
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

高山西商工会（法人番号 2200005010253 ） 

高山市（地方公共団体コード 212032 ） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

① 小規模事業者の経営力向上のための事業計画策定支援を行う 

経営状況の分析・把握を行ったうえで、根拠があり且つ実現可能性の高い事業

計画の策定を広く推進し、計画策定支援を実施する。 

② 経営資源・地域の強みを最大限に活用した販路開拓支援を行う 

各種イベント等への出展支援を行い販路開拓に貢献する。加えて顧客ニーズや

市場動向調査を実施し、個々の実情に応じた的確な情報提供を行う。 

③ 創業の促進並びに事業承継支援による地域経済力の維持・向上 

高山市や近隣の商工会等と連携し、起業セミナーの開催や事業承継のための個

社支援を実施する。創業・承継後には定期的なフォローアップ支援を実施する。 

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 

①関係機関による経済動向調査と②管内景気動向調査から得た情報を整理・分

析し、地域経済動向レポートにまとめ広く情報提供・周知する。 

２．経営状況の分析に関すること 

定性・定量面からの経営分析の重要性を伝えると共に、掘り起こした事業者に

対して経営状況分析を実施し経営への活用を促す。 

３．事業計画策定支援に関すること 

事業計画（事業計画、事業承継計画、創業計画）策定の推奨並びに策定支援を

実施し、計画的且つ確実性のある事業展開に繋げる。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画が滞りなく実施されるように伴走型支援によりフォローア

ップを行い、状況に応じて各種支援施策等の活用支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

個々の事業者の製品・商品・サービスに関して、①イベント・展示会等を活用

した需要動向調査と②外部機関が公開する調査及びデータで得た情報を需要

動向レポートとして作成し提供する。 

６．新たな販路開拓に寄与する事業に関すること 

①展示会・商談会・物産展への出展参加の推進と②ECサイトを活用した販路拡

大支援により、管内小規模事業者の販路開拓に貢献する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

高山市の産業振興計画の方向性に従って、商工会が貢献できる取り組みを関係

機関と連携しながら実施していく。 

連絡先 

高山西商工会   〒509-3505 岐阜県高山市一之宮町 3575番地 1 

         TEL：0577-53-3112    FAX：0577-53-3129 

         E-mail：takayamanishi@ml.gifushoko.or.jp 

高山市商工観光部商工課 〒506-8555 高山市花岡町 2丁目 18番地 

         TEL：0577-35-3144    FAX：0577-35-3167 

         E-mail：shoukou@city.takayama.lg.jp 

 



   

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．第 2期の目標                                
（1）地域の現状及び課題 

①現状 

【立地と特徴】 

 平成 17年 2月、旧大野郡：久々野町、

朝日村、高根村、宮村、清見村、荘川

村、丹生川村の 7 町村と旧吉城郡：国

府町、上宝村の 2 町村合計 9 町村が高

山市に編入合併された。これにより新

高山市の総面積は 2,177.67 ㎢と、東京

都とほぼ同面積となり日本一広大な市

となった。 

高山市には、高山商工会議所があり、

旧町村の 9 商工会が中心市街地にある

会議所を囲むような形で市町村合併 2

ヶ月後の平成 17 年 4 月、「高山北商工

会」「高山南商工会」「高山西商工会」

の 3商工会として統合設置された。 

当商工会は、このうち一之宮町・清見町・荘川町の 3 町をエリアとして発足。合計面積は 734.05

㎢と広大で、高山市全体の 1/3を占める。 

 

【交 通】 

 一之宮町は、高山市街地に隣接したベッドタウン的な要素が強く、JR 高山線と並行するように名

古屋と富山を結ぶ国道 41号線が中心部を走っている。 

 荘川町は、かつて“荘白川”と称される程、大野郡白川村と結びつきが深く、実際、中京圏や高山

市からの観光客は皆、荘川を経由していたが、平成 20 年の東海北陸自動車道全線開通により直接白

川村 ICを利用されることとなり、荘川 IC出入交通量は大幅な減少となった。このことが原因で主要

観光施設やサービス関連業などは、来客数及び売上が共に大きく減少し、最盛期の 1/4まで落ち込ん

だ事業所もある。 

 また、清見町は東海北陸自動車道の清見 IC、高山西 IC と 2 ケ所の IC により中京圏及び北陸圏か

らの高山市への玄関口となっている他、国道 158号線により福井市から、国道 257号線により下呂市

から、県道 73号線により岐阜市から、県道 90号線により飛騨市から、と正に四方八方から高山市に

繋がるハブ（拠点）的な立地にある。しかし、高速道路の開通によりせせらぎ街道沿いの飲食サービ

ス業の売上が大きく落ち込み、中部縦貫道が高山市街地に伸長され 2 ヶ所の IC 周辺サービス業も売

上が 3割程度落ちるなど、やはり観光関連産業にとって大きな試練を迎えている。 

 

（来場者数の推移）                               単位：人 

施設等名                       平成 17年  平成 21年 平成 26年 平成 30 年 減少幅（％） 

ﾊﾟｽｶﾙ清見、周辺 190,558 127,048 106,513 78,129 58.9％ 

そばの里 荘川 100,571 51,211 25,819 24,560 75.5％ 

 

 



１ 

 

【人 口】 

（管内人口推移）                                                   （人） 

時  期 一之宮町 清見町 荘川町 全 体 減少率 

平成 17年 4月 

（高山市への合併） 
2,673 2,671 1,369 6,713 100 

平成 27年 4月 

（経営発達支援計画第 1期） 
2,600 2,531 1,175 6,306 6.1％ 

平成 31年 4月 

（現在） 
2,489 2,353 1,090 5,932 11.6％ 

14年間の推移 △184 △318 △279 △781  

 一之宮町・清見町・荘川町の 3町において、合併時の平成 17年から直近の平成 31年までにいずれ

も急速に人口が減少している。これまでベッドタウン的存在で人口増加傾向であった一之宮町でも減

少している。また、高山市全体でも合併時 97,483人あった人口が、平成 31年 4月には 87,839人と

なり、人口減少に歯止めがかからない状態となっている。 

 

（年齢別人口の推移）  

平成 22年 4月 一之宮町 清見町 荘川町 全 体 

0歳～14歳 370 (14.0％) 356 (13.5％) 158 (12.2％) 884 (13.5％) 

15歳～64歳 1,592 (60.3％) 1,550 (58.9％) 674 (52.1％) 3,816 (58.1％) 

65歳以上 679 (25.7％) 725 (27.6％) 462 (35.7％) 1,866 (28.4％) 

合 計 2,641人 2,631人 1,294人 6,566人 

  

平成 27年 4月 一之宮町 清見町 荘川町 全 体 

0歳～14歳 357 (13.7％) 326 (12.9％) 139 (11.8％) 822 (13.0％) 

15歳～64歳 1,453 (55.9％) 1,406 (55.5％) 566 (48.2％) 3,425 (54.3％) 

65歳以上 790 (30.4％) 799 (31.6％) 470 (40.0％) 2,059 (32.7％) 

合 計 2,600人 2,531人 1,175人 6,306人 

  

平成 31年 4月 一之宮町 清見町 荘川町 全 体 

0歳～14歳 318（12.8％） 274（11.6％） 110（10.1％） 702（11.8％） 

15歳～64歳 1,346（54.1％） 1,261（53.6％） 530（48.6％） 3,137（52.9％） 

65歳以上 825（33.1） 818（34.8％） 450（41.3％） 2,093（35.3％） 

合 計 2,489人 2,353人 1,090人 5,932人 

 

生産年齢人口の減少と高齢者の増加が表裏一体

で進んでおり、高齢者割合は 3町全てが 30％を超

え、全体としても 35.3％に達した。年少人口は平

成 22年から平成 27年の間では 62人の減少（減少

率 7.0％）であったが、平成 27年から平成 31年

の間では 120人の減少（減少率 14.6％）と、減少

幅が大きくなっている。 

また、右のグラフで分かるように生産年齢人口

の減少もすべての地域で進んでいる。 
 

参考資料：高山市人口統計 
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【事業所数】 

●管 内 商 工 業 者 数：３５８ 

 ▲管内小規模事業者数：３１４ （小規模事業者数の割合：８７％） 

   ≪業種別小規模事業者数の推移≫ 

業  種 平成 18年  平成 24年  平成 28年 

建 設 業 ８２ 
 

７０  ６６ 

製 造 業 ６８  ７３  ６８ 

卸売業、小売業 ４８  ３７  ４８ 

飲  食 
５９ 

 ２８  ２９ 

宿 泊 業  ２６  ２２ 

サービス業 ２９  ３７  ３２ 

そ の 他 ４６  ５２  ４９ 

合  計 ３３２  ３２３  ３１４ 

 平成 18年と比べ、建設業は 16、飲食・宿泊業は 8と大きく減少している。しかし、それ以外の業

種を見ると平成 24年に大きな増減のある業種はあるものの、平成 18年と平成 28年を比べると一定

の事業所数を維持している。ただし、現在の管内小規模事業者には事業主が高齢であり、且つ後継者

のいない事業所が多いため、今後も事業所数は着実に減少していくものと考えられる。 

 

【主要産業の現状】 

（ア）建設業 

建設業は、長期に亘る景気低迷や高山市への編入等の影響で、特に土木工事業において廃業や従業

員のリストラによる規模縮小も続き大きく減少した。さらに、住宅着工件数が減少する中、ハウスメ

ーカーの躍進が著しく地元工務店等は苦戦を強いられ、それに伴い各種設備工事業も減少した。現在

事業を行っている建設業者においても、事業主が高齢であり後継者がいない事業所が多く、今後も事

業所数は減少していくものと考えられる。ただし、建築業や設備工事業においては独立開業される方

も多い。 

 

