
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

郡上市商工会（法人番号 5200005011224） 
郡上市   （地方公共団体コード 212199） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 
①小規模事業者の売上拡大・利益向上の為の経営分析、事業
計画策定支援を行う。自社の経営を分析・把握し将来を見据え
た事業計画を策定により、計画に基づいた経営を推進し、売上
拡大・利益向上に繋げる。 
②地域資源や地域の特性を活かした事業展開や創業等の増加
を図る支援を行う。地域資源を活かした新商品開発や新規事業
に対する既存事業者や創業予定者に対する支援の実施により、
個社の事業発展及び地域活性化に繋げる。 
③地域外からの消費及び地域内での消費拡大による地域経済
活性化に資するための支援を行う。地域外の労働力を流入する
ことや市の施策活用による観光地としての魅力向上、地域内消
費の維持拡大により地域経済活性化に貢献する。 

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 
地域経済動向を把握し、自社の経営課題への気付きに繋がる
様、情報提供を行う。 
２．経営状況の分析に関すること 
経営分析の必要性を訴え経営分析に対する意識を高め、現状
の把握に努める。 
３．事業計画策定支援に関すること 
将来を見据えた事業計画への意識づけから、策定に至るまで
の支援を実施する。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
策定した事業計画に基づく事業運営を行うためフォローアッ
プ支援を実施する。 
５．需要動向調査に関すること 
事業所の商品・サービスに対する需要動向を、一次データ及
び二次データの収集分析によって事業者へ提供し、ブラッシ
ュアップによる販路開拓に繋げる。 
６．新たな販路開拓に寄与する事業に関すること 
展示会・商談会・物産展への出展支援及びビジネスマッチン
グの開催、ECサイトを活用した支援を実施することで、新た
な販路開拓を目指していく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
７．地域経済活性化に資する取組に関すること 
①地域内雇用の維持、推進に向けた取り組み 
②地域の受け入れ体制の整備による観光客の地域内消費推進 
③地域内の事業継続支援による地域内消費の維持・拡大への
取り組み 

連絡先 

郡上市商工会 
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷 130番地 1 
TEL：0575-66-2311 FAX：0575-66-2312 
E-mail：gujo@ml.gifushoko.or.jp 
郡上市 商工観光部 商工課 
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷 130番地 1 
TEL：0575-67-1808 FAX：0575-67-1820 
E-mail：shoukou@city.gujo.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．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

①地域の現状 

【立地条件】 

郡上市は、岐阜県のほぼ中央に位置し、東を下呂市、北を高山市、

西は福井県、南は美濃市及び関市に接する、面積1030.79㎢の山間地

域である。 

地勢は、長良川の源流域を形成する森林地帯が市全域の90%を占

め、長良川源流部にあたる大日山麓一帯にはひるがの高原・上野高

原が、明宝水沢上一帯にはめいほう高原が広がり、清流・長良川を

はじめ、和良川、石徹白川など24本の一級河川が流れる水と緑に恵

まれた地域である。 

また、市の最北部に位置する白鳥町石徹白地区と高鷲町ひるがの

地区は、太平洋と日本海の分水嶺となっています。海抜の低い美並

地域と比べると、標高差は800～1,000ｍほどあり、市内では1ヶ月間

近く桜の花見が楽しめる。 

市内には、主要な交通網として、東海北陸自動車道が南北に縦

断しており、美並 IC、郡上八幡 IC、ぎふ大和 IC、白鳥 IC、高鷲

IC、ひるがの高原スマート IC の６つのインターチェンジが開設

されており、中部縦貫自動車道の完成と国道 156号線など広域的

な道路網により、将来は交通の要所となることが予想される。 

また、中部北陸圏の知名度向上を図る「昇龍道プロジェクト」

に協賛した、郡上市全域に桜の木や芝桜の植栽を行う花いっぱい

事業により、国内のみならず海外からの観光客誘致の起爆剤とな

り、現在、郡上市へ訪れる外国人観光客は年々増加している。 

 

【人口】 

1920年の第 1回国勢調査からの人口推

移をみると、1950 年の 65,569 人を頂点

として人口が減少し続けている。2000年

には 5万人を割り込み、直近の 2015年で

は 42,090 人となり、ピーク時に比べて

約 2万 1千人減少している。 

国立社会保障・人口問題研究所による

「日本の地域別将来人口推計」によると、

2045 年には 28,618 人まで減少するとさ

れ、2010 年からの人口減少率は 35.3％

となっている。 

また、生産年齢人口（15-64 歳）は、戦後、総人口と同じように 1955 年から減少が続き、1970 年

代の高度経済成長期に一時緩やかになったものの、1980年代後半から 1990年代前半にかけてのバブ

ル経済期以降減少が続いている。 

その他にも、人口ピラミッドをみると高校卒業後の 19歳以降の人口が極端に少なくなることから、

進学や就職等で転出していることが推察される。 

参考資料：「国勢調査」及び国立社会保障人口問題研究所 
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【郡上市の観光入込数の推移】 

郡上市への観光入込客数は、2018 年には年間 551 万人となっている。月別の観光客入込数は郡上お

どりの入込が増える８月が最も多く、次いでスキー場などのレクリエーションや温泉の入込客数が増

える 2 月 1 月の順となっている。宿泊客数については、45 万人となっており、内外国人宿泊数は 2

万 2千人で前年比 6.0％の増加となっている。 

 

 

②郡上市の産業の現状と課題 

【産業構造】 

(ア)事業所数 

 郡上市の総事業所数は、2009 年に 3,131 事業所であったもの

が、2012年には 2,971事業所、2014年には 2,921事業所となり

減少している。2016年には 2,818事業所になっており、2009年

から毎年 40事業所程度減少し続けている。 

 郡上市で最も多い産業は、卸・小売業で 632事業所となってい

る。次いで宿泊・飲食業が多く 471事業所となっている。これは、

郡上市が豊富な観光資源に恵まれた地域であり、年間 551万人訪

れる観光客を対象にする事業所が多く存在する為で市内の産業

の一翼を担っている。次に多いのが建設業の 409 事業所で、サ

ービス業 407 事業所、製造業 372 事業所と続き、いずれの業種

も 2009年と比較し減少している。 

当地域において主要産業である観光客を対象とした小売業、

宿泊・飲食業やその他主要産業における事業所数の減少は、地

域経済に与える影響が大きく、地域資源を活用した新たな事業

の創出や事業の持続性を重要視した対策が必要となる。 

 

(イ)従業者数  

郡上市の事業所が雇用する従業員数を見てみると、2009 年に

20,097人であった従業員数は、2012年には 19,969人に減少し、

2014年には 18,914人、2016年には 18,606人と減少し続けてい

る。 

業種別に見てみると、2009 年と比較し、宿泊・飲食業が 526

人、卸・小売業が 317 人と大きく減少している。また建設業に

おいても 422 人と減少しており、サービス業においては 266 人

減少している。これらの理由として、進学や就職等の理由で、

若年層の地域外流出が要因となっている。 

また唯一増加している製造業においては、外国人の人材によ

り雇用を確保している事業所も増加している。平成 26年に市内

事業所にて雇用されていた外国人材は 35名であったが、令和元

年には 44名と増加しており、市内や近隣地域からの労働力確保

が困難となっている現状がある。（郡上市商工会調べ） 

これらを踏まえ、労働力確保の為、地域内外からの新たな雇

用促進や働きやすい職場環境の整備が必要となる。 

 

参考資料：郡上市観光入込統計調査結果 

参考資料：経済分析システム「RESAS」 

参考資料：経済分析システム「RESAS」 
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【主要産業の概要（現状と課題）】 

(ア)卸・小売業、宿泊・飲食業 

（現状） 

 郡上市の卸・小売業の事業所数は 632 事業所で、郡上市で最も多い業種で、卸売業 98 事業所、小

売業 534事業所となっている。従業員数は 3,347人であり、事業所数、従業員数共に減少傾向で推移

している。特に小規模事業者は、高齢化や後継者不足により廃業する店舗も多く、雇用喪失にも繋が

っている。 

 また、宿泊・飲食業は 471事業所であり、その多くが、年間 551万人訪れる観光客を対象にした事

業を営んでおり、郡上市の主要産業とも言える。郡上市は四季を通じてさまざまな地域資源に恵まれ

ている。郡上市の観光の特徴は、大きく分けるとスキー＆スノーボード中心のウインタースポーツ、

鮎釣りやラフティング・カヌー、キャンプなどのアウトドアレジャー、もう一つが歴史と文化、さら

には「おどり」である。この独特の歴史や文化的な魅力によって域内の滞在時間を少しでも延ばし、

宿泊につなげる観光を目指す必要がある。 

（課題） 

そのため、需要動向調査などにより顧客ニーズを把握し、顧客ニーズを満たす品揃え・サービスを

戦略的に行うなどお店の魅力をアップさせること、各種展示会等に出展し、自店の商品・サービスの

紹介・販売を行うことで、自店への来店客数の増加を図ることが課題であると考える。また、外部か

ら来訪する観光客の需要に応えて収益を拡大できるよう、経営改善の取り組みを強化していく必要が

ある。さらに、顧客ニーズに合わせた業態変更や第二創業に取り組む必要も考えられる。 

 

(イ)建設業 

（現状） 

郡上市の建設事業者数は409事業所で、従業員数は2,160人となっており、売上高における産業構成

比では全体の28.4％を占めている。また、地元若者の就労機会の拡充や地域経済の発展に密接に関連

し、重要な役割を担っている。しかし公共事業の縮減による建設業の衰退により事業所数、従業員数

共に減少で推移している。特に多くの事業所が一人親方、個人事業主といった小規模事業者であり、

昨今の住宅着工件数の減少と大手ハウスメーカーの地方進出により仕事の減少、売上の減少に苦しん

でいる。 

（課題） 

建設業の多くは小規模事業者であり、以前勤めていた元請け事業者が主要な取引先である。例えば、

建設業者に勤めていた従業員が、習得した技術を活かし、小規模事業者として独立した場合、仕事を

以前勤めていた建設業者から下請けとして受注する場合が多い。そのため、取引先が 1カ所に依存し

ていることがある為、新規取引先の獲得に繋がる取り組みや下請けからの脱却が課題となる。併せて

事業承継においても今後大きな課題と言える。 

 

(ウ)サービス業 

（現状） 

 郡上市のサービス業の事業所数は 407事業所で従業員数は 1,359人となっている。生活に密接に関

連する理美容業や自動車整備業などのサービス業においては人口の減少による消費の自然減により

経営を圧迫している。また、消費者の行動範囲の拡大や、消費者ニーズの多様化により購買力は大型

店や近隣市町の専門店への流出が見られる。 

（課題） 

理美容業や自動車整備業など生活に密接に関連するサービス業においては人口減少による顧客の

減少となる為、地域住民の生活を整える意味においても事業の維持が大きな課題となる。 

 

(エ)製造業 

（現状） 

郡上市の製造業は、広大な森林面積を有する地域の地場産業として発展してきた「木材・木製品製
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造業」「家具・装備品製造業」が最も多く、次いで軸受メタル、ナットやボルトといった「金属製品

