
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

笠原町商工会（法人番号 5200005008328） 

多治見市  （地方公共団体コード 212041） 

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「稼ぐ力」の強化 

（２）地域経済の活性化を図るための創業、事業承継支援 

（３）美濃焼モザイクタイルのブランド力の向上支援 

以上、３点の目標を支援機関と連携し、管内小規模事業者の持続的な発展を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

〇地域の経済動向調査に関すること 

管内小規模事業者への地域経済動向調査や国・各種機関が提供する調査データ等

を収集・分析をし、レポートにまとめたものを小規模事業者に提供する。 

〇経営状況の分析に関すること 

経営分析の実施事業者の掘り起こしにより、経営状況の分析の実施に繋げる。そし

て、経営状況の分析から事業計画の策定を推進していく。 

〇事業計画策定支援に関すること 

管内小規模事業者に対し、計画的な経営を促進させるため、事業計画策定セミナー

の開催や経営指導員による事業計画の策定支援を実施する。 

〇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計画通りに実行されるように伴走型支援を実施するととも

に、事業計画の PDCA を回すための支援も実施する。 

〇需要動向調査に関すること 

バイヤーニーズ調査や業界データ等を活用し、事業者ごとの需要動向に関する情

報を収集・分析をし、レポートにまとめたものを事業者に提供する。 

〇新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

首都圏で開催される展示会への出展支援、IT を活用した販路開拓支援、メディア

戦略支援を実施することで新たな需要の開拓を目指す。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

「笠原町地域活性化協議会」を立ち上げる。組織化により、情報交換を行える仕組

みが構築され、連携による地域経済の活性化に貢献できる。 

連絡先 

笠原町商工会 

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町２０８１番地の１ 

TEL：0572-43-3241 FAX：0572-43-4420 E-mail：kasasho@ml.gifushoko.or.jp 

多治見市 経済部 産業観光課  

〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町２丁目１５番地 

TEL0572-22-1252 FAX0572-25-3400 E-mail：sangyokanko@city.tajimi.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 

 

笠原町商工会経営発達支援計画は、多治見市 経済部 産業観光課と協議した上、共同で作成致しま

した。 
 

１．目標 
 

（１）地域の現状及び課題 
①現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
笠原町の位置及び管轄区域 

・立地 

笠原町は岐阜県の南南東、愛知県瀬戸市との県境に位置している。周囲を「方月山」や「笠原富士」

などなだらかな山々に囲まれた地域である。 

町の面積は 13.45㎢で、東西に 4.02㎞、南北に 3.32㎞の長さを持つ。長年、土岐郡笠原町であっ

たが、平成 18年１月に隣接する多治見市と合併した。 

笠原町商工会（以下、「当会」という。）の管轄区域は旧笠原町である。多治見市内には、旧多治見

市を管轄区域とする多治見商工会議所が存在している。 

多治見市のほか４市（土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市）の地域を東濃地方と呼ぶ。令和９年に

は、中津川市にリニア中央新幹線の開通が予定されており、首都圏等へのアクセスも格段に向上し、

東濃地方に経済・文化・観光等で大きな波及効果が期待できる。 

 

・人口 
図表１は笠原町の人口の推移を示している。多治見市合併前である平成 18 年１月時点の人口は

10,998人であったが、平成 31年４月時点の人口は 9,735人である。人口は年々減少しているが、世

帯数は増加しており、単身世帯の増加や核家族化が進行している地域といえる。 
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（図表１）笠原町の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典（多治見市「人口・世帯数」） 

 

年齢別で見ると、総人口に占める生産年齢人口の割合は、ここ数年横ばいで推移しているものの、

年少人口の割合は減少傾向である。一方で、老年人口の割合は増加傾向にあり、平成 31 年４月現在

の高齢化率は 35.3％である（図表２）。 

 
（図表２）笠原町の年齢別人口の推移（各年４月１日現在） 

（単位：人／％） 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

年少人口 1,129 1,071 1,002 972 914 896 839 

割合 10.8 10.4 9.9 9.7 9.2 9.0 8.6 

生産年齢人口 6,141 5,974 5,756 5,647 5,626 5,559 5,458 

割合 58.7 57.9 56.8 56.3 56.3 56.1 56.1 

老年人口 3,190 3,275 3,368 3,416 3,445 3,457 3,438 

割合 30.5 31.7 33.3 34.0 34.5 34.9 35.3 

総人口 10,460 10,320 10,126 10,035 9,985 9,912 9,735 
出典（多治見市「人口・世帯数」） 

 

・産業 

〇業種別の商工業者数の推移 

図表３は業種別の商工業者数の推移を示している。平成 18 年の商工業者数は 655 者であったが、

平成 24年は 540者、平成 28年は 511者と減少が続いている。 

しかしながら、平成 18 年から平成 24 年の増減数は▲115 者（19.2 者／年平均）に対し、平成 24

年から平成 28年の増減数は▲29者（7.25者／年平均）と減少傾向が緩やかになってきているといえ

る。 
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（図表３）業種別の商工業者数の推移 

（単位：者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典（「平成 18 年事業所・企業統計調査（総務者統計局）」 