（イ）製造業 

製造業は数少ない増加業種となっている。食品加工業や木工業、陶芸などのクラフト作家も多く活

動しており、新規開業もこの業種に多い。食品加工業については、地域の農畜産物を使用した特産品

や加工品を製造している事業所が多く、その中でも「荘川そば」は管内地域の数少ない固有の特産品

としてブランド構築と知名度向上のために複数の製造業や飲食店が連携してイベントを開催するな

ど一つの産業として確立しつつある。また、木工製品製造や陶芸、工芸などのクラフト作家が多いこ

とが特徴であり、クラフト産業の発展とクラフト工芸の文化的価値の向上を図るためにイベント等を

実施しながら同業者同士関係を密にして活動している。木工製品等製造業においては若者の新規創業

者が増えているという特色もある。しかしながら、自社製品や取扱い商品に商品力があるにも関わら

ず、販路開拓に目を向けていない、もしくは販路開拓のツールがないなどの理由で、市外への販路開

拓に取り組めていない小規模事業者が多いといった現状もある。 

 

（ウ）卸・小売業 

卸・小売業は、元々管内には少なく商店街などもない。管内で小売業を開業される方はほとんどな

く、後継者不足により廃業される事業所が多く見受けられる。また、地域住民にとっては食材や生活

用品を調達する貴重な場となっているにも関わらず、昔ながらの商品ラインナップで、顧客ニーズを

十分に把握していない事業者が多く、住民の買い物ニーズとのミスマッチが生じている現状もある。 

 

（エ）飲食・宿泊業（観光関連業） 

一之宮町はかつては名古屋方面からの唯一の玄関口であったが、せせらぎ街道（岐阜市―郡上市―
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清見町）の改良及び東海北陸自動車道の開通により通行量が大きく減少したことに加え、スキーブー

ムの衰退による管内のスキー場の不振と共に、最盛期には 48軒あった民宿等が現在では 8軒まで減

少している。さらに、多くの経営者が現在の経営者の代での廃業を考えているなど事業所数は減少傾

向にある。しかしながら、外国人観光客の増加に伴い、ゲストハウスや喫茶店など創業者が多い業種

でもある。また、複数の民宿が連携して地域内外の学生・児童等へ田舎体験を提供するグリーンツー

リズムにも長年取り組んでいる。 

 

【創業者】 

高山市の創業比率は、平成 26年～平成 28

年で 4.08％となっており、岐阜県平均 4.36％

並びに全国平均 5.04％より低くなっている。

ただし、高山市は産業競争力強化法に基づく

創業支援等事業計画の認定を受けており、計

画に基づき実施する起業セミナーや特定創業

支援事業補助金等支援メニューが充実してい

ることもあり、創業者並びに創業希望者は増

加傾向にある。 

 

 参考資料：経済分析システム「RESAS」 

②課題 

【事業所数】 

 管内小規模事業者においては高齢化や後継者不足、売上の低迷等の理由による廃業が増加傾向にあ

るため、地域経済力の維持・向上のために事業所数を維持する必要があり、そのためには円滑な事業

承継の実施や第二創業の促進といった課題が挙げられる。 

 

【創業者】 

今後も潜在的創業者を掘り起こし、関係機関と連携しながら創業支援を行う事で事業所数の維持・

増加に努める必要がある。高山市は産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けてお

り、創業者に対する支援メニューが充実している。そのような環境を活かして、創業者の掘り起こし

や創業促進を図ることが課題として挙げられる。 

  

【主要産業の課題】 

（ア）建設業 

事業主が高齢であり且つ後継者がいない事業所が多数あり、その多くで事業承継に関する具体的な

取組が進んでいないことが課題として挙げられる。また、創業希望者にはスムーズな開業ができるよ

うにこまめに支援することが必要である。 

 

（イ）製造業 

高山市外部への販路開拓に力を入れていく必要があるが、小規模事業者であると資金力や時間的な

余裕がないこともあり、取り組めている事業者はごくわずかである。今後は計画的且つ効果的な販路

開拓の実現に向けた取組を実施し、普段から個で活動している現状から、共同あるいは連携して行え

る事業を実施していく必要がある。 

 

（ウ）卸・小売業 

消費者のニーズを的確に捉え、商品・サービスを充実し、反映させることが課題である。そのため

には、消費者のニーズを把握し分析する手法等の活用が必要である。また、ニーズを把握したうえで

の販路開拓等に向けた手法の習得やツールの導入が必要である。 
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（エ）飲食・宿泊業（観光関連業） 

高山市を訪れる観光客は年間 400万人を超えており、今後も増加していく見通しであるが、観光客

の多くは高山市街中心部での観光が目的であり、より多くの観光客を管内へと向かわせる事業者ごと

の魅力向上や PR強化等の取組が必要である。 

 

【事業者の抱える共通の課題】 

(ア)顧客ニーズを捉える。顧客ニーズを充足するための取組 

 自社製品もしくは取り扱う商品・サービスが顧客ニーズと一致しているかどうかを見直すことが出

来ていない事業所が多くある。顧客ニーズを把握し自社の製品・商品・サービスに反映させることで、

集客力の向上や販路開拓を実現させ事業成長を図りたい。 

 

(イ)地域の強みを活かした事業者の魅力向上 

 当地域には飛騨高山のブランドイメージや豊富な地域資源があるが、それらを活かしきれていない

事業所が多い現状がある。売上並びに集客力の向上を図り持続的な経営を実現させるために、飛騨高

山ブランド等の強みを活かし、自社の製品・商品・サービスがもつ魅力に磨きをかける必要がある。 

 

(ウ)PR強化による市外への販路開拓 

 これまでに飛騨地域外への販路開拓を目指した事業を実施している事業所は比較的少なく、市外へ

の販路開拓の可能性を秘めた事業所は多い。販路開拓により事業成長を実現させるために、ブランド

価値を高め効果的な PRや販路開拓手法を取り入れる必要がある。 

 

(エ)後継者不足による事業承継等の取組 

 事業者の高齢化や後継者不足等により事業所数が減少している現状があり、地域経済力の維持・向

上のために事業所数を維持する必要がある。円滑な事業承継がなされるように事業承継手法（親族内

承継、親族外承継、Ｍ＆Ａ）の検討から事業承継計画の策定、マッチングツールの活用等積極的に取

り組む必要がある。 

 

【高山市産業振興計画】 

高山市産業振興計画は、高山市第八次総合計画を上位計画とし、高山市産業振興基本条例に定める

基本理念「産業の振興は、事業者自らの創意工夫及び自助努力を尊重し、豊かで特色ある地域資源を

活かしながら、事業者、産業振興団体、市民及び市が協働して推進することを基本とする。」に基づ

き、産業振興のための基本的方向や取組、計画推進のための役割分担と連携等について定めたもので

ある。この計画では、「飛騨高山ブランドのさらなる強化と、地域資源の活用による持続可能な産業

の振興」という基本理念に基づき、次世代を担う人材の育成、戦略的な交流の推進、地域資源を活か

した個性・魅力あるものづくりの促進、就労機会の拡大と労働環境の整備など、さまざまな取組を進

めてきた。この計画の中で、高山市は、市外からより多くの資金や人材を獲得し、市内経済に波及さ

せる仕組みをつくること、産業間・企業間のつながりを強化し資金循環を高めること、またそうした

考え方を事業者や商工会等支援組織と共有し、連携を強化しながら取り組みを進めていくことが重要

であることを認識している。 

今後、経済の好循環の実現に向けた「経済構造のあるべき姿」を明確に位置付け、事業者、産業振

興団体、金融機関、大学、行政等が共通認識し、それぞれが役割を担い、連携をさらに強化するとい

うことが挙げられている。 

 

 高山市が示す経済構造のあるべき姿 

 
 

飛騨高山ブランドのさらなる強化と地域資源の活用により「稼ぐ力」が向上し、 

市内経済へ波及することにより「経済の好循環」が図られている。 
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（2）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

①今後 10年間を見据えた振興のあり方 

 
 

第 1期計画では、事業計画策定を始めとする経営力向上に向けたきっかけづくりや経営状況等の分

析、商談会・松ノ木峠 PA（パーキングエリア）等を活用した販路開拓支援等を実施してきたが、地

域の強みを最大限に活かし切れていないため、稼ぐ力の磨き上げにつながらないなど、管内小規模事

業者の抱える経営力や継続力に関する根本的な課題解決には至っていない。 

そこで、中長期的な振興のあり方を「地域の『強み』を自社の経営に最大限活用し、自らの特徴あ

る付加価値を創出することにより、自社の『稼ぐ力』を磨き上げる。これにより、管内小規模事業者

の経営を持続させ、地域経済の好循環を創り上げる。」と定め、前述した小規模事業者の課題解決に

向けて支援を実施していく。 

 

②高山市産業振興計画との連動性 

商工会では、高山市の方針である、「飛騨高山ブランドのさらなる強化と地域資源の活用」により、

管内小規模事業者の稼ぐ力を向上させ、市内経済へ波及させることで、経済の好循環を図ることを目

指す。具体的には、飛騨高山ブランドのさらなる強化と豊かで特色ある地域資源の活用により、「稼

ぐ力」の原動力となる基盤産業（地域市場産業）の成長を促し、市外からより多くの資金や人材を獲

得するとともに、市内産業間・企業間のつながり（連関）を強化することにより、市内経済への波及

と資金循環を促進し、「経済の好循環」の実現を目指す。そのために、小規模事業者の一番身近な相

談相手である商工会として、高山市と同じ方向を見て、小規模事業者並びに地域の経済力の維持・活

性化に向けてその役割を遂行していく。 

 

③高山西商工会としての役割 

当商工会管轄内には、平成 31年 4月 1日現在で小規模事業者が 314 事業者あり、これらの事業者

に対して最も身近に支援できる組織である。 

小規模事業者の抱える経営課題を解決するための支援を実施し、管内小規模事業者の経営力を向上

させていくため下記の役割を担っていく。 

 

