
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
白川町商工会（法人番号  4200005007082） 

白川町      （地方公共団体コード  215066） 

実施期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日 

目標 

令和 2年度から５年間おいて、小規模事業者の売上並びに利益の向上を図る経

営力を向上させるために、次の事業を実施することを目標とする。 

(1)経営分析を実施する件数：180 件 

(2)事業計画を策定する件数：100 件 

(3)事業計画策定後の支援を行う件数:100 件 

  うち、売上並びに利益を前年より１％向上する件数：61 件 

(4)需要動向調査を実施する件数：144件 

(5)新たな需要の開拓支援を実施する件数：94件 

事業内容 

【Ⅰ．経営発達支援事業の内容】 

１．地域経済の動向調査に関すること 

他機関等の経済動向調査を活用した動向調査と、白川町カード会のデータに

より白川町の消費者動向の調査を行い、分析結果をレポートにまとめて管内ｍ

ｐ小規模事業者に周知説明し、事業所の事業計画策定への動機付けを図る。 

２．経営状況の分析に関すること 

経営分析対象事業者の掘り起しを行って経営分析を実施し、その分析データ

をまとめて経営課題等を明確化にして事業者に説明し事業計画策定への誘導を

図る。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営指導員等並びに専門家により、事業計画策定支援を 5年間に亘り実施す

る。なお、5年間の実施目標件数は次のとおりである。 

項目 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

事業計画策定件数 18件 19 件 20 件 21件 22 件 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定した全事業所に対して、経営指導員等並びに専門家による伴走

支援を行い、売上・利益の増加を図る。 

５．需要動向調査に関すること 

管内小規模事業者が扱う商品等について、消費者の動向調査を実施しそのデ

ータを分析して小規模事業者にフィードバックし商品改良等に繋げていく。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の販路拡大を目的に、マスメディアの活用、ＳＮＳの活用、商

談会並びに展示会への出展などの支援を実施する。 

【Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組】 

白川町と連携を図り、町内の消費増加を目的に「白川町カード会」の運営を

支援する。また、後継者育成を目的に結婚促進事業の「ハートフル事業」を支

援する。 

連絡先 

【白川町商工会】〒509－1105 岐阜県加茂郡白川町河岐 1674 

電話：0574-72-1205 FAX：0574-72-2405 

   E-mail：ms‐shoko＠md.ccnw.ne.jp 

【白川町(企画課)】〒509－1105 岐阜県加茂郡白川町河岐 715  

電話：0574-72-1311  FAX：0574-72-1317 

E-mail：kikaku@town.shirakawa.lg.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 

 

経営発達支援事業の目標 

 

１．目標 
 

（１）前回の目標と評価 

  

前回の計画における目標は、町内の製造業、建設業などで働く人の給与収入や、農産物の加工

販売による農産物生産者の外貨収入を獲得し、それらを地域内にて循環型の消費を促し、地域経

済の活性化を図る事と、地域内の小規模事業者に対して伴走型支援を行い持続的な発展を図るこ

とであった。 

しかし、具体的な目標数値が無く内容が漠然としており、目標の達成測定が出来ない内容であ

るため、今回は目標の見直しを行う。 

 

（２）地域の現状及び課題 

 

①白川町の現状 

 

(1)位置・地勢 

白川町は昭和 31年に旧 4町村が合併した町で、岐阜県の

南東よりに位置している。白川町は名前のとおり美しい川

に恵まれており、木曽川水系の飛騨川に注ぐ、佐見川、白

川、赤川が扇状に東側に伸び、それらの流域に集落が点在

している。町域は東西約 24 ㎞、南北約 21㎞で、237.89km2

と広大な面積を有している。町内は、海抜 150ｍから 1,223

ｍと高低差が激しく、総面積の 87％を森林が占め、可住地

面積は僅か 5%程度にとどまっている。 

地形の特徴として、主要道路が各地域にあるものの、範

囲が広いので町内の移動時間が場合によっては 50分程要す

る場合もあり、特に高齢者の買い物などの移動が不便な地

域である。 

 

(2)交通 

広域圏では美濃加茂市、可児市を中心とする「可茂地域」に属し、美濃加茂市までの距離は国

道 41 号線にて 30km 余りで、車で 35 分程度。東海地方の中心地である名古屋市まで、ＪＲ高山

本線で約１時間。また、東海環状自動車道の美濃加茂ＩＣを利用すると中部国際空港まで約２時

間 30 分程度となっている。 

また、町内を走る路線バスは平成 30 年度より４路線の内２路線が廃止となっている。その代

わりにデマンドバスの運行が始まり、運転免許証の無い高齢者が移動手段として利用している。 

 

 

(白川町の位置と交通網) 
 



- 2 - 

 

(3)人口 

合併当時 18,400 人を上回っていた人口は、

昭和 40年 16,304 人、昭和 50年 13,791人と大

幅に減少した。その後、減少は鈍化の傾向にあ

るが、歯止めがかからず、平成 23 年には１万

人を切って 9,828 人となり、令和元年 8月末現

在の人口は 8,116 人と更に減少傾向は続いて

いる。 

高齢化率は 40%を超え全国平均、県平均を大

きく上回っている。今後の人口推移についても

減少と高齢化は進む一方である。 

 また、就業人口は、人口と同じく減少傾向に

あり、産業別構成比では第一次産業就業者の減

少が続き、第二次、第三次産業就業者が増加しており、農林業等の就業者の兼業化と生産、サー

ビス業への転換が進んでいる。 

 

(4)主要産業 
白川町の産業は、林業及び農業とそれらの関連産業が中心となっている。林業では、全国的な

ブランドとなっている「東濃桧」を生産するとともに、桧を木造住宅の建築材として使用した、

産直住宅建築が主要産業となっている。 

また、農業では高級茶とされている「美濃白川茶」の茶葉の生産が盛んであり、煎茶に加工し

て販売する製茶販売業が主要産業である。 

 
(5)産業構造 

白川町の平成 21 年の事業所数は 500であったがそ

れ以降は減少が続き、平成 28 年現在は 434 件となっ

ている。 

中でも減少率の高い業種は建設業と卸売・小売業で

ある。減少した要因は、売上不振による廃業、後継者

難による廃業が増加したものと思われる。 

 

(6)小規模事業者数の推移  

 平成 18 年度の事業所統計における当町の小規模事

業者数は 478 件であった。その後の H24 経済センサス

における小規模事業者数は 439件、H28 経済センサス

では 399件と商工業者数と同様に減少傾向にある。 

 

②産業別の現状と課題 

 

(1)建設業の現状と課題 

 

（現状） 

 当地域の産業構造に占める割合で一番多いのが建設業である。種類を大別すると公共、民間工

事を手掛ける土木工事業と、岐阜県東濃地域で産出される東濃桧を使用した木造住宅建築業、そ

してそれらの下請け関連業者となる。 

 

（白川町の人口推移予想） 
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平成 28経済センサスによる小規模事業者数は、土木、木造の総合建設業者が 48社、下請け関

連業者が 51 社である。 

総合建設業者については、従業員を数名雇用し経営年数が数十年経過している安定した業者が

多く、下請け関連については殆どの事業所が代表者一人で経営しており、地域内外の元受会社か

ら仕事を受注している。 

 

（課題） 

 業界の傾向として公共事業の需要が低下しているので、民間受注の拡大が課題である。また 

従業員の高齢化、人手不足が問題となっておりその対策も課題である。 

 

(2)製造業 

 

（現状） 

 当地の製造業者は地場産業に関連する業者が多く、その種類

については次の 2分野である。 

ア．ブランド材の東濃桧を材料とした神棚製造業、建具や 

家具などの建築関連の木材製造業 

イ．町内で栽培されているお茶（美濃白川茶）を製茶加工 

する製茶製造業。 

その他には、町外の中小企業から下請として、金属製品等を

加工する製造業などが有る。 

H28経済センサスによる製造業の小規模事業者数は 60社で、

その内地場産業である木材製造業が 39 社、製茶加工業が 13

社占めている 

 

（課題） 

建築関連の建具等の製造については、建築業者の受注に左右されている問題がある。また、

製茶製造業は国内における煎茶の需要が減少している。よって、いずれの製造業においても新

たな販路開拓による売上増加が課題である。 

 

(3)卸・小売、宿泊、飲食業等の商業 

 

（現状） 

 人口 8,000人足らずの山間地域である町内においても、中部圏内にてチェーン展開しているド

ラッグ販売店が同一地内に 2店舗進出しているほか、町内には存在していない中型の食品スーパ

ーが平成 10 年頃に町外から１店舗進出するなど、商業を取り巻く環境は大きく変化し地域の小

売業者に影響を与えている。 

競合店の進出や年々加速する人口減少による影響などで、過去 10 年間で町内の小売業が 12

社、飲食店が 5社廃業し商業者数が激減している。 

また、宿泊業については町内への観光客が少ないため、宿泊の利用者は営業関係者が多く占め

ている。 

 

（課題） 

 競合店の進出や人口減少の現状において、それぞれ個店が競合店にはないサービスを強みとし

た経営強化を図るほか、特産品など町外への販路を拡大することが課題である。 

（傾斜地に点在する茶畑） 
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③小規模事業者に共通した課題 