（「総務省・経済産業省平成 24 年、平成 28 年経済センサス-活動調査結果」）を基に岐阜県が加工したもの参照。 

 

〇小規模事業者数の状況 

管内商工業者のうち、84.7％が小規模事業者である。特に、「建設業」、「不動産業、物品賃貸業」、

「教育・学習支援業」に関しては、100％（事業者数 10者以上に限る）である。 

一方で、「卸売業、小売業」が 69.9％、「運輸業、郵便業」が 73.3％と総平均（84.2％）を下回っ

ており、中小企業が多い現状である（図表４）。 

 
（図表４）業種別の小規模事業者数 

（単位：者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典（「総務省・経済産業省平成 24 年、平成 28 年経済センサス-活動調査結果」）を基に岐阜県が加工したもの参照。 
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〇業種別の現状 

-建設業- 

管内の建設業者は、一人親方あるいは家族経営など経営規模の小さい事業者が多いため、大規模な

建設工事を請け負っておらず、元請企業の一次下請あるいは二次下請の事業者が多い。 

そのため、自社で売上をコントロールすることは難しく、元請企業の業況によって、売上・利益等

が左右される現状である。 

 

-製造業- 

笠原町は、特にタイル産業が盛んな地域で製造業者の８割以上がタイル産業に従事している。詳細

は後述、『地場産業 タイル産業の現状』にて記載。 

 

-卸売業- 

管内の卸売業者は、美濃焼等の陶磁器を取り扱う「陶磁器・ガラス器卸売業」または、タイルや石

材を取り扱う「その他の建築材料卸売業」のいずれかの業種である。 

「陶磁器・ガラス器卸売業」 

食文化や生活様式の変化、家庭内での飲食器の飽和状態などによる国内需要の減少や海外製品との

価格競争、メーカーによる小売販売の強化も増加しており、売上や利益の確保が難しくなっている。 

「その他の建築材料卸売業」 

建築材料の多様化などにより、タイルの需要は減少しており、売上・利益が減少している事業者が

多い。売上の減少をカバーするため、タイルメーカーからのタイル加工業務を請け負うなどの動きも

みられ、収益の確保を図っている事業者が多い。 

 

-小売業- 

これまで、地域経済を牽引してきたタイル産業の不振によって、管内の消費は低迷しており、小売

業者を取り巻く経営環境は厳しい状態にある。 

また、電子商取引の拡大によって、ITの利活用が求められているが、経営者の高齢化が進展して

おり、活用に消極的な事業者が多い現状である。 

 

-飲食業- 

地域柄「喫茶店文化」が根付いており、個人経営の喫茶店が多い。また、飲食店に関しても地域顧

客を相手にする大衆食堂が数件存在している。飲食店の現状として、ホームページや SNSを使った情

報発信が不足しており、タイルミュージアムの観光客需要の取り込みが出来ていない現状である。 

 

-サービス業- 

サービス業者は、地域顧客をターゲットとした個人経営の理容店が多い。しかし、若者のヘア

ースタイルの多様化による理容店離れ、多治見市内に低価格を売りにしたチェーン店などの出現

により、固定客は減少しており、厳しい経営環境に置かれている。 

その他で割合が高い業種は自動車整備業である。地域の移動手段が路線バスのみのため、住民

の移動手段は自動車となる。そのため、一家に占める自動車保有台数が多い地域であり、小規模

な自動車整備業者が数多く存在している。 

自動車の性能向上による整備需要の低下やガソリンスタンドやカー用品店での整備なども増

加しており、競争は激しい。 

 

〇地場産業 タイル産業の現状 

-概要- 

多治見市及び周辺地域一帯は、古来より良質な陶土に恵まれ、1300 年以上の歴史と伝統を誇る美

濃焼の産地として発展してきた。 



- 5 - 
 

笠原町は、江戸時代から「笠原茶漬け」と呼ばれるご飯茶碗の生産が盛んになり、戦前から「茶碗

の町」として発展した。 

昭和初期には、笠原町の製陶所が美濃焼の生産技術を応用し「施釉磁器モザイクタイル１」の開発、

量産化に成功。以来、笠原町は「モザイクタイル発祥の町」として発展した。現在でも、モザイクタ

イル生産量は日本一を誇り、全国シェアの 85％以上にものぼる。そのため、製造業者の８割以上が

タイル産業に従事している現状である。 

しかし、タイルの需要が減少していることや製造原価の上昇などもあり、収益性が悪化している事

業者が多く、売上減少による休廃業や他企業への事業譲渡などもここ近年は増加傾向にある。 
           
１ 日本のタイルの歴史は浅く、大正 12 年にモザイクタイルが誕生したとされている。モザイクタイルとは、１陶片

の面積を基準に 50 ㎠以下のタイルのことをいい、内装・外装・床と多目的に使用される。 

「施釉(釉薬をかけている)磁器モザイクタイル」が誕生する以前は、無釉（釉薬をかけていない）の磁器モザイクタ

イルしかなく、また、品質的には不十分なものが多かったため、大量生産は不可能であった。しかし、「施釉磁器モ

ザイクタイル」の開発、量産化により、モザイクタイルが全国的に広まるようになった。 

 