（3）経営発達支援事業の目標 

目標① 小規模事業者の経営力向上のための事業計画策定支援を行う 

 小規模事業者の経営力向上のためには、自社の置かれている経営状況を分析・把握し、実現可能性

の高い事業計画を策定し、計画に基づいた経営を行っていくことが重要であると考える。第 1期計画

期間以前は、事業者側に事業計画に対する意識がなく事業計画に基づいた計画的な支援を行うことは

少なかったが、第 1期計画を進める中で自社の経営状況を把握し事業計画に基づいた計画的な経営を

行う事の重要性が伝わり始めた。そこで、今期も小規模事業者の経営力の向上に向けて、経営状況の

分析・把握を行ったうえで、根拠があり且つ実現可能性の高い事業計画策定を広く推進していく。 

 

目標② 経営資源・地域の強みを最大限に活用した販路開拓支援を行う 

 地域の強みを最大限に活用し、商談会等各種イベントへの出展支援を行い販路開拓に貢献する。そ

のためには買い手の立場に立ち、買い手が必要とするものを提供する発想で、顧客ニーズや市場動向

を敏感にキャッチできるよう、幅広い情報収集を行い小規模事業者個々の実情に応じた的確な情報提

供を行う。 

～ 中長期的な振興のあり方 ～ 

地域の「強み」を自社の経営に最大限活用し、自らの特徴ある付加価値を創出するこ

とにより、自社の「稼ぐ力」を磨き上げる。これにより、管内小規模事業者の経営を

持続させ、地域経済の好循環を創り上げる。 
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目標③ 創業の促進並びに事業承継支援による地域経済力の維持・向上 

地域の小規模事業者数の維持のために高山市や近隣の商工会等と連携し、起業セミナーの開催や円

滑な事業承継のための個社支援を実施する。事業承継計画の策定やビジネスマッチング施策の活用等

による廃業の防止や、創業者の掘り起こしを行う事を含めて総合的に支援を実施していく。創業・事

業承継後についても定期的なフォローアップ支援を実施する。 

 

（4）目標の達成に向けた方針 

目標①「小規模事業者の経営力向上のための事業計画策定支援を行う」に対する方針 

 日々変化する競争環境の中で変化に対応し、「稼ぐ力」を磨き上げ、持続的な経営を進めるために

は、自社の経営を客観的に確認するために分析が必要である。また、経営状況を確認したうえで、将

来に向けた事業計画の策定支援を行っていく。 

（具体的な取組） 

・巡回による経営分析の重要性周知 

・経営分析手法の提供 

・決算・確定申告時等における経営分析機会の提供 

・事業計画策定支援 

目標②「経営資源・地域の強みを最大限に活用した販路開拓支援を行う」に対する方針 

計画策定から実行支援まで一貫して伴走型支援を実施し、事業者の成長発展に向けた支援を積極的

に行う。計画の過程で生じる様々な課題に対して各種関係機関との連携を強化しながら事業者にとっ

てよりよい選択ができるように導いていく。また、支援施策を積極的に活用することで事業者の課題

に応じて対応するように努める。これによって、商工会の利用価値を高め、頼られる支援機関として

の立ち位置を確立する。 

（具体的な取組） 

・経営計画の立案及び積極的な実行支援 

・施策及び関係機関に関する情報提供 

・販路開拓の機会の創出・提供 

 

目標③「創業の促進並びに事業承継支援による地域経済力の維持・向上」に対する方針 

 現在、当地域が抱える問題として売上の低迷や後継者不足による小規模事業者数の減少が深刻化し

ており、その対策・課題として後継者の確保と創業者数の増加が挙げられる。これらの課題解決に向

けて商工会として現在行っている取組をより充実させることで地域内の小規模事業者数の維持・増加

に努める。 

（具体的な取組） 

・新規創業者を掘り起こし、創業を促進する 

・円滑な事業承継を推進し、高齢による廃業を減少させる 
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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（ 令和 2年 4月 1日～  令和 7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 
 

２．地域の経済動向調査に関すること                        

（１）現状と課題 

【現状】 

 地域の経済動向を把握するために他の機関が発行する複数の調査報告から、管内小規模事業者の参

考になると考えられるデータを抽出し、巡回時や郵送にて配付、またはホームページへ掲載すること

で情報提供・周知に努めている。 

経済動向の把握は、地域経済における現状把握だけでなく地域の将来予測にも役立つが、管内の小

規模事業者の多くは、地域の経済動向について統計的資料等の根拠に基づいた把握はしておらず、事

業を行う中での感覚で判断している。そこで、第 1期計画期間中に、管内小規模事業者に合った地域

経済の動向をレポートにまとめ提供したことで、根拠のある経済動向の判断を行う必要性を認識し、

将来の予測を立てたうえで事業計画を策定する事業者もあったが、このような認識を持つ事業者は未

だに少ないのが現状である。また、管内地域に密着した経済動向等の収集・分析等ができていないた

めに、管内小規模事業者にとっては比較的実感や関心が持てない情報提供になっているのが現状であ

る。 

 

【課題】 

小規模事業者が将来の予測を立て、より良い事業運営を行うためには地域の経済動向を正しく把

握・認識する必要がある。第 1期では飛騨地域や高山市といった比較的広い範囲での調査データの抽

出・提供を行ったが、管内地域に密着した経済動向等の調査事業を実施できていない課題がある。 

第 2期においては管内小規模事業者に、より関心を持っていただき参考となるような調査データの

収集・分析を行い、且つ情報の提供方法を見直し多くの事業者に地域の経済動向を伝えることが必要

である。 

 

（２）事業内容 

①関係機関による経済動向調査（継続・改善） 

岐阜県や高山市、その他関係機関等から発表される経済動向に関する情報から、年 4回、管内の小

規模事業者に該当する情報を収集・整理・分析し、数値のみではなくグラフや図表、注釈を入れなが

ら管内小規模事業者にわかりやすい形で周知・提供する。情報収集は、以下に示す資料を活用するも

のとし、当商工会地域の産業構造を踏まえて関連する業界・業態の景況情報等を収集する。情報源及

び調査項目について、管内小規模事業者にとってより関心があり関係すると思われる内容に改善す

る。 

 

（情報源及び調査項目） 

情報源 情報収集項目 収集目的 

RESAS：地域経済分析システム 

（経済産業省・内閣官房） 
付加価値額、労働生産性、産業構造、

従業員数 

全国や近隣地域との比較か

ら管轄地域の傾向を分析 

県内中小企業景況調査 

（岐阜県商工会連合会） 
県下商工会地区産業の DI値 

岐阜県内小規模事業者の傾

向分析 
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高山市景気動向調査 

（高山市） 

高山市内の企業約 160 社（無作為抽

出）の景気動向（販売（売上）の動向、

雇用の状況、設備投資） 

高山市の地域傾向と小規模

事業者が抱える課題の分析 

高山市観光動向調査 

（高山市） 

観光客入込状況、交通機関利用状況、

観光施設入込状況、来訪目的、観光消

費額 

特に宿泊業、飲食業、娯楽

業等への情報提供 

高山市労働実態調査 

（高山市） 

高山市内の企業約 250 社（無作為抽

出）の労働条件等の実態（従業員数、

雇用状況、賃金、労働時間、労働環境） 

高山市の労働実態と小規模

事業者が労働面で抱える課

題の分析 

 

②管内景気動向調査（新規） 

今期から管内小規模事業者の中から調査対象事業者を選定し、調査票をもとに直接ヒアリングを行

う「管内景気動向調査」を実施する。管内小規模事業者が関心の高いと思われる当地域に特化した 1

次情報を収集し、分析・提供する。 

 

管内景気動向調査概要 

調査対象 

管内小規模事業者 15社(管内小規模事業者数の 3％とする) 

(内訳)管内小規模事業者の構成割合に応じ、内訳を設定している 

製造業 3件 

建設業       

小売・卸売業 

2件 

4件 

サービス業 6件 
 

調査項目 
売上高、客単価、客数、資金繰り、仕入単価、在庫数量、採算（経常利益）、

従業員数、外部人材（請負・派遣）、業況、借入難度、借入金利 

調査手法 
調査対象企業を選定。経営指導員が企業を訪問し、面接、調査票を用いた聞

き取りにより情報を収集・分析し管内小規模事業者へ情報提供する。 

分析手法 
・景況感 DI値を用いて中小企業景況調査報告書との比較分析 

・管内小規模事業者の実績と見通しの比較分析 

調査頻度 年 4回(4半期ごとに 1回実施) 

サンプル数 60件 

 

（３）地域経済の動向調査結果の活用 

 上記①、②で実施した調査結果は、収集した情報を整理・分析し数値のみではなく、グラフや図表、

注釈を入れながら管内小規模事業者にわかりやすい形で、地域経済動向レポートにまとめ広く周知す

る。同時に、地域経済動向レポートの各調査報告の詳細な内容についてホームページにも掲載するこ

とで見ていただく機会を増やす。①他の機関の経済動向調査及び②管内景気動向調査で得た分析デー

タの情報提供を行う事で最新の地域経済状況を把握できるようにするほか、自社の経営について気づ

きを与え、個社ごとの経営及び事業計画策定の際に参考資料として活用していただく。 

 

（具体的な周知方法） 

・商工会職員の巡回時に地域経済動向レポートを配付し説明する。（継続） 

・各種セミナーでの配布及び説明を行う。（新規） 

・管内小規模事業者に向けて郵送にて地域経済動向レポートを配付する。（継続） 

・当商工会ホームページ上でダウンロードできるように地域経済動向レポートを掲載する。（継続） 
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（４）目標 

提供内容 現状 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

地域経済動向レポ

ート発行回数 
年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

ホームページ掲載 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

セミナー等で配布 ― 3回 3回 3回 3回 3回 

地域経済動向レポー

ト内容周知のための

巡回または郵送 
300 件×4 300件×4 300件×4 300件×4 300 件×4 300件×4 

 

 

 

