへの出店・展（毎年１１月頃に２日間開催） 

   みのかも市民まつり実行委員会（美濃加茂市、めぐみの農協、日本昭和村ＭＣグループ及び美濃

加茂商工会議所）が主催する特産品、物産、飲食物を販売、展示する産業振興まつりにおいて市

内の小規模事業者の商品・サービスや飲食物を販売や展示を行うとともに来場者に対し美濃加茂

市の産業及び観光資源等をＰＲし、事業者の取引拡大、販路開拓、販売戦略向上に繋げる。 

出店参加企業数：３１事業者（現状の参加小規模事業者のみ農業生産者は除く） 

 

（２）起業家ビジネス交流会「起業家応援フェア」（新規事業、年１回２月中旬に１日開催）  

   当所が主催する創業者及び起業家向けのビジネスフェア、創業５年未満の小規模事業者を対象に

参加する事業者の商品、サービス等を販売、展示するとともに既存の事業者とのマッチングを行

ない創業者への取引拡大、販路開拓、販売戦略向上に繋げるとともにビジネスプランの改善を図
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る。 

   

 （３）まちぜみ－ライフスタイル講座 

    当所が主催する商業、サービス業の小規模事業者を対象にした、経営者が自ら教え店長となり、

自店の商品や技術、サービスを一般市民に対して教えるゼミナール。自店のお店のＰＲを始め、

商品やサービスをＰＲでき、新規顧客開拓や獲得に繋げ、売上増を図る。また、開催後、参加一

般市民（消費者）からのアンケートにより、参加店舗の経営状況について意見や情報を得ること

で自店の改善が図れる参考要素となり、より魅力ある店舗づくりに励むことができる。 

    参加店舗数：１２店舗（現状） 

 

（出店に対する支援、改善点） 

 ・イベント出店への対する支援として、効果的なレイアウト、陳列のアドバイスやＰＲ写真やチラシの

  作成及び接客指導等、売上増加を高めることを目的によろず支援拠点との連携ワークショップよりセ

ミナーを開催し、出店する事業者へ出店前から営業品目やメニュー等の検討など行ない、販路開拓、取引

拡大に繫げる。 

 ・ライフスタイル講座では、開催前に参加店舗を対象に効果的な、まちぜみセミナーを開催し、店舗レ

  イアウト、陳列のアドバイスやＰＲ写真やチラシの作成など励んでいただく。 

 

（イベント等催事での目標） 

イベント内容 現状 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

みのかも市民まつり出店数 

（新規顧客獲得数） 

 ３１

(90)

 ３５ 

(100)

 ３５ 

(110)

３５ 

(120)

 ４０ 

(160) 

４０ 

(160)

起業家ビジネス交流会出展数 

（新規顧客獲得数） 

  ０

（0）

 ２０ 

(40) 

 ２０ 

(50) 

 ２５ 

(60) 

 ２５ 

(60) 

 ２５ 

(70) 

ライフスタイル講座事業参加店

（新規顧客獲得数） 

 １２

(20)

 １２ 

(24) 

 １５ 

(30) 

 １５ 

(35) 

 ２０ 

（50） 

 ２０ 

(50) 

 

③ホームページ、ソーシャルメディア等の IT 支援（既存事業改善） 

（目的・対象） 

公益財団法人ソフトピアジャパンの 「IT 経営応援隊ぎふ」と連携してのホームページの改良やホーム

ページを持たない小規模事業者のためホームページ作成支援や、ネットショップの構築あるいは 

facebook などＳＮＳ（ソーシャルネットワークシステム）等を活用し、新規顧客開拓と自社の効果的な

ＰＲに繋がるよう支援を行う。特に商業・サービス業の小規模事業者については自社のホームページに

ついて取り組んでいる事業者は少なく、当市の商店街連合会（美濃加茂市商店街連合会）においては、

加盟店１４７店舗の内、４０店舗（27%）がホームページを設置している状況と留まっている。 

そのため、ＩＴ支援については美濃加茂市商店街連合会の加盟店を中心に啓蒙普及と支援に努める。 

 

（実施方法） 

 ・公益財団法人ソフトピアジャパンにおける「ＩＴ経営応援隊ぎふ」事業と連携し、コーディネーター

  及びＩＴ専門家と当所経営指導員等が巡回し、ホームページ等の作成や改良などの個別支援を行う。

 ・また公益財団法人ソフトピアジャパンとの連携事業としてＩＴ分野（ＳＮＳ活用、ホームページ関連、

ネットショップ等）の支援セミナーを適宜、開催し、販路拡大・開拓のツールの一つとしての経営手

法の知識向上と啓蒙周知を図る。セミナー受講者にはアンケート調査によりＩＴにおける経営課題 

をヒアリングし、後日、専門家と巡回支援を行う。 

 

（効果） 

・ＩＴの知識が乏しい小規模事業者が、現在のインターネット社会のシステムを活用することで、自社

自店のＰＲが広く拡散し、国内はもとより海外の消費者へ周知、広告、営業が出来、販路開拓、売上

増加の機会となる。 

・ホームページ等の作成では、ホームページへのアクセス回数やＳＥＯ対策及び、ＷＥＢデザインやフ

レームを考えることで、より顧客目線に立ったサービスや商品開発に繋がり、魅力ある商店となる。
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（開催頻度） 

・個別支援（巡回） 随時 

・支援セミナーの開催 年４回、４日間  

 

 

 

（目標） 

事業内容 現状 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

個別支援事業者数 

（支援回数） 

 １７

(１９)

 １５ 

(２０) 

 １５ 

(２４) 

２０ 

(３０) 

 ２０ 

(３０) 