製造業」、ハムやケイチャン（郡上市の郷土料理）などの食料品製造業の順となっている。事業所数

は 372事業所、従業員数は 4,574人で、売上高における産業構成比では 21.5％を占めている。 

 食品サンプルやギターピックなど一部の製造業においては、国内でも高いシェアを有しており、自

社の高い技術力を活かし自社製品を開発・販売し、下請けからの脱却と付加価値の向上を図っている。 

（課題） 

一方他の多くの製造業は、ＢｔｏＢに繋がる製品の製造と、これに伴う販路開拓が課題となる。さ

らに食料品製造業者など、郡上市に豊富に存在している地域の資源を活かして観光客への販売や地域

外への販路拡大を図る事業所の商品力向上や販路開拓を促進することも課題である。また、仕事はあ

っても、労働力の確保に苦慮しているのが現状で、地域内外からの新たな雇用や働きやすい職場環境

の整備が課題である。 

 

【創業】 

（現状） 

郡上市の創業比率は、平成 26 年から 28 年で 3.33％となっ

ており、岐阜県平均 4.36％及び全国平均 5.04％より低くなっ

ている。また、岐阜県内 42 市町村中 31位であり、県内でも創

業比率が低い。 

郡上市は、郡上おどりや街並みが貴重な地域資源であり、多

くの観光客に訴求する価値と魅力がある。また夏はラフティン

グ、冬はスキーといったレジャー産業も盛んで、観光客を対象

に地域の特性を生かした創業に適している環境であることか

ら、一定の創業者を創出することが可能であると考える。 

（課題） 

 地域内の潜在的創業者の掘り起こしと他地域からの移住

を含めた新たな創業に対して、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。 

 

 

（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在り方 

 

 

 

 

 

第 1期計画においては、観光地として多様な地域資源を持つ郡上市の資源と環境を活かした地域内

の小規模事業者の育成を持って、雇用の確保及び拡大を図るものであった。郡上市への観光入込客数

は、年間約 551万人で、岐阜県内では有数の観光地であり、また、今後もこうした観光入込客を消費

人口に転換することが、小規模事業者の振興に対する有効な手段と考える。しかし、これまでの取り

組みは「郡上おどり」などの既存の資源に頼った集客、一時的な集客イベントの開催への協賛や昇

龍道プロジェクトの一環としての連携先との協調などに留まり、新たな地域資源の活用や商工会

がより主体的となった活動を十分に実施することができておらず、地域を訪れた観光客による購入や

地域で生産された商品の地域外での販売などによる地域外からの消費獲得を十分に拡大することが

できていない。そこで、今後、地域外からの消費獲得を図るために、商工会が取り組む個社支援及び

地域全体としての事業において、より充実化した取り組みを実施していく。 

小規模事業者の売上拡大・利益向上に向けて、 

地域資源や地域の特性を活かした事業展開や創業等の事業者数の増加を図り、 

さらには、地域内外の消費拡大による地域経済活性化を図る。 

 

地域資源や地域の特性を活かした小規模事業者への支援による、郡上市を牽引する企業

への発展に寄与する 

 

 

 

参考資料：経済分析システム「RESAS」 
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②第２次郡上市総合計画との連動制・整合性 

 第１期計画期間中に、郡上市では「第２次郡上市総合計画」として、今後の環境変化を踏まえ中長

期的な地域経済や暮らしの発展に関して７つの基本目標が定められた。 

郡上市総合計画の基本目標 

１.地域資源を活かして産業を育てるまち       【産業・雇用】 

２.美しい水と緑を守り、暮らしの基盤が整う共生のまち【環境・防災・社会基盤】 

３.支えあい助け合う安心のまち           【健康・福祉】 

４.香り高い地域文化と心豊かな人を育むまち     【教育・文化・人づくり】 

５.市民と行政が協働でつくるまち          【自治・まちづくり】 

６.個性あふれる地域づくりを推進するまち      【地域振興】 

７.健全な行財政運営を実行するまち         【行財政運営】 

 郡上市総合計画で定められた７つの方向性から、郡上市商工会が担うべき役割として、産業・雇用

プロジェクトが挙げられる。これは、地域産業の持続的な発展と雇用環境の充実に向け、地域資源を

生かした産業の活性化、地域の雇用を支える産業への支援、人材の育成などを推進すると定められて

おり、今後、郡上市商工会が行う経営支援発達計画と連動性・整合性が高く、支援の実施が可能であ

る。 

 

③郡上市商工会としての役割 

 当商工会は、地域内小規模事業者に対して最も身近に支援できる組織である。そこで以上の内容を

踏まえながら、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、地域内小規模事業者

の経営力を向上させていくため次の役割を担う。 

 

（ア）自社の経営状態を把握した上での事業計画策定 

 変化する環境に対応し持続的な経営を進めるため、自社の経営を客観的に捉える分析が重要であ

り、分析を確認したうえで将来に向かった事業計画の策定支援を行う。 

 

（イ）支援機関及び支援施策の活用推進 

 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実施す

る。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連携し、また有効な施策を活用し、課題

解決を図る。 

 

（ウ）地域資源や地域の特性を活かした事業展開や創業等の増加 

地域資源を活かした事業展開を目指す既存事業者や地域資源を活かした創業を目指す地域外創業

希望者の積極的な掘り起こしと計画策定及びフォローアップ支援により、地域資源や特性を活かした

事業を行う小規模事業者の増加を図る。 

 

（エ）地域内外からの消費拡大に向けた支援の実施 

 ＵＩＪターンによる労働人口の流入に向けて、新規雇用獲得や採用した者の定着化などに対する支

援を行い、消費人口の増加を図る。また、地域の環境を活かした創業に伴う空き店舗の活用により、

景観向上及び観光地としての魅力向上を図り、観光客の地域での受け入れ体制の整備により地域外か

らの消費人口の増加を図る。さらに、既存住民の消費底上げとして、市の施策活用による小規模事業

者支援の実施により、地域内消費の維持と拡大を図る。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 以上の内容を踏まえて、郡上市商工会では、市内の小規模事業者の今後 10 年の中長期的な持続的
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発展を前提として今後５年間における経営発達支援の目標を①小規模事業者の売上拡大・利益向上の

為の経営分析、事業計画策定支援を行う、②地域資源や地域の特性を活かした事業展開や創業等の増

加を図る支援を行う、③地域外からの消費及び地域内での消費拡大による地域経済活性化に資するた

めの支援を行う、と設定する。 

 

①小規模事業者の売上拡大・利益向上の為の経営分析、事業計画策定支援を行う 

 売上拡大・利益向上を目指すためには、自社の置かれている経営状況を分析し、そして将来を見据

えた事業計画を策定することによって、計画に基づいた経営を行うことが重要となる。これまでも経

営状況の分析とそれを踏まえた事業計画の策定には取り組んできたものの、経営分析に基づいた計画

策定の定着が十分ではない為、今回は、経営分析及び事業計画策定への意識付けをより強力に実施し、

自社の経営を分析・把握しながら将来を見据えた事業計画を策定して、そして計画に基づいた経営を

行うことができるよう、強力に推進することで売上拡大・利益向上に繋げる。 

 

（具体的な目標数値） 

（1）自社の経営状況把握のため、経営分析を５年間で 445件実施する。 

（2）地域内小規模事業者 1,995事業所のうち、５年間で 412事業所の事業計画を策定する。 

（3）事業計画に基づいた支援を実施し、事業計画を策定した事業者の内、10％の事業者の売上を増

加させ、10％の事業者の経常利益率を１％増加させる。 

 

②地域資源や地域の特性を活かした事業展開や創業等の増加を図る支援を行う 

 中部縦貫自動車道の完成、昇龍道プロジェクトによる観光客誘致、自然・景観資源を活用したレジ

ャー産業、そして歴史を感じられる郡上八幡城を始めとする街並みや郡上おどりなど貴重な地域資源

や地域の特徴が郡上市にはある。それらを活かした事業運営を実現するための支援活動を、地域資源

を活かした新商品開発や新規事業の展開などに取り組む上記①の既存事業者に対して実施すること

に加え、地域資源を活かした創業を目指す新規創業者支援等にも応用していくことで、個社の事業発

展及び地域活性化に繋げていく。 

 

（具体的な目標数値） 

（1）地域資源を活かした事業展開、創業による事業計画策定支援年６件実施する。 

（2）地域資源に伴う需要動向調査を年 35事業所に行い、レポート報告を実施する。 

（3）地域資源の活用と事業承継及び新規創業者の掘り起こしにより、減少を続ける小規模事業者数

の減少率を５年間で５％以内に抑制する。 

 

③地域外からの消費及び地域内での消費拡大による地域経済活性化に資するための支援を行う 

 地域経済活性化に向けて、地域外から労働力を地域に流入することや観光地としての魅力向上によ

って地域内での消費拡大に繋げる。具体的に小規模事業者は人材確保に苦労している現状があり、ま

た若年層が地域から流出している現状から、人材を確保するため、労働者のニーズを収集し雇用環境

改善を行うと共に、個社の持つ特色や魅力を地域内外へ伝えることが重要である。また、観光地とし

ての魅力向上により、地域の受け入れ体制の整備を図り、地域外からの消費人口の増加に繋げる。併

せて地域内の既存住民の消費底上げとして、市の施策活用による小規模事業者支援の実施により、地

域内消費の維持と拡大を図る。 

 

（具体的な目標数値） 

（1）労働者の求める雇用条件について地元高校生を対象に調査し、事業所へ調査結果のフィードバ

ックを年１回実施する。 

（2）地域外からのＵＪＩターンを希望する学生等を対象に合同企業説明会を年 1回開催する。 

（3）入社３年目以内の若年者を対象に、６回の若手社員研修及びフォローアップ研修１回の年７回

開催する。 
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（4）郡上市空き店舗等活用事業との連携による空き店舗対策に繋がる小規模事業者支援年５件実施

する。 

（5）郡上市小規模事業者支援事業との連携による地域の暮らしを支える小規模事業者支援を年３件

実施する。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 今後５年間における経営発達支援の具体的方針を上記目標ごとに設定し、これまで以上に支援を実

施していく。 

 

①小規模事業者の売上拡大・利益向上の為の経営分析、事業計画策定支援を行う目標に対する具体的

方針 

 

（1）巡回及びセミナー開催により、経営分析、事業計画策定の重要性を周知し理解に繋げる。 

（2）経営分析による課題の抽出及び地域性を踏まえた事業計画策定支援の実施により売上拡大・利

益向上を図る。 

（3）事業計画による進捗状況の把握及び計画実行に伴う施策の情報提供と活用により、課題の解決

を図り、計画に基づいた事業運営を推進する。 

 

②地域資源や地域の特性を活かした事業展開や創業等の増加を図る支援を行う目標に対する具体的

方針 

 