３．経営状況の分析に関すること                         
（１）現状と課題 

【現状】 

個社の経営状態を定量面と定性面の 2 面から総合的な分析を行い経営状態の把握を行ったうえで

事業計画策定のきっかけを作ることを目的に、定量分析については決算・確定申告時と融資あっせん

時にデータを入力し実施し、定性分析については事業計画策定支援時やそれに伴う専門家派遣時等に

実施している。数値の伴う定量分析に興味を示した事業者であっても定性分析においてはその必要性

を認識している事業者は少なく、定量分析と定性分析を共に行う支援が思うように進んでいないのが

現状である。 

 

【課題】 

 定量・定性分析を合わせて実施した方が課題の抽出等でより効果があったため、効果的な事業展開

と経営体質の強化に結び付けるためには分析の質を高める必要があるが、管内小規模事業者の多くが

定性・定量の両面から総合的な分析を行えていないことは課題として挙げられる。 

 

（２）事業内容 

①経営分析実施事業者の掘り起こし（継続・拡充） 

 職員の巡回・窓口相談時に、定性・定量面からの経営分析の必要性や重要性を説明し、経営分析に

興味関心を持っていただくことで経営分析実施事業者を増加させていく。日々の巡回時に自社の経営

状態を把握する重要性を説明し、経営分析に興味関心を持つ事業所を掘り起こす。また、巡回時だけ

でなく記帳指導、決算指導時にも経営分析の実施を勧めていく。特に、売上高や利益の減少が著しい

事業所や融資斡旋・補助金申請支援で設備投資や経営改善を図る事業所には、積極的に経営分析を推

奨し業績低迷の原因究明等を行う。 

 

（経営分析実施事業者の掘り起こし手法） 

・日々の巡回指導で経営分析の必要性を伝える。 

・地域経済動向レポート配付時に、経営分析を勧める。 

・記帳指導、決算指導において経営状況に不安を感じる事業者に経営分析を勧める。 

・融資斡旋、補助金申請時に経営分析を行っていく。 

 

②経営状況分析の実施（継続） 

 ①の取組で掘り起こした事業者に対して経営状況分析を実施する。経営状況の分析には財務諸表を

基に行う定量分析と財務諸表以外で行う定性分析の双方を合わせて行う事で経営状況分析とする。 
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経営状況分析の実施概要 

主な対象者 
経営分析に関心の高い事業所、業績低下が著しい事業所、事業計画策定を希望する

事業所 

分析項目 

(ア)定量分析 

個社の財務諸表から収益性、安全性、生産性、成長性、効率性の 5

つの視点で分析を行う。単年度分析ではなく、経年変化を考慮した

分析結果を提供するために過去の財務諸表も合わせて分析を行い、

財務上の強み・弱みを確認し分析結果をフィードバックする。 

(イ)定性分析 

外部環境から受ける「機会」と「脅威」、内部環境の「強み」と「弱

み」を分析する SWOT分析を行い、そこからクロス SWOT分析により、

事業の方向性や課題を分析する。SWOT分析の際には、モレ・ダブり

がないように多様なフレームワークを活用し各要素を抽出する。 

分析手法 

岐阜県商工会連合会の作成した独自のシステム「事業者支援システム」やインター

ネットを利用した経理システム「ネット de記帳」並びに「経営分析システム」を活

用し、上記の分析項目を含み、定量面及び定性面から事業所の経営状態を経営指導

員が分析を行う。場合によっては、専門家に意見を求め、より詳細で精度の高い分

析を行っていく。 

 

＜補足：分析項目の詳細＞ 

（ア）定量分析 

 

（イ）定性分析 

調査項目 具体的な内容 

外部環境 
市場環境 社会動向、政治動向、市場動向、技術動向など 

競合状況 競合動向（顕在/潜在）、仕入れ先動向、販売先動向など 

内部環境 
知的資産 

人的資産、組織・体制、経営方針、顧客ネットワーク、ブランド、ノウ

ハウ、技術・技能、特許・知的財産など 

設備状況 設備、遊休設備、不動産、工程/生産管理、ネットワークなど 

 

（３）成果の活用 

①経営課題の明確化 

 分析結果を踏まえて、事業者の持つ問題点や経営課題を明確にする。商工会職員だけでなく各関係

機関等と連携し、各分野の専門的視点から小規模事業者の経営課題を明確にしていく。 

 

②分析結果のフィードバック 

 経営分析の結果は、岐阜県商工会連合会の作成した独自のシステム「事業者支援システム」やイン

ターネットを利用した経理システム「ネット de 記帳」並びに「経営分析システム」によってレポー

ト形式で書面化し、個別に巡回を行い分析結果の導出課程や結果から判断できることを丁寧に説明す

る。説明の際には、専門用語をできる限り避けわかりやすく説明することで経営状態に関する理解を

高めるように努め、分析から見える経営上の問題や課題を抽出し認識していただく。 

 

診断項目 具体的な指標 

収益性 売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率など 

効率性 総資本回転率、棚卸資産回転日数など 

生産性 一人当たり売上高、一人当たり経常利益など 

安全性 自己資本比率、流動比率、当座比率など 

成長性 前年比増収率、総資本回転率増減など 
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③事業計画策定への誘導 

 分析結果のフィードバックによって認識した経営課題を解決し、将来に向けて持続的な経営を営む

ことができるように事業計画の重要性を説明することで、事業計画の策定を推進していく。 

 

（４）経営状況の分析実施目標 

 現状 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

経営分析件数 26件 30件 32 件 34件 36件 38件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること                        
（１）現状と課題 

【現状】 

 「①本格的な事業計画の策定、②コンパクト事業計画の策定、③課題克服型事業計画の策定」のボ

リューム感が異なる３類型の事業計画の策定に取り組んでいるが、どの類型も事業所の将来あるべき

姿を描き、経営目標・課題の設定など内容的に類似した計画策定になっている。 

経営計画策定件数の累計は 101件（事業計画 83件、創業 16件、事業承継 2件）であり、持続化補

助金申請件数は 52 件と、半数以上が持続化補助金等の補助金目的での計画策定であった。補助金申

請をするために事業計画策定をするなど本来の事業計画策定の目的が事業者に伝わりきれていない

のが現状としてある。 

 

【課題】 

 このような現状から、補助金目的の単発的な事業計画書を策定するのではなく、自社の将来を見据

えた事業計画策定支援を行うことが必要である。また、事業計画未策定事業者に対しては、事業計画

の必要性を認識していただくことが課題となる。 

 

（２）支援に関する考え方 

事業計画策定前には、前工程として 3.経営状況の分析に関することで行う経営状況分析を行い、

問題・課題を明確にした上でこれらの事業者に事業計画策定の提案を推進していく。事業計画策定は、

個別相談及び指導員の巡回によって個社ごとに行うものとし、ブラッシュアップ支援過程において必

要に応じて専門家による意見・アドバイスを取り入れ、課題解決までの道筋を示すことで事業計画の

意義や重要性を認識していただけるように努める。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定に関する意識づけ（改善） 

 （ア）事業計画策定の推奨 

  巡回や窓口指導で経営状況の分析を行った小規模事業者に対して、分析から把握した経営上の問

題・課題を解決するための道筋となる事業計画を策定するように推奨する。聞き取りを行う中で事

業計画の必要性を説明し、事業計画に対する意識づけを行う。 

 （イ）個社支援 

  事業計画を策定するために、経営指導員が個社支援を行い計画書の策定支援を行う。事業所の経

営分析を実施した結果、抽出した経営課題の解決、事業計画策定と一貫した支援を実施する。 

 

②事業計画策定支援（継続） 

 経営状況の分析を行った事業者を対象とし事業計画策定支援を実施する。地域経済の動向を踏まえ

ながら事業計画策定に必要な検討事項に基づいて、事業計画書のストーリーについて事業者の考えを

聞き出し、経営指導員が伴走して計画策定を支援していく。事業遂行に支障となる実施上の課題の解

決方法をアドバイスし、具体策を提案することで実現性の高い計画を策定する。また、持続的な発展
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のためには、確実な利益確保が必要であることから、利益を確保するための具体的な取り組みを含む

計画づくりを支援していく。 

 

③事業計画のブラッシュアップ支援（継続） 

事業計画策定支援をする中で、必要であれば専門家と共に事業者の意思と実現可能性を考慮して、

最終的な目的、目標、達成手段を確認し、事業計画のブラッシュアップ支援を実施する。 

各支援機関(岐阜県商工会連合会、岐阜県商工会連合会飛騨ブロック広域支援室、岐阜県産業経済

振興センター、岐阜県よろず支援拠点、金融機関、税理士、中小企業診断士、弁護士等)等と連携し、

各専門家の視点から小規模事業者が抱える経営課題の解決に向けた具体的な施策を計画に盛り込ん

でいく。 

 

④事業承継計画策定支援（新規） 

管内事業者の高齢化が進んでおり、岐阜県商工会連合会が実施した事業承継アンケートの結果か

ら、事業承継を考えているが具体的な取り組みができていないと回答した経営者が全体の約 3割と、

事業承継に関する取組が進んでいないことが明らかになった。これらの事業者に対して、計画的な事

業承継を実施できるように事業承継計画の策定支援を行うと共に、事業承継に関する計画のみならず

承継後の事業継続・発展に向けたフォローアップ支援も合わせて実施していく。 

 

⑤創業計画策定支援（新規） 

 高山市において「産業競争力強化法における市区町村による創業支援事業」の認定を受け開催する

起業セミナーへの参加者を積極的に募り、創業計画策定支援や相談対応に努めていく。また、他の支

援機関（高山商工会議所、高山北商工会、高山南商工会、市内金融機関、岐阜県信用保証協会）との

連携体制をとり創業者の支援に努める。 

 