２０ 

(３０) 

支援セミナー回数・参加者数  ３回

７１人

 ４回 

８０人 

 ４回 

８０人 

 ４回 

８０人 

 ５回 

９０人 

 ５回 

９０人 

ホームページ開設する事業者数   １   ３   ４   ５   ５   ５ 

ＨＰ等による新規顧客獲得数   ０ ３６０ ３６０ ４８０ ７２０ ７２０ 

 

 

④広報、マスメディア支援 

（目的・対象）   

小規模事業者や創業者の持つ企業情報を当所が把握し、中日新聞や岐阜新聞及び中部経済新聞、美濃加

茂市報や地元フリーペーパー「歩好里人（ほっこりと）」へ企業情報記事の掲載、ローカルエリアＦＭ局

の「ＦＭらら」への番組の一部として定期的にコマーシャルとして放送で発信するよう支援する。 

 

（実施方法） 

 ・新聞３紙への掲載依頼を行う。 

 ・美濃加茂市報へ毎月、２事業所の記事掲載を支援。 

 ・地元フリーペーパー「歩好里人（ほっこりと）」へ記事掲載を支援。（毎年、４回発行） 

 ・地域ラジオ局「ＦＭらら」にてコマーシャル放送（随時） 

 

（目標） 

事業内容 現状 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

マスコミ新聞社掲載事業者数  １   ３   ３   ５   ５   ６ 

美濃加茂市報掲載事業者数 ２４  ２４  ２４  ２４  ２４  ２４ 

フリーペーパーの掲載事業者数  ２   ４   ６   ６   ８   ８ 

ラジオでの放送事業者数  ０   ２   ４   ４   ６   ６ 
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（フリーペーパーへの企業紹介記事－歩好里人 10 月号） 

 
四角枠内、当所支援事業所 
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（美濃加茂市報への企業紹介記事１０月号） 
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（美濃加茂市報への企業紹介記事９月号） 

 
 

（経営支援事例紹介記事） 
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（掲載元：小規模事業者の経営計画作成・実践事例集 編集・発行 日本商工会議所） 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

（現状と課題） 

これまで、当所は美濃加茂市を中心に他機関や団体（めぐみの農業協同組合、美濃加茂市観光協会や地

域の団体等）と連携して、地域経済の活性化に取り組んできた。 

現在、年７回程度、市長及び副市長始め担当部課長と当所から正副会頭、専務理事、事務局長、相談所

長の役職員が出席して、会議などを開催しており、その会議において地域経済の活性化にかかる行政の

施策や活性化イベント事業、観光資源の活用施策など、意見交換や報告を行うことで方向性や方針につ

いて意識共有を図り、個々の事業を進めている。 

その会議において、当所としては地域経済の源である管内小規模事業者の声や要望を出来るだけ反映し、

管内事業者への経済波及効果が表れる事業スキームとなるよう行政に働きかけ、実施している。 

当市のメインとなる活性化イベントは「みのかも市民まつり」、「おん祭みのかも夏の陣（花火大会、盆

踊り）」「おん祭みのかも秋の陣（中山道時代行列）」、「みのかも日本昭和村ハーフマラソン大会」などが

あり、賑わい創出を目的とし、地域経済の活性化を図っている。 

しかし、長年の取り組みにおいて、運営する実行委員や関係する役員での経済効果の検証は開催後の会

議等でもなされていないのが現状で、地域経済の活性、特に中心市街地の活性化には繋がっていないと

言える。また実行委員会・運営委員会の委員の意識もそこまで至っていない。 

 今後は、こうしたイベント等において、交流人口の増加とそれに伴う、地域経済のあるべき姿を更に共

有・認識しながら、市内企業と連携を図り、地域経済の活性化に資する取組みを行なう。 

 

（事業内容） 

 

①「おん祭 MINOKAMO 夏の陣・秋の陣」の開催（既存事業の改善） 

「おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ」は、平成６年にスタートし２０年以上の歴史を持つ美濃加茂市を代表する

祭りで、「夏の陣」と「秋の陣」の２部構成で開催される。「夏の陣」では、木曽川緑地ライン公園を舞

台に、和太鼓演奏、手筒花火・打上花火・盆踊り等のイベントを地元の団体と一緒になり開催する。 

特徴として、いわゆる花火大会というのは新聞社の協賛・協力で開催される事が他地域の大会ではよく

見受けられるが、当市においてはそうした新聞社の協力は無く、企業及び市民協賛と市補助金を財源と

して、市民手作りの花火大会である。「夏の陣」においては市内、市外から約７万人の来場がある。 

「秋の陣」は、中山道を舞台とし開催する。当市を通る中山道は江戸時代に多くの姫様が通ったことか

ら「姫街道」と呼ばれていた。「姫道中」は、当時の絢爛豪華な姫様の行列を現代に再現したお祭りで、

今年で第３２回を迎える。 中山道太田宿を舞台に、将軍に嫁ぐため色鮮やかな衣装を身にまとった皇女
和宮を含む６人のお姫様を中心に、武士や奴に扮した市民等１００人以上が「姫道中」を行い、市民の

皆様が、歴史の世界にいざなう華やかなで豪華絢爛な絵巻物のような行列を楽しんでいただき、市の祭

りとしてまた秋の風物詩として市の活性化に大きく寄与している。 
「秋の陣」においては、市内外から約２万人の来場がある。 
（目的） 

美濃加茂市最大の賑わいを創出するイベントであり、夏の花火大会、秋の中山道まつりと市民主導型で

企画運営しているお祭りであり、行政主導型ではない、手作りのお祭りとして市内外の方に親近感を持

っていただけるよう心がけて開催する。こうした観光資源を活かして交流人口の増加を促進させ、地域

経済の更なる活性化と発展に繋げる。 

 