（1）地域資源を活かした事業展開を目指す既存事業者や地域資源を活かした創業を目指す地域外創

業希望者の積極的な掘り起こしと計画策定及びフォローアップ支援により、地域資源や特性を活

かした事業を行う小規模事業者の増加を図る。 

（2）地域資源の活用に向けた需要動向調査の実施及び該当事業者へフィードバックを実施すること

で、効果的な販路拡大や購買意欲の向上に繋げ、安定した事業運営を図る。 

（3）地域資源を活かした事業展開や、創業支援と併せて第二創業や事業承継にも応用し、積極的に

事業承継支援を実施し、小規模事業者の維持に繋げる。 

 

③地域外からの消費及び地域内での消費拡大による地域経済活性化に資するための支援を行う目標

に対する具体的方針 

 

（1）労働者の求める雇用条件を把握し、地元事業者の雇用条件に反映させることで、地元事業者へ

の就職を促し、労働力の流出を防ぐ。 

（2）地域事業者の持つ特色や魅力を地域内外へ伝えることで、地域事業者への関心を高め、地域外

からの人材確保に繋げる。 

（3）入社３年以内の若年者のコミュニティを形成し、早期離職を抑制し、職場への定着と労働人口

の地域外流出を防ぐ。 

（4）空き店舗を活用したによる景観向上及びにぎわいの創出により、地域の受け入れ体制の整備を

図り、地域外からの消費人口の増加を図る。 

（5）地域のなかで暮らしを支える事業者に対して、郡上市との連携により事業存続に必要な設備更

新などの支援を実施し、地域内消費の維持に努める。 
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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】 

経済動向調査の現状は、岐阜県商工会連合会や全国商工会連合会から委託される中小企業景況調査

および小規模企業景気動向調査の実施に留まっており、その内容も県内や全国の取りまとめに留まっ

ていることから、地域の経済動向調査の分析とは言えないものであった。さらに、その取りまとめ報

告書の周知に関しても会報による会員事業者への周知や一部の事業者への周知のみで、広く管内事業

者への指導に適正に活用できているとは言えない状況であった。  

また、行政が取りまとめた統計調査等のビッグデータ等を活用した専門的な分析が出来ていなかっ

たと共に、有効活用する仕組みができていない。  

 

【課題】 

管内の経済動向を調査・分析することにより、管内企業の経営活動の動き・様子および直面してい

る経営上の問題点などの基本的な事項や、時流に応じたトピックスについての意見や情報などを把握

し、小規模事業者に対して適切かつ効果的な支援策を推進するための基礎的な資料としてより広く提

供することで、自社の経営課題等の気づきを与え、課題解決のための経営分析に繋げる。また、商工

会として地域内の情報を把握することで、その情報を活用して効果的な事業者支援を実施していく。 

 

（２）事業内容  

①国が提供するビッグデータの活用  

当地域において真に稼げる産業や事業者を分析し、効率的な経済活性化を目指すために、四半期に

１回経営指導員が「ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）」を活用した地域経済動向分析を行い、効

率的な経済活動を図るための分析結果の見える化による情報収集に取り組む。 

【分析手法】 

・「地域経済循環マップ」：生産分析、分配分析、支出分析を行い、各段階におけるお金の流出・

流入状況を循環図で表示する。  

 ・「観光マップ」：国内観光客の分析（①目的地分析：経路検索サービスの利用情報を基に、検索

回数の多い観光施設などを表示 ②Ｆｒｏｍ－ｔｏ分析（宿泊）：指定地域への宿泊者がどの地

域から多く来ているのかを表示。また、性別、参加形態別、宿泊日数別の延べ宿泊者数などで表

示）と外国人訪問・滞在分析により、郡上市への来訪者を分析。 

・「産業構造マップ」：全産業の構造（企業数、従業員数、売上高、付加価値額、事業所数の産業

別割合）を表示し、稼ぐ力を分析することにより、どの産業が効率的に稼いでいるか全国と比較

する。 

上記の分析を総合的に分析し、自社の経営に対して気づきを与え、経営分析の必要性を喚起する。 

 

②行政、支援機関等各種調査活用 

 下記の調査資料を活用し、四半期に１回業種構成を踏まえ関連する業界、業態の情報を収集し、経
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年変化を分析する。さらに可能な調査については、当商工会の独自調査と比較により、郡上市の特徴・

傾向を分析する。 

 この結果を、個々の事業者においては、自社の意識とのギャップの確認と、自社の経営に対しての

気づきに繋げ、経営分析の必要性を喚起。次期商品、サービスの開発投資の決定や、設備投資の判断

にも役立つ経営分析に繋げる。 

 

（情報源及び調査項目） 

情報源 情報収集項目 収集目的 

地域経済産業調査 

（中部経済産業局） 

生産、設備投資、雇用動向、

個人消費 

東海地域経済動向を定性的な側面から

把握する。 

岐阜経済レポート 

（岐阜県商工労働部） 

景気動向、設備投資、個人消

費、観光、雇用 

岐阜県内小規模事業者と比較し、郡上

市主要業種の傾向分析 

中小企業景況調査報告書 

（岐阜県商工会連合会） 

基調判断、業種ごとのＤＩ値 岐阜県内小規模事業者と比較し、郡上

市主要業種の傾向分析 

郡上市企業の景況調査 

（八幡信用金庫） 

景況ＤＩ値 郡上市及び近隣地域の傾向を分析 

 

③郡上地域景気動向調査 

詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う小規模企業景気動向調査に独自の調査項目を

追加し、管内の小規模事業者の景気動向等について、四半期に1回調査・分析を行う。特に小売業、

サービス業においては観光立市郡上を掲げているので、観光分野について、市内の一般消費者を対象

とする事業者と観光客を対象にする事業者に区分し細かな視点での調査を実施する。  

 

調査・分析 

を行う目的 

景気動向をより地域の実情に対応した情報として地域内小規模事業者へ提供する

ことを目的とする。 

調査対象 

郡上市における小規模事業者の 3.0％である 60件を総合計として、それを郡上市

における産業分類別の割合に応じて配分した次の通りの業種別の事業所数を調査

対象とする 

（製造業14件、建設業9件、卸売業2件、小売業(観光・一般)14件、サービス業(観

光・一般)21件） 

調査項目 
業況、売上、経常利益、販売数量、販売単価、資金繰り、雇用人数 

設備投資、仕入価格、在庫、取引先、後継者の有無、業界情報、問題点等 

調査手法 
小規模事業者への巡回訪問、又は窓口訪問時に、調査の主旨を説明して聞き取り

により実施 

分析方法 経営指導員が外部専門家と連携して分析を行う 

調査頻度 年4回（4半期ごとに1回実施） 

 

（３）成果の活用 

   上記の方法によって収集した情報を整理・分析し、地域の経済動向を把握したうえで小規模事業

者支援に活用する。そして把握した情報を事業者へ広く周知する。具体的には、上記の方法にて四

半期に１回分析を行い、地域経済動向レポートとしてまとめ、以下の通りの方法にて、周知・活用

する。 

 【レポートの活用・周知方法】 

①小規模事業者が自社の事業経営等に活用 

  小規模事業者が自社の経営を見直す気づきを与え、経営分析の必要性を深め、最新の地域経済

状況を把握することで、事業経営及び事業計画策定時におけるデータとして活用。 
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②個社支援時の活用 

小規模事業者支援を行う上で、地域経済の動向は欠かせない。マクロ情報とミクロ情報を意識

しながら整理分析し比較検証することで当商工会地域に合わせた情報として商工会が保有し、収

集した情報の中から対象となる個社に合わせた情報を抽出し、経営分析、事業計画策定時におけ

るデータとして活用していく。全国、県、市、商工会地域と比較することで地域特性などを確認

できるため、より有効的な情報として活用できる。 

③具体的な周知方法 

・ホームページに地域経済動向調査専用枠を設け四半期ごとに掲載し、地区内の小規模事業者が

情報を閲覧、取得できる体制を整備する。 

・作成した地域経済動向レポートは四半期に1回地域内小規模事業者に向けて、メール又は直接

郵送を行う。 

・収集した情報は毎週月曜日に行っている支援会議にて情報の共有を徹底し、当地域小規模事業

者支援の課題抽出や検討資料、経営支援のツールとしてレポート化し、調査結果や情報は巡回

を通して地域内の小規模事業者に提供する。 

（４）目標 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

ホームページ掲載更新  未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

メール便等にて直接郵送 未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

巡回により配布（件数）  未実施 600 件 630 件 660 件 690 件 720 件 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題  

【現状】 

現状、金融斡旋や記帳指導の際の決算書をもとにした財務分析、補助金等の申請での一義的な財務

分析や経営分析については、事業者に理解されている。しかし、経営及び財務状況を正確に把握する

とともに事業計画策定による小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回、窓口相談、各種

セミナーの開催を通じてより本来的で総合的な経営分析も行ってきたが、あまり関心が示されず、総

合的な経営分析の必要性を小規模事業者に分かりやすく伝えることが出来ていない。 

しかし個別の専門的な課題については、本会が独自実施している「小規模事業者支援ネットワーク

事業（専門家相談窓口）」や岐阜県産業経済センター「よろず支援拠点事業」、連携先である地域金融

機関、中小機構のコーディネーター等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対し、丁寧に

サポートして理解が得られている。 

 

【課題】 

経営状況分析は、自社の事業を客観的に把握するために有効な取り組みである。しかしこれまで事

業者に対して、より本来的で総合的な経営分析の啓発に努めてきたが、あまり関心が示されず重要視

されていなかった。また、経営分析の必要性を効果的に訴求することもできなかった。そこで、今後

は巡回、窓口相談時、各種セミナーや記帳指導等の機会に、経営全体の分析の必要性について訴え、

小規模事業者の経営分析に対する意識改革を図る必要がある。また今まで行ってきた専門的な課題へ

のサポートは今後も県商工会連合会支援室・地域金融機関・専門家・中小機構のコーディネーター等

と連携して実施し、経営分析結果を事業者へフィードバックしていく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①経営分析実施事業者の掘り起こし 

職員の巡回・窓口相談時に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
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だくことで経営分析実施事業者を増加させていく。また、巡回だけでなく記帳指導、決算指導時にも

経営分析を進めていく。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行う事業者には、積極的に経営分析を推奨し業績低迷の原因追求などの検証を行

う。 

 

【経営分析実施事業者の掘り起こし手法】 

・日々の巡回指導や窓口相談で経営分析の必要性を説明し、関心を高めるように努める。 

・記帳機械化システムの利用事業者に対する毎月の記帳指導時や決算申告指導時を活用して、数値

の変動や比較を示すことで、経営分析への関心を高め、より多くの事業者に経営分析の重要性を

認識してもらう。 

・地域経済動向レポートやホームページで経営分析の必要性をわかりやすく情報発信をし、経営分

析に対する関心を高める。 

 

②経営分析の実施 

①の取り組み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ことで経営状況分析と

する。 

 

【対象者】 

巡回・窓口相談での相談結果を踏まえ経営改善が必要と思われる事業者、新たな事業展開に挑戦す

る事業者、業績低迷が著しい事業者、近年設備投資を行った事業者 

 