（４）事業計画策定目標 

 現状 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

事業計画策定

件数 
17件 20件 22 件 24件 26 件 28件 

事業承継計画

策定件数 
2件 4件 4 件 4件 4件 4件 

創業計画策定

件数 
2件 2件 2 件 2件 2件 2件 

合計 21件 26件 28 件 30件 32 件 34件 

 

 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること                    
（１）現状と課題 

【現状】 

事業計画を策定した事業所に対して、１ヶ月に１度の巡回指導で進捗状況の把握と新たな問題の発

生や困難の有無などの確認作業を実施している。実際に事業計画を策定した事業所に対して巡回訪問

を行い、事業計画の実施に関する進捗状況の把握と新たに発生した課題などの確認作業を行い、状況

に応じて各種支援施策を活用するなどこまめに支援するように努めているが、その多くが補助金の進

捗管理を目的とした支援となっており、事業の成長発展に大きく貢献できる効果的な支援とはなって

いない現状がある。 
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【課題】 

このような現状から、補助金の進捗管理ではなく、計画を実施していくうえで新たな課題や計画修

正など多岐にわたる問題が発生してくる状況を把握し、事業者の成長発展に貢献できる支援を実施し

ていくことが必要である。 

 

（２）事業内容 

①経営指導員による PDCA支援（継続） 

 事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問回数を増や

して集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障がない事業者を

見極めた上でフォローアップ頻度を設定し、事業者からの申し出等により臨機応変に対応する。 

 なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断した場合には、岐阜県

商工会連合会広域支援室や外部専門家など第三者の視点を投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対

応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

②各種支援施策及び制度の活用によるフォローアップ（継続） 

経営指導員では課題解決が困難な場合や、計画の見直しが必要である場合には、状況に応じた各種

支援施策を活用したフォローアップを実施する。専門家派遣制度だけでなく、各種経営支援機関等と

のネットワークを活かした支援を実施することで事業計画を円滑に実施できるように努める。 

また、高山市小口融資制度、小規模事業者の借入に対する利子補給、日本政策金融公庫の融資制度

など事業者の実情に応じた融資制度等の情報提供並びに資金調達支援を行い円滑に事業が実施でき

るようにフォローアップする。 

 

（３）事業計画フォローアップ目標 

（事業計画策定事業者） 

 現状 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

対象事業所数 17件 20件 20 件 22件 22件 24件 

延べ回数(頻度) 195 回 102回 102 回 118回 118 回 120回 

売上増加事業者数 － 6件 6 件 7件 7件 8件 

経常利益率１％以

上増加の事業者数 
－ 6件 6 件 7件 7件 8件 

※現状の実施回数は補助金事業の進捗管理を含めた数値であるため実施回数が多くなっているが、今

後の目標値には事務的な進捗管理を含まないこととするため、目標値は現状値を下回る。 

※事業計画策定のうち、5～6 社は毎月 1 回、9～10 社は四半期に一度、他の 6～8 社については年 1

回フォローアップを行う。 

 

（事業承継計画策定事業者） 

 現状 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

対象事業所数 2件 4件 4 件 4件 4件 4件 

実施頻度 年 1回 年 2回 年 2 回 年 2回 年 2回 年 2回 

延べ実施回数 2回 8回 8 回 8回 8回 8回 

 

（創業計画策定者） 

 現状 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

対象事業所数 2件 2件 2 件 2件 2件 2件 

実施頻度 年 3回 年 4回 年 4 回 年 4回 年 4回 年 4回 

延べ実施回数 6回 8回 8 回 8回 8回 8回 
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６．需要動向調査に関すること                          
（１）現状と課題 

【現状】 

 需要動向調査は、例えば、主に事業計画策定事業者や宿泊・飲食事業者に対して参考となり得る情

報を、高山市が発表する観光統計の中から収集し情報提供するなど比較的容易に調査ができる 2次情

報を、事業計画を策定した事業者と観光関連事業者に限って提供している。 

しかし、実際に事業者が求めている情報は、ターゲット顧客より収集した顧客の生の声など結果的

に個々の事業者の売上向上につながる 1次情報であることが分かった。 

 

【課題】 

事業者が求めている 1次情報の収集・分析を実施し、管内小規模事業者に対して、1次情報を偏り

なく提供することが求められていることが分かった。また、2 次情報についても、1 次情報と合わせ

て提供する必要がある。 

 

（２）事業内容 

個々の事業者の商品・サービスに関する市場情報を、経営指導員が主体的に収集し提供する。独自

に収集した 1次データから買い手からのニーズを的確に把握し、これに加え一般に公表されている他

機関が調査した 2次データを収集し、1次データと合わせて総合的に分析することで市場全体でのニ

ーズに適合しているか、優位性が持てるか判断を行う材料の提供を行う。 

 

①イベント・展示会等を活用した需要動向調査（新規） 

個社ごとの商品・サービスに合わせた独自調査を実施し、顧客の持つ顕在化・潜在化したニーズを

収集する。調査方法は、聞き取り方式アンケート調査とする。調査対象は、業種業態、経営計画策定

時に想定した顧客ターゲットとなる対象に応じて、ＢtoＢ調査、ＢtoＣ調査の 2種類を想定する。 

 

（ア）ＢtoＢ調査 

 事業計画を策定した小規模製造業者が展示会等に出展した際にブースを訪れる事業者に対して出

展する事業者の製品についてのアンケート調査を実施する。調査項目は、展示製品の特性を考慮し事

業者と相談したうえで決定しアンケート調査票を作成する。 

対象業種 調査対象 調査項目 

製造業 
展示会等出展時にブー

スを訪れる事業者 

性能、品質、デザイン、価格、技術、改善希望、製品

ニーズ、取引条件 等 

 

（調査方法） 

 商工会の販路開拓支援で展示会に出展する小規模事業者及び独自で出展する小規模事業者に同行

し出展者ブースに訪れる事業者に対して事業者と商工会職員等が協力してアンケート調査を行う事

で展示会を訪れる事業者が感じる率直な意見とニーズを収集し、改良・製品開発に活かしていく。ア

ンケート調査は、次に例示するような展示会等で行う。 

イベント名 開催時期 来場者数 概  要 

IFFT/ インテリア ライ

フスタイル リビング 

（東京ビッグサイト） 

毎年 6月上旬 

毎年 11月中旬 

17,574人 

（2018年11月実績） 

ライフスタイル提案型のインテ

リア総合国際見本市。小売はも

ちろん、設計・建築関係、デザ

イナー、ホテル、レストランな

どの来場者が多い。 

roomsEXPERIENCE 

（五反田ＴＯＣビル） 

毎年 9月上旬 

毎年 2月中旬 
約 20,000人 

日本最大級のファッションとデ

ザインの合同展示会 
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（想定される調査の具体例） 

当地域の主力産業である製造業の中から関係事業者数の多い木製家具関係事業者の展示会出展を

想定した場合、以下のような概要にて調査を行う。 

 

木製家具に関する調査概要 

調査対象 展示会にて展示ブースを訪れた事業者 

調査手法 
展示ブースを訪れた事業者に対して、実際に製品に触れていただき製品に関す

る評価・意見を聞き取り方式アンケートで回答していただく。 

調査項目 性能、品質、デザイン性、新規性、競争優位性、価格、改善希望、自由意見 

調査結果の 

活用目的 

調査結果は製品の改良や新商品開発に活用する。単純集計だけでなく、調査項

目から 2軸を設定しポジショニングマップにプロットする等、各調査項目の関

係性を分析することで製品評価を行う。 

調査場所 展示会等のブース内 

サンプル数 50件 

 

（イ）ＢtoＣ調査 

 事業計画を策定した製造・小売・飲食及びサービス事業者を対象に地域内イベントにおいて個社ご

との商品・サービスに対して設定したターゲット等の意見を収集するためにアンケート調査を実施す

る。調査項目は、個々の業種業態、製品・サービスごとのターゲット属性を考慮し事業者と相談した

うえで決定しアンケート調査票を作成する。 

対象業種 調査対象 調査項目 

製造業 
経営計画策定時に想定

した顧客ターゲット等 

商品評価（機能性、デザイン、価格）、年齢、性別、

感想、ニーズ等 

小売業 
経営計画策定時に想定

した顧客ターゲット等 

商品評価（味、デザイン、価格）、年齢、性別、感想、

ニーズ等 

サービス業 
経営計画策定時に想定

した顧客ターゲット等 

年齢、性別、住所、サービスの質、価格適正、設備、

雰囲気、感想、ニーズ等 

 

（調査方法） 

 ＢtoＣ調査は、事業計画策定時に想定したターゲット属性に合わせて次に示すいずれかの方法で調

査を実施する。 

 

（1）地域内イベント等を活用した調査 

 地域内イベントや物産展は集客効果が高く、多くの集客が見込まれる。そのため、事業計画策定時

に想定したターゲット層からの商品・サービスに関する意見を収集しやすい。次に例示するイベント

等にてアンケート調査を行うことで商品・サービスのブラッシュアップに繋がる需要動向を収集す

る。 

イベント名 開催時期 規模 概  要 

清見クラフト展 

(ウッドフォーラム飛騨) 

春：5 月上旬 

秋：10 月下旬 
来場者数 

約 9,000人 

清見町を拠点とするクラフト

工房が集い、木工・陶器・ガラ

ス細工などの展示即売を行う 

新そばまつり 10月上旬 
来場者数 

約 1,000人 

荘川産の新そば解禁にあわせ

て開催されるイベント 

飛騨高山物産展 5月～2月 

全体売上 

約 8,400万円 

（2018年実績） 

主要都市の百貨店で地元の特

産品等を展示即売する物産展 
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まるっとプラザ 

(㈱ｼﾞｪｯｸ経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ) 
通年営業 

客数約 46,000人 
年間売上約 3,000 万円 

(2018年実績) 

観光客に対し旧高山市以外の

周辺地域の情報発信や特産品

の紹介を行っているアンテナ

ショップ 

 