（組織編成） 

 美濃加茂市、美濃加茂商工会議所、美濃加茂商工会議所青年部、中山道地域団体（ＮＰＯ法人宿り木等）

を構成とする「おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ実行委員会」が主催。 

当所会頭による実行委員長をはじめ、夏の陣を担当する花火運営委員会、秋の陣を担当する中山道運営

委員会、事務局、会計、監事からなり、メンバーには市、商工会議所、商工会議所青年部、中山道界隈

の団体より構成する。 

実施に向けて、年に１０回程会議を重ね、意識の共有化を図りながら進める。 

また、その他、警察署、消防署及び民間警備会社、花火運営委員会と中山道運営委員会の代表者、事務

局による警備会議を年２回程度、実施する。 

 

（開催頻度）「夏の陣」毎年 ８月第１土曜日の１日間 

      「秋の陣」毎年１０月第３日曜日の１日間 
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（効果、地域ブランドや賑わいの創出） 

「夏の陣」においては、隣市の可児市では過去の花火事故により花火大会が実施出来ないことで、市外

からの集客も大変多い。また、このイベント事業の盆踊り大会にて、歌手、荻野目洋子さんの 1985 年の

ヒット曲「ダンシング・ヒーロー」が、盆踊りソングとして定着し、拳を振り上げ飛んで跳ねるオリジ

ナルの振り付けが施されている。簡単な振り付けで誰でもすぐに踊れるのが良いところで、現在、これ

を目当てに多くの来場者が盆踊り「ダンシング・ヒーロー」の発祥の地「美濃加茂市」へ訪れ、美濃加

茂市への来訪者増に貢献しており、更なる周知により交流人口の増加を図る。 

「秋の陣」においては、この地域の歴史的なイベントの代表であり、絢爛豪華な姫道中を見ることがで

きる。市民から選ばれた姫６人を目当てに多くのカメラ、写真愛好家が来訪する。 

市民が時代行列に参加できることで、多くの市民が応募し、この姫道中の行列を体験できる事を広く周

知し来訪者を増加させている。近年では、外国人観光客を多く見受けられ、「姫道中」を「美濃加茂ブラ

ンド」の一つとして全国に情報発信し、更なる交流人口を増加を図る。 

 

（改善点） 

地域経済の活性化についての検証として、「夏の陣」、「秋の陣」において来場者等へのアンケート等調査

を行い、開催後日、波及効果の検証・分析を当該実行委員会において行う。 

 

②「みのかも市民まつり」の開催（既存事業の改善） 

みのかも市民まつりは、美濃加茂市内の商工業・農林業を営む事業者が自社の事業・商品のＰＲと販売

を目的として、平成記念公園日本昭和村の駐車場及び園内にて開催しており、市内外から来場者（開催

期間中約３０，０００人）がある。 

 

（目的） 

農産物や特産品、飲食等の商品や製品を展示・即売を通じ、一般消費者へ出店企業や農業生産者の自社

のＰＲと消費喚起を促進し、需要の開拓拡大に繋げることを目的に開催する。 

 昨年度は１２５事業者（団体）の参加があり、来客者数は３９，５００名 

 

（組織編成） 

 美濃加茂市、美濃加茂商工会議所、めぐみの農業協同組合、日本昭和村ＭＣグループ（名鉄関連会社）

から成る「みのかも市民まつり実行委員会」が主催。 

実施に向けて年３回の実行委員会を行い、事業の方針方向性を決定する。 

具体的な計画は、４団体の部長クラス以下の役職による「みのかも市民まつり運営委員会」を組織し、

年５、６回運営委員会を開催し、目的・意識の方向性を確認し共有化を図りながら進める。 

 

（開催頻度）毎年１１月の第２土曜日と日曜日の２日間 

 

（効果、地域ブランドや賑わいの創出） 

 ・交通アクセスが便利な日本昭和村（東海環状自動車道 美濃加茂サービスエリア直結のハイウェイオ

アシスとなっている）で行うことで、県外から特に名古屋圏からの集客もあり、美濃加茂の産業、特

産品、飲食物など広くＰＲ周知でき、面的な地域活性化に繋がる 

・美濃加茂市内の商工業、農林業を営む事業者へ活動の場を提供することにより、当市の産業及び特産

 品のＰＲと商工業、農林業の事業者のＰＲと顧客開拓・拡大の活性化に繋がり、市内外からの来場者

を顧客と成り得る機会を提供している。 

 ・来場者（消費者）へのアンケートを行うことにより、出店事業者の商品やサービスの意見が徴収でき、

今後の販売戦略に繋がる。 

・来場者が、出店事業者のリピーターと成り、後日、自社店舗へ足を運ぶことにより、面的な地域活性

化及び中心市街地の活性へと繋がる。 

・食の世界遺産である「堂上蜂屋柿」の無料体験イベント（皮むき）や蜂屋柿の即売となどを通じて広

く「美濃加茂ブランド」を周知できる。 

 

上記の事項により、地域活性化と地域のブランド力を高める。 

 

（改善点） 

 ・これまで、４回開催してきたが、来場者へのアンケート調査においては、イベント全体におけるヒア

  リングが中心であった為、消費者目線に立ったニーズ調査へシフトさせ、より出店事業者へ効果のあ
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るフィードバック、情報提供として取り組む。 