 白川町の経済や住民の暮らしを支えるためには、町内の事業所が安定した経営を継続すること

が必要である。管内の事業所が安定した経営を継続させるためには、次のとおり共通した課題が

ある。 

 

・売上及び利益向上のための営業力強化を図る 

・後継予定者への円滑な事業承継を図る 

・売上増加の源泉となる設備の投資や労働力の確保 

 

④商工会が考える小規模事業者の問題と課題 

 

 小規模事業者が安定した経営を継続する要件として後継者の存在が重要視される。白川町商工

会では、平成 30 年より岐阜県下商工会統一の事業所アンケート調査を行い、管内小規模事業者

数 357 件の約 75％にあたる 268 件の調査を実施した。その調査票の中に事業後継者の有無つい

て確認する項目があり、そのデータをまとめた結果が次の表のとおりであり、過半数の事業所が、

後継者がいない理由で将来的に廃業を考えているという結果であった。 

 

NO 項        目 割合 

① 
後継者が決まっている、若しくは予定者があり、又は、第 3者で希望があ

れば、それらに事業を引継したい。 
33.5％ 

② 経営者が高齢化しており、後継者がいないので自分の代で廃業する。 51.9％ 

③ 不明 14.6％ 

 

（問題） 

平成 24年と平成 28年の経済センサスにおける小規模事業者数を比較すると 4年間で 40 事業

所（年間当たり 10事業所）が減少している。 

商工会の独自調査の結果を踏まえると、今後は経営者の高齢化と後継者不足により、10 年先

においては約 100 事業（10 年×10事業所）が減少することが予想される。 

経済の支えとなる小規模事業者数が減少すると、白川町において次の問題が想定される。 

 

ア．小売店、飲食店が減少すると、消費者が遠方の店舗までの移動が必要となり、日常生活に支

障をきたす。 

イ．産業構造比率の高い建設業、製造業の廃業が増えると、事業所で働く従業員の就職機会が減

り、給与収入の減少とともに地域内での循環消費額が下がるなと、白川町の経済が衰退する。 

 

（課題） 

商工会では、地域内の経済を支え住民の暮らしを守るために、町内の小規模事業者が事業を続

けることが重要であると考える。それぞれの小規模事業者が存続することで、広範囲で生活する

住民に安定して生活関連物資の提供が出来るほか、給与収入を得られる雇用の場が存在するから

である。 

その為には、小規模事業者の発展と存続が重要であり、商工会では管内の小規模事業者に中長

期的に亘って、経営力向上に関する支援を実施することが課題であると考える。 
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（３）白川町の第 5 次総合計画 

 

①白川町における経済・産業構造の変化 

 白川町の第 5次総合計画において、白川町における経済・産業構造の変化について、次のよう

にある。  

・地方における産業・経済は、様々な外部環境の影響により、第 1次産業の低迷、企業の衰退

などの状況がみられ、これらに伴う雇用情勢の悪化や地域全体の活力低下が大きな問題となっ

ており、地域産業の再構築が求められる時代が到来している。 

本町においても、こうした動向を十分に踏まえながら、地域産業全体の活性化を促す取組を

進めていくことが求められている。 

 

②白川町のまちづくりの課題 

白川町では経済・産業構造の変化に伴い、産業・観光振興と雇用確保について次の課題を掲げ

ている。 

・過疎化や高齢化が進む中で、活力あるまちにしていくためには、若い世代の定着を図り、 

産業の足腰を強くし、雇用の確保が求められている。 

そのためには、白川町の資源を活かした産業・観光振興を図り、地域の活力と賑わいを 

創出していく必要がある。 

 

③白川町の基本構想 

 白川町では課題解決に向けた町づくりに関する基本構想を掲げ、それに対する５つの基本計画

があり、下図のように商工業の振興については、基本計画の２．緑（地域）の資源を活かした豊

かなまちづくりのなかに位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 但し、白川町の構想にある４．商工業の振興の内容は、地域内の商工業者の存続を前提にした

事業者全体への支援であり、個々の事業所の存続に対する支援策については盛り込まれていな

い。 

 

④商工会と白川町総合計画との関わり 

 白川町では、人口減少により町内の消費市場が縮小し経済成長率を押し下げることや、少子・

高齢化の進展により、医療費や社会保障費の増加が予想されることで、地方財源の圧迫が懸念さ

れるほか、生産年齢人口の減少により、地域活力の維持への影響を懸念している。 

 商工会では、個々の小規模事業者が経営力を向上し永く存続することで、町内の経済を安定さ

５
つ
の
基
本
計
画 

  １．農業の振興 

２．林業の振興 

３．観光の振興 

４．商工業の振興 

５．ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰの活用 

【基本構想】水源の里の恵みいっぱい 活力みなぎる人たちが暮らすまち 美濃白川 

 

 １．人と人とのふれあいによるまちづくり 

２．緑（地域）の資源を活かした豊かなまちづくり 

３．住む人みんなにやさしいまちづくり 

４．安全・安心・便利なまちづくり 

５．白川を愛し、たくましく 

５
つ
の
基
本
計
画 
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せると考えている。 

 また、白川町が掲げる５つの基本計画の中の、２．緑（地域）の資源を活かした豊かなまちづ

くりに関連する商工業者の振興では、地場産業を中心に商工業の振興を図ることで、例えば、お

茶の生産農家の持続や事業所の働く町民の雇用が守られ、町内の経済を支えると考えている。 

 よって、商工業振興の目指す方向は商工会も行政と同じであり、小規模事業者の振興について

は行政と情報交換などを行い現在の総合計画、そして２年後に作成される第６次総合計画と関連

性を保ちながら行っていく。 

 

（４）小規模事業者に対する中長期的振興の在り方 

 

①今後 10年先を見据えた中期的な振興の在り方 

 

 

 

 

 

 白川町内の小規模事業者数は毎年 10事業所程の廃業により減少している。現在、町内の小規

模事業者数は 357であるが、このペースで減り続けると 10年後では現在より 100事業少ない 257

事業所となる。 

例えば、生活物資を提供する小売業者が減少すると町民の生活に影響を及ぼす他、従業員を雇

用する小規模事業者が減少すれば白川町の経済が衰退することが予想される。 

商工会では、白川町の地域経済を支える小規模事業者が永く存続するために、共通する課題と

なっている売上及び利益の増加を目的とした経営力向上の支援を、10 年先を見据えて中長期的

に実施していく方針である。 

 

②白川町商工会の役割 

小規模事業者が経営力を向上するには、自ら事業計画を策定してその事業を実施し、ＰＤＣＡ

サイクルによる事業の効果測定と事業の見直し等が求められる。 

しかし、小規模事業者は事業計画を策定する前の情報収集や経営分析の手法、また、事業計画

の策定から事業の実施やＰＤＣＡサイクルによる見直しなどの能力が極めて低いのが現状であ

る。 

従って、白川町商工会は小規模事業者に対して事業計画の策定支援、策定後の支援、そしてＰ

ＤＣＡによる事業の効果測定や見直しに関する一連の指導を、小規模事業者に寄り沿った形の伴

走型支援を実施することが役割である。 

 

（５）経営発達支援事業の目標 

 今後 10 年先を見据えた商工会の役割を踏まえ、経営発達支援事業では今後５年間において、

小規模事業者の売上並びに利益の向上を図る経営力を向上させるために、次の事業を実施するこ

とを目標とする。 

 

①今後５年間における事業計画の策定支援 

 小規模事業者が事業計画を策定する動機付けとして、個々の事業所の問題点や課題の抽出、課

題の解決方法などを明確にする経営分析を実施する。 

次に、経営分析の結果を分かりやすく事業者に説明し、問題点や課題、経営改善の提案をする

ことで事業計画の策定に繋げていく。また、小規模事業者持続化補助金などの補助金活用を機会

＜中長期的な振興の在り方＞ 

地域内の小規模事業者に対して経営力向上の促進を図り、以て小規模事業者の持続的な

発展を目指す。 
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として事業計画の策定に繋げていく。 

なお、事業計画を策定した事業所に対しては、売上や利益が向上するために、必ず策定後の支

援を実施する。 

 それぞれの支援に対する目標値は次のとおりである。 

 

(1)経営分析を実施する件数：180件 

(2)事業計画を策定する件数：100件 

(3)事業計画策定後の支援を行う件数:100件 

 うち、売上並びに利益を前年より１％向上する件数：61件 

 

②今後５年間における需要動向調査支援及び新たな需要の開拓支援 

事業計画を策定した事業所の販路拡大や商品開発等を図ることを目的とした、需要動向調査と

新たな需要の開拓支援を実施する。 

 

(1)需要動向調査を実施する件数：144件 

(2)新たな需要の開拓支援を実施する件数：94件 

 

（６）今後５年間の目標の達成に向けた方針 

 

本事業の目的の達成と効果的な事業とするために、次の方針にて事業を実施していく。 

①今後５年間における事業計画の策定支援等について 

 