【分析項目】 

・定量分析の財務分析 

財務分析での収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の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併せて分析を行い、財務

上の強み・弱みを確認し分析結果を事業者にフィードバックする。 

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 

 

・定性分析のＳＷＯＴ分析 

外部環境から受ける「機会」「脅威」、内部環境の「強み」「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。 

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 

知的財産 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、サーバーなど 

 

【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」を活用したり、記帳機械化
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利用者に対しては会計システム「会計王」の分析資料を活用する。他にも中小機構「経営自己判断シ

ステム」やネット de 記帳と商工会の「経営分析レポート作成支援ツール」などを活用する。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う。 

 

（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、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。 

また、分析時点で経営課題として捉えるに至っていないわずかな不安要因も事前に把握することに

よって早期から対策を立てていく。 

 

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」によっ

てレポート形式で書面化するなどして、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、時間を掛けてわかりやすく説明

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認識し

ていただく。 

 

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、将来に向って持続的な経営を営む

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

 

（４）目標 

 現 状 令和 2年 令和 3 年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

経営分析件数  80 件  83 件  86 件  89 件  92 件  95 件  

 

４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

これまで、指導員による巡回指導やセミナーへの参加を通じて事業計画の必要性や有益性の理解に

繋げ、事業計画策定の定着に取り組んできたが、結果として事業計画策定については、補助金活用や

資金調達の際に策定する機会がほとんどであり、本来の事業計画策定の目的の定着には至っていな

い。またセミナーをきっかけに補助金申請を目的とした事業計画策定に取り組んでいるが、「パソコ

ン操作に不安がある」といった要素が、事業計画策定の障害になっている場合もあり、実際に計画を

作り上げるまでのサポートが十分に提供できる内容となっていない。 

 

【課題】 

これらを踏まえ、補助金活用や資金調達といった必要に迫られて事業計画を策定するのではなく将

来の展望を見据えた事業運営や地域の特性を踏まえた戦略的な事業計画書策定支援を行うことが課

題となる。そこで、これまで実施している事業計画策定セミナーにおいては、事業計画を事前に検討

し計画的に事業を進める必要性を浸透させる為、セミナーの開催方法を見直す。 

また、パソコンが苦手な人でも事業計画が策定できるツール作成に取り組み、検討する項目をアン

ケートとして示し、回答することで課題を整理し、事業計画策定を行うことが可能となるツールを作

成し対応する。さらに創業予定者を対象とした創業塾は、これまで事業計画策定までを必須としてい

ない為、カリキュラムを見直し、事業計画策定を実施していくなど、開催方法の改善を図ることで着

実に計画策定を行える内容として実施していく。 
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（２）支援に対する考え方 

セミナーにて事業計画の意義や重要性を伝え、セミナー内で、実際に事業計画策定を検討するカリ

キュラムを設け、事業計画策定を目指す。巡回相談時には、前項３の経営分析を行った事業者等を対

象に事業計画策定の必要性と有益性の周知を実施し、事業計画策定を目指す。併せて地域資源や特性

を踏まえた事業運営、新商品開発を目指す既存事業者や地域特性を活かした創業を目指す地域内外の

創業希望者に対して支援を実施する。その際、事業計画策定の必要性は感じているもののパソコン操

作などが困難でサポートが必要となる事業所に対しても柔軟に対応し、さらにセミナー内容も見直し

ながら、着実な事業計画策定支援を実施する。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定に関する意識づけ（改善） 

（ア）経営状況の分析を行った事業所に対する意識づけ 

【支援対象】 

 地域内小規模事業者 

【支援手段・手法】 

 巡回や窓口指導を通じて、経営状況の分析を行った小規模事業者等に対して、分析から把握した経

営上の課題を解決する為の事業計画策定の推進を図る。特に事業主から相談があった場合は、相談内

容への対応と併せて、事業計画策定の提案のきっかけと捉え事業計画策定による将来を見据えた事業

運営の有益性を説明し、事業計画策定に対する意識づけを行う。 

 

（イ）事業計画策定セミナーの開催 

【支援対象】 

 地域内小規模事業者 

【支援手段・手法】 

事業計画策定を推進するために、事業計画策定セミナーを開催する。その際、事業計画策定の本来

の目的である将来の展望を見据えた事業計画の必要性や有益性の伝わる内容にし、策定手順の説明を

主とした内容で構成する。特に事業運営に対して不安を覚えていたり、新たな取組の必要性を感じて

いるが、それを表現したり、見える化できない事業主に対し、事業計画の策定手順の説明を行う。 

事業計画策定セミナーの概要 

対象者 地域内小規模事業者 

開催目的 事業計画策定の必要性や有益性の浸透を図る 

募集方法 ホームページ、フェイスブック、郡上市商工会広報誌 

カリキュラム 

○事業計画とは 

○事業計画の必要性と有益性 

○事業計画の作成手順 

開催数 年２回 

参加者 各回 20 名程度 

 

②事業計画策定支援（一部改善） 

【支援対象】 

 経営状況の分析を行った事業者、小規模事業者等 

【支援手段・手法】 

経営状況の分析を行った事業者等に対し、巡回相談時に事業計画策定の必要性と有益性の周知を実

施する。そして地域経済の動向や今後の取り組み内容など事業計画策定に必要な検討事項に基づい

て、事業者の思いを聞き出し、経営指導員が伴走して、事業計画策定を行っていく。さらに事業遂行
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に支障となる実施上の課題を抽出し、その課題解決方法を検討して計画に含めることで、実現性の高

い事業計画を伴走して作成する。 

またその中で、地域の強みや地域の資源を活かした経営を行っている、また今後行うことができる

可能性を持つ製造業や観光業などの事業者に対しては、地域資源を活かした商品開発や観光客の顧客

開拓など、さらなる地域性の活用促進を行うことを目指す内容を含んだ事業計画の作成を支援してい

く。 

 また、事業計画策定において、「パソコン操作に不安がある」といった要素が、事業計画策定の障

害になっている場合もある為、そのような場合は、検討する項目をアンケートとして示し、回答する

ことで課題を整理し、事業計画策定を行うことが可能となるツールを作成し対応する。 

 

③事業計画のブラッシュアップ支援（継続） 

経営指導員が自身では習得が不十分な分野において、専門的なノウハウなどが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。その際、専門家派遣の活用や広域支援室と連携し、各専門性の

視点から小規模事業者の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創業塾の開催（一部改善） 

【支援対象】 

 市内での創業予定者や第二創業、創業間もない経営者 

【支援手段・手法】 

 郡上市での創業を検討している方や第二創業、創業間もない経営者を対象に創業塾を開催してい

る。第 1期計画期間中には、創業塾の受講をきっかけにして創業計画を策定し、現在創業計画に従っ

て順調に事業を営んでいるケースもある。このように、創業時に立案する創業計画は非常に重要であ

ることから、第 2期においても創業計画策定支援を継続して実施する。その際、これまでカリキュラ

ムに必須としていなかった事業計画策定の講義を組み込み円滑な創業支援に繋げていく。また、参加

者募集の際には、郡上市の地域資源を活用した創業希望者の掘り起こしの為、地域内に限らず、近隣

地域へ周知し積極的な創業希望者の掘り起こしに繋げる。 

創業塾の概要 

対象者 市内での創業予定者や第二創業、創業間もない経営者 

開催目的 
創業に対する準備を行い、円滑な創業を促進する 

併せて雇用機会の創出と地域経済の活性化に寄与する 

募集方法 
ホームページ、フェイスブック、郡上市広報記事とチラシ折込 

郡上市商工会広報誌、地域情報誌への掲載 

カリキュラム 

○創業のための心構え 

○創業する市場を分析する 

○創業する前に知っておきたい儲けの仕組み 

○創業のビジネスモデルを描く 

○創業のための事業計画書の作成 

開催数 全 5回（各 3時間） 

参加者 20名程度 

 

⑤創業計画策定支援（継続） 

【支援対象】 

 市内での創業予定者 

【支援手段・手法】 

 市内での創業予定者に対して創業計画策定支援を行う。創業計画の策定支援は、経営指導員に加え、

専門家相談窓口を活用し、中小企業診断士等の専門的知識を持ったアドバイザー立ち合いのもと、創
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業前の準備から開業後 3年から 5年程度の計画を策定し資金調達や国、県、市の施策利用に活用する

等円滑な創業・開業後の事業経営に向けて支援を行っていく。また、地域資源や特性を活かした創業

を目指す創業予定者に対し、創業計画策定支援を実施することで、郡上市の魅力向上にも寄与してい

く。 

⑥事業承継計画策定支援（継続） 

【支援対象】 

 地域内小規模事業者及び中小企業者 

【支援手段・手法】 

 地域内事業者の高齢化が年々進んでおり、地域内小規模事業者の多くが事業承継の局面を迎えてい

る。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・発展に向けた事業計画策定支援も合わ

せて実施していく。また、後継者がなく廃業を検討している事業者に対しては事業承継支援センター

への登録を勧める。事業承継センターは廃業事業所の増加に歯止めをかけるべく郡上市商工会が着手

した仕組みであり、「事業を渡したい者」と「事業を受け継ぎたい者」とをマッチングさせるシステ

ムを構築し、郡上市商工会内に事業承継支援センター相談窓口を設置している。この仕組みにより、

他社への承継等を含めて、事業承継計画策定を支援し地域内事業所数の維持に努めていく。 

 

（４）事業計画策定目標 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

事業計画策定件数  51 件  54 件  58 件  60 件  60 件  60 件  

創業計画策定件数 4 件  6 件  6 件   6 件  6 件  6 件  

事業承継計画策定

件数 
 17 件  18 件  18 件  18 件  18 件  18 件  

計画策定合計  72件  78件  82 件  84件  84 件  84件  

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

【今回の申請における取組】 

（１）現状と課題 

【現状】 

 第１期の計画においては、小規模事業者の求めに応じていつでも相談に対応するとともに、求めが

なくても原則として 3か月に 1度、巡回指導及びその他の方法により、進捗状況を把握して、カルテ

に記録するとした。 

その中で、進捗が芳しくない場合は、直ちに巡回指導を行い課題を把握するとともに、その解消に

向けた指導・助言を行うほか、経営指導員で解消が困難な課題である場合、専門家窓口相談、または

専門家派遣を実施して、計画実行における課題の洗い出しとその解決策の提案をして対処した。 

また、事業計画実行を支援する内容のセミナー・研修を年 1 回以上実施したほか、「創業塾」を受

講した創業者への定期的なフォローアップを巡回担当指導員が実施した。事業承継者への定期的なフ

ォローアップも同じく巡回担当指導員が行っている。 

その結果、事業計画策定事業者に対して巡回によるフォローアップ支援を計画通り 3か月に 1回以

上の巡回又はその他の方法によって行い、設定した目標は達成することができた。 

【課題】 

 しかしながら第 1期目標は達成したものの、立案した事業計画は補助金申請を目的として作成され

たものが多く、実行支援・及びフォローアップの実態は補助事業の進捗管理にすぎず、事業者の計画

フェーズに適した支援施策の提案、問題が発生した際の解決策の提示等、本来必要とされる支援がな
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されたかが実績報告の件数からだけでは分からないという意見が評価委員会から指摘されるところ