 ・「小規模事業者地域経済動向調査」の結果や「創業に関する支援」を通じて、意欲的な事業者を掘り起

こしを行い、出店・展示を促進し、新たな事業者を増加させる。 

 ・出店する事業者への支援策として、展示の仕方や商品の配置等、効果的なレイアウト、陳列のアドバ

イスやＰＲ写真やチラシの作成及び接客指導等、売上増加を高めることを目的によろず支援拠点との

連携ワークショップよりセミナーを開催し、出店する事業者へ出店前から営業品目やメニュー等の検討

など行ない、顧客開拓、拡大に繫げる。 

 

③「みのかも日本昭和村ハーフマラソン大会」の開催（既存事業の改善） 

みのかも日本昭和村ハーフマラソン大会は、当市の新春を飾る一大イベントとして毎年全国各地から多

くのランナーが参加する大会である。会場となる平成記念公園『日本昭和村』は、美濃加茂市を代表す

る施設として中部圏を中心とした観光客が訪れている。ランニングは、近年の健康志向ブームもあり、

老若男女が体力や目的に合わせて取り組むことができるスポーツとして注目されており、本事業は、ス

ポーツ振興と観光振興を目的として実施する。 

 

（目的） 

一つ一つ手作りでおもてなしの心をもって参加者とスタッフが一つになり多くの人達と感動を分かち合

える大会運営しており、既存の観光資源である日本昭和村と連携し、公園内をマラソンコースの一部と

して活用することで、魅力の再認識、交流人口の増加を図り、地域経済の更なる活性化に繋げていく。

 

（組織編成） 

主管として美濃加茂市、共催として美濃加茂商工会議所・中日新聞社・日本昭和村ＭＣグループ（名鉄

関連会社）から成る「みのかも日本昭和村ハーフマラソン大会実行委員会」が実施している。 

協力として、警察署、消防署、高等学校、スポーツ少年団、金融機関などから構成されている。 

企画、運営は有志で集ったランナーたちが中心になって月に１度の会議を開催し、各役割の進捗状況を

共有して進めている。 

 

（開催頻度）毎年１月、第２日曜日の１日間 

 

（効果、地域ブランドや賑わいの創出） 

・岐阜県内にて３本の指に入る大会として、全国から多くの参加申し込みがあり、ランナーが選ぶ全国

ランニング大会１００選にも選ばれている。 

・参加者及び関係者等、全体の来訪者は、合わせて１１，０００名以上となり、地域へ経済効果も飲食

店及び宿泊施設など売上増に効果が出ている。 

（昨年度、市内宿泊者数約６００名、日帰り約１０，８００名 消費試算額は約８千３百万円） 

 ・大会参加者への参加特典とし、入賞者への賞品など地元の特産品や地域事業者の飲食品等の商品を使

用しており、この地域のブランドを周知ＰＲするとともにブランド力向上に繋がっている。 

  参加ランナーの意見や声も「おもてなし、暖かみのある大会」「自然の風景美が楽しめる」「参加賞品、

特典が良い」などの満足度の高い意見が多い。 

 

（改善点） 

 ・大会前に参加者に当市の観光マップやグルメ、宿泊施設等の情報などＰＲする。 

 ・地域の事業者による飲食等のブースを増加させ、販路、顧客開拓拡大を図る。 

 

④「みのかもスィーツウォーク」への開催協力 

 当市において製菓等の食品製造業や関連する和菓子店や洋菓子店が多いことから当市の産業の目玉とし

て「スィーツのまち」を全国的にアピールするイベントを平成２６年より木曽川沿い、中山道周辺にお

いて開催している。スィーツを食べながらウォーキングをするイベントで、女性に大変人気があり、市

内及び市外から参加がある。当地域の観光もアピールできるよう、各種団体と連携しながら市民で創り

上げるイベントとなっている。スィーツの出品には当地域の事業者、２０事業所程度が出品している。

 

（目的） 

「スィーツのまち」を全国的にアピールし、当市の観光もアピールできるよう、各種団体と連携しな 

がら市民で創り上げ、「美濃加茂ブランド」の浸透と地域活性化を図る。 
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（組織編成） 

 民間非営利団体ｈａｐｐｙｎｅｔ（美濃加茂市の女子グループ）が主催とする。後援として美濃加茂市、

美濃加茂商工会議所が協力している。 

 当地域の２１の事業者（食品製造及び販売業者）がスィーツ等の飲食物を提供し、運営に協力している。

 

（開催頻度）毎年１１月第１日曜日の１日間 

  

（効果、地域ブランドや賑わいの創出） 

 ・女性が多く参加するこのイベントでは、当市の観光資源である中山道と木曽川の堤防をウォーキング

コースとして定めており、観光地の魅力ＰＲと地域事業者の提供する商品（スィーツ等飲食物）が合

わせて愉しめることで体験型イベントして「美濃加茂ブランド」のブランド力が高まる。 

 ・女性特有の口コミやＳＮＳ等でのツィートによる情報発信により、スィーツ商品が広く周知される。

 

⑤「おんさいＥＸＰＯ」の開催協力 

 市民等を中心としたよさこい踊りの団体を中心に大規模なイベントを当市の日本昭和村公園駐車場を会

場とし、美濃加茂の認知度を高めるとともに名古屋圏域からの集客や交流を深めるイベントを開催する。

このイベントにおいて飲食店ブースとして市内飲食業者が出店を行ない、広くＰＲと販売を促進する。

 

（目的） 

 みのかも定住自立圏共生ビジョン事業において、鳴子踊りと地域グルメを中心としたイベントを開催 
することで、地域の活性化と人的交流を図るとともに「まちの元気」「圏域の魅力」を名古屋圏に向け

発信する。 

 
（組織編成） 

 富加町、美濃加茂市、半布里（よさこい踊り団体）から成る「おんさいＥＸＰＯ実行委員会」が主催。

 協力団体として美濃加茂商工会議所、日本昭和村ＭＣグループ、富加町商工会が協力している。 

 