(1)経営分析の実施 

・経営分析については経営指導員が中心となって行い、法定経営指導員が３か月ごとに実績の

確認をしながら目標値を達成する。 

・補助金活用を機会に事業計画を策定する小規模事業者についても、必ず経営分析を行い効果

的な事業計画策定に繋げる。 

・経営分析のＳＷＯＴ分析については、必要に応じて複数の職員にて行い内容の濃いものとす

る。 

 

(2)事業計画の策定支援 

・経営分析した結果を経営指導員が小規模事業者に分かりやすく説明し、問題点や課題、経営

改善案などの説明し、事業計画の策定に繋げていく。 

その他に、小規模事業者持続化補助金などの制度を小規模事業者に周知し、制度の活用を

機会とした事業計画の策定支援にて目標値を達成する。 

 ・事業計画策定時において、専門的な分野、経営指導員による改善案の提案等が困難な場合は、

専門家を招聘して事業計画の策定支援を行う。 

 

(3)事業計画策定後の支援 

 ・事業計画書を策定した全事業所に対し、事業計画策定後の支援を行って目標値を達成する。  

・小規模事業者が事業計画の事業を実施した後は、経営指導員による効果測定を行う。その

際、新たな問題点の発生や、売上や利益の増加に繋がらない場合は、専門家を交えて深堀

した事業計画の策定支援を行い売上や利益の向上に繋げる。 
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②需要動向調査の支援、新たな需要の開拓支援について 

  

需要動向調査並びに新たな需要の開拓支援については、事業計画書を策定した事業所に対して

実施する。 

 

(1)需要動向調査の支援 

・事業計画書を策定支援する際、又は策定後の支援において、経営指導員等並びに専門家によ

り需要動向の必要性や効果などを説明し、商工会から提案する需要動向調査支援を実施し目

標値を達成する。 

 

(2)新たな需要の開拓支援 

・事業計画書を策定支援する際、又は策定後の支援において、経営指導員等並びに専門家によ

り、新たな需要の開拓を図るための事業説明やその効果などの内容を説明し、提案すること

で目標値を達成する。 
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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 （５年間） 

 

（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．地域経済の動向調査に関すること 

 
（１）現状と課題 

 

【現状】 

①現在までの取組 

当初の計画は地域住民へのアンケート調査、地域住民・商工会役員との懇談会であった。しか

し、ガイドラインにあるように県や市町村、民間シンクタンク等が公表している資料を活用しな

がら、地域の経済動向を分析し小規模事業者に情報提供を行う内容ではなかった。 

従って、２年目からは地域経済の動向調査を行い、その結果をレポート化して小規模事業者に

提供するよう計画の見直しを行った。 

 

②実施した事業内容 

実施した事業は、経済動向調査等の結果をレポートにまとめ、事業計画策定時における情報提

供のほか、機関誌に掲載して配布し情報発信を行った。しかし、情報提供を対面で行ったケース

が少なかったため、小規模事業者が地域内の地域経済の動向の変化の気づきから経営改善に進展

するケースは見られなかった。 

 

【課題】 

①課題と課題解決に向けた取組 

現在までの事業の課題は、地域内の動向調査をまとめたレポートの定期的な配布と、対面指導

時による説明件数が目標に達しなかったことである。この課題をクリアするために、地域の経済

や消費者動向などに関するデータを分析し、小規模事業者の経営改善に繋がるよう定期的な情報

提供、また、経営指導員による巡回指導などの対面指導の際に情報を提供することで、小規模事

業者の経営改善への意識を高めていく。 

 

（２）事業の内容 

 

①他機関等の経済動向調査の活用 

岐阜県並びに関係機関から報告される経済動向や経営動向に関する情報の中から、当町の小規

模事業者に該当する情報を収集して整理、集約し、その内容を分かりやすくレポートにまとめ、

町内の小規模事業者へ情報提供する。 

情報収集は、以下に示す資料を活用し、経営指導員が業種ごとにおける経済動向を分析して内

容を把握し、小規模事業者に対して的確な支援に繋げていく。 
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（情報収集先及び分析を行う項目） 

情報収集先 情報収集項目 収集目的 

地域経済分析システム 

（ＲＥＳＡＳ） 

産業構造、従業員数、観光、マ

ーケット対象となる地域の人

口・世帯数など 

全国、近隣地域との比較か

ら白川町の経済動向を分析 

岐阜経済レポート 

（岐阜県庁ホームページ） 

木造住宅の着工数、公共事業

数、個人消費、雇用の傾向 

岐阜県内の小規模事業者と

比較し、白川町の関係産業

の動向を分析 

中小企業動向調査 

（日本政策金融公庫） 
全国的な中小企業の動向 

白川町内の主要産業の動向

を全国規模と比較する 

とうしん景況レポート 

(東濃信用金庫) 

岐阜県加茂・可児郡管内の中小

企業の動向（従業員数、観光） 

地域内（加茂・可児郡管内）

における経済動向を分析す

る 

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、白川町の傾向を分析 

 

②管内の消費者動向の調査 

商工会では「美濃白川ポイントカード会」の運営支援を行っており、毎月各個店のポイント発

行数を把握している。加入事業者は小売、飲食、サービス業で合わせて 52事業所（すべて小規

模事業者）あり、管内の同業者数に対して 70.3％の加入率である。 

美濃白川ポイントカード会が管理するポイント発行数にて、各個店、業種別、地域別の売上統

計を行い、消費者の消費動向を分析する。地域内の小規模事業者のカード会加入率が高いので消

費者動向は現実的なデータである。 

 

（情報収集先、調査項目、分析方法析） 

項 目 内  容 

情報収集先 美濃白川カード会 

調査項目 
期間における業種ごとの利用者数と売上高の集計 

同期間の前年の対比 

分析方法 
加盟店から毎月提出される集計カードから、利用者数・売上高をエクセル

シートに入力し集計して分析する。 

 

（①と②の調査回数の目標） 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

①他機関の動

向調査の活用 
－ 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

②管内の消費

者動向調査 
－ 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

調査対象期間については上半期、下半期の２回とする。 
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（３）調査結果の活用方法 

 

①他機関等の経済動向調査の活用 

他機関等の経済動向調査で実施した調査結果をレポートにまとめる。なお、レポートは小規模

事業者が見やすいよう、グラフや図表、コメントを入れて内容を分かりやすくする。 

なお、レポートの配布、周知方法は、町内の小規模事業者に対して広く提供することを目的に

次のとおりとする。 

(1)レポートを白川町商工会ホームページに掲載にする。合わせて、レポートを白川町商工会

ホームページで閲覧できる旨を白川町広報にて町内へ周知する。 

(2)商工会員については白川町商工会が毎月発行している広報に掲載し、ＤＭで配布する。 

(3)職員の巡回指導時に配布し説明する。 

(4)役員会、部会、セミナーなどで配布及び説明する。 

巡回指導など職員が対面で小規模事業者に情報提供する場合は、経済動向から推測される問題

点や課題を提案し、それぞれの事業所の事業計画策定など経営改善のきっかけとなるよう助言す

る。 

 

②管内の消費者動向の調査 

 管内の消費者動向の調査については、半期ごとの消費者動向を業種別、地域別に分けて数値に

て動向を表し、グラフや図表、コメントをつけて分かりやすくしレポートにまとめる。コメント

については、国民の年間行事や地域行事における消費動向の関連性など、個人の小規模事業者で

は把握できない消費者の動向と、それに関する経営改善のヒントなどを入れ経営改善のツールと

なるよう工夫する。 

なお、レポートの配布、周知方法は、町内の小規模事業者に対して広く提供することを目的に

次のとおりとする。 

(1)レポートを白川町商工会ホームページに掲載にする。合わせて、レポートを白川町商工会

ホームページで閲覧できる旨を白川町広報にて町内へ周知する。 

(2)職員の巡回指導時に配布し説明する。 

(3)役員会、部会、セミナーなどで配布及び説明する。 

  

（４）地域経済の動向調査周知目標 

 

方法内容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 

職員の巡回による説明 － 60 件 60 件 60件 60 件 60件 

部会等にて説明 － 年 6回 年 6回 年 6回 年 6 回 年 6 回 

ホームページにレポー

トを掲載 
－ 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 

ＤＭによるレポートの

配布 
年１回 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 
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３．経営状況の分析に関すること 

 
（１）現状と課題 

 

【現状】 

①現在までの取組 

前回の計画においては、事業年度ごとに定性及び定量分析の件数目標を掲げ事業所の調査を含

め分析を行った。また、活用方法として、経営内容が悪化している事業所については、商工会か

ら経営改善を促して経営改善計画の策定支援をしたほか、職員の共有データとして小規模事業者

の支援に活用した。評価委員会では次の問題点について指摘を受け計画内容を改善した。 

(1)調査した事業所の調査項目に統一感が無く内容が不十分であると指摘され、調査内容を統

一化した。 

(2)定量分析については記帳指導等で数値を把握しているに過ぎないと指摘を受け、分析手法

と活用法について見直しを行った。 

 

【課題】 

①課題と解決に向けた今回の取組 

分析したデータを小規模事業者に返して問題等を説明して、事業計画の重要性を理解してもら

い、多くの事業所を事業計画の策定に繋げることが課題である。 

前回の事業計画内容が、経営分析を通して事業計画の策定に繋げるものでなかったことを反省

点として踏まえ、今回においては、年間の分析目標企業数を掲げ、小規模事業者ごとに定量・定

性分析を行い、その結果をレポート等にて小規模事業者へ返して事業計画の策定に繋がるよう事

業を実施する。 

 