であった。 

 また、行われたフォローアップ内容についてその事業者の抱える課題解決のために有効なものであ

ったか、また、企業体質がどれくらい改善されたかの計数指標のチェックがなされていたとは言えな

かった。今後は補助金の進捗管理ではなく、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

が課題である。 

【支援に対する考え方】 

立案した計画における実行策の進捗管理や実行支援、そしてその効果をより高めるための改善支

援、そして常に PDCA を意識した支援を行うことで事業の成長発展に貢献することを事業計画策定後

の実施支援方針とする。そして計画実行フェーズにおいて顕在化した課題については、事業者ごとに

適切な課題解決方法の提案を行う。 

また、事業計画策定後、その計画が着実に実施されるよう、フォローアップは経営指導員の定期的

な巡回訪問・窓口指導にて行う事を基本とし、経営指導員は事業者のパートナー的存在として、互い

に情報共有を行いながら事業計画遂行に取り組む。 

そして、事業計画遂行に躓きや問題が発生していないか細かくチェックを行い、問題発生時には原

因の分析、問題解決方法を提案する。 

 

（２）事業内容 

以下の取り組みを、事業計画策定支援を行った全ての事業者に対して実施する。 

①経営指導員による PDCA支援（継続） 

事業計画策定を行った事業者に対して 3か月毎に 1回以上の定期的な巡回訪問・窓口指導を基本と

し、重点的に支援が必要と判断した事業者に対しては１か月毎に 1回以上、計画が軌道に乗っており

頻度を下げても差し支えないと判断した事業者は年に 2回以上の指導を行う。ただし、事業者からの

申し出・計画進捗状況によりこれらは柔軟に対応する。 

そしてその中では、事業計画の実施状況を確認しながら常に次の展開に向けた支援策、実行策を提

案していく。巡回時には、策定した計画との乖離や変化に気を配り確認することで発生している問題

だけでなく、これから発生しうる問題を考え適切なフォローアップを必要に応じて実行していくこと

で事業の成長発展に向けて支援を実施する。 

経営指導員で解決できない問題が発生したときには、速やかに専門家に相談する等、事業計画が円

滑に進むように支援を実施する。 

 

②専門家派遣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、また、計画と進捗状況

に大幅な遅れ・停滞が生じている場合には、随時、専門家派遣制度を活用したフォローアップを必要

に応じて実施する。郡上市商工会では、専門家派遣制度を独自で予算化しており事業者の抱える問題

解決に最適な専門家を速やかに派遣できる体制を整えている。また、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

ようにしていく。 

 

③各種施策及び制度の活用によるフォローアップ（継続） 

 事業計画の実施に必要な不足する経営資源を補うために、郡上市並びに地元金融機関並びに㈱日本

政策金融公庫との連携を密にしており、市小口融資制度、利用しやすい専門家派遣制度等の各種支援

施策や制度をメニュー化している。また、地元金融機関・八幡信用金庫との連携融資を設定し、創業

者・事業承継者を対象とした「創業ローン」や、補助金採択者の補助事業を円滑に実行するための補

助金つなぎ融資「架け橋」を共同で開発し、事業者のニーズに合わせて活用を提案していく。 

また小規模事業者の金利負担軽減による円滑な計画実行・経営安定の目的で、郡上市商工会利子補給

制度を実施する。 
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以上３点の方法でフォローアップを行う。各フォローアップ実施の際にはフォローアップ内容を記

録し、同時に事業者の決算書、又は月次試算表等の計数資料を指導員が確認して、企業体質の改善が

なされたかどうかを確認する。 

 

（３）事業計画フォローアップ目標 

 現 状 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

 フォロー対象 

事業者数 

（事業計画） 

 51 件  54 件  58 件  60 件  60 件  60 件  

 フォロー対象 

事業者数 

（創業計画） 

4 件  6 件  6 件   6 件  6 件  6 件  

 フォロー対象 

事業者数 

（事業承継計画） 

 17 件  18 件  18 件  18 件  18 件  18 件  

フォロー対象 

全事業者数 
72 件 78 件 82 件 84 件 84 件 84 件 

頻度 ※1 2～12回/件 2～12回/件 2～12回/件 2～12回/件 2～12回/件 2～12回/件 

フォローアップ 

延べ回数 ※2 
288 回 312 回 328 回 336 回 336 回 336 回 

売上増加事業者数  5件 5件 6件 6件 6件 

経常利益率 1％増加

の事業者数 
 5件 5件 6件 6件 6件 

※1 フォローアップ頻度は重点的に支援が必要と判断した事業者に対しては１か月毎に 1 回以上、

計画が軌道に乗っており頻度を下げても差し支えないと判断した事業者は年に 2 回以上の指導を行

う。 

※2フォロー対象全事業者に、3か月毎に 1回のフォローアップを行ったと仮定したときの回数。 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

岐阜県の需要予測等調査や市内連携先金融機関、第三者機関による地域内（業態別）消費動向調査

のうち地域内小規模事業者の経営に役立つ情報を抜粋して提供している。 

提供の方法は、巡回指導の際（非会員小規模事業者を含む）や、毎月発行の会報による。 

また、試食会等の機会があるにも関わらず、事業者の求める一般消費者や対象顧客の生の声を反映

した調査はこれまで実施していない。 

【課題】 

２次データの収集と抜粋の情報提供だけではなく、個社に対応した情報の分析を行い情報提供する

と共に機会を捉え一般消費者や対象顧客からの生の声を１次データとして収集することに注力し、そ

の内容を分かりやすく分析し、結果をレポートとして個社にフィードバックすることで、消費者の求

めるニーズを踏まえた事業運営・新商品開発等に資する。 
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（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 

 販路開拓のため郡上市商工会独自の助成制度を利用し展示会等に出展した際にブースを訪れるバ

イヤー等の事業者に対して出展する市内事業者の製品についてのアンケート調査を実施する。 

 

なお、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。 

 

（調査方法） 

 郡上市商工会の販路開拓支援で出展するブースを訪れるバイヤーや卸売業者等に対して出展事業

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バイヤー等が感じる率直な

意見とニーズを収集し、製品開発・改良に活かしていく。アンケート調査は次のような大型展示会等

にて行う。 

 

イベント名 開催時期 出展者数 概  要 

メッセナゴヤ 

(ポートメッセなごや) 
毎年 11月中旬 

1,437社 

（2018年実績） 

出展者と来場者相互の販路拡大

や人脈形成を図る総合展示会 

スーパーマーケッ

ト・トレードショー

（幕張メッセ） 

毎年 2月中旬 
2,167社 

（2019年実績） 

スーパーマーケットを中心とす

る食品流通業界に最新情報を発

信する展示会 

郡上市 

ビジネスマッチング 
毎年 11月中旬 

69社 

（2018年実績） 

市内事業者と市外バイヤーによ

る商談会。過去８回開催の実績 

 

（想定される調査の具体例） 

製造業の中から当地域特有の食品であり味付けに個店ごとの独自性が大きい「ケイチャン」（郡上

市の郷土料理）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。 

 

ケイチャンに関する調査概要 

調査対象 展示ブースを訪れたバイヤーや卸売業者等 

調査手法 
実際の商品を試食していただき商品に関する評価・意見を聞き取りアンケート

方式で回答を求める。 

調査項目 
味付け、パッケージデザイン、内容量、新規性、競争優位性、価格、改善希望、

自由意見 

対象業種 調査対象 調査項目 

製造業 
展示会等出展時 

ブースに訪れる事業者 

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 
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調査結果の 

分析・活用方法 

調査結果は商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。 

サンプル数 ２０件（１社当たり） 

 

（イ）ＢtoＣ調査 

 事業計画を策定した小売・飲食及びサービス・建設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提案・実

施する。 

 

なお調査項目は、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。 

 

（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調査を実施する。 

 

（想定される調査の具体例） 

建設（建築）関連の事業者がより良い製品（建築物）を提供するため、新築またはリフォームされ

た施主に対し事業者自ら満足度調査を実施する為の、アンケート調査票を作成し提供する。また、実

施された調査結果を元に商工会にて２次データと合わせて総合的に分析する。 

 

調査対象 建築施主 

調査手法 
新しく家屋を建設された施主、リフォームされた施主にアンケート方式で回答

を求める。 

調査項目 
価格、スピード、カタログイメージとの差異、間取り、スタッフ対応、当社選

択理由、他社との比較、アフターサービス、求めるサービス例、自由意見 

調査データ活用

事業者・提供先 
住宅建築業者、設計事業者等 

調査結果の 

分析・活用方法 

調査結果は、①年齢、性別、立地条件、建坪別に傾向を把握する。②顧客の生

の声（１次データ）と建築に関する２次データとの比較を行い、ニーズ等の差

異を把握する。これにより品質とサービスの向上、効果的な宣伝方法の改善に

つなげ、受注増、利益の向上に役立てることができる。 

調査場所 新築、リフォーム現場 

サンプル数 ３件（１社当たり） 

 

対象業種 調査対象 調査項目 

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、内容量、価格）、年齢、性

別、感想、ニーズ等 

サービス業 
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 

建設業 
新築、リフォームされた

施主 
完成品評価・スタッフ評価・価格評価・選択理由 
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（イ）－①地域内イベント等を活用した調査（新規） 

 地域内イベントは、集客効果が高く数千人単位で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商品・サービスに関する意見を収集しやすい。郡上市内外で開催される

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

る需要動向を収集していく。 

 

イベント名 開催時期 来場者数 概   要 

食の祭典 
毎年 9月第 3 

土・日曜日 
30,000人 

老若男女様々な属性が集まる食

をテーマとした当地域最大のイ

ベント。地域外来場者は 3割程度

である 

ふるさとまつり 
毎年 11月第 1

土・日曜日 
20,000人 

老若男女様々な属性が集まる当

地域最大のイベント。外国人の来

場者も多い。 

 

（イ）－②商工会組織を活用した調査（新規） 

 商工会組織で開催する異業種交流会は会員同士の互助の精神から、より詳細で具体的なアドバイス

がいただけるので試食会を実施して、アンケート調査を行い率直な意見とニーズを収集することでメ

ニューの改良に繋げていく。 

 

イベント名 開催時期 来場者数 概   要 

異業種交流会 毎年 1月下旬 200人 

商工会が主催する新春経済講演

会に引き続き開催される交流会。

試食コーナーでのテストマーケ

ティング 

 

（想定される調査の具体例） 

行政及び地域農業者からの要望が大きい害獣駆除を利用したジビエ料理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。 

 

ジビエ料理に関する調査概要 

調査対象 地域内に住む男女 

調査手法 
商工会異業種交流会テストマーケティング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を求める。 

調査項目 年齢、性別、味、見た目、価格、改善してほしい点、自由意見 

調査結果の 

分析・活用方法 

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 郡上市商工会異業種交流会場内 

サンプル数 ２０件（１社当たり） 

 