（想定される調査の具体例） 

特産品である「荘川そば」について調査を行うと想定した場合、以下のような概要にて調査を行う。 

荘川そばに関する調査概要 

調査対象 イベント来場者 

調査手法 
地域内イベントにおいて来場客に試食してもらい、率直な感想を聞き取り方式

のアンケートで回答していただく。 

調査項目 
年齢、性別、味、見た目、価格、荘川そばについての認識、改善してほしい点、

自由意見 

調査結果の 

活用目的 

調査結果は、商品のブラッシュアップに活用する。単純集計だけでなく、年齢・

性別ごとにクロス分析を行う事で消費者ごとの傾向を把握する。これにより、

自社商品を支持している消費者層と設定ターゲットに違いがないか確認する

ことができるため、商品の改良に役立てることができる。 

調査場所 「飛騨荘川新そばまつり」会場内 

サンプル数 50件 

 

（2）商工会組織を活用した調査 

 地域内イベントでの調査は、イベントの開催に合わせて実施されるため必要な時期に調査が実施で

きないこともある。そのため、商工会独自のネットワークを活かし個々の商品・サービスにあったタ

ーゲット属性を限定したアンケートを役職員、女性部員、青年部員等に対して実施することでニーズ

の収集を行う。 

例えば飲食店の場合、事前に調査票を準備した上で若い男性をターゲットにする場合は青年部の会

議の際に試食会を実施、40 代から 60代の女性をターゲットにする場合は女性部の会議の際に試食会

を実施して、アンケート調査を行い率直な意見を収集することでメニューの改良に繋げていく。 

 

②外部機関が公開する調査及びデータ収集・提供（調査資料の変更） 

客観的な視点で小規模事業者の保有する製品・商品・サービスの需要動向を把握するために、行政

機関や業界団体・企業が実施している調査結果を収集する。収集した情報は、①イベント・展示会等

を活用した需要動向調査と合わせてレポートにまとめ各事業者に提供していく。 

 

（収集する情報と情報源） 

内閣府が実施する「全国消費動向調査」 

情報の 

収集・分析 

内閣府が発表している「消費動向調査」の結果を収集し、全国の一般消費者が消費

に対してどのような考えを持っているか、またその推移を分析する。商業・サービ

ス業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者に限らず、製造する部品が

使用されている商品、保有する技術によって生み出されている商品等の情報を収集

することで、最終商品を製造していない小規模事業者も活用することができる。 

調査項目 

消費者の意識（毎月）、物価の見通し（毎月）、旅行の実績及び予定（6、9、12 及び

3 月）、自己啓発、趣味・レジャー・サービス等の支出予定（6、9、12 及び 3 月）、

主要耐久消費財等の保有・買替え状況（3月）、世帯の状況（毎月） 

目  的 

「全国消費動向調査」を活用し、全国的な消費動向から消費者需要を確認する。独

自調査によって収集した１次データの情報を合わせて検証することで小規模事業者

の販売戦略・商品戦略・広報戦略の立案に活かしていく。  
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日経 POS情報「売れ筋ランキング」 

情報の 

収集・分析 

日経テレコンが公表しているデータを活用する。全国のスーパーマーケット店頭で

販売されている加工食品・家庭用品のＰＯＳデータ（商品１品ごとの販売データ）

に基づく売れ筋商品ランキングを収集し、刻々と変化する市場の動向を速く正確に

把握する。商業・サービス業など直接の保有商品等との関連がある小規模事業者に

限らず、製造する部品が使用されている商品、保有する技術によって生み出されて

いる商品等の情報を収集することで、最終商品を製造していない小規模事業者も活

用することができる。 

調査項目 
小規模事業者の保有する製品・商品・サービスに応じた、分類ごとの商品別ランキ

ング、金額シェア、平均価格 

目  的 

日経ＰＯＳ情報・売れ筋ランキングから収集した情報を、独自調査によって収集し

た１次データの情報を合わせて検証し、トレンドや流行りを見極めることで、売れ

る商品開発、仕入れなどに活かしていく。  

  

高山市観光統計 

情報の 

収集・分析 

高山市が実施している観光統計を活用する。サービス業向けの情報収集を主とし

ており、特に激増する外国人観光客の消費動向や宿泊動向を正確に収集・把握し分

析する。 

調査項目 
観光客の入込み状況、外国人観光客の入込み状況、観光施設の入込み状況、交通機

関の利用状況、ホームページのアクセス状況、観光の印象、観光消費額 

目  的 

高山市を訪れている観光客の内訳や消費動向、来訪目的を見極めることで、管内サ

ービス事業者にとって必要な設備導入やホスピタリティの向上・改善といった提案

に結び付ける。 

 

（3）調査結果の活用方法 

「①イベント・展示会等を活用した需要動向調査」の結果は、関連性の高い項目はクロス分析を行

い、「②外部機関が公開する調査及びデータ収集・提供」で収集した情報を付加し、事業者個々の製

品・商品・サービスに関する需要動向レポートを作成し提供する。 

提供した情報を基に個々の製品・商品・サービスのコアターゲット、市場のニーズにズレはないか、

消費者のもつ客観的な意見やニーズを商品・サービスの改良や改善に活かすことができないか検討材

料とし、必要であれば各関係機関と連携を図りその後の商品改良・開発支援から新たな販路の開拓ま

で一貫して支援を行う。 

 

（4）需要動向調査実施目標 

（調査目標事業者数） 

 

 

 

 

 現状 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

調査対象事業者数 ― 7社 7社 7社 7社 7社 

レポート提供 

事業所数 
― 7社 7社 7社 7社 7社 
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以下、調査の内訳を示す。 

（製造業の需要動向に関する調査） 

 現状 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

調査対象事業者数 ― 2社 2社 2社 2社 2社 

レポート提供 

事業所数 
― 2社 2社 2社 2社 2社 

1事業所あたり 

サンプル収集数 
― 50件 50 件 50件 50件 50件 

延べサンプル数 ― 100件 100 件 100件 100件 100件 

 

（小売・サービス業の需要動向に関する調査） 

 現状 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

調査対象事業者数 ― 5社 5社 5社 5社 5社 

レポート提供 

事業所数 
― 5社 5社 5社 5社 5社 

1事業所あたり 

サンプル収集数 
― 50件 50件 50件 50件 50件 

延べサンプル数 ― 250件 250 件 250件 250件 250件 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること                  
（１）現状と課題 

【現状】 

“新たな顧客・ターゲットに向けた対策”をとってきた事業者が少ないことから、商品の露出・PR

力を高め販路拡大を実現するために松ノ木峠 PA の活用や商談会出展支援、ホームページの充実やネ

ット販売などの IT 活用支援を実施している。その結果、管内小規模事業者が商談会等へ出店するこ

とにより、売上高の拡大などの成果につながっている。 

 

【課題】 

管内小規模事業者には高い商品力を持つ事業者が多数存在しているが、展示会や商談会等への出展

で得られる効果に懐疑的なイメージを持っている事業者もあることから、これまでの成果等を PR し

ながら出展を促し、県内外で開催される展示会等への出展支援を充実させることが求められている。 

また、IT 活用支援では、多くの事業者にホームページ開設等情報発信ツールの導入がなされ、新

規顧客の獲得に結び付くなどの実績を生み出した。しかし、管内小規模事業者の中には、未だにホー

ムページを有していない事業所が多くあるため、第 1期でも精力的に取り組んだが、第 2期でも継続

的に取り組むとともに、ホームページ作成に限らず、EC サイトを活用した販路拡大支援を行ってい

く必要がある。 

 

（２）事業内容及び各事業の目標 

①展示会・商談会・物産展への出展参加の推進（拡充） 

 小規模事業者にとって大規模展示会・商談会・物産展に事業者のみで参加をすることは人手、ノウ

ハウ、費用等様々な障壁が存在し困難である。そこで、事業計画を策定した小規模事業者の中から展

示会・商談会のテーマに合った製品・商品・技術・サービスを持つ事業者に対してピンポイントで情

報提供を行い、出展参加を促すことで販路拡大を目指す。事業者が参加を希望する場合には、PR ツ

ールの作成等、出展準備から当日の運営、その後の商談成立に向けて一貫して支援を行っていく。 
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（出展参加を想定している主な展示会・商談会・物産展） 

イベント名 概要 開催時期 規模 

IFFT/ インテリア ライフスタ

イル リビング 

（東京ビッグサイト） 

インテリア総合国際見本市。

小売、設計・建築関係、デザ

イナー、ホテル、レストラン

などの来場者が多い。 

6月上旬 

11月中旬 

17,574人 

（2018年 11月実績） 

roomsEXPERIENCE 

（五反田ＴＯＣビル） 

日本最大級のファッションと

デザインの合同展示会 

9月上旬 

2月中旬 
約 20,000人 

飛騨高山物産展 
(高山市・高山市産業振興協会) 

主要都市の百貨店で地元の特

産品等を展示即売する物産展 
5月～2月 

全体売上約 8,400万円 

（2018年実績） 

バイヤー斡旋商談会 

(岐阜県商工会連合会) 

販路開拓コーディネーターが

首都圏・海外バイヤーに商品

を PR・斡旋する事業 

9月～2月 参加バイヤー5社 

まるっとプラザ 

(㈱ｼﾞｪｯｸ経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ) 

旧高山市以外の周辺地域の情

報発信や特産品の紹介を行っ

ているアンテナショップ 

通年営業 

来客数約 46,000 人 

年間売上約 3,000万円 

(2018年実績) 

松ノ木峠 PA 

(松ノ木峠 PA活用促進協議会) 

松ノ木峠 PA に立ち寄られた

観光客向けに特産品等を販売 

4月～ 

11月 
年間売上約 200万円 

 