（２）事業の内容 

 

①経営分析対象事業者の掘り起し 

 

【各事業所の決算書データ把握による対象事業所の掘り起し】 

当商工会では、毎年次のとおり各事業所の財務内容を把握する機会がある。この機会を得て経

営分析を行う事業所の掘り起しを行う。 

ア．個人事業所への確定申告指導により、年間 140 件ほどの決算データを得ている。 

イ．金融相談時に法人企業の過去 2年間の決算データを把握できる。（年間平均 10件程） 

各事業所の決算書の内容を過去の数値と比較し、売上高並びに営業利益が減少傾向にある事業

所、また、財務については借入金等債務の増加事業所をピックアップする。 

 

【巡回指導等による事業所の掘り起し】 

経営指導員による経営改善普及事業の指導時において経営分析の必要性を説明し、分析事業者

の掘り起しを行っていく。 

 

②経営分析の実施内容 

①の取組にて掘り起しを行った事業所に対して、財務諸表を基に行う定量分析と、事業所の強

み弱みなどを把握する定性分析を行う。 
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（分析を行う項目） 

分析の種類 分析内容 

定量分析 

・事業所の財務諸表から収益性、安全性、生産性、成長性、効率性の 5項

目について分析を行う。 

・単年の分析結果のほか、過去のデータと比較して売上高や利益高の推移

や傾向について分析を行う。 

定性分析 

・外部環境における機会と脅威、内部環境における強みと弱みを把握する

ＳＷＯＴ分析を行う。 

・必要に応じクロスＳＷＯＴ分析を行い、事業の方向性や課題などを分析

する。 

 

【分析手法】 

経済産業省が作成している「ローカルベンチマークツール」を活用し、経営指導員が定量及び

定性分析、事業の方向性や課題などの分析を行う。また、必要に応じ岐阜県商工会連合会中・東

濃広域ブロック支援室の意見を求め、より詳細で精度の高い分析を行っていく。 

また、ＳＷＯＴ分析については多くの意見を活かすために、必要に応じ経営指導員の他に業務

職員、記帳員の複数名で行う。 

 

（３）成果の活用方法 

 

①経営課題等の明確化 

経営分析を踏まえて、小規模事業者が持つ問題点並びに課題を明確にする。必要に応じ、支援

機関等との連携を図り、それぞれの専門的な視点から小規模事業者の問題点を深堀し、その課題

と解決に繋がる経営改善事業を明確にする。 

 

②分析結果のフィードバック 

分析内容については経済産業省が作成している「ローカルベンチマークツール」に、分析した

結果をレポート形式で書面化し、経営指導員による対面指導にてレポートを渡し、その内容を小

規模事業者に説明する。 

説明時には、小規模事業者に定性・定量分析の結果を分かりやすく行い、経営状態を良くご理

解いただく。合わせて、経営上の問題点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り小規模事業者に認識していただいた、経営上の問題点や課題

を解決するための事業計画書の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）経営分析の実施目標 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

分析件数 １１件 ３２件 ３４件 ３６件 ３８件 ４０件 
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４．事業計画策定支援に関すること 

 
（１）現状と課題 

 

【現状】 

①現在までの取組 

本事業では、事業計画策定セミナーの実施や、経営指導員並びに専門家による個別の事業計画

策定支援を行い、現在までに 52事業所が事業計画を策定した。各事業所には、事業計画を策定

する重要性を認識してもらうために、巡回及び窓口指導を通じて策定する事業所の掘り起しを行

なってきた。 

 

【課題】 

事業計画を策定する機会として、各種補助金の応募時期に策定する事業所が多いが、補助金活

用目的に限らず事業計画の策定の必要性を事業所に理解してもらうために、事業計画作成セミナ

ーを過去に３回に開催してきたが、参加された事業所は合わせて 15企業と少ないのが課題であ

る。 

 

【課題に対する支援の考え方】 

しかし、補助金活用目的をきっかけに策定した事業計画であっても、事業計画の実施に伴い売

上や利益の増加、売れ筋商品や強み弱みを把握することで経営に対する意識改革などの効果が出

ている。 

このような現状を踏まえ、今後においては地域の経済動向調査の説明や、経営状況の分析結果

の対面指導時に、各種補助金制度の説明を合わせて行い、補助金利用を前提とした事業計画策定

の機会を増やしていくこととする。 

また、補助金活用を目的としない事業計画の策定についても、対面指導時において事業所にそ

の重要性を説明し、希望者においては個別指導において策定支援に繋げていく。 

 

（２）事業の内容 

 

【支援に対する考え方】 

①事業計画策定事業所の掘り起し 

 経営指導員によって行う経営状況の分析結果の対面指導時に、事業所の課題や課題解決策など

を説明し、あわせて行動計画を実施する際に活用できそうな各種補助金制度の説明を行い、事業

計画策定の動機づけを図る。 

 また、各種補助金の公募が始まると同時に次の手法で補助金制度を町内に周知し、応募者を確

認しその応募者に対して事業計画の必要性を説明し、事業計画策定の動機づけを図る。 

・白川町広報に補助金制度の内容を掲載し周知する。 

・商工会のホームページに補助金制度の内容を掲載する。 

・商工会員については、毎月発行する商工会だよりにて周知する。 

 

②ＰＤＣＡに繋がる事業計画の策定支援 

掘り起しによって策定支援する事業計画については、事業計画の内容が補助金目的のみの単年

計画で終わらないよう、補助事業を通じて今後の売上増加を図っていくために 3年程度の中期計

画を盛込むよう指導する。 
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複数年の事業計画を策定することで、経営改善事業のＰＤＣＡが図れるほか、次年度以降にお

いても伴走支援による事業計画の実施支援や内容の見直しなどにより、継続した支援に繋がる。 

 

【支援の方法】 

①経営指導員による事業計画策定支援 

事業計画の策定支援は、経営指導員が小規模事業者に対する個別指導にて行っていく。金融支

援など対面指導時に計画策定の必要性の説明や、地域の経済動向調査並びに経営分析の結果を説

明することにより、策定事業所の掘り起しを行いその策定支援に繋げていく。 

 

②専門家による事業計画のフォローアップ 

経営指導員による事業計画の策定支援において、需要動向調査など専門的な分野における指導

ノウハウが必要な場合、次の支援機関と連携を図って専門家による策定支援を実施する。 

これにより、専門的な視点から見た小規模事業者の問題点や、その課題解決に向けた具体的な

事業内容を計画に落とし込んでいく。 

 

・岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック広域支援室） 

・プッシュ型事業承継支援高度化事業地域事務局 

 

③創業計画策定支援 

新規の創業予定者については白川町や町内の支援機関と連携して創業予定者の掘り起しを行

い、対面指導にて創業計画書の重要性を説明し、経営指導員又は専門家により創業計画の策定支

援を行う。 

白川町内で過去に創業した事業所は 1年間に１件程度であるが、各支援機関との連絡を密にし

て創業者の掘り起しに努めることに重点を置く。 

 

④事業承継計画の策定支援 

当商工会はプッシュ型事業承継支援高度化事業地域事務局と連携をとり事業承継計画書の策

定支援を昨年度より取り組んでおり、平成 30年度は４件の事業承継計画書の策定支援を行った。 

現在まで実施した岐阜県下商工会統一アンケートの結果、206 事業所の約 33％にあたる 69の

事業所が後継者に事業を引き継ぎする予定である。従って、円滑な事業承継が図れるよう日頃の

対面指導時において長期的な観点において事業承継計画書策定の必要性を説明していく。 

 

（３）目標件数 

 

①事業計画策定件数 

項目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

事業計画策定件数 １７件 １８件 １９件 ２０件 ２１件 ２２件 

 

②創業計画策定件数 

項目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

創業計画策定件数 １７件 １８件 １９件 ２０件 ２１件 ２２件 
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③事業承継計画策定件数 

項目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

事業承継計画策定

件数 
４件 ３件 ３件 ４件 ４件 ４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】 

①現在までの取組 

現在まで、事業計画策定後の個別支援について毎年度の支援件数と支援回数の目標値を設定

し、それに対して毎年度目標以上の支援を実施してきた。支援については、経営指導員のほかに、

必要に応じ専門家による指導を行った。 

取組の評価として、今後は、商工会の支援によって事業所の売上高や利益額がどのように向上

したのか数値測定を行い、併せて事業の見直しを含めた伴走型の支援強化が重要であると指摘さ

れている。 

 

【課題】 

指導実績を振り返ると、フォローアップした事業所は、補助金利用目的で事業計画を策定した

事業所へのフォローが殆どである。従って、フォローアップが単年で途切れてしまい、事業計画

書における事業の効果測定（売上や利益の増加等）と事業の見直しを図るＰＤＣＡサイクルによ

る継続的な伴走支援に繋がっていないのが課題である。 

 