（イ）－③地域の特性により集客する機会を活用した調査（新規） 

 観光立市郡上を標榜する行政に貢献するため郡上市特有のイベントやレジャーを利用した調査を

行う。例えば夏の風物詩である郡上おどり・白鳥おどり会場や連休中に観光に訪問される外国人観光

客をターゲットに外国人に対する「おもてなし」改善につなげていく。また、郡上産の鮎は清流長良
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川の鮎として東京の豊洲市場に出荷され、また和良川の鮎は全国鮎コンテストで令和元年度を含め４

回最優秀に輝いている。郡上が鮎釣りの聖地となっていることは、複数の大手釣り具メーカー主催の

鮎釣り大会が長良川で毎年開催されることからも明らかである（２０１９年は１６回、出場者２,３

００人）。この全国から集まる鮎釣り客にアンケート調査を行い率直な意見を収集することで釣り客

に特化した他の河川にはない「おもてなし」改善につなげていく。 

 地域の課題として観光客の消費を促す工夫が足らないという点があり、需要動向調査の結果を事業

計画に反映し、新商品開発や宿泊施設、おもてなしサービス改善につなげ個々の事業者の売上向上、

リピーター増を達成する。 

 

（想定される調査の具体例①） 

インバウンド効果が期待される外国人観光客について調査を行う場合、以下のような概要にて調査

を行う。 

外国人観光客に関する調査概要 

調査対象 郡上市を訪れた男女外国人観光客 

調査手法 
郡上踊り会場等の地域内イベントにおいて来場客に聞き取り方式のアンケー

トで回答を求める。 

調査項目 
年齢、性別、訪日目的、来市目的、当地を知ったきっかけ、宿泊地、観光コー

ス、求める土産、求めるサービス、自由意見 

調査データ活用

事業者・提供先 
小売業者、飲食業者、宿泊業者、土産品製造業者等 

調査結果の 

分析・活用方法 

調査結果は、商品、観光コース等のブラッシュアップやサービス向上に活用す

る。単純集計だけでなく、年齢・性別・国別ごとにクロス分析を行う事で外国

人観光客ごとの傾向を把握する。これにより、当地を訪れる外国人観光客と設

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、お土産の売上や宿泊

者数の増加に役立てることができる。 

調査場所 保存会が主催するイベント「郡上おどり」「白鳥おどり」会場内 

サンプル数 ５０件（総数） 

 

（想定される調査の具体例②） 

全国有数の鮎釣りの聖地として来市される釣り人について調査を行う場合、以下のような概要にて

調査を行う。 

鮎釣り客に関する調査概要 

調査対象 長良川、和良川を訪れた男女鮎釣り客 

調査手法 
流域の鮎釣り大会等の地域内イベントにおいて聞き取り方式のアンケートで

回答を求める。 

調査項目 
年齢、性別、市内での購入物、市内立寄先、求めるサービス、他の河川でのサ

ービス例、求める土産、自由意見 

調査データ活用

事業者・提供先 
小売業者、飲食業者、宿泊業者、土産品製造業者等 

調査結果の 

分析・活用方法 

調査結果は、お土産品等のブラッシュアップやサービス向上に活用する。単純

集計だけでなく、年齢・性別・地域別ごとにクロス分析を行う事で鮎釣り客ご

との傾向を把握する。これによりお土産品の売上や宿泊者数の増加に役立てる

ことができる。 

調査場所 釣り具メーカーが主催する鮎釣り大会会場内 

サンプル数 ５０件（総数） 
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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） 

行政機関や業界団体・企業が実施している調査結果を岐阜県商工会連合会と連携して収集し、提供

することで、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資

料として収集する。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所に提供していく。 

（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。  

 

市場情報評価ナビ「MieNa」 

情報の 

収集・分析 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用し、個社に合わせた市場情報をミクロ市場で収

集、分析する。個社に合わせた商圏内での人口構成、世帯構成、購買力等の数値デ

ータを収集・分析することで地域内での需要を推測することができる。これによっ

て個社に合わせた有益な情報提供を行うことができる。 

調査項目 
都道府県の経済動向、県内・市内の経済水準、指定範囲での市場規模、人口詳細(人

口年齢別構成、世帯構成、世帯収入、流入流出、人口伸び等)、業種別事業所数 等 

目  的 

市場情報評価ナビ「MieNa」を活用しミクロ市場での消費動向・購買力、近隣地域に

おいてどのような分野で消費需要があるかを把握し、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。  

 

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商品・サービスに応じて、商品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。  
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（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」の結果は集計・年齢や性別など関連性の高い項

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個社または調査結果に関連する

業種・業態の事業者に提供する。 

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、関係各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） 

 

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 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

調査対象事業者数 － 10社 10社 10社 10 社 10社 

レポート提供 

事業所数 
－ 10社 10社 10社 10 社 10社 

1事業所あたり 

サンプル収集数 
－ 20件 20件 20件 20 件 20件 

延べサンプル数 － 200件 200件 200件 200 件 200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 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

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 
－ 20件 20件 20件 20 件 20件 

延べサンプル数 － 100件 100件 100件 100 件 100件 

 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

調査対象事業者数 － 35社 35社 35社 35 社 35社 

レポート提供 

事業所数 
－ 135社 135社 135社 135 社 135社 
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（建設業の需要動向に関する調査） 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

調査対象事業者数 － 20社 20社 20社 20 社 20社 

レポート提供 

事業所数 
－ 20社 20社 20社 20 社 20社 

1事業所あたり 

サンプル収集数 
－ 3件 3件 3件 3 件 3件 

延べサンプル数 － 60件 60件 60件 60 件 60件 

 

その他 

（地域観光業の需要動向に関する調査） 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

サンプル収集数 － 100件 100件 100件 100 件 100件 

レポート提供 － 100社 100社 100社 100 社 100社 

 

７．新たな販路開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

第 1期の計画においては商談会・展示会等の需要開拓機会に関する情報の収集・整理を行い、地域

内小規模事業者に対して周知・告知することにより出展参加を促し、新たな取引に繋げるための支援

を行った。また、本会が行う事業として、新たなビジネスパートナー獲得のための「郡上ビジネスマ

ッチング」や、地域内事業者の情報交換と商談のきっかけ作りのための「異業種交流会」を実施した。 

 展示会・物産展への出展を積極的に促した結果、平成 30 年度は展示会に 18 事業所が出展、延べ

21 件の展示会等で各事業所の持つ技術・製品を周知することができた。初めて出展した事業所も多

いことや、ビジネスマッチング事業では商談が成立し取引契約に繋がった事業所もあることから評価

委員会の評価も高い。 

 

【課題】 

小規模事業者に対して周知・告知した展示会・物産展への出展事業者は商工会が参加を斡旋した事

業者の中で地域内小規模事業者の 1％弱であり、利用度は低調であった。また、同じ事業者への支援

で特定の事業者に支援が偏った。ビジネスマッチング事業は毎年開催しているためマンネリ化が進

み、商談件数・商談成立件数とも伸び悩んでいる。 

このような現状から、展示会等の有益な情報の提供を行い出展ノウハウの乏しい事業者を中心に利

用度向上に繋がる支援を実施していくことが必要である。加えてビジネスマッチング事業など既存事

業の販路開拓効果向上に向けて改善を図る必要がある。また、支援内容は展示会等の出展に限定せず、

多様な手段を使って地域内小規模事業者の販路開拓支援を行っていくことが課題である。 

 

【支援に対する考え方】 

第 1期計画の事業内容を継続して実施するとともに、新たな支援メニューを創出し多くの小規模事

業者に販路開拓支援を実施していくことを取組方針とする。具体的には、既存の物産展や商談会への

出展、本会が実施する郡上ビジネスマッチング事業への参加、ＥＣサイトの活用により小規模事業者

の事業規模や希望する販路先を考慮して支援を行う。また、地域資源を活用した商品開発を行った事

業者の販路拡大を支援の中心とする。 
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（２）事業内容 

①展示会・商談会・物産展への出展参加の推進（拡充） 

 第 1期計画期間では小規模事業者に対して周知・告知した展示会等への出展利用率は低調であった

ため、第 2期では事業者の商品・サービスに適合する展示会等情報を的確に把握し情報提供すること

で、より多くの事業者に出展していただき販路拡大を支援していく。特に、地域資源を活用した商品

開発を行った事業者の販路拡大を支援の中心とする。 

 具体的には、事業計画を策定した小規模事業者の中から展示会・商談会のテーマにあった製品・商

品・技術・サービスを持つ事業者に対して情報提供を行い、併せて出展費用の一部助成を行う「郡上

市商工会販路開拓支援助成金」の活用推進も行い、出展参加を促すことにより販路拡大を目指す。大

規模な催しに参加が困難な事業者に対しては、本会が実施する郡上ビジネスマッチング事業や岐阜県

商工会連合会が主催する小規模な商談会等に参加を促していく。事業者が参加を希望する場合には、

ＰＲツールの作成等の出店準備から当日の運営・事後処理まで商談成立に向けて一貫し支援を行って

いく。支援対象は、展示会は工業製品製造業者、物産展は地域資源を活用した食料品加工業者、商談

会は取引先を探している全業種を中心とする。 

 

（参加が見込まれる主な展示会・商談会・物産展） 

イベント名 概要 
開催

時期 
規模 

スーパーマーケットトレー

ドショー 

（幕張メッセ） 

スーパーマーケットを中心

とする食品流通業界に最新

情報を発信する商談展示会 

2月 
出展者 2,167社 

（2019年実績） 

Ｇｉｆｔ Ｓｈｏｗ春 

（東京ビックサイト） 

日本最大のパーソナルギフ

トと生活雑貨の国際見本市 
2月 

出展者 3,002社 

（2019年実績） 

ニッポン全国物産展 

（池袋サンシャインシティ） 

全国の物産が集まる大規模

物産展 
10月 

来場者 160,000人 

（2018年実績） 

バイヤーニーズ商談会 

（岐阜県商工会連合会） 

バイヤーのニーズに合わせ

た商品を集めた商談会（新事

業） 

10月 
参加バイヤー6社 

（2018年実績） 

 

（展示会・商談会・物産展への出展推進目標） 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

展示会出展 16社 16社 18社 18社 20社 20社 

見積提案数 0社 1社/社 1社/社 2社/社 2社/社 2社/社 

商談会参加 － 3社 3社 5社 6件 6社 

成約件数 － 2件 2件 3件 3件 3件 

物産展出店 5社 6社 6社 7社 7件 8社 

売上額 － 15万円/社 15万円/社 15万円/社 15万円/社 15万円/社 

 

②郡上ビジネスマッチングの開催（拡充） 

（ア）企業同士（1対 1）商談会（継続） 

全業種を対象に受発注企業を募集し、受発注企業との契約締結・技術協力につながる良きパート

ナーとの出会いの場を提供することによって、地域の枠を越えた事業展開・事業拡大を支援し、広

域的な地域経済の活性化を図る。（隔年実施）これらを事業の目的として、郡上市商工会が主催し

て開催している。 

《特徴》 

①一般開放型の商談会ではなく、企業同士（1対 1）の濃度の濃い企業お見合い 



２６ 

 