-陶磁器・タイル産業の構造- 

陶磁器・タイル産業の構造は、多段階工程を前提とした分業体制にある。１つのメーカーに複数の

業者が関連し、それぞれが、経営上の問題を抱えているため、メーカー１社の倒産・廃業をきっかけ

に複数の業者が倒産・廃業に追い込まれる恐れがある（図４）。 

 
（図表４）陶磁器・タイル産業の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典（公益財団法人岐阜県産業経済振興センター「地場産業等調査-陶磁器産業-」） 

 

-タイル産業の経済状況- 

図表５は管内のタイル出荷額の推移を示したものである。平成５年は 28,015 百万円の出荷額を誇

っていたが、平成 30年には 7,567百万円まで落ち込んでいる。特に、モザイクタイルの落ち込みが

激しい。一方で、内装タイル市場は拡大傾向にあり、消費者ニーズも高いといえる。 
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（図表５）管内のタイル出荷額の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典（「笠原陶磁器工業協同組合独自調査」） 

 

・観光 

笠原町の観光スポットは、平成 28 年６月に開館した多治見市モザイクタイルミュージアム（以下

「タイルミュージアム」という。）である。 

世界的に有名な建築家藤森照信氏のデザインやタイルの原料を掘り出す粘土場をモチーフにした

独創性あふれる外観、趣向を凝らした内観などが SNS で話題を呼び、全国各地から年間 17万人以上

の来場者が訪れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
多治見市モザイクタイルミュージアムの外観・内観 

・交通 

多治見市は、交通の利便性に優れた地域である。JR中央本線 多治見駅を利用すれば、30分ほどで

名古屋市中心部まで行ける土地のほか、JR太多線により、岐阜市方面へのアクセスも容易である。 

中央自動車道、東海環状自動車道、国道 19 号線、国道 248号線などの道路網により、愛知、岐阜

県の近隣都市だけでなく、三重県方面、北陸地方、信州地方などへのアクセスも良い地域である。笠

原町においても、多治見市中心部まで自動車で 10 分ほどであり、交通の利便性の良さを感じられる

地域である。 
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・第７次多治見市総合計画 

(1)第７次多治見市総合計画の概要 
多治見市は、基本構想、基本計画から構成される「第７次多治見市総合計画（以下、「多治見市総

合計画」という。）を策定している。（計画期間：平成 28年～令和５年度） 

 

〇基本構想 

20 年、30 年先を見据えた長期ビジョンとして「～次世代に引き継ぐ多治見らしさ～」を掲げてお

り、多治見の魅力や特徴を“多治見らしさ”として再認識し、より一層高めることにより、今後の人

口減少による様々な課題を克服する原動力としている。 

 

〇基本計画 

人口減少による様々な課題を克服する原動力として多治見らしさを高め、中心市街地と郊外団地、

地場産業と新規産業など相対するもの両方を元気にする“まるごと元気！多治見”をキーワードとし

た視点でまちづくりを行うこととしている。 

どちらか一方が元気になるのではなく、両方が元気になることによって、「元気の相乗効果」を目指

している。 

 

(2)多治見市産業・観光振興計画の概要 

多治見市経済部では、多治見市総合計画と連動する形で、具体的な施策を網羅した産業・観光振興

計画を策定している。 

産業・観光振興のための「人財」づくりを基本視点に置き、「まるごと元気！」を体現する活力あ

るまち多治見を目指している。 

「連携と融合により、施策の相乗効果を創出する」、「幅広い世代、立場の人財を巻き込み、地域活

性化の担い手を育む」の２点を基本理念とし、施策を実行している。 

 

②課題 

 

(1)業種別の課題 

-建設業- 

建設業の課題は、下請け企業が多い現状を踏まえ、特定の元請け企業に依存しすぎず、取引先の分

散による経営リスクの回避を図っていくことが課題である。 

 

-製造業-（地場産業の課題） 

 地場産業であるタイル産業の課題は、タイル需要の減少が続く中で、新製品開発や展示会への出展

などにより、新たな需要の開拓を図っていくことが課題である。 

 また、「モザイクタイル発祥の町」という強みを活かした産業観光への取り組みなども実施し、タ

イル産業全体として PRを図っていくことが課題である。 

 

-卸売業- 

卸売業の課題は、収益性を確保するための付加価値訴求力の強化である。特に、小規模の卸売業者

が大手との競争に対抗していくためには、価格ではなく、商品・サービスなど付加価値の創出に注力

していく必要があるためである。 

 