【課題解決に向けた支援に対する考え方】 

事業計画を策定した各事業所における支援については、事業の効果測定（売上や利益の増加等）

と事業の見直しを図るＰＤＣＡサイクルにより、複数年におけるフォローアップを実施してい

く。その入口として、事業計画策定後の支援事業者に対して、経営指導員は実施事業に対する効

果測定を必ず行う。 

また、支援を行う事業所については事業計画を策定した全事業所を対象とする。但し、それぞ

れの事業計画の進捗状況により支援回数の差別化を行う。事業計画の内容により集中的に支援す

る事業所と、経営者独自で順調に事業が進行し、支援頻度を減らしても支障のない事業所を区別

し、フォローアップの頻度を設定する。 

 
（２）事業の内容 

 

①経営指導員による支援手法 

事業計画を策定した事業所において、経営指導員がそれぞれの事業所の状況を電話にて確認し

巡回及び窓口指導にて支援を行う。 

 

【事業計画の実施が初年度の事業所】 

策定された事業計画の内容が計画通りに事業が遂行されているか、適宜進捗状況の確認を行 
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う。確認の結果、事業計画に対する進捗状況が悪い事業所については、経営指導員がその原因を

追究し円滑な事業の推進化を図る。経営指導員が円滑な推進化が出来ないと判断した場合は、

中・東濃広域支援室と連携を図り専門家派遣による支援を行い、事業が停滞している原因の追究、

今後の対策を検討してフォローアップの回数を増やして対応する 

 

【事業計画の実施が２年度以降の事業所】 

事業計画の実施による成果の効果測定を行うとともに、その結果を踏まえて小規模事業者と事

業計画書の見直しや次年度以降の事業計画の策定相談を行う。 

効果測定の内容については、事業計画策定前と事業計画実施後における、売上・利益・顧客数・

顧客単価の推移を数値化して小規模事業者に説明する。 

 

②専門家による支援 

①における経営指導員の支援において、課題解決が困難な場合や、専門分野における事業計画

書の見直しが必要である場合、適宜、内容に対して対応できる専門家によるフォローアップを実

施する。専門家については、岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック広域支援室）との連携によ

り派遣する。 

  

（３）支援目標  

 

①事業計画策定事業所への支援 

項 目 現行 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

フォローアップ支

援事業者数 
１６社 １８件 １９件 ２０件 ２１件 ２２件 

のべ頻度（回数） － ７２回 ７６回 ８０回 ８４回 ８８回 

売上１％以上の増

加事業者数 
－ １１社 １２社 １２社 １３社 １３社 

営業利益率１％以

上の増加事業者数 
－ １１社 １２社 １２社 １３社 １３社 

 フォローアップ支援事業者数については、年度末に事業計画を策定した事業所は含まない。 

 フォローアップの頻度については、年間５回程度が全体事業数の 50％、年間３回当たりを 50％

にて試算して回数を計上した。 

但し、事業所からの要望がある場合や経営指導員が必要と判断し場合は、それ以上の支援を行

う。 

 
②創業計画書策定事業所への支援 

項 目 現行 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

フォローアップ支

援事業者数 
０社 １件 １件 １件 １件 １件 

のべ頻度（回数） － ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

フォローアップ支援事業者数については、年度末に事業計画を策定した事業所は含まない。 

フォローアップの頻度については、過去の実績から 1事業所につき４回程度が妥当である。 
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③事業承継計画書策定事業所への支援 

項 目 現行 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

フォローアップ支

援事業者数 
４社 ３件 ３件 ４件 ４件 ４件 

のべ頻度（回数） － ９回 ９回 １２回 １２回 １２回 

フォローアップ支援事業者数については、年度末に事業計画を策定した事業所は含まない。 

フォローアップの頻度については、過去の実績から 1事業所につき３回程度が妥当である。 

 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

 
（１）現状と課題 

 

【現状】 

①現在までの取組 

当初の計画内容は、事業所が販売する既存の商品・サービスに関連する消費者ニーズの調査と、

新たな市場における販路開拓の可能性が有るか否かの調査の実施で、一部の計画内容がガイドラ

インに沿っていなかった。専門家の指摘により事業の見直しを図り、各種経営審査事項等のデー

タを入手・分析し小規模事業所へ情報提供を行うよう、２年目より事業内容を改善した。 

 

【課題】 

具体的な取組として、事業計画策定事業所に対して、販売する商品に対する需要の動向調査を

実施してデータを返し効果的な販促に繋がるよう支援を行ってきた。例えば、パン屋には消費者

の人気あるパンの種類、食品小売店については、一般的な食品構成とその種類の提供などであっ

た。しかし、これらの調査は前段１．経済動向の調査であり、現実的には小規模事業者が扱う商

品そのものの需要動向調査を実施していなかったことが課題である。 

 

【課題解決に向けた事業実施の考え方】 

今回は、事業計画を策定した事業所が販売する商品の需要動向調査が出来なかった課題を解決

するため、事業計画を策定した小規模事業者が販路拡大をしたい既存の商品や新商品について、

消費者の需要動向を調査し、その分析データを小規模事業者に返して商品の改善など販路開拓に

繋げていく。 

 

（２）事業の内容 

 

①ネットショップ“美濃白川マルシェ”の購入者に対する需要動向調査の実施 

平成 30年 2月にオープンした、町内の特産品ネット販売システム“美濃白川マルシェ”での

購入者にアンケート調査を実施し、調査結果を分析して販売事業者へ返し商品改良等に反映させ

る。ショップでは１０品目のうち地場産業であるお茶の関連商品が４品目あるので、調査項目に

ついては次のように品目ごとに内容を変えて実施する。 
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調査の流れ 実施内容 

(1)調査対象 ネットショップでの購入者（年間約３０名） 

(2)調査方法 
購入日から２週間前後に、返信用封筒を同封した調査表を購入

者に郵送し回収する。 

(3)調査項目 

【】内は商品名 

【椎茸・ハンバーグ・鶏ちゃん・なん茶こりゃ餃子】 

・味、値段、容量、パッケージ、見た目 

【えごま油】 

・値段、容量、色、パッケージ 

【トマトジュース】 

・味（甘味）、値段、容量、色、パッケージ、見た目 

【美濃白川茶・ペット茶・飛騨リンゴと白川の紅茶・割る緑茶】 

・味（渋み、甘さ）、色、値段、容量、パッケージ 

調査項目については、岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック

広域支援室）に意見を聞き経営指導員が決める。 

(4)調査結果の活用 

調査票を回収後、岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック広域

支援室）に意見を聞き経営指導員が分析を行う。分析結果を事

業所へフィードバックし商品改良等に繋げる。 

 

②ニッポン全国物産展出展時における美濃白川マルシェの商品の調査 

 

全国商工会連合会が毎年主催する“全国ニッポン物産展”に、ネットショップ“美濃白川マル

シェ”の商品を出展し、販売商品の試食等を行いながらアンケート調査を実施し、物産展終了後

に調査結果をまとめ小規模事業者に返し商品改良等に反映させる。 

 

調査の流れ 実施内容 

(1)調査対象 物産展への来場者（５０名程） 

(2)調査方法 
来場者に対して試飲をしてもらい、経営指導員が聞き取りによ

ってアンケート票へ記入する。 

(3)調査項目 

【】内は商品名 

【椎茸】 

・値段、容量、パッケージ、見た目 

【えごま油】 

・値段、容量、色、パッケージ 

【トマトジュース】 

・味（甘味）、値段、容量、色、パッケージ、重さ、見た目 

【美濃白川茶・ペット茶・飛騨リンゴと白川の紅茶・割る緑茶】 

・味（渋み、甘さ）、色、値段、容量、パッケージ 

調査項目については、岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック

広域支援室）に意見を聞き経営指導員が決める。 
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(4)調査結果の活用 

調査票を回収後、岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック広域

支援室）に意見を聞き経営指導員が分析を行う。分析結果を事

業所へフィードバックし商品改良等に繋げる。 

 

③道の駅における商品の調査 

事業計画を策定した小規模事業所から、商品の改善等を目的に消費者の動向調査が必要な商品

を把握し、町内の道の駅において、適宜ブースを設けて来場者に試食・試飲を行い、味覚、容量、

値段などの調査を実施する。 

 

調査の流れ 実施内容 

(1)調査商品の掘り起し 
小規模事業者に伴走支援を行う経営指導員が、調査商品の掘り

起しを行う。 

(2)調査方法 

道の駅（よいいち広場）の仮テントブースを設置し、来場者に

商品の試食・試飲を行い、経営指導員による対面方式にて、聴

き取り調査を実施する。 

(3)分析手段・手法 

それぞれ商品によって調査項目が違うので、サンプル数、分析

方法と合わせ、岐阜県商工会連合会等の専門家に意見を聞き、

経営指導員が行う。 

(4)調査結果の活用 

調査票を回収後、岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック広域

支援室）に意見を聞き経営指導員が分析を行う。分析結果を事

業所へフィードバックし商品改良等に繋げる。 

 

（３）成果の活用方法 

 

①ネットショップ“美濃白川マルシェ”に対する商品の調査 

現在、ネットショップ“美濃白川マルシェ”において 10 品目の商品を販売している。商工会

ではネット販売における調査の他に、ニッポン全国物産展の出展時にて販売商品の調査を行い、

その結果を分析してそれぞれの小規模事業者に分析結果をフィードバックし、内容を説明して商

品改良に繋げていく。情報提供により商品パッケージの改善を実施する事業所については、関係

機関と連携し専門家を派遣して支援を行う。 

 