（開催頻度）毎年１０月下旬の日曜日、１日間を予定（平成２８年度から開始事業） 

 

（効果、地域ブランドや賑わいの創出） 

 ・名古屋ど真ん中まつりなど、よさこい踊りをテーマにしたイベントには大変多くのよさこい踊り愛好

者や関係者の集客があることと交通アクセスが便利な日本昭和村で行うことで、県外から特に名古屋

圏からの集客もあり、当市の特産品、飲食物など広くＰＲ周知でき、面的な地域活性化に繋がる 

 

（地域経済活性化イベントにおける目標） 

 現状 H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

「おん祭夏の陣」来場者数 ７万人 ７万人 ８万人 ９万人 １０万人 

 

１０万人 

「おん祭秋の陣」来場者数 ２万人 ２万人 2.5万人 2.5万人 ３万人 ３万人 

「みのかも市民まつり」来場者数 ３万人 ３万人 3.5万人 3.5万人 ４万人 ４万人 

「みのかも日本昭和村ハーフマラ

ソン大会」来場者数 

１万人 １万人 1.2万人 1.2万人 1.2 万人 1.2 万人 

「みのかもスイーツウォーク」 

出品事業者数 

２０  ２０  ２５  ２５  ２５  ２５ 

「おんさいＥＸＰＯ」来場者 １千人 ２千人 ３千人 ３千人 ４千人 ５千人 

「おんさいＥＸＰＯ」出店事業者数  ８   ８  １０  １０  １５  １５ 
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（みのかも市民まつりの様子）        （おん祭秋の陣－姫道中） 

  
 

 

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仕組みに関すること 

 

１．他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の情報交換 

 

（１）県内商工会議所及び商工会等との連携 

岐阜県内の１５商工会議所で開催される役職別会議や、岐阜県内の支援機関を対象とする「岐阜県下経

営支援研修」等において支援ノウハウ、支援の状況、支援による効果について情報交換を行う事で、当

所の経営発達支援事業における支援能力向上とワンストップサービス機能を高める。 

 

①県内等で開催される各種役職別会議研修会等 

会議・研修会名称 開催頻度 目的 内容 

事務局長会議  年２回 県内商工会議

所の課題解決 

国･県等の施策に関する事業課題の解決の為、共有

と商工会議所の方向性の意識統一を図る。 

相談所長会議  年２回 県内商工会議

所の課題解決 

国･県等の施策に関する事業課題の解決の為、共有

と商工会議所の事業内容の方向性の確認と意識統

一を図る。 

経営指導員研修会  ２回 

計４日間 

経営支援の資

質と知識の向

上を図る 

県内の商工会及び商工会議所の経営指導員を対象

に国･県等の施策に関する研修と課題別の事業計画

等の策定に関する研修を行う。 

業務支援員研修会  １回 

１日間 

経営支援の資

質と知識向上

を図る 

県内の商工会及び商工会議所の業務支援員を対象

に国･県等の施策に関する研修と課題別の事業計画

等の策定に関する研修を行う。 

  

 

②近隣町村内の商工会議所及び商工会等の連携 

近隣町村内の１１の商工会議所・商工会（美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡）の経営指導員の集ま

る「可児加茂地区経営指導員部会」において、毎月１回、小規模事業者の利益確保に関する支援ノウハ

ウ、支援効果、組織内の共有体制について研修及び情報交換を行っており、この経営発達支援事業に関

わる「経済動向調査」や「需要動向調査」、及び「経営分析」などの支援の実績や成功例など情報交換し、

支援力向上が図れる機会とする。 

 

③中濃５市（美濃加茂、美濃、関、可児、各務原）商工会議所との連携 

 中濃５市商工会議所では、正副会頭による地域振興懇談会を毎年１回開催して、各商工会議所の事業内

容及び地域振興の取り組みなど情報交換を行っている。また、共通する課題や問題が発生したときには

専務理事･事務局長会議を開催し、課題解決の為、協議検証を行う。 

 

④東海ブロック中小企業相談所長会議 

 東海３県（愛知県、岐阜県、三重県）の商工会議所の相談所長クラスが参集する会議が毎年１回、開催

されており、近隣及び他県の商工会議所の事例や事業内容の情報交換を図る機会とする。 
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（２）美濃加茂市との懇談会 

 

①市長、副市長及び行政役職員と当所正副会頭、専務理事及び当所役職員との情報交換会、懇談会 

 毎年、２ヶ月に１回程度の頻度で、行政と当所間で施策、事業の方向性の意思統一、確認のため、意見

交換を含め連絡会議を開催している。この会議等において当市における産業振興全般と地域経済活性化

の方針、具体的な事業展開を検討、検証を行う。 

 

（３）商工会議所以外の他支援機関等の連絡会議 

 

①日本政策金融公庫多治見支店との連携会議（経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会） 

 毎年、２回（春と秋）、日本政策金融公庫多治見支店において支店管内商工会議所（中津川、恵那、瑞浪、

土岐、多治見、可児、美濃加茂）の経営指導員と政策金融公庫支店長並びに職員との連携会議を行って

いる。各商工会議所管内の地域経済の動向の情報交換並びに、小規模事業者への経営支援状況、融資貸

し出し実績や経営計画書策定実績等、経営発達支援計画に沿う事業について連携する。 

 