-小売業- 

小売業の課題は、タイル産業の景気に左右される販売形態からの脱却を図り、新規顧客の開拓が必

要である。そのためには、商圏をこれまで以上に広げていくことが課題である。 
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-飲食業- 

 飲食業の課題は、タイルミュージアムを訪れた観光客の取り込みである。ミュージアム観光客にも

お店を訪れてもらえるように、名物メニューの開発やミュージアム観光客への情報発信が課題であ

る。 

 

-サービス業- 

 サービス業の課題は、商圏の拡大である。多くのサービス業者が地域顧客を対象に事業を行ってい

るが、管内の人口減少による固定客が減少しており、今後も人口減少が懸念されている中で、商圏の

拡大を図り、新規顧客の獲得をしていくことが課題である。 

 

(2)管内小規模事業者の共通課題 

ⅰ 事業計画に基づいた計画的な経営が出来ていない 

 管内小規模事業者の多くが事業計画を策定していない。また、事業計画を策定している事業者の中

でも、小規模事業者持続化補助金等の申請を契機に事業計画の策定に取り組んだ事業者が多く、事業

計画自体が一義的なものになっている。 

経済・社会の構造変化が激しい中で小規模事業者が持続的発展を遂げていくためには、事業計画に

基づく計画的な経営を行っていくことが課題である。 

 

ⅱ 経営者の事業承継が進んでいない 

当会独自調査から管内小規模事業者の経営者の平均年齢は 61 歳ほどである。しかし、多くの事業

者が事業承継に向けた準備（事業承継計画の策定や後継者育成等）を進めていないのが課題である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 
 

①10年程度の期間を見据えて 

〇笠原町地域の目指すべき姿 

管内小規模事業者の多くが人口減少、高齢化、生活様式等の経済・社会構造の変化による需要の減

少に直面している。 

経営者・従業員の高齢化の問題や後継者不足等により、休廃業が増加している。あわせて、タイル

産業の低迷により、笠原町全体の活力も失われつつある。 

笠原町地域の目指すべき姿は、１者でも多くの小規模事業者が事業を成長発展させ、事業を継続・

維持していることである。また、地域を牽引する企業（＝地域中核企業）が数多く創出し、成長して

いることが将来像である。地域中核企業の増加が地域全体にも波及し、笠原町の活性化に繋がると考

える。 

 

〇当会による長期的な振興のあり方 

＜小規模事業者に対する長期的な振興のあり方＞ 

管内小規模事業者の持続的発展・維持とともに、地域経済を活性化させるための地域中核企業を

数多く創出し、その成長を支援していく。また、小規模事業者が「元気に活躍できる」地域の活

性化も図っていく。 

 

②多治見市総合計画及び産業・観光振興計画との連動性・整合性 

多治見市総合計画 基本計画では、基本方針である“まるごと元気！多治見”の実現に向け５つの

政策の柱を設定している。基本計画の概略等は以下のとおりである。 
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第７次多治見市総合計画 基本計画の概略図 

 

多治見市総合計画のうち、当会として貢献できる政策の柱は「＜政策の柱③＞にぎわいと活力のあ

るまちづくり」であり、具体的には、多治見市経済部が取り組む「産業・観光振興計画」に基づく。 

「産業・観光振興計画」の中には、多治見市総合計画を実現させるための７つの具体的な基本政策

が掲げられており、そのうち、当会として、取り組むべき基本政策は【他の支援団体と連携した創業・

中小企業振興施策の実施】、【様々な地域資源を活用した観光の推進】、【継続的な発展を目指した美

濃焼の振興施策の実施】の３つであり、上記で定めた長期的な振興のあり方との考え方は一致してお

り、連動性・整合性は高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

多治見市産業・振興計画 体系図 
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③笠原町商工会としての役割 

当会としては、小規模事業者に対する長期的な振興のあり方や多治見市が掲げている政策の柱を事

業者と共有し、個々の事業者支援「個社支援」についてはもちろんのこと、小規模事業者が元気に活

躍できる地域の活性化「面的支援」にも取り組んでいく。 

管内には 433者の小規模事業者が存在しており、そういった事業者にとって、当会は最も身近な支

援機関である。最も身近な支援機関として、多治見市や支援機関と連携を図り、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ていく。その中で、当会は小規模事業者支援の中心的な役

割を担う。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 
ⅰ 小規模事業者の「稼ぐ力」の強化 

前述のとおり、事業計画を策定している小規模事業者は少ない。経済・社会の構造変化が激しい中

で、新たな需要にきめ細かく対応していくためには、小規模事業者が自社の経営状況を分析し、事業

計画に基づいた計画的な経営を行っていくことが重要であり、事業計画策定からフォローアップまで

の伴走型支援を目標とする。 

 

（具体的な数値目標等） 

・事業計画の策定支援により、管内小規模事業者が需要を見据えた計画的な経営を行えるようにする。

５年間で管内小規模事業者 130者（累計）の事業計画を策定する。 

・事業計画に基づいた支援を実施し、５年間で売上増加事業者 45者（累計）、売上高経常利益率１％

以上増加の事業者 24者（累計）を目指す。 

 