②道の駅における商品の調査 

商品の改善等を目的に消費者の動向調査をして欲しい商品を、一般の消費者に試飲・試食して

もらった結果を分析してそれぞれの小規模事業者に分析結果をフィードバックし、経営指導員が

調査内容を説明して商品改良に繋げていく。 

また、商品改良を実施する事業所については、関係機関と連携して、価格設定、パッケージデ

ザインなどの専門分野においては専門家を派遣して支援を行う。 

 

（３）需要動向調査の目標 

 

①ネットショップ“美濃白川マルシェ”の購入者に対する商品の調査 
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項 目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

⑴調査対象事業

者数 
－ 12社 12 社 12社 12 社 12 社 

⑵調査実施件数 － 20件 25 件 25件 30 件 30 件 

 

②全国物産展出展時における美濃白川マルシェの商品の調査 

項 目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

⑴調査対象企業

数 
－ 1 社 1社 1社 1社 1社 

⑵アンケート調

査枚数 
－ 50枚 50 枚 50枚 50 枚 50枚 

 

③道の駅における商品の調査 

項 目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

⑴調査対象企業

数 
－ ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

⑵アンケート調

査枚数 
－ 100枚 100 枚 100枚 100 枚 100枚 

 

④道の駅における商品の調査における商品開発支援 

項 目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

⑴商品改良事業

者数 
－ 1 社 1社 1社 1社 1社 

 

 

 

 

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】 

①現在における取組 

当初の計画は次の事業内容であった。 

⑴ ホームページの作成支援 

⑵ ネット販売システムのホームページ作成支援 

⑶ 連合会主催の商談会 

⑷ むらからまちから館への出展 

⑸ 全国物産展への出品 

⑹ 町出身者へのＰＲ及び意見収集 



- 22 - 

 

⑺ 商工会だよりでのＰＲ 

以上 7項目に対して 5年間の目標値を設定したが、実績としては全ての事業が継続的に行えず、

単年において事業を実施した結果となった。 
 

②事業実績と効果 

実施した支援件数は少なかったが、販路拡大支援を行った結果、次のような効果を得られた。 

・物産展での販売事業並びに“美濃白川マルシェ”のネット販売においては、一時的に新たな

売上が発生した。しかし、継続的な販売には繋がっていない。 

・全国物産展へ展示販売した小規模事業者が、新たなバイヤーと取引が生じた。（１件） 

・岐阜県商工会連合会のバイヤー斡旋事業への参加で新たなバイヤーと取引が生じた。（１件） 

 
【課題】 

今までの取組において展示会等の出展において一部の事業所で効果が生じている。当初はこの

ような展示会等の参加を高めることが、商工会経営発達計画における販路開拓支援であると考え

方が偏っていた。よって、身近にあるマスメディアを通じた商品ＰＲや、各事業所がＳＮＳを通

じた情報発信による販路拡大支援などの取組が無かったことが課題である。 

 

【課題解決に向けた事業実施の考え方】 

今回は、事業実績と効果を踏まえ、事業計画策定事業者が扱う商品を優先して、今まで取り組

んできた各種物産展等やネットショップへの商品追加事業を継続して行う。 

また、新たな取組として多くの消費者に周知が可能なマスメディアを活用した事業、ＳＮＳを

通じた情報発信の支援を行っていく。 

 

（２）事業の内容 

 

①販路開拓に向けたマスメディアの活用（ＢtoＣ） 

 販路拡大を行う上で商品が持つ話題性は重要な要素である。マスメディアが発信する情報は多

くの消費者に伝わりやすく、しかも商品の話題性を迅速に伝える機能を持っている。しかし、小

規模事業者が個々でマスメディアに対して情報発信することは困難であるので、商工会で小規模

事業者が取り扱う話題性の高い商品を選択し、事業所の了解を得たうえでプレスリリースを実施

する。 

  

【活用を想定するマスメディア】 

(1)新聞社：岐阜新聞・中日新聞・中部経済新聞 

 (2)雑誌者：かにさんクラブ、東海ウオーカー 

 

②ＳＮＳを活用した販路拡大支援（ＢtoＣ） 

インスタグラムなどを利用した商品等の情報発信は、販路拡大を図るツールとなる。また、個

社の販路拡大を図る上で、各自がホームページを立ち上げ情報発信するとともにネット販売シス

テムを持つことが課題である。 

ついては、次の順序にて小規模事業者に対するＳＮＳを活用した販路拡大支援を行う。 
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事業の流れ 事業の内容 

(1)ＳＮＳ支援の情報発

信と事業者の把握 

商工会が実施する、ＳＮＳを活用した販路拡大支援内容を周知

するとともに希望事業者を募集する他、経営指導員の指導時に

おいて該当事業所の掘り起しをする。 

【周知方法】 

・白川町の広報にて掲載 

・白川町商工会ホームページに掲載 

・商工会だよりに掲載 

・経営指導員の対面指導、伴走支援時に説明 

(2)支援方法 

事業者に対して次の支援を行う。 

・岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック広域支援室）と連携

して専門家による個別支援の実施 

・経営指導員等によるホームページ作成支援 

・専門家によるホームページ改良並びに販売システム導入支援 

 

③ネットショップ“美濃白川マルシェ”の運営事業（ＢtoＣ） 

自前でネットショップを運営することが困難な小規模事業者の販路開拓支援として、平成 30

年 2月に白川町商工会が運営するネットショップ“美濃白川マルシェ”を オープンした。本ネ

ットショップの継続と、事業計画を策定した事業所が取り扱う商品を追加し販路拡大支援を行

う。 

また、掲載商品を全国規模にピーアールする目的で以下の④物産販売展・商談会・への出展者

支援にある、ニッポン全国物産展に出店して商品の販路拡大を支援する。 

 

④物産販売展・商談会・への出展者支援 

 

（全国ニッポン物産展）（ＢtoＣ・ＢtoＢ） 

商工会単独では全国規模の物産展の実施が不可能である。従って、全国商工会連合会が毎年主

催する“全国ニッポン物産展”へ、事業計画を策定した事業所に優先的に出店してもらい、個人

消費者並びにバイヤー等へ新たな需要開拓の支援を行う。 

 

（岐阜県商工会連合会が主催する商談会への企業支援）（ＢtoＢ） 

小規模事業者単独ではバイヤーとの商談が実現しにくい。従って、岐阜県商工会連合会が実施

するバイヤーとの商談会にて、岐阜県商工会連合会と情報交換を行い、該当する小規模事業者の

掘り起しを行って商談会に参加にしてもらい販路拡大に関する支援を行う。 

 

（金融機関が主催する商談会への出展支援）（ＢtoＢ） 

 岐阜県商工会連合会の他、金融機関のネットワークにて実施する商談会について、町内の金融

機関と情報交換を行い、該当する小規模事業者の掘り起しを行って商談会に参加にしてもらい販

路拡大に関する支援を行う。 

 

（３）新たな需要の開拓に寄与する事業の目標値 
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①販路開拓に向けたマスメディアの活用 

項 目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

支援事業者数 － ２社 ２社 ３社 ３社 ４社 

メディア採用案

件 
－ １件 １件 １件 １件 ２件 

売上増加額／社 － 10万円 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 

 

②ＳＮＳ等を活用した販路開拓支援（ＢtoＣ） 

項 目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

支援事業者数 － ２社 ２社 ２社 ３社 ３社 

売上増加額／社 － 10万円 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 

 

③ネットショップ“美濃白川マルシェ”の運営事業（ＢtoＣ） 

項 目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

支援事業者数 10 社 10社 10社 12社 12社 14社 

売上増加額／社 ２万円 ２万円 ２万円 ２万円 ２万円 ２万円 

 

④物産販売展・商談会への出展者支援（ＢtoＣ・ＢtoＢ） 

項 目 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

展示会の支援事

業者数 
２社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

売上増加額社 － 10万円 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 

商談会の支援 １社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数／社 － １社 １社 １社 １社 １社 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

８．地域経済の活性化に資する取組 
 

（１）現状と課題 
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【現状】 

①前回における取組 

当初の計画は、平成 26年度に実施した「地域内資金循環等新事業開発検討事業」を基に、地

域内で収穫した芋を“干し芋”に加工して町外に販売し、外貨を獲得し地域内における消費循環

を図る計画であった。商工会青年部の蘇原支部が芋の苗を定植し、収穫した芋を“干し芋”に加

工して“美濃白川ふるさとまつり”のバザーで試食販売を行い、アンケート調査を実施し町民に

好評を得ていた。町内で干し芋加工するには、適した施設並びに機械投資が必要であり、行政関

係者に事業説明会を行った後、設備投資への協力を求めたが事業主体が決まらなかったため実現

しなかった。 

現在は、商工会青年部蘇原支部が、芋の定植を続けイベントにて販売を継続しているが、事業

化には設備投資という障壁を乗り越えられないため、今後の進展は難しい状況である。 

 