②美濃加茂市創業支援事業にかかる連絡会議 

 美濃加茂市が行う、産業競争力強化法に基づく創業支援事業において毎年１回、連携する支援機関（岐

阜県産業経済振興センター、岐阜県よろず支援拠点、ソフトピアジャパン、十六銀行、大垣共立銀行、

東濃信用金庫、岐阜県信用保証協会、美濃加茂市姫ＢＩＺセンター）と、情報交換を図り、創業に関す

る支援の実績と支援方法並びに成功事例などを学び、創業支援に関する効果を検証する。 

 

③連携金融機関との連絡会議 

当所管内の連携民間金融機関の支店長、次長クラスの職員と当所の経営指導員等の職員における連携連

絡会議を年１回行い、情報交換を図り、資金調達や事業計画策定及び創業、事業承継等に関する支援の

実績と支援方法並びに成功事例などを学び、研修し、支援能力向上と効果的な事業者支援に努める。 

 

２．経営指導員等の資質向上 

経営指導員を始め、支援に関わる職員は様々な機会を通じて、情報収集を始め、知識と資質の向上に努

めているが、職員毎に経験と習得レベルに差があり、支援力を総合的に検証すると一定の支援能力がある

とは言えない。このため、一律的な水準の能力を保持、達成するため、以下の研修機会を受講し、支援力

向上を図る。また、職員間での学び得た知識の共有を図るため、連絡会議や職員研修会を開催する。 

 

（１）商工会議所等における研修 

①日本商工会議所や中小基盤整備機構が行う研修会 

日本商工会議所及び中小基盤整備機構中小企業大学校が主催する経営支援に係る資質向上研修会やセミ

ナーへ参加する。 

（参加頻度） 

 ・日本商工会議所の研修：年４回以上 税務・金融・経営革新、事業計画などの経営課題別研修会及

び地域活性化に関する研修会 

 ・中小企業大学校の研修：年２回以上 税務・金融・経営革新、事業計画などの経営課題別研修会及

び地域活性化に関する研修会 

                  

日本商工会議所や中小企業基盤整備機構の主催する経営支援等の専門コース研修に経営支援員が年間１

回以上参加する事で企業経営の基本的な考え方や現状分析手法、問題点の抽出方法等を重視した支援能

力の向上を図る。 

 研修終了後、研修会に参加した経営支援員が講師となり、「職員勉強会」（職員研修）を実施し、支援ノ

ウハウ向上のため、知識の共有化を図る。 

  
②岐阜県商工会議所連合会が行う研修会 

県下１５商工会議所の経営指導員等職員を対象に開催される研修会へ参加し、経営支援に係る資質向上

と情報の共有化を図る。 

 （参加頻度） 

   ・岐阜県下経営指導員研修（一般コース）２日間 １０時間 

・岐阜県下経営指導員研修（特別コース）２日間 １０時間 

・岐阜県下業務支援員研修       １日間  ５時間 
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・岐阜県下スキルアップ研修      ４日間 ２０時間 

   

（２）職員における研修及び共有化 

①定期的な全職員勉強会 

 原則、毎月１回の職員会議にて専務理事、局長を始め、経営指導員、一般職員、臨時職員も含め、全役

職員を対象に当所の経営発達支援事業に関する研修を行い、経営支援に係る資質、知識向上を図る。 

 

 （開催頻度） 

   ２時間 × １２ヶ月 ＝２４時間 

（実施方法及び内容） 

所内にて職員もしくは講師招聘により研修会を実施する。 

   研修内容：事業計画策定、創業、事業承継、金融支援、社会保険、税務、労務、共済制度、施策な

ど 

の経営支援課題 

   情報共有：各職員が研修会等に参加し習得した研修内容を発表し、知識の共有化を図る。 

 

②経営支援にかかるノウハウ等の共有化（経営指導員、業務支援員対象） 

 原則、毎週月曜日、中小企業相談所指導課及び振興課の経営指導員及び業務支援員が集い、各職員が実

 施している個別具体的な支援状況、進捗の確認を行い、話し合い、アドバイスなどより支援の方向性、

方針を意思統一するとともに、情報の共有化と支援力の向上を図る。 

（開催頻度） 

１時間 × ５２週 ＝ ５２時間 

 （共有情報） 

各個別事業所の支援状況、成果、支援手法ノウハウ、連携先支援機関等の共有化及び各職員の悩み、

課題等の解決等 

 

③専門家と連携によるＯＪＴ     

 専門家派遣の相談時に経営支援員は必ず同行し、支援ノウハウ習得する有益なＯＪＴと位置づけ、支援

能力の向上を図る。 

※現在、ミラサポ、岐阜県商工会議所連合会による専門家派遣制度（エキスパートバンク）及びよろず

 支援拠点「みのかもビジネス相談窓口」において経営指導員、業務支援員が必ず同行、同席し、専門

家とともに経営課題に対する支援及び支援対象事業者との対話、相談対応の向上を図る。  

 

④経営カルテ等、支援状況の共有化 

 日本商工会議所の「ＴＯＡＳ」を利用した全職員による経営指導カルテの作成及び共有化。経営指導員

を始め、全職員がＴＯＡＳ（トータルオーエーシステム）を利用し、小規模事業者の経営支援状況や経

営分析結果など各企業毎に経営カルテを作成し、全職員で小規模事業者及び創業者の情報収集とともに

共有化を図る。 

 ※TOAS（Total Office Automation System） 

  日本商工会議所が開発した事業所管理システム。事業者情報を適正に蓄積し、情報の共有化が可能と

なった、クライアントサーバー型の標準化されたパッケージシステム。現在当所では、事業所情報・

カルテ・経理・帳票管理など管理システムとして利用活用する。 

 