（展示会・商談会・物産展推進目標） 

 現状 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

展示会 

出展 

出展事業者数 ― 2社 2社 3社 3社 3社 

見積提案数 

(1社当たり) 
― 1件/社 1 件/社 1件/社 1 件/社 1社/社 

商談会 

参加 

参加事業者数 2件 2社 2社 3社 3社 3社 

成約件数 

(1社当たり) 
1件 1件/社 1 件/社 1件/社 1 件/社 1件/社 

物産展 

出店 

出店事業者数 ― 2社 2社 3社 3社 3社 

売上額 

(1社当たり) 
― 10万円/社 10万円/社 10万円/社 10 万円/社 10万円/社 

 

②ECサイトを活用した販路拡大支援（新規） 

 全国商工会連合会が開設する「ニッポンセレクト.com」や民間企業の EC サイトへの出店・出品を

支援することで近隣地域だけでなく全国規模の販路開拓を行う。また、自社の WEBサイトにショッピ

ング機能を追加するなど EC を行える環境整備を推進していく。 

（ECサイト活用支援目標） 

  現状 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

ニッポン

セレクト 

出品事業者 ― 1社 1社 2社 2社 2社 

売上額 
(1 社当たり) ― 

1％増加 

/社 

1％増加 

/社 

1％増加 

/社 

1％増加 

/社 

1％増加 

/社 

ECサイト 

出品事業者 ― 1社 1社 1社 1社 1社 

売上額 
(1 社当たり) ― 

5％増加 

/社 

5％増加 

/社 

5％増加 

/社 

5％増加 

/社 

5％増加 

/社 

自 社 WEB

サイト 

環境整備 1社 1社 1社 1社 1社 1社 

売上額 
(1 社当たり) ― 

3％増加 

/社 

3％増加 

/社 

3％増加 

/社 

3％増加 

/社 

3％増加 

/社 

※売上額の目標は、事業所ごとの前年売上高に対する増加率とする。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

８．地域経済活性化に資する取組に関すること                   
（１）現状と課題 

【現状】 

 樹齢 1,100年を誇る臥龍桜の桜まつりや「生きびな祭り」など、地域資源を活用した誘客イベント

が開催される際、特産品を中心とした食品関係の販売・PR を実施している。また、民宿を中心に事

業を行っている「飛騨一之宮グリーン体験宿」や、クラフト作家で組織される「清見クラフト協会」

の運営・支援、荘川そばの発展を目的に事業展開している「そば祭り実行委員会」への協力等を実施

している。 

 

【課題】 

 高山市産業振興計画に示された経済構造のあるべき姿に基づいて、商工会が担うべき役割を果たし

ていくことが課題である。そのため、高山市の定めた方向性に従い各関係機関と連携を取りながら地

域特性を活かした地域経済の活性化に貢献していく方針である。 

 

（２）事業内容 

高山市の次期産業振興計画の経済構造のあるべき姿として、「飛騨高山ブランドのさらなる強化と

地域資源の活用により稼ぐ力が向上し、市内経済へ波及することにより経済の好循環が図られてい

る。」と掲げられており、そのあるべき姿に少しでも近づけるように飛騨高山ブランドの成長・発展

のために当商工会としても役割を担い、次に示す事業を実施していくことで地域経済の活性化に貢献

していく。 

 

①クラフト産業の発展並びにブランド構築 

 清見町では県内外出身の木工・陶芸・工芸といった多くのクラフト作家が事業展開している。平成

8 年より地域クラフト工房が集まり清見クラフト協会として活動を始め、現在 15 事業所でクラフト

工芸の文化的価値の向上に取り組んでいる。多くの観光客や地元住民に事業所及び製品の紹介・販売

する機会として、「クラフト展」を開催している。クラフト展では、全国の“ものづくり職人”にも

出展の呼びかけを行い、「クラフトのまち」のイメージ強化と地域ブランド確立に取り組んでいる。 

 

清見クラフト協会 

目的 
清見地域を拠点として活動するクラフトマンの産業としての発展とクラ

フト工芸の文化的価値の向上を図ることを目的とする。 

事業内容 

・春のクラフト展開催 

・秋のクラフト展「手仕事フェア inひだ清見」開催 

・秋のクラフト展チラシ作成 

・クラフト協会会議 年４回 

連携機関 高山市、ひだ清見観光協会 

 

【地域経済活性化の方向性を共有する仕組みの構築】 

年 4回クラフト協会会員全員会議を開催し、展示会などの情報交換と地域クラフト工芸の活性化な

どについて話し合う。商工会は、協会の事務局として高山市やひだ清見観光協会との連携の役割を担

う。協会会員の作品は、ひだ清見観光協会の管理施設で通年展示販売しており、商工会はひだ観光協

会と連携して作品の良さを引き出す展示手法等についての支援を行い、地域ブランド確立の中心的な

役割を果たしていく。 
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②特産品「荘川そば」のブランド構築並びに知名度向上 

 特産品である「荘川そば」のブランド構築並びに知名度向上のため、地域のそば生産者と加工業者、

飲食店が連携し、そばに関するイベント等を開催・運営している。 

 

そば祭り実行委員会 

目的 荘川そばのブランド構築並びに知名度向上を目的とする。 

事業内容 

・そば祭り実行委員会会議 年 2回開催 

・寒ざらしそば 安全祈願祭・試食会 開催 

・秋の新そばまつり 開催 

・荘川雪まつりに伴うわんこそば大会 開催 

連携機関 高山市、荘川町づくり協議会、荘川観光協会 

 

【地域経済活性化の方向性を共有する仕組みの構築】 

荘川そばのブランド構築並びに知名度向上のために、関係者が一同に参画する会議を年 2回開催す

る。商工会は、荘川そば産業の活性化に取り組む組織の一員として販路開拓に特化した役割を担う。 

 

③グリーンツーリズムによる観光・サービス業の活性化 

 飛騨一之宮グリーン体験宿は、一之宮町にある民宿・ホテル 8事業所により運営されており、田舎

でのふるさと体験を学生・児童を中心に楽しみながら学んでいただくために活動している。毎日新聞

主催のグリーンツーリズム大賞 2003年においては、全国から 185件の応募があった中から、「地域ぐ

るみで体制を作り、熱心に取り組んでいる」点を評価され大賞に選ばれた。季節ごとの豊富な体験メ

ニューを複数組み合わせたプランを提供しておりリピーターも多く、地域資源を活用した地域全体の

取り組みになっている点が高く評価されている。 

 

飛騨一之宮グリーン体験宿 

目的 

単なる観光旅行とは異なり、民宿に宿泊しながら川遊びやきのこ狩りなど

四季折々の農村の生活や遊びを体験し、地域の人やそこに集まった人々と

のふれあいを楽しんでいただいたり、素朴な田舎暮らしを堪能していただ

き当地域の魅力や田舎暮らしの魅力を知っていただくことを目的とする。 

事業内容 

・飛騨生きびな祭の準備・協力 

・桜まつり（臥龍桜）の準備・協力 

・地域外中学校等からの修学旅行等受入 

・モンデウススキー場イベント協力 

連携機関 
高山市、一般社団法人ふるさと体験飛騨高山、飛騨一之宮観光協会、飛騨

高山観光協会、高山南観光客誘致推進協議会 

 

【地域経済活性化の方向性を共有する仕組みの構築】 

関係者が一同に参画する会議を年 2回開催する。商工会は、組合の事務局を担うとともに、グリー

ンツーリズムによる観光・サービス業の活性化のための中心的な役割を果たしていく。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．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      

（１）現状と課題 

【現状】 

事業者の複雑化する経営課題に対してより効果的な支援を行うため、他の支援機関との定期的な情

報交換の場を設けるなど、いつでも連絡を取り合い支援ノウハウや情報共有ができる体制を整えるこ

とができている。 

 

【課題】 

 管内小規模事業者に効果的な支援が実施できるように他の支援機関との連携を密にして常に最新

の情報交換を行っていくことが課題である。そこで、現在行っている会議等の情報交換の場を定期的

に設けることで、他の支援機関との関係をさらに密に行い、小規模事業者支援に役立つ最新情報を常

に収集していくことが必要である。 

 

（２）事業内容 

事業者支援のノウハウ、支援の現状などについて他の支援機関と連携をとり情報共有するため、近

隣商工会との情報交換会の開催、商工会以外の支援機関との情報交換会、懇談会などを定期的に行い

支援力向上に努めていく。具体的には、下記の各組織と連携、情報交換を図ることで円滑な経営発達

支援事業の推進を行う。 

 

①飛騨地区商工会協議会（職員協会）連携会議 

概     要 

主 催 飛騨地区商工会協議会、職員協会 

開催頻度 年５回 

参加機関 
高山西商工会、高山北商工会、高山南商工会、古川町商工会 

北飛騨商工会、白川村商工会、飛騨ブロック広域支援室 

目 的 
飛騨地区内における各商工会の支援力向上に資するための情報交換、情報共有

と業種別集団講習会の開催を目的とする 

連携内容 各種事業の共同実施、地区内における情報交換、職員研修会の実施 

効  果 

・飛騨地区内の商工会指導員等の支援スキル向上を図ることができる 

・個々の商工会では実現できない業種別の集団講習会を開催し地域内事業者の

経営力向上に貢献できる 

 

②高山市商工観光部商工課との懇談会 

概     要 

開催頻度 全体会議は年１回、事務局会議は必要に応じて不定期開催 

参加機関 
高山市商工会協議会、高山市商工観光部長、商工課職員 

全体会議には高山西商工会、高山北商工会、高山南商工会の正副会長も出席 

目 的 
市内事業者及び産業の振興を図るため、山積する諸課題に関する現状の情報共

有と分析等を行い、対応策協議の実施を目的とする 

連携内容 
日常から事務局協議を重ね、双方が抱える課題や振興策を取りまとめ、正副会

長及び市幹部との全体会議で対応策等の協議を実施する 

効  果 

双方が持つ情報をすり合わせることによって、市側は市内事業者の実態を、商

工会側は市の取り組みや方針を理解して、より効果的な施策に取り組むことが

可能となる 
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③日本政策金融公庫岐阜支店との情報交換会 

概     要 

開催頻度 年 1 回 

参加機関 
高山西商工会、高山北商工会、高山南商工会、古川町商工会 

北飛騨商工会、白川村商工会、日本政策金融公庫岐阜支店 

目 的 地域内小規模事業者における円滑な融資の促進を目的とする 

連携内容 
当商工会地域における融資件数及び融資金額及び返済状況の確認、融資制度

の理解度増進に関する資料提供 

効  果 
地域内小規模事業者に対して、適切な融資の実施を行う体制を構築すること

ができる 

 