ⅱ 地域経済の活性化を図るための創業、事業承継の支援 

創業支援に関しては、多治見市や支援機関等と密に連携し、地域内での創業ニーズの掘り起こしや

創業支援、創業後のフォローアップの充実を図っていくことを目標とする。 

事業承継支援に関しては、事業承継計画の策定支援や策定後のフォローアップの充実を図っていく

ことを目標とする。 

 

（具体的な数値目標等） 

・創業、事業承継支援により、地域経済の活性化を図る。創業支援を５年間で 15者（累計）、事業承

継支援を 10者（累計）それぞれ支援する。 

 

ⅲ 美濃焼モザイクタイルのブランド力の向上支援 

「モザイクタイル発祥の町」という他地域に無い「強み」を生かし、美濃焼モザイクタイルのブラ

ンド力の向上を図っていくことを目標とする。 

また、タイルミュージアムを軸とした産業観光に属した企業への取り組みを行う企業を支援するこ

とで、多治見市「産業観光・振興計画」の基本政策である【様々な地域資源を活用した観光の推進】

に貢献していくことを目標とする。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 
ⅰ 小規模事業者の「稼ぐ力」の強化の達成に向けた方針 

小規模事業者が計画的な経営を実施していくためには、事業計画の策定は重要である。当会として

は、小規模事業者の事業計画の策定支援のみならず、状況に応じた金融支援、補助金・各種制度の活

用、新商品（製品）・新サービスの開発支援、ITの利活用支援などを実施していく。 

経営指導員等によるきめ細かな伴走型支援により、小規模事業者の売上・利益の増加、改善が図ら

れ、事業者の持続的発展に貢献できるとともに、地域経済の活性化に寄与する。 

また、当会が示す具体的な「稼ぐ力」とは収益性の向上である。売上高、売上総利益、経常利益（個
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人事業主は税引前所得）の増減、収益性分析を基に、成果の検証を図っていく。 

 

ⅱ 地域経済の活性化を図るための創業、事業承継の支援の達成に向けた方針 

地域経済を活性化させるためには、創業ニーズの掘り起こしは必要不可欠である。多治見市は、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、当会も創業支援事業者として

参画している。管内の小規模事業者が減少している中で、創業ニーズの掘り起こしは、地域の将来を

見据えた上でも重要になってくる。また、新たな産業の構築は、移住・定住、雇用の創出に繋がるこ

とから積極的に取り組んでいく。 

また、事業承継支援に関しても、管内小規模事業者の経営者の平均年齢が 61 歳という現状を踏ま

え、金融機関や支援機関等と連携し、事業承継支援を実施していく。 

 

ⅲ 美濃焼モザイクタイルのブランド力の向上支援の達成に向けた方針 

首都圏で開催される展示会に当会として出展し、美濃焼モザイクタイルのブランド力の向上を図

る。また、タイルミュージアムの観光客を地域内で回遊させる取り組みとして、タイルミュージアム

にちなんだお土産品の開発支援や観光客を取り込むための飲食店の PR支援を実施していく。 

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] 

毎年、管内小規模事業者 90 者に対し、年１回の「地域経済動向調査」を実施している。調査結果

については、経営指導員が整理、分析を行い、レポート形式にまとめたものを管内小規模事業者等へ

提供している。 

しかし、国が提供するビックデータの活用や地方自治体、金融機関等が提供する調査データの収集

は実施しておらず、管内小規模事業者にマクロ経済に関する情報提供は出来ていないのが現状であ

る。 

 

[課題] 

国が提供するビックデータの活用や地方自治体、金融機関等が提供する調査データの情報収集を実

施し、分析した調査結果を管内小規模事業者に広く提供することが課題である。 



- 12 - 
 

また、現在、実施している「地域経済動向調査」に関しても、調査対象事業者の廃業や地区別の事

業者に業種の偏りがみられるため、実施方法の改善を図ることが課題である。 

 

（２）事業内容 

①「地域経済動向調査」の実施 

管内小規模事業者の経済動向等についてより詳細な実態を把握するため、「地域経済動向調査」を

実施する。調査対象事業者については、管内小規模事業者 433者のうち、主要産業の各５％をサンプ

ルとする。現状、実施している 90 者は地区別に選定した事業者であり、サンプル調査として業種・

業態に偏りが見られることから、以下の通り、管内小規模事業者の業種別割合に応じた調査を実施す

る。調査結果については、経営指導員が整理、分析をし、年２回、公表する。 

 