３．事業評価及び見直しをするための仕組み 

経営発達支援計画事業の実施状況及び成果について、評価、検証を行い、支援計画の見直しを実施し、

適切で実効的な支援事業とするため、以下の方法により検証・検証・見直しを行なう。 

 

（１）ＰＤＣＡの実施 

「美濃加茂商工会議所経営発達支援計画検証評価委員会（仮称）」を設置し、支援計画事業の実績、成果 

を検証し、事業の見直しなど提案、提示いただく。 

委員には当所の「総務委員会」に行政、農業協同組合及び中小企業診断士、税理士等の外部有識者を委

嘱し、参加する。 

 

（２）ＰＤＣＡの手順 

①中小企業相談所内で進捗状況の確認と実績のとりまとめ（毎月１回） 



４３ 

開催頻度：毎月月初１日 午後５時から２時間程度 

参加者 ：中小企業相談所長以下、経営指導員（３名）及び業務支援員（２名） 

検証報告：経済動向調査、経営分析調査、需要動向調査、事業計画策定支援、創業支援、 

第二創業支援、事業承継支援、販路開拓支援、地域活性化、職員の資質向上 

 評価内容：各事業の進捗、効果波及及び参加人員等の目標進捗について報告と検証、評価 

 

②中小企業相談所及び役職員で進捗状況の確認と実績のとりまとめ（４半期毎） 

  開催頻度：７月、１０月、１月、４月の第２月曜 午後５時から２時間程度 

参加者 ：事務局長、所長及び経営指導員（３名）及び業務支援員（２名） 

検証報告：経済動向調査、経営分析調査、需要動向調査、事業計画策定支援、創業支援、 

第二創業支援、事業承継支援、販路開拓支援、地域活性化、職員の資質向上 

次年度の事業計画（１月開催時において） 

 評価内容：各事業の効果・波及及び参加人員等の目標達成度について検証と評価 

 

③年間報告会（毎年１回） 

  開催頻度：翌年度４月の第３火曜日 午後５時から３時間程度 

参加者 ：専務理事、事務局長、所長及び経営指導員（３名）及び業務支援員（２名）、 

一般職員（３名） 

検証報告：経済動向調査、経営分析調査、需要動向調査、事業計画策定支援、創業支援、 

第二創業支援、事業承継支援、販路開拓支援、地域活性化、職員の資質向上 

 評価内容：各事業の効果・波及及び参加人員等の目標達成度について検証と評価と報告書作成に向け

ての検証  

 

④報告書作成（毎年１回） 

  作成時期：５月中旬まで 

  作成者 ：中小企業相談所長及び経営指導員 

  報告書内容：年間報告会を踏まえ、所内で検討し、「経営発達支援事業報告書」を作成する。 

作成に当たっては適宜、中小企業診断士等の専門家に検証等の確認する。 

   

⑤「美濃加茂商工会議所経営発達支援計画検証評価委員会（仮称）」による検証評価 

当所の「総務委員会」（業種別の６部会の長からなる委員会）と行政より産業振興担当部長、めぐみの農

協美濃加茂本部長、及び中小企業診断士、税理士等の外部有識者を招聘し、年１回、目標とした定量の

結果について評価、目標と結果について差異の確認を行い、未達成の場合は見直し案の検討を行なう。

 

開催頻度：毎年、６月上旬（６月時開催の常議員会開催日までに） 

 

＜検証項目＞「経営発達支援事業報告書」 

 ＜評価項目＞・経済動向調査    ・経営分析調査  ・需要動向調査 

       ・事業計画策定支援  ・創業支援    ・第二創業支援 

       ・事業承継支援    ・販路開拓支援  ・地域活性化への取り組み 

       ・職員の資質向上など 

＜評価内容＞ 

       各支援事業の効果・波及及び参加人員等の達成度について評価 

 

  

⑥「美濃加茂商工会議所経営発達支援計画検証評価委員会（仮称）」による検証評価、検討した見直し結果

については、正副会頭会議及び常議員会へ報告し、承認を受ける。 

 

⑦報告書の公表 

事業の成果及び評価及び見直しの結果をまとめた「報告書」は、当所のホームページにて公表し、小規

模事業者が常に閲覧出来るよう整備にする。 
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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 

（２９年４月現在）

（１）全体組織体制 
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①組織の決定機関 ：議員総会 

常議員会 

正副会頭会議 

②組織内部の委員会：総務委員会（６部会の部会長により組織） 
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③事務局の体制（全体職員数 １６名） 

（常勤役員） 

専務理事 （１名）    佐光 博司 

（総務課） 

事務局長 （１名）    田中 強 

一般職員兼総務課長補佐  松原 慶隆 

一般職員（総務課）    田原 千鈴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岐阜県地域ジョブカードセンター ２名） 

臨時職員 松本 晃、小枝 照雅 

 

④連絡先 

住 所：〒５０５－００４２ 岐阜県美濃加茂市太田本町１丁目１－２ 

名 称：美濃加茂商工会議所 中小企業相談所 

ＴＥＬ：０５７４－２４－０１２３ ＦＡＸ：０５７４－２４－０１２０ 

ＵＲＬ：http://www.cci.minokamo.gifu.jp/hp/ 

Ｅ-mail：info@cci.minokamo.gifu.jp 

⑤事務局組織及び事務分掌 （赤枠内、経営発達支援事業実施体制） 

 

【経営発達支援事業の実施事務局】職員数１０名 

（中小企業相談所） 

中小企業相談所長・責任者 林 博行 

（中小企業相談所・指導課） 

指導課長兼任経営指導員  林 博行 

経営指導員（係長）    松本 ゆかり 

経営指導員        吉田 栄太 

業務支援員        谷畑 良文 

記帳専任職員（臨時職員） 高井 富士子 

記帳専任職員（臨時職員） 渡辺 千鶴 

（中小企業相談所・振興課） 

振興課長補佐兼経営指導員 梅村 弘康 

業務支援員        服部 龍平 

一般職員         林  達弥 

一般職員         矢野 愉美 
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（別表３） 
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 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） 