④高山信用金庫主催の支援機関職員勉強会及び情報交換会 

概     要 

開催頻度 年 1 回 

参加機関 各支援機関 

目 的 地域内小規模事業者における円滑な融資の促進や支援力の向上を目的とする 

連携内容 
飛騨地区内における各支援機関の支援力向上に資するための情報交換、情報

共有と集団講習会の開催 

効  果 
地域内小規模事業者に対して、適切な融資の実施を行う体制の構築と経営力

の向上に貢献することができる。 

 

⑤名古屋税理士会高山支部情報交換会 

概     要 

開催頻度 年 1 回 

参加機関 

高山西商工会、高山北商工会、高山南商工会、古川町商工会、北飛騨商工会、

白川村商工会、下呂商工会、下呂市馬瀬商工会、萩原町商工会、小坂町商工

会、金山町商工会、高山商工会議所、名古屋税理士会高山支部 

目 的 
高山税務署管内の事業者に向けた税務指導・支援、情報共有化、申告時期の

税理士派遣協力を行うことを目的とする 

連携内容 
高山税務署管内の事業者に対し、円滑な税務指導及び支援を行うため税理士

派遣に関する確認・調整、税法改正等の税務情報に関する情報提供 

効  果 
適切な決算申告指導を行うための知識を補充し、税理士協力のもと地域内事

業者が正確な申告を行うことができる 

 

⑥産業競争力強化法に基づく創業に関する連携会議 

概     要 

開催頻度 年 5 回 

参加機関 高山市商工会協議会、高山市、高山商工会議所、高山市内金融機関 

目 的 
高山市内での創業を促進すると共に、創業時における経営基盤の安定化を図

ることを目的とする 

連携内容 

産業競争力強化法に基づく特定創業該当者を対象に、３パターンの“起業セ

ミナー”を開催。各支援機関に“相談窓口”を設置、事前相談者の情報を共

有することで、相談者にとって最良の支援が受けられるよう連携している 

効  果 

「高山市特定創業支援事業補助金」の創設効果も相まって“起業セミナー”

参加者数が高い水準で推移しており、創業希望者の完全掌握と共に、創業準

備から創業後のフォローまで一貫したワンストップ支援ができている 
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⑦高山市事業承継推進委員会 

概     要 

開催頻度 年 12回 

参加機関 

高山市商工会協議会、高山市商工観光部、高山商工会議所、市内金融機関、

日本政策金融公庫岐阜支店、名古屋税理士会高山支部、高山市飲食業組合、

飛騨高山大学連携センター 

目 的 
市内事業者に対する事業承継に係る実証事業に取り組むことで、事業承継を

円滑に進めるための施策づくりに貢献することを目的とする 

連携内容 

市内事業承継希望者に関する情報共有を柱として、事業承継スキームの構築

及び事業者への啓発、マッチングを実施する。また、事業者と承継希望者と

のマッチング事業においては、課題の把握に努めその結果を公表する 

効  果 
市内各支援機関が一つの窓口となり、事業者が相談しやすい環境を作ると同

時に、廃業回避につながるモデルケースが構築される 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること                   

（１）現状と課題 

【現状】 

第 1期計画の実施によって、以前より積極的かつ能動的な支援を実施するようになったことにより

事業者の持つ様々な経営課題に接することが多くなってきた。課題解決への導き方は様々な方法が考

えられ、個々で考えられる最善の方法で指導するための知識を習得することに加え、他の参考事例等

を知っておくことで高いレベルの支援を実施できると職員間で共通の意識を持っている。 

 

【課題】 

 今まで以上に地域の小規模事業者に貢献できる支援を実施していくため、職員の知識及び支援スキ

ルの向上を図っていくことが課題であり、現在行っている OJT・Off-JTのレベルを上げながら継続的

に実施して当商工会全体の支援レベルを向上させる必要がある。 

 

（２）事業内容 

①OJTによる知識の習得及び支援スキルの向上（継続） 

 ベテラン職員の窓口相談や日々の巡回、専門家派遣時に同行し、経営課題の抽出から課題解決に繋

げるまでの支援の流れや手法を学ぶことで職員個々の知識と支援スキルの向上を図っていく。経営指

導員に限らず、業務職員にも支援に同行する機会を作ることで徐々に支援スキルを身に付けてもらい

高山西商工会としての支援レベルの底上げを図っていく。 

 

②Off-JTによる知識の習得及び支援スキルの向上（継続） 

 Off-JT による知識の習得は、役職や個々の支援スキルに合わせて必要な外部研修を受講すること

によって身に付けていく。積極的に外部研修を受講することで様々な分野の知識を習得し、指導員に

よる支援レベルに差が出ないように対応していく。Off-JT を受講するにあたっての基本的な考え方

と研修項目は以下に示すとおりである。 

役  職 Off-JTによる知識習得の考え方 

経営指導員 

経営発達支援計画に基づいて小規模事業者の伴走型支援を実施するため、関連

する専門的知識を計画的に習得し、指導能力を高めるための専門的知識を身に

付ける研修を積極的に受講する 

・中小企業大学校主催 専門コース 

・岐阜県商工会連合会主催 指導員課題別研修会 

・他の支援機関主催研修 

・全国商工会連合会 WEB研修 等 
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業務職員 

記帳指導等の日々の業務に関する事に加え、経営発達支援計画の実施に係る支

援スキルを身に付けるための研修には積極的な受講に努めることで経営指導員

のサポートを行う事ができるようにする 

・岐阜県商工会連合会主催 全職員対象課題別研修会 

・他の支援機関主催研修 

・全国商工会連合会 WEB研修 等 

 

③職員間での支援事例及びノウハウの共有（新規） 

 毎月 1回開催する支援部署会議や年に 2～3回開催する職員全体会議にて、それぞれが行った支援

事例や得意とする支援のノウハウを職員間で共有することで高山西商工会の支援レベルを向上させ

ていく。 

 

１１．事業の成果、評価及び見直しの実施に関すること               

（１）現状と課題 

【現状】 

「経営発達支援計画評価委員会」では、外部有識者である中小企業診断士等の専門家を交えて評価

することで客観的な評価や改善点等様々な視点から意見をいただき事業内容の見直しと改善を実行

できており、地域内の小規模事業者に対して、より効果的な支援を実施できている。 

 

【課題】 

 第 1期計画において組織した「経営発達支援計画評価委員会」を継続して開催し、計画実施状況の

評価、改善提案をいただいた内容を検討しながら、地域の小規模事業者に対してより効果的な支援を

実施していく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①経営発達支援計画評価委員会の開催 

高山西商工会経営発達支援計画評価委員会 

目 的 

経営発達支援計画が計画的に実施されているか確認すると共に、高山西商工

会が支援機関として管内小規模事業者に対して効果的な支援を実施できてい

るか評価し、改善への提案を行う 

委員会構成 

メンバー 

・中小企業診断士等の専門家(外部有識者) 

・高山市商工課長及び担当職員、高山市 3支所担当者（一之宮・清見・荘川） 

・小規模事業者代表 2～3名（前年度、持続化補助金等支援を実施した方等） 

・商工会役員（正副会長、3 支部各代表者） 

委員会開催評価時期 年度終了後 3カ月以内 

評価結果公表時期 評価委員会終了後 1カ月以内 

 

②経営発達支援計画の見直し及び改善 

 評価委員会での評価結果を受けて改善の必要性が指摘された点や、日頃の計画実施にあたって問題

が発生した点について見直し及び改善を行う事で小規模事業者に対してより効果的な支援を実施で

きるようにしていく。計画の見直しを行った事項については、理事会及び総会の承認を受けた上で実

施していくものとする。 

 

③評価結果の公表 

 各年度の経営発達支援事業の評価については、理事会及び総代会で報告すると共に、報告書を当商

工会ホームページ上で公表することで地域の小規模事業者等が常に閲覧できる状態とする。 
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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 

（令和元年 11月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

  ■氏 名 ： 後藤 尚也 

   ■連絡先 ： 高山西商工会 TEL.0577-53-3112 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

   経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

① 高山西商工会 

    住所 ： 〒509-3505 岐阜県高山市一之宮町 3575番地 1 

    電話 ： 0577-53-3112 

    FAX ： 0577-53-3129 

    Ｅmail ： takayamanishi@ml.gifushoko.or.jp 

  

② 高山市商工観光部商工課 

住所 ： 〒506-8555 岐阜県高山市花岡町 2丁目 18番地 

    電話 ： 0577-35-3144 

    FAX ： 0577-35-3167 

    Ｅmail ： shoukou@city.takayama.lg.jp  

 



２７ 

 

（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） 

 
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

必要な資金の額 1,000 1,100 1,120 1,120 1,120 

 セミナー等開催費 350 350 350 350 350 

 専門家派遣費 400 400 400 400 400 

 販路開拓支援費 100 200 200 200 200 

 需要動向調査費 100 100 120 120 120 

 委員会等開催費 50 50 50 50 50 

（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 

 

・「セミナー等開催費」は、230千円を岐阜県商工会補助金にて、120千円を自己財源にて賄う。 

・「専門家派遣費」は、200千円を岐阜県商工会連合会の“経営・技術強化支援事業”にて、 

200千円を自己財源にて賄う。 

・「販路開拓支援費」、「需要動向調査費」、「委員会等開催費」は、自己財源にて賄う。 

 

（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。 



（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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