（「地域経済動向調査」の概要） 

 概  要 

調査対象 

・笠原町における主要産業のうち、各業種５％（20者）の事業者を対象とする。 

（内訳：建設業３者、製造業８者、卸売業２者、小売業２者、飲食業１者、サービス

業４者） 

※小規模事業者の業種別構成に基づき配分。 

調査項目 

・事業概要（業種、事業内容、販売商品、経営特性等） 

・事業景況（売上高、収益状況、今後の見通し等） 

・経営課題（直面している経営課題、今後実施したい取組） 

・必要な支援策（販路開拓、人材、資金調達、事業承継等） 

調査手法 
・調査票を郵送し、返信用封筒で回収を行う。並行して、Web アンケートシステムの

活用や巡回・窓口相談時での回収も行う。 

分析手法 ・経営指導員が外部専門家と連携し、分析を行う。 

 

②地方自治体や金融機関等が提供する調査データの活用 

小規模事業者は社会的・経済的環境変化など外的要因の影響を受けやすい性質のため、地方自治体

や金融機関、支援機関が提供している地域経済動向に関する調査データを活用し、地域の実情に沿っ

た情報収集・整理、分析を実施し、年２回、公表する。 

 

（活用する情報源及び調査・分析項目） 

情報源 調査・分析項目 

ぎふ経済レポート 

（岐阜県） 
景気動向、住宅建築投資、個人消費、雇用等 

中小企業景況調査 
（独立行政法人中小企業基盤整備機構） 

基調判断、各地域における産業別の動向（業況判断 DI・前期

比季節調整値） 

全国中小企業動向調査 
（㈱日本政策金融公庫） 

小企業の景況、業況判断 DI（全業種・地域別）、経営上の問

題点等 

とうしん経済レポート 
（東濃信用金庫） 

業況判断 DI、価格動向、資金繰り状況 

 

③国が提供するビックデータの活用 

小規模事業者が持続的発展を目指すためには、将来に向けた明確なビジョンを持ち、限られた経営

資源を有効活用することが求められる。そのためには、自社の内部環境だけでなく、自社を取り巻く

外部環境に対しても把握し、需要を見据えた計画的な経営を行っていくことが重要である。 

小規模事業者に外部環境の状況を分かりやすく周知させるため、経営指導員が「RESAS」（地域経済

分析システム）を活用した地域の経済動向分析を実施し、年１回、公表する。 
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（「RESAS」による調査・分析手法） 

 概  要 

分析対象 ・多治見市内の全産業 

調査・ 

分析手法 

・「地域経済循環マップ-地域経済循環図」 

地域のお金の流れが「生産（付加価値額）」、「分配（所得）」、「支出」の三段階で

「見える化」されているため、各段階の流出・流入の状況を把握することを目的

に分析を行う。各段階の流出・流入の状況把握により、今後改善すべきポイント

を検討する基礎資料とする。 

・「地域経済循環マップ-生産分析」 

地域経済への貢献度（生産額・付加価値額・雇用者所得）の高い産業を把握する

ことを目的に分析を行う。今後の産業振興の判断材料とする。 

・「産業構造マップ」 

産業の現状把握を目的に分析を行う。分析により、地域で強みのある産業を特定

することが出来、地域産業施策を検討する基礎資料とする。 

・「まちづくりマップ-From-to分析（滞在人口）」 

人の移動を平日・休日別、時間帯別、性別、年代別、流入元・流出元の観点で把

握することを目的に分析を行う。様々な属性ごとの人の移動の動向を把握するこ

とで、自地域に人を呼び込む施策などを検討する基礎資料とする。 

 

（３）成果の活用 

上記①から③の調査の実施により、収集した情報を整理、分析したものをレポート形式にまとめ、

管内小規模事業者に対し、広く提供する。レポートは文章や数値のみでなく、グラフや図表、注釈を

入れるなどの工夫をし、分かりやすい形で提供する。 

①「地域経済動向調査」及び②地方自治体、金融機関等が提供する調査結果は、半期に１回「笠原

町経営動向レポート」にまとめ、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し、小

規模事業者に自社の経営に対する気づきを与え、経営分析の必要性を喚起するなど個社ごとの事業経

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。 

③国が提供するビックデータの調査結果は、年１回の調査であることから、年２回公表する「笠原

町経営動向レポート」のうち１回（下期）を特別版として公表する。 

マクロ経済の状況、地域の経済動向を小規模事業者に広く提供することにより、需要を見据えた計

画的な経営の意識付けを図るとともに、事業計画策定の実行支援に結び付ける。 

 

具体的な周知の方法 

①経営指導員等の巡回時にレポート配布及び説明を行う。 

②各種セミナーでの配布及び説明で行う。 

③管内小規模事業者に向けて、メール便でレポートの郵送を行う。 

④当会のホームページ上に「笠原町経営動向レポート」を掲載し、事業者がダウンロードできる

ようにする。 
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（４）目標 

 現行 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 

①巡回時での 

配布 
300件 300件 310件 315件 320件 325件 

②セミナー及

び会議等で

の配布 

- ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 

③メール便で 

の配布 
- ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

④当会のホー

ムページに

掲載 

１回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 

 ３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 

経営分析は、自社の経営状況を客観的に把握するために重要であるが、これまでセミナーの開催や

巡回・窓口相談時などで経営状況の分析の重要性についての啓発を図ってきたが、まだまだ小規模事

業者にはその重要性が浸透しておらず、事業者の関心も低いのが現状である。 

 