【課題】 

「地域内資金循環等新事業開発検討事業」の事業はこれ以上進展しないと考えらえるので、方向

性を変え、毎年継続できる地域経済活性化事業に取組むことが課題である。 

 

（２）事業の内容 

 

①美濃白川カード会との連携による町内消費向上事業 

町内の商業関係者においては、町民による町内消費の拡大が課題である。現在、町内消費の拡

大を目的として、町内の賛同者で組織する“美濃白川カード会”が存在しており、商工会が全面

的に運営支援を行っている。 

“美濃白川カード会“では、町内消費を高める目的で行政に補助金（年額 300 万円）を要望し、

その費用をカード会の加盟店で使用できる商品券を景品とした抽選会を年に３回開催している。 

今後においても“美濃白川カード会”を存続し、行政の協力を得て補助金にて抽選会事業を定

期的に実施し、町民に商品券を広めることで町内消費を高めていくために、白川町商工会が全面

的な支援を実施する。 

また、商工会にて毎事業年度ごとに事業の効果測定を行い、その内容を白川町へ報告し事業の

改善や調整を連携して行う。 

 

【商工会の関わり方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ハートフル事業 

商工会青年部では、行政の協力を得て”ハートフル事業“という婚活事業を実施している。目

美濃白川カード会 

（52 事業所が加盟） 

白川町商工会 

（担当：事務局長） 

白川町役場 

（担当：企画課） 

補助金の申請・交付

等 事業の改善・調整 

①補助金申請の手続き支援 

②抽選会の実施に係る支援 

③組織運営に係る支援 
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的は独身である事業後継者の結婚促進と町内の人口の増加である。ハートフル事業の参加対象者

は、男性が町内の独身者（事業者を優先）、女性については町内外問わず東海地域から募集して

おり、現在までに 14組の結婚が実現している。 

実施する費用やスタッフの一部について行政から協力を得ており、今後も毎年１回の実施が計

画されている。商工会としては担当する経営指導員の事務的補助、一部事業費の援助により事業

を継続させる。 

また、商工会にて毎事業年度ごとに事業の効果測定を行い、その内容を白川町へ報告し事業の

改善や調整を連携して行う。 

 

【商工会の関わり方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

①第１期における取組 

行政を含め町内の支援機関と情報共有及び情報交換を行うため、年に 1回支援会議を実施し、

発達計画の進捗状況や今後の取組などについて意見交換を行っている。 

また、企業支援を効果的に行うため、岐阜県商工会連合会、支援認定機関に認定されている町

内の税理士と事業所の支援内容等を協議して、各事業所の支援にあたっている。 

その他、事業計画を策定した事業所の資金調達において、町内の銀行と協議し融資支援にあた 

白川町商工会青年部 

（ハートフル委員会） 

白川町商工会 

（担当：事務局長、   

法定経営指導員等） 

白川町役場 

（担当：企画課） 

補助金の要請 

補助金の交付 

①補助金の交付 

②婚活事業の支援 

事業の見直し・調整 
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っている。 

 

②現状とその効果 

支援機関との情報交換を行った結果、次のような支援に繋がった。 

・税理士からは顧客が法人から個人となったため、事業所の記帳指導を商工会で行って欲しい

と要望を受け支援を実施。また、顧問先が労働保険未適用事業所であるから手続きをして欲

しいと要望を受け支援を行った。 

・融資において、国民生活金融公庫、町内の金融機関との連携によって、円滑な金融支援に繋

がった。 

商工会では行き届かない情報を得ることで、スムーズな企業支援が実施できた。このような支

援は過去には無かった事例である。 

 

【課題】 

今までに行った行政及び管内の認定支援機関による連携会議と、専門家派遣事業における関連

機関との連携は充分図れた。よって、今後も同様に事業を継続していく。 

しかし、その他の機関との連携による支援ノウハウ等の情報交換については、当初の計画に無

かったので、今回はその他の機関との連携による支援ノウハウ等の情報交換を新たに計画にあ

げ、小規模事業者の支援に生かすこととが課題である。 

また、専門家による企業支援を行うために、適宜、税理士や岐阜県商工会連合会（中・東濃ブ

ロック広域支援室）と支援先の情報交換を継続して行う。 

 

 

（２）事業の内容 

 

①白川町商工会経営発達計画推進協議会の開催 

毎年 1度、行政関係者、各金融機関の代表者、地元の税理士が集まって連携会議を行い、小規

模事業者の現状、問題点や課題、支援方法などの情報交換を行う。 

 

項 目 内      容 

(1)開催頻度 年 1回 

(2)参加機関 
行政（担当課長、主任） 大垣共立銀行白川口支店、東濃信用金庫白川支店、

税理士 

(3)開催目的 
それぞれの強みを持った機関等の情報交換と情報共有を図ることで、より一

層効果的な企業支援に繋がるため。 

(4)内    容 
経営発達計画の事業内容周知、他機関の支援取組の情報提供、共有できる支

援内容の協議 

 

②町内の税理士、岐阜県商工会連合会（中濃・東濃ブロック広域支援室）との連携 

小規模事業者に対する専門分野の指導については、適した指導を実施するために、各関連機関

と連携を図り協議を行って効果的な指導に繋げる。 
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項 目 内      容 

(1)開催頻度 年 6回 

(2)参加機関 税理士、岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック広域支援室）の担当者 

(3)実施目的 
事業への企業支援を効果的に行うため、専門家における指導内容等を協議す

る 

(4)内    容  

税理士 

・税務分野における連携的な支援内容の協議 

・顧問先に対する商工支援の協議 

岐阜県商工会連合会（中・東濃ブロック広域支援室） 

・派遣専門家の協議 

・支援企業の指導内容の協議 

※協議は必要に応じ電話、対面にて行う。 

 

③他の支援機関等との連携 

其々の連携機関との会議により、支援に関連する情報収集を行う。 

 

（１）可茂商工会経営指導員部会への出席 

項 目 内      容 

(1)開催頻度 年１１回 

(2)参加機関 

加茂郡内の商工会（白川町、東白川村、七宗町、川辺町、八百津町、富加町、

坂祝町）、可児郡内の商工会（御嵩町）、管内の商工会議所（美濃加茂市、可

児市）、中・東濃ブロック広域支援室 

(3)出席目的 
可茂地区管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並び

に情報共有を目的とする。 

(4)内    容 支援能力強化のための研修会、管内における各商工会等の情報交換。 

 

（２）国民生活金融公庫 

項 目 内      容 

(1)開催頻度 年２回 

(2)参加機関 
日本政策金融公庫多治見支店、当商工会を含めた日本政策金融公庫管轄内の

商工会 

(3)出席目的 
日本政策金融公庫からの情報提供や管内の商工会の融資に関する情報交換

により、当商工会地域の小規模事業者における円滑な融資を目的とする。 

(4)内    容 
当商工会地域における融資状況（件数、融資金額、返済状況）の把握、管内

商工会地域の経済動向などの把握、融資に関する最新情報 
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（３）プッシュ型事業承継支援高度化事業地域事務局連絡会議 

項 目 内      容 

(1)開催頻度 年２回 

(2)参加機関 岐阜県内の事業承継支援に係る支援機関 

(3)出席目的 円滑な事業承継を推進するための情報共有 

(4)内    容 専門家による事業承継支援内容の把握、事業承継支援事例の情報共有 

 

 

 

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】 

 

①現在までの取組 

経営指導員が伴走型支援に専従できるよう、業務職員等による窓口指導におけるスキルアップ

を図ってきた。また、経営指導員の他に経営指導員補や業務職員の資質向上を図るために、事業

団研修を始め、各種セミナーへの参加を行った。その他に、専門家派遣に同席してのＯＪＴ、職

員同士による研修や情報共有を行ってきた。 

 

②取組における効果 

それぞれの職員の資質向上を、過去４年間取り組んできた。その結果、つぎのような効果があ

った。 

・経営指導員が経営改善事業に専従できる体制となったほか、OFF-JT、OJT によりスキルアッ

プが図れた。 

・経営改善普及事業の内、労働、共済、税務に関しては、軽微な相談であれば指導員以外の職

員で対応が可能となった。 

・記帳員については記帳指導の他、効果的な節税対策の助言が出来るようになった。 

 

【課題】 

職員の資質向上を図った上での一番の痛手は、職員の人事異動による転勤である。人事異動の

度に、新たな職員の資質向上を図らなければならなかった。いずれの商工会も同じ問題であるが、

人事異動があっても常に同じ事務対応レベルのスキルを身に付けることが課題である。 

 

【課題を見据えた取組の方針】 

経営発達支援計画の伴走支援に主として従事する経営指導員が、身軽に行動できるように窓口

相談については、経営指導員以外の職員が軽微な経営改善相談に応じられるスキルを身に付ける

よう教育を行う。 

そして、経営指導員はより一層の指導スキルを身に付けるため専門家による企業支援に同席し

た OJT や各種セミナーの OFF-JTを通じて資質向上を行う。 
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（２）事業の内容 

 