 
H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

必要な資金の額 １５，６５０ １５，６５０ １５，６５０ １５，６５０ １５，６５０

 

 

調査事業 

 

経営分析事業 

 

専門家相談事業 

 

事業計画策定事業 

 

セミナー開催費 

 

創業者支援事業 

 

経営革新支援事業 

 

後継者育成事業 

 

展示会等支援事業 

 

地域活性化事業 

 

広報支援事業 
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１００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

 

   ６００ 

 

３，６００ 

 

１，０００ 

 

１，４００ 

 

２，３００ 

 

３，０００ 

 

１，０００ 

 

４５０ 

 

１００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

 

   ６００ 

 

３，６００ 

 

１，０００ 

 

１，４００ 

 

２，３００ 

 

３，０００ 

 

１，０００ 

 

４５０ 

 

１００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

 

   ６００ 

 

３，６００ 

 

１，０００ 

 

１，４００ 

 

２，３００ 

 

３，０００ 

 

１，０００ 

 

４５０ 

 

１００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

 

   ６００ 

 

３，６００ 

 

１，０００ 

 

１，４００ 

 

２，３００ 

 

３，０００ 

 

１，０００ 

 

４５０ 

 

１００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

 

   ６００ 

 

３，６００ 

 

１，０００ 

 

１，４００ 

 

２，３００ 

 

３，０００ 

 

１，０００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、各種事業収入、国庫補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 

 

 

 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

１．経営分析・・・・・・・・・専門的課題に対する助言指導 

２．事業計画策定支援・・・・・セミナー、個別相談 

３．創業支援・事業継承支援・・セミナー、個別相談 

４．販路開拓支援・・・・・・・展示会、ビジネスマッチング、ＩＴ活用支援 

１．連携者及びその役割 

事業内容 連携者 役割・効果 

経営分析 
岐阜県よろず支援拠点 専門課題に対する助言・指導により課題解決につなげる 

ミラサポ 専門課題に対する助言・指導により課題解決につなげる 

事業計画策定支

援 

中小機構中部 事業計画の策定に取り掛かり「経営計画つくるくん」の活用 

ミラサポ 事業計画のブラッシュアップのための専門家の活用 

創業・事業承継

支援 

美濃加茂市 

及び姫ＢＩＺセンター 
特定創業支援事業の開催 

日本政策金融公庫 創業資金等資金調達 

岐阜県信用保証協会 事業計画のブラッシュアップのための専門家の活用 

販路開拓支援 

岐阜県産業経済振興

センター 
商談会の共同開催によるビジネスチャンスの拡大 

ソフトピアジャパン ＨＰ作成支援及びＩＴ全般活用支援 

市内金融機関 
創業、中小企業の経営支援に関する連携協定による経営

発達支援計画の協力 

 

２．連携者の概要 

連携者名 
代表者 

住所 
役職名 氏名 

岐阜県よろず支援拠点「みのかも相談窓口」 責任者 児玉 清和 美濃加茂市太田本町 1-1-20 美濃加茂商工会館内 

美濃加茂市 姫ビズ事務局 責任者 安藤 摩里 美濃加茂市太田本町 1-1-20 美濃加茂商工会館内 
財団法人岐阜県産業経済振興センター 理事長 丹羽 義典 岐阜市薮田南 5-14-53 ふれあい福寿会館 10 階 

独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部 中部本部長 花沢 文雄 名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4階 
(株)日本政策金融公庫多治見支店 支店長 飯田 圭一 多治見市本町 2-70-5 東鉄ビル 

岐阜県信用保証協会 理事長 川出 達恭 岐阜市薮田南五丁目 14 番 53 号岐阜県県民ふれあい会館 

十六銀行美濃加茂支店 支店長 吉村 文孝 美濃加茂市太田町１７５１番地の４ 

十六銀行古井支店 支店長 下條 正宏 美濃加茂市森山町４－４－５ 

大垣共立銀行美濃加茂支店 支店長 岩田 始 美濃加茂市太田町１８９０番地 

東濃信用金庫美濃加茂支店 支店長 樋口 慎二 美濃加茂市太田町３５２０番地の６ 

東濃信用金庫古井支店 支店長 柘植 直哉 美濃加茂市森山町１－５－１２ 

東濃信用金庫山手支店 支店長 神田 昌宏 美濃加茂市山手町３－２０－１ 

岐阜信用金庫美濃加茂支店 支店長 野杁 隆志 美濃加茂市古井町下古井４５３番地 



４８ 

関信用金庫加茂野支店 支店長 後藤 公彦 美濃加茂市加茂野町今泉１５５４番地の６ 

岐阜商工信用組合美濃加茂支

店 
支店長 近松 誠一 美濃加茂市古井町下古井２５４番地 

めぐみの農業協同組合みのかも本

部 
本部長 長谷川 年佳 美濃加茂市太田町１８９１－１ 

美濃加茂市観光協会 協会長 本田 敏彦 美濃加茂市太田町 3431-1 美濃加茂市産業振興課内 

公益財団法人ソフトピアジャパン 理事長 熊坂 賢次 大垣市加賀野 4丁目 1番地 7 

ミラサポ(（株）パソナ) --- --- ミラサポ運営事務局 

 
３．連携体制図 

 
 



４９ 

美濃加茂市創業支援事業の連携スキーム 

 

 

 

 