[課題] 

経営状況の分析が事業経営にとって重要であることを認識していただくために、経営分析の実施機

会の創出を行い、経営分析実施事業者の掘り起こしを図ることが課題である。 

 

（２）事業内容 

①経営分析実施事業者の掘り起こし 

経営指導員等による巡回・窓口相談時に経営状況の分析の重要性を説明し、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の増加を図る。 

日々の巡回や「２．地域経済の動向調査に関すること」で作成した「笠原町経営動向レポート」の

配布をきっかけに、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者を

掘り起こす。 

また、巡回時だけでなく記帳指導、決算指導時にもおいても、経営分析を勧めていく。特に、売上

や利益の減少が著しい事業者や金融斡旋・補助金申請支援で設備投資や経営改善を行った事業者に

は、積極的に経営分析を推奨していく。 

その際に、当会独自のヒアリングシートを作成し、簡易な経営分析を行い、ヒアリングシートを基 

にローカルベンチマークを活用した詳細な経営分析に繋げる。 

（簡易な経営分析：SWOT分析、売上・利益の構成比、直近の収支の状況・推移など） 

 

②「ローカルベンチマーク」を活用した経営分析 

 上記①の取り組みで掘り起こした事業者に対し、自社の経営状態を把握してもらうため、経済産業

省の「ローカルベンチマーク」を活用した経営指導員による経営分析を実施する。共通のツールを活

用することで、経営指導員の支援レベルの差に影響されない分析、指導・助言を行えるようにする。 

 経営分析を行う際は、ローカルベンチマークの活用方法を小規模事業者にレクチャーしながら行

い、将来的には、小規模事業者が自ら経営分析を行えるように支援していく。 

 



- 15 - 
 

（「ローカルベンチマーク」を活用した経営分析の概要） 

 概  要 

対象者 
「地域経済動向調査」の実施事業者、経営状況の分析に関心の高い事業者、金融斡旋、

補助金申請等に興味のある事業者 など 

分析項目 

【財務情報】 

①売上高増加率（売上持続性） 

②営業利益率（収益性） 

③労働生産性（生産性） 

④EBITDA有利子負債倍率（健全性） 

⑤営業運転資本回転期間（効率性） 

⑥自己資本比率（安全性） 

【非財務情報】 

①経営者への着目（経営理念・ビジョン、

経営意欲、後継者の有無） 

②事業への着目（企業及び事業沿革、強

み・弱み、ITに関する投資、活用状況） 

③関係者への着目（市場動向、規模、シェ

アの把握、顧客リピート率、新規開拓率、

従業員定着率、取引金融機関数・推移） 

④内部管理体制への着目（組織体制、事業

計画・経営計画の有無、研究開発・商品

開発の体制、人材育成の取り組み状況） 

分析手法 

経済産業省の「ローカルベンチマーク」を活用し、経営指導員による分析を実施する。

また、一般財団法人金融財政事情研究会が発刊する「業種別審査事典」を活用し、業

種別のビジネスモデルの把握や自社を取り巻く環境の把握に役立てる。 

 

（３）成果の活用 

経営分析の結果、顕在化した経営課題に対しては、経営指導員が補助金や公的融資資金、各種施策

等の活用を小規模事業者に提案するとともに、事業計画の策定に繋げる。 

また、今後、事業承継に向けた準備が必要になる小規模事業者には経営指導員による継続的なフォ

ローアップや専門家派遣等を活用したアドバイスを行う。 

 

（４）目標 

 現行 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 32 件 32件 33件 33件 33件 34件 

 

 

 ４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 

現状の事業計画策定支援は、補助金申請を目的とした事業計画の策定が８割以上と多く、事業計画

の策定支援が継続的に行われていない現状である。 

また、多くの小規模事業者が事業計画の策定を行っておらず、事業計画に基づいた計画的な経営を

行えていないのが現状である。 

 

[課題] 

補助金申請を目的とした事業計画の策定ではなく、需要を見据えた計画的な経営を続けていくため

の事業計画の策定の重要性を啓発していくことが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

「３．経営状況の分析に関すること」で行った経営状況の分析を活用し、問題・課題を明確にした

上で、事業計画の策定を促す。 

事業計画は、漠然と意義や重要性を述べても実質的な効果は得られないため、分析を行った事業者
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の中から実現可能性の高いものや緊急性の高いものなどを選定し、「事業計画策定セミナー」への参

加などを通して、事業計画の策定の重要性を認識してもらい、７割程度の事業計画策定を目指す。 

 

（３）事業内容 

①「事業計画策定セミナー」の開催 

 事業計画の策定を推進するため「事業計画策定セミナー」を開催する。セミナーの開催により、事

業計画策定の意義や重要性を理解してもらうことを目的とする。カリキュラムの内容については、初

めて事業計画を策定する事業者でも理解しやすいように、ワークなども取り入れるなどの工夫をす

る。 

 