②お見合いを受ける「発注企業」のニーズを掲載したパンフレットを作成、パンフレット配布によ

りニーズに応えられる「受注企業」を募集し、お見合いを効果的に成立させることができる商談

を行う。 

③受発注企業は市内小規模事業者をはじめ、県内外から申し込みがあり、令和元年度で９回目を数

え継続事業として定着している。 

このビジネスマッチング事業について、今後も、継続的に開催していき、個社の販路開拓を支援

していく。 

（支援目標） 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

受発注企業数 116社 － 120社 － 120社 － 

商談件数 96件 － 100件 － 100件 － 

成約件数 35件 － 40件 － 40件 － 

（イ）バイヤーとの商談会（拡充） 

これまで行ってきたビジネスマッチング事業である企業同士（1対 1）商談会は全業種を対象に

行ってきたものであり、その中で特に食料品製造業者においては商品開発のためのノウハウや技術

提供に関するＢtoＢ商談会であったため、効果的な販路開拓支援を実施することができていなかっ

た。そこで今後は、地域資源を活用した商品を製造する食料品製造業者を支援先の中心として、こ

のＢtoＢ商談会で開発した新商品等の販路拡大のための商談会を開催することとする。 

具体的には、地域内食料品製造業者を対象にサプライヤーとして募集し、そして郡上市内外の小

売業者等をバイヤーとして八幡信用金庫と協力して選定・招聘し、そしてバイヤーのニーズをあら

かじめ把握してそのニーズに合った商品を提供できる事業者及びバイヤーとの取引を希望する事

業者を対象に商談会を開催することで、より成約率の向上を図る事業を実施し、小規模事業者の販

路拡大を支援する。（隔年実施） 

（支援目標） 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

市内バイヤー数 － 7社 － 7社 － 7社 

市外バイヤー数 － 7社 － 7社 － 7社 

商談件数 － 70件 － 70件 － 70件 

成約件数 － 3件 － 5件 － 7件 

③ＥＣサイトを活用した支援（新規） 

 全国商工会連合会が開設する「ニッポンセレクト.com」や民間企業のインターネットショッピング

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。支援対象

は、物産展に出展参加できない食料品製造販売事業者や地域資源を活用した商品開発を行った事業者

の販路拡大を支援の中心とする。 

（ＥＣサイト活用支援目標） 

 現 状 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

①ニッポンセレ

クト出店 

― 1社 2社 2社 3社 3社 

売上額 
 

5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 

②ショッピング

サイト出品 

― 2社 2社 3社 3社 4社 

売上額  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 

－ 3社 3社 3社 3社 3社 

売上額 
 

5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 5％増加/社 
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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】 

第 1期計画においては、観光地として多様な地域資源を持つ郡上市の資源と環境を活かした地域内

の小規模事業者の育成をもって、雇用の確保及び拡大を図るものであった。しかし、これまでの取り

組みは「郡上おどり」などの既存の資源に頼った集客、一時的な集客イベントの開催への協賛や昇

龍道プロジェクトの一環としての連携先との協調などに留まり、新たな地域資源の活用や商工会

がより主体的となった活動を十分に実施することができておらず、地域を訪れた観光客による購入や

地域で生産された商品の地域外での販売などによる地域外からの消費獲得を十分に拡大することが

できていない。    

また、郡上市では、『第２次郡上市総合計画』として、今後の環境変化を踏まえ中長期的な地域経

済や住民の暮らしの発展に関して７つの基本目標が定められた。その方向性に基づき、商工会が担う

べき役割を果たしていくことが必要である。 

 

【課題】 

今後は、引き続き地域外からの消費獲得をより拡大することに加えて、既存の地域内住民による消

費の維持・拡大を図ることで地域経済の活性化を相乗的に図っていく。そこで具体的には、ＵＩＪタ

ーンによる労働人口増加や空き店舗対策による景観アップと観光地としての魅力向上により、地域外

からの消費人口を増やす取り組みを実施する。それに加えて、商品券の発行や地域のインフラと言え

る店舗の維持に取り組むことで地域内での消費の維持拡大を図る取り組みを実施する。 

さらに、郡上市の定めた方向性に従い関係各機関との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。 

 

（２）事業内容 

現状の課題と、郡上市の地域経済活性化に向けた方向性の中で商工会が担うべき役割としてある、

①ＵＩＪターンによる労働人口増加、②地域の受け入れ体制の整備による観光客の地域内消費推進、

③既存の地域内住民による消費の維持・拡大、の３つの方向性を踏まえて、これらの役割に従い、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地域内雇用の維持、推進に向けた取り組み 

「ＵＩＪターンによる労働人口増加」に関して商工会では、以下の２つの事業を展開することで地

域内の労働人口の増加に向けて取り組んで行く。 

 

（ア）若年層の地域内雇用獲得に向けた取り組みの実施 

労働人口の減少及び地域内消費の拡大に向けた対策として、地域内での雇用を推進するために、未

来を担っていく若者に対して、市内事業所のプロモーション活動を行う。また、若者が求める雇用条

件について調査を行い、市内事業所にフィードバックする。商工会ではこれらを実施するために、数

年前から「郡上市雇用対策協議会」を組織し、郡上市及び連携先と運営に関して意見交換・打ち合わ

せを行いながら、目的の達成に向けて事業を行っている。今後もこれらを実施していくことで、ＵＩ

Ｊターンの増加に取り組んでいく。 

郡上市雇用対策協議会 

目 的 

優秀な人材の市外への流出を防ぎ 、労働力を確保するために地元高校生や

UIJターンを希望する学生を中心に 、地元企業の PRや地元就職に向けての支

援・啓発活動を行う。 
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事業内容 

・地元高校生に対する雇用条件調査及び事業所へのフィードバック（年１回） 

・新規就職・就業者激励会（年１回） 

・郡上未来塾（年８回） 

…郡上北高等学校３回、郡上高等学校２回、特別支援学校３回 

・企業見学会（年２回）中学生、小中学校の教職員 各１回 

・郡上市高校企業ガイダンス（年１回） 

・大学等就職担当者と市内企業との情報交換会（年１回） 

・郡上市合同企業説明会の開催（年１回） 

・雇用情報通信の発行（随時） 

・市民向け求人検索端末（随時） 

・市内企業への求職登録案内（随時） 

連携機関 郡上市役所、ハローワーク岐阜八幡、郡上市産業支援センター 

（イ）若年層の地域定着化に向けた取り組みの実施 

「ＵＩＪターンによる労働人口増加」に関して商工会では、「人材育成事業」を実施することで、

雇用した若年層の定着化を図り、労働人口の地域外流出防止を図っている。事業実施に関して郡上市

と意見交換・打ち合わせを行い、目的の達成に向けて連携を図っている。人材育成事業の中で、入社

３年以内の若年者を対象とした研修プログラムを開催することにより、同世代のコミュニティを形成

し、早期離職を抑制し、職場への定着と地域発展への貢献意欲醸成を図っていく。 

人材育成事業 

目 的 

新入社員が「学生」から「ビジネスの世界」に入るにあたり、『社会人』と

して最低限必要な「常識」や「ビジネスマナー」、「知識」及び「仕事の進め

方」を学び、実践できるようにする。また、その重要性を理解し、社会人と

しての自覚を促すこと。そのための教育研修会を開催する。 

また、同世代のコミュニティを形成することで、若年層の早期離職を抑制

し、「職場への定着」と「地域発展への貢献意欲の醸成」を図る。 

事業内容 
・若手社員即戦力化プログラム （年６回） 

・若手社員即戦力化プログラムフォローアップ研修会 （年１回） 

連携機関 郡上市、郡上市雇用対策協議会 

 

②地域の受け入れ体制の整備による観光客の地域内消費推進  

「地域の受け入れ体制の整備による観光客の地域内消費推進」に関して、商工会では、次の事業を

展開することで、空き店舗対策といった景観向上施策による観光地としての魅力向上により、地域の

受け入れ体制の整備に繋げる。 

（ア）観光地の魅力向上に向けた取り組み 

郡上市内で進んでいる空き店舗化に歯止めをかけるため、「郡上市空き店舗等活用事業補助金」を

制度化し、郡上市と補助金活用に関して意見交換・打ち合わせを行いながら、目的の達成に向けて事

業を行っている。この補助金の活用により、市内事業者及び創業者が空き店舗を改修して営業をする

場合、改修費と家賃の一部を補助する。これらによって地域内事業者や創業者の新たな取り組みにつ

いて支援をすることは、市街地の景観向上に繋がり、観光地としての魅力向上と、地域外からの消費

人口増加に貢献するものである。 

郡上市空き店舗等活用事業補助金 

目 的 

近年問題になっている市内の空き店舗の解消のために郡上市が支援。市内の

空き店舗を改修して営業する場合、改修費の一部と家賃の一部を補助すること

で、市内事業者及び創業者の新たな取り組みについての支援となる。また、市

街地の景観向上と観光地としての魅力向上につなげることにより、地域活性化

に寄与する。 
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事業内容 

①（１）創業塾及び郡上市産業支援センターより、創業の案件を抽出 

 （２）市内事業者の新規出店案件を抽出 

②事業者に活用を促して公募し、郡上市との連携により、出店予定の物件が

対象になるかを確認する。 

③補助金を活用した事業実施を支援し、その結果、空き店舗に賑わいが復活

し、街並みの景観・魅力アップを図る。 

連携機関 郡上市、郡上市産業支援センター 

 

③地域内の事業継続支援による地域内消費の維持・拡大への取り組み 

「既存の地域内住民による消費の維持・拡大」に関して、商工会では、２つの事業に取り組み、地

域内消費人口の増加を図る。 

（ア）地域内消費の持続 

地域内の消費の維持・拡大に向けて、商工会では、地域になくてはならない店を存続させる取り組

みを実施している。具体的に郡上市では、地域を支える事業所の営業継続を目的として、営業に必要

な設備の更新・修繕を支援する「小規模事業者支援補助金」を制度化している。 

この制度の運営に関して、商工会は郡上市と意見交換・打ち合わせを行い、目的の達成に向けて連

携を図っている。この制度の活用により、事業存続に必要な設備更新が可能となり、地域内消費を持

続させるとともに、地域の魅力向上にも繋げていく。 

小規模事業者支援補助金 

目 的 

地域のなかで暮らしを支える事業者に対して、郡上市との連携により補助金

を活用し、事業継続を支援。地域を支える事業所の営業継続を目的として、営

業に必要な設備の更新・修繕を支援することにより、地域内消費の維持を図る。 

事業内容 

・小規模事業者営業支援事業 

 市内の地域の生活を支える事業者に対して、営業継続に欠かせない設備・

備品の更新・修繕に必要な経費のうち、2/3（上限１００万円）を支援。 

①巡回支援を通じて、既存事業者の案件を抽出 

②対象となるものに対して郡上市との連携を行いながら、申請支援を行う。 

連携機関 郡上市、郡上市産業支援センター 

 