①職員の OJT による支援方法の習得とスキルの向上 

今までとおり、経営指導員は専門家による事業所支援時には必ず同席し、その支援時に提供さ

れる資料の内容、支援方法などを学び、その支援内容の実施記録を作成し自身のスキル向上につ

なげる。 

また、専門家による指導の中で POP 広告作成支援など、どの事業所にも同じ内容で行われる支

援については、経営指導員以外の業務職員による同行を行いスキルの向上を図る。 

 

②職員の OFF-JTによる知識の習得とスキルの向上 

各種セミナーについてはその内容に応じて、個々の職員の能力に合わせて必要なセミナーを受

講して知識の習得を行う。 

主な受講内容については次のとおりである。 

職名 OFF-JTによる知識習得について 

経営指導員 

(1)小規模事業者の伴走型支援を実施するにあたり、関連する専門知識を習

得するために、中小企業大学校が実施する研修を計画的に受講する。 

(2)岐阜県の施策の情報取得、企業支援の手法習得、様々な経営改善に係る

手法習得などを目的に、次のセミナー等を計画的に受講する。 

・岐阜県商工会及び会議所連合会主催の指導員研修、岐阜県商工会連合会

主催の課題別研修会 

・可茂商工会経営指導員部会（研修会）への参加など 

業務職員 

経営指導員が不在な時でも、軽微な経営指導が行えるよう必要なセミナー

への出席や、職員間の研修会を開催して知識を習得する。 

・岐阜県商工会連合会等主催の課題別研修会 

・可茂商工会経営指導員部会（研修会）への参加 

・経営指導員および事務局長が講師となり、経営改善事業の内部研修会の 

実施 

記帳員 

経営指導員が不在な時でも、軽微な経営指導が行えるよう職員間の研修会

を開催するほか、必要に応じ次の研修会で知識を習得する。 

・可茂商工会経営指導員部会（研修会）への参加 

・経営指導員および事務局長が講師となり、経営改善事業の内部研修会の 

実施 

 

③職員間による教育 

 経営指導員が不在時でも、業務職員並びに記帳員が軽微な指導を行えるスキルアップを図るた

めに、経営指導員等が講師となり他の職員に対して教育を行う。 

 方法としては、業務職員並びに記帳員から指導に関して自信を持てない内容を聞きだし、必要

に応じて、１時間半程度の勉強会を実施する。 

 

④情報の共有について 

個々の小規模事業者の経営改善指導の内容・効果などの情報については、次の方法にて今まで 

どおり職員間にて共有する。 

１．専門家による指導や稀な経営相談事例については、指導した実績を書面に記録し、職員間
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で回覧して指導内容・効果等を確認し職員個人のスキルアップに繋げる。 

２．毎日の朝礼時に、適宜次の情報を担当者が報告し情報の共有化と職員個人のスキルアップ

に繋げる。 

・現在実施している指導案件を報告し、その企業の現状把握と指導効果等について確認する。 

・研修会等に参加して知り得た最新情報を報告し、内容を職員間で確認する。 

また、経営指導の実績記録については全国商工会連合会が運営する基幹システムに入力する

他、専門家派遣の実施記録や指導実績物などについては、事業所ごとのファイルに保管し指導内

容実績の確認を全職員が行えるよう整備する。 

 

 

11．事業の評価及び見直しをするための取組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

 

【現状】 

①前回における取組 

前回においては、経営発達支援計画に基づいた支援の実施内容のＰＤＣＡを図るために、外部

有識者により、１年間に行った事業の評価の他に問題点を指摘してもらい、一部の事業について

見直しを行った。 

また、評価内容については「事業評価等に関する報告書」を作成し、商工会のホームページに

掲載した。 

【課題】 

現在は、毎年同一の外部有識者１名が経営指導員に対して事業の評価、見直しの指導を行って

いる。実際に商工会経営発達計画に携わるのは、経営指導員が主流であったのでこのスタイルの

事業評価で十分であった。 

しかし、今後は、発達計画に行政と法定経営指導員の連携が求められているので、評価委員会

を設け各関係者で組織した「経営発達支援計画評価委員会」を設置する。 

 

（２）事業の内容 

 

①経営発達支援計画評価委員会の実施 

 

項 目 内容 

(1)目   的 

経営発達支援計画が計画通りに実施されているか確認を行い、その実施

内容が地域内の小規模事業者に対して効果的な支援である評価を行い、

合わせて次年度事業の見直しを行うことが目的である。 

※ＰＤＣＡのサイクルの実施 

(2)組織メンバー 

・行政担当者（企画課） 

・中小企業診断士（外部有識者） 

・法定経営指導員 

・商工会事務局長及び経営指導員 

(3)開催時期 毎年６月 

(4)結果公表時期 評価員会の開催後１ヶ月以内 
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②ＰＤＣＡサイクルについて 

商工会経営発達支援計画のＰＤＣＡサイクルについては、次表のとおりとする。 

 

項目 内容 

(1)計画（Ｐｌａｎ） 商工会経営発達計画書の策定 

(2)実行（Ｄｏ） 商工会経営発達計画に基づいた支援事業の実施 

(3)評価（Ｃｈｅｃｋ） 実施した計画の事業内容を評価し、合わせて改善提案を行う 

(4)改善（Ａｃｔ） 改善提案を踏まえた事業計画の見直し 

 

【得られる効果】 

商工会が中心となって実施する事業内容を、第３者による事業の評価並びに改善提案を踏まえ

た事業計画の見直しを行うことで、小規模事業者に対してより効果的な支援が実施できる。 

なお、事業計画の評価事業、改善提案内容、改善内容を踏まえた事業計画の見直しに関する内

容については、商工会職員が事業評価等に関する報告書に記載する。報告書の内容については、

外部有識者の確認を得てから公表並びに改善内容を踏まえた事業計画の見直しについて実行す

る。 

 

③事業評価等に関する報告書の公表 

各年度の経営発達支援計画の評価等の報告については、白川町商工会の理事会、認定支援機関

の連携会議にて報告する。 

また、白川町商工会のホームページに“事業評価等に関する報告書”を公表し、常に関係者が

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１０月現在） 

 

（１）実施体制 

 

 

白川町商工会事務局組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

（２）法定経営指導員の関わり 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

   

●氏 名：水野 守 

  ●連絡先：白川町商工会 

住  所：〒509-1105  

岐阜県加茂郡白川町河岐 1674   

電  話：0574‐72‐1205 

ＦＡＸ：0574‐72‐2405 

電子メール：ms‐shoko＠md.ccnw.ne.jp 

Ｕ  Ｒ  Ｌ：http://www.gifushoko.or.jp/minoshirakawa/ 

 

 

経営指導員 

1 名 

業務職員 

１名 

記帳員 

１名 

事務局長 
白川町 

企画課 

法定経営指導員 

１名 

） 
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②法定経営指導員の関わり 

  

法定経営指導員は、経営発達支援事業の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた事

業の進捗管理、事業の評価及び見直しをする際に必要な情報の提供等を行う。 

 

【具体的な関わり】 

・経営指導員が実施する事業については、月末に事業内容をチェックし、事業における改善点

の指導及び助言を対面によって行う。事業内容のチェックについては、基幹システムの経営

カルテの確認、及び経営指導員からのヒヤリングにて行う。 

 ・事業の進捗管理については 3か月ごとに実施し、目標達成の見込み、確認などを行う。目標

に対して進捗状況が悪い場合は、事業の進め方などを経営指導員に助言する。 

 ・毎年 6 月に委員会にて事業評価及び見直しを行う際、他商工会の支援手法などの情報提供 

を行う。 

  

（３）商工会／関係市町村連絡先 

 

①白川町商工会連絡先 

 

・住  所：〒509-1105  

岐阜県加茂郡白川町河岐 1674 

・電  話：0574‐72‐1205 

・ＦＡＸ：0574‐72‐2405 

・電子メール：ms‐shoko＠md.ccnw.ne.jp 

・Ｕ  Ｒ  Ｌ：http://www.gifushoko.or.jp/minoshirakawa/ 

 

 ②白川町連絡先 

 

 ・住  所：〒509-1105  

岐阜県加茂郡白川町河岐 715 

・担当者：企画課 西野仙幸 

・電  話：0574‐72‐1311 

・ＦＡＸ：0574‐72‐1317 

・電子メール：kikaku@town.shirakawa.lg.jp 

・Ｕ  Ｒ  Ｌ：https://www.town.shirakawa.lg.jp/ 
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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 ９６ ４３６ １８６ ４３６ １８６ 

 

①専門家によ

る事業計画策

定支援費用 

 

②需要動向調

査費用 

 

③物産展出展

費用 

 

④美濃白川マ

ルシェ販促費

用 

 

３０ 

 

 

 

２０ 

 

 

１００ 

 

 

３６ 

３０ 

 

 

 

２０ 

 

 

１００ 

 

 

２８６ 

３０ 

 

 

 

２０ 

 

 

１００ 

 

 

３６ 

３０ 

 

 

 

２０ 

 

 

１００ 

 

 

２８６ 

３０ 

 

 

 

２０ 

 

 

１００ 

 

 

３６ 

（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「地場産業振興助成金」 

白川町からの補助金収入にて調達 

 

②「自主財源」 

商工会費、各種手数料（労働保険委託手数料、共済受託手数料など）労働保険報酬金にて確保 

 

（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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