（イ）地域内消費拡大に向けた商品券の発行 

地域内の消費拡大に関して、郡上市内の加盟店舗で使用できる共通商品券の運営を行う。これら事

業は、市内イベントまたは記念日での景品・プレゼント、記念品の贈り物に活用されており、地域内

の資金循環の一役を担っている。また、郡上市と運営に関して意見交換・打ち合わせを行い、目的の

達成に向けて連携を図っている。この取り組みの実施によって、地域内消費拡大に寄与する。 

郡上市共通商品券の発行 

目 的 
地域内消費拡大そして経営資源の地域内循環を図り、地域経済の活性化に

寄与するものである。 

事業内容 郡上市内で使用可能な共通商品券の発行・精算事務 

連携機関 
 郡上市商品券発行事務組合、八幡信用金庫、めぐみの農業協同組合、㈱大

垣共立銀行、㈱十六銀行 
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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ことで、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】 

 地域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更に密にして小

規模事業者支援に役立つ最新情報を常に収集することが課題である。 

 

（２）事業内容 

事業者支援のノウハウ、支援の現状などを他の支援機関との連携を行うため、岐阜県商工会連合会との

情報交換会の開催、商工会以外の支援機関（行政、金融機関など）との情報交換を定期的に行い支援力向

上に努めていく。具体的には、下表の各組織と連携、情報交換を図ることで円滑な経営発達支援事業

の推進を行うこととする。 

①岐阜県商工会連合会との情報交換会 

概     要 

開 催 頻 度 年 2回 

参 加 機 関 郡上市商工会、岐阜県商工会連合会、岐阜県商工会連合会中濃ブロック広域支援

室 

目 的 商工会職員の支援力向上に資するための情報交換、情報の共有と講習会等各種事

業の共同開催の実現を目的とする 

連 携 内 容 地域内の支援動向・経済動向などについての情報交換、各種事業の共同実施や職

員研修会の実施による支援ノウハウの情報交換を実施 

効 果 職員の支援スキル向上を図ることができ、支援ノウハウを共有することでさらに

支援能力の向上が見込まれる 

②日本政策金融公庫岐阜支店との情報交換 

概     要 

開 催 頻 度 年 2回 

参 加 機 関 郡上市商工会、日本政策金融公庫岐阜支店管轄内の商工会、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推進を目的とする 

連 携 内 容 当商工会地域における融資件数・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出

来る 

③八幡信用金庫との情報交換 

概     要 

開 催 頻 度 年 1回 

参 加 機 関 郡上市商工会、八幡信用金庫業務部、郡上市内の八幡信用金庫本支店 

目 的 地域内小規模事業者の課題解決支援、資金需要等への迅速な対応を図ることを目

的とする 
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連 携 内 容 創業支援・補助金活用支援等をはじめ、地域内小規模事業者に対する経営支援及

び融資について相互に情報提供を行う 

効 果 迅速で適切な融資の実行を行う体制を構築することができ、相互の関係強化によ

り地域経済活性化に貢献できる 

 

④名古屋税理士会関支部との情報交換会 

概     要 

開 催 頻 度 年 1回 

参 加 機 関 郡上市商工会、関税務署管内商工会、関税務署 

目 的 関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 関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出来る 

 

⑤郡上市創業支援事業における連携（郡上市産業支援センター企画委員会） 

概     要 

開 催 頻 度 毎月 1回 

参 加 機 関 郡上市商工会、郡上市商工観光部、郡上市産業支援センター、郡上市観光連盟、

郡上市雇用対策協議会、郡上・ふるさと定住機構、郡上八幡産業振興公社、郡上

八幡金融協会、郡上森林組合、郡上漁業協同組合 

目 的 創業支援に関する情報交換や地域経済の動向などの情報交換を行い、活力ある郡

上市の経済・社会の土壌づくりに貢献することを目的とする 

連 携 内 容 ワンストップ相談窓口（郡上市産業支援センター）、創業セミナー（当商工会）、

補助金制度（郡上市）、創業資金サポート（金融機関）といった郡上市内におけ

る創業支援に関わる全ての機関が一体となって連携し、各機関に相談があった創

業希望者の情報共有や各専門知識・支援スキルについての情報交換を行い、相互

理解を深める 

効 果 補助金制度や融資制度など各種支援制度について理解を深めることができ、今後

の支援に活用することができる 

 

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、受動的な支援から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を指導するためには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】 

このような現状から、今後は郡上市商工会として地域の小規模事業者に、より貢献できる支援を実

施していくために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る。そのために、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郡上市商工会全体の支援レベルを

向上させる方針である。 
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（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） 

 ベテラン指導員の窓口相談や日々の巡回、専門家派遣制度の同行を行う事で、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。経営指導員のみに限らず、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郡上市商工会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。当商工会の 6名の指導員のうち 1名は指導員経験が浅いことから、当該指

導員に関しては積極的な外部研修受講を勧めることで様々な分野の知識を習得させ、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 

・全国商工会連合会 WEB研修 等 

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 

・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（継続） 

 小規模事業者に関する支援の共有化を図るため、個々の事業所情報を一元的に管理し、データベー

スを作成することで支援事例の共有化を図る。また、毎週業種別職員会議を実施し、その中で職員が、

それぞれ行った支援事例や得意とする支援のノウハウを説明し、職員間で共有することで郡上市商工

会の支援レベルを向上させていく。 

 

１１．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

 「経営発達支援計画評価委員会」では、外部有識者である経営コンサルタント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頂いている。これにより事業内容の見直しと改善

が図られ、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期における取組では、経営発達支援計画に基づいた計画的な支援の実施状況を評価するため

に、郡上市商工会理事及び外部有識者で組織した「経営発達支援計画評価委員会」を年 1回開催し、

PDCA を確認することで次年度の計画実施に繋げていった。また、評価委員会の評価を郡上市商工会

ホームページに掲載することで計画の進捗を公表した。 
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今期の取り組みでは、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、改善提案頂いた内容を検討しながら、より地域の小規模事業者に対して

効果的な支援を実施していくことが課題である。そのため、経営発達支援計画の PDCA を各年度で行

いより効果的な支援を実施していく方針である。 

 

（２）事業内容 

①経営発達支援計画評価委員会の開催 

郡上市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、郡上市商

工会が支援機関として地域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 Check（評価）し、Act（改善）への提案を行う 

委員会構成 

メンバー 

・経営コンサルタント １名（外部有識者）  

・郡上市商工観光部長 １名         

・小規模事業者代表  ２名         

・郡上市商工会長   １名        

・法定経営指導員     １名 

委員会開催 

評価時期 
年度終了後 2カ月以内、年１回開催 

評価結果公表時期 評価委員会終了後 1カ月以内 

 

PDCAサイクル 

Plan 地域の実情を踏まえた経営発達支援計画の策定 
 

Do 経営発達支援計画に基づいた支援の実施 

Check 計画の実施状況を評価し、改善提案を行う 

Act 改善提案を踏まえた計画の見直し改善 

 

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、郡上市商工会

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） 

郡上市商工会事務局組織図

経営発達支援計画実施を主な役割とする

経営発達支援計画におけるサポートを主な役割とする

事務局長

一般職員

６名

業務職員

７名

郡上市　商工観光部

商工課

法定経営指導員

１名

経営指導員

５名

 

担当職名 現在の主な事務分掌 発達計画支援事業の事務分掌 

事務局長 
①商工会の運営 
②事務局の統括・外郭団体関連 
③補助金・会員管理 

・事業全体の統括 
・事業における行政、支援機関等の調整 
・事業の収支予算の管理 
・研修会の受講等のスキルアップ関連 

経営指導員 
①経営改善普及事業 
②講習会 
③各種共済・決算指導 

・事業の円滑な推進に関わる業務全般 
・支援機関との調整に関わる業務全般 
・事業推進のためのデータ管理 

業務職員 
①軽微な経営改善普及事業 
②各種共済・決算指導 

・事業の円滑な推進に関わる業務の補助 

・事業の推進に関わる事務全般 

・データ収集・管理に関する業務 

一般職員 
①記帳指導 
②軽微な経営改善普及事業 

・記帳指導におけるデータ収集及び分析 
・データの管理と共有データの作成 

 

（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：和田 憲真 

■連絡先：郡上市商工会 ℡.０５７５－６６－２３１１ 

 



３５ 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

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、関係市町村連絡先 

①商工会 

郡上市商工会 

所 在 地 
〒501-4222 

 岐阜県郡上市八幡町島谷 130 番地 1 郡上市産業プラザ１Ｆ 

電話番号 0575-66-2311 

F A X 0575-66-2312 

メールアドレス gujo@ml.gifushoko.or.jp 

ホームページ http://gujo.ne.jp/shoko/ 

 

②関係市町村 

郡上市 商工観光部 商工課 

所 在 地 
〒501-4222 

 岐阜県郡上市八幡町島谷 130 番地 1 郡上市産業プラザ２Ｆ 

電話番号 0575-67-1808 

F A X 0575-67-1820 

メールアドレス shoukou@city.gujo.gifu.jp 

ホームページ http://www.city.gujo.gifu.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gujo/
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
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 113,000 113,500 114,000 114,500 115,000 

 

経営指導員等職員人件費 

 
②地域経済動向調査関係 

及び③経営状況の分析関係 

 

通信費等 

 

 

④事業計画策定支援関係 

 
講習会等（セミナー、創業塾）、専門家派遣、

専門家窓口相談、事業承継支援センター等 

 

 

⑤事業計画策定後の実施支援関係 
 

 

専門家派遣、専門家窓口相談、利子補給等 

 

 

⑥需要動向調査関係 
 

異業種交流会、展示会出展助成等 

 

 

⑦販路開拓に寄与する事業関係 

 
ビジネスマッチング開催費、飲食業販路

拡大支援事業費 

 

 

⑧地域経済活性化に資する取組関係 
 

若手社員即戦力化プログラム 

88,000 

 

 

1,000 

 

 

7,050 

 

 

8,350 

 

 

3,000 

 

 

4,600 

 

 

1,000 

 

 

88,500 

 

 

1,000 

 

 

7,050 

 

 

8,350 

 

 

3,000 

 

 

4,600 

 

 

1,000 

 

 

89,000 

 

 

1,000 

 

 

7,050 

 

 

8,350 

 

 

3,000 

 

 

4,600 

 

 

1,000 

 

 

89,500 

 

 

1,000 

 

 

7,050 

 

 

8,350 

 

 

3,000 

 

 

4,600 

 

 

1,000 

 

 

90,000 

 

 

1,000 

 

 

7,050 

 

 

8,350 

 

 

3,000 

 

 

4,600 

 

 

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 

① 小規模事業指導費補助金⇒岐阜県 

② 「商工会一般活動補助金」「商工会特活動補助金」⇒郡上市 

③ 会費収入⇒会員より普通会費として年 1回（６月）に口座振替にて収入 

④ 特別賦課金⇒展示会などの出展料を請求により振込徴収 

（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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