（「事業計画策定セミナー」の概要） 

 概  要 

対象者 ・経営状況の分析を実施した事業者 

募集方法 
・巡回や電話、FAXでの参加の呼びかけ 

・ホームページ等による周知 

開催回数 ・年２回実施 

内容 

・事業計画策定の意義や重要性 

・具体的な事業計画の策定手順 

・他の小規模事業者の事例紹介など 

・活用できるツールや情報の提供 

参加者数 ・15名程度 

 

②経営指導員による事業計画の策定支援 

経営状況の分析を行った事業者、事業計画策定セミナー受講者を対象に、経営指導員による事業計

画の策定支援を実施する。事業計画の策定については、「２．地域の経済動向調査に関すること」、

「３．経営状況の分析に関すること」を踏まえ、事業計画の策定を図る。 

 

③多治見市と連携した起業・創業支援 

多治見市は、平成 26 年６月、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、当会も創業支援事業者として多治見市起業支援センターの運営や創業支援セミナーの事業実施

機関のひとつとして参加している。今後も多治見市と連携し、地域内における創業支援を実施してい

く。 

 また、多治見市では平成 30年より「たじみビジネスプランコンテスト（TAJICON）１」を開催して

いる。当会は、共催機関として参加しており、また、TAJICONサポート隊として、起業・創業を予定

している方のビジネスプランのブラッシュアップや創業後のフォローアップを行っており、今後も同

様の取り組みを実施していく。 
           
１ 多治見市内で起業・創業を予定している方のビジネスプランを募集し、一次審査は書面審査、最終審査は公開プ

レゼンテーション審査を行い、グランプリを決定する。一次審査は、多治見市、経済支援団体、金融機関等が実施し、

最終審査は、企業経営者、金融機関、経営コンサルタント等が審査を行う。 

④各種支援機関と連携した事業承継支援 

当会は、岐阜県事業承継ネットワーク構成機関の一員として参加しており、また、上部組織である

岐阜県商工会連合会は「プッシュ型事業承継支援事業」の地方事務局を担っている。各種支援機関と

連携し、管内小規模事業者の事業承継支援を実施していく。 

 具体的には、事業承継コーディネーター（専門家）との巡回や事業承継計画の策定支援を実施する。 
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（４）目標 

 現行 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 
20件 20件 20件 21件 21 件 23件 

創業計画策定

件数 
２件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

事業承継計画

策定件数 
２件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

合  計 24件 25件 25件 26件 26 件 28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] 

現状は、事業計画を策定した事業者に対し、３ヶ月に１回以上の頻度でフォローアップを行ってい

る。しかし、事業計画のフォローアップとしては、補助金の進捗状況の管理に留まっているケースが

多く、フォローアップが一義的なものになってしまっており、事業者の持続的発展に貢献する効果的

な支援に繋がっていないのが現状である。 

 

[課題] 

フォローアップを実施する中で、事業者からの支援依頼を待つことが多く、当会から事業者に対し、

次のステップアップに向けた取り組みや施策の提案など積極的なアプローチが出来ていないのが課

題である。 

 

〇支援に対する考え方 

支援に対する考え方として、策定した事業計画が絵に描いた餅にならないよう、担当経営指導員に

よるフォローアップの充実を図っていくことが必要である。そのためには、日ごろから事業者とコミ

ュニケーションを密にし、相談しやすい環境整備を行う。 

 

（２）事業内容 

①経営指導員によるフォローアップの実施 

事業計画を策定した全ての事業者をフォローアップの対象とするが、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する。 

具体的には、事業計画策定事業者のうち、４～６者は毎月１回、12～14 者は四半期に一度、他の

７～９者については年２回とする。ただし、事業者からの申し出等により、臨機応変に対応する。 

また、フォローアップの状況を事務局内部でも情報共有し、進捗状況の把握や計画に大きなズレが

生じていないかなどのチェック体制の強化を図る。 

 

②外部専門家の活用 

経営指導員によるフォローアップを実施していく中で、事業計画と進捗状況とがズレが生じている

場合については、岐阜県商工会連合会が実施機関である「経営・技術強化支援事業（エキスパートバ

ンク）」や中小企業庁の「ミラサポ」の専門家派遣制度を活用し、進捗状況のズレの発生要因の解決

や今後の対応策について検討を行う。また、ズレが生じている事業者に関しては、経営指導員のフォ

ローアップの頻度を変えるなどの対応を行っていく。 
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③事業計画策定後の成果の検証・把握 

 事業計画の策定を支援した事業者に対し、定性的な成果の把握は出来ていたものの、具体的な定量

的な成果の把握に関しては、事業者ごとに差が生じていた。そのため、今後は、策定支援を行った事

業者に対しては、決算報告書や確定申告書（決算期前の事業者に関しては、直近の試算表）、あるい

は定量的な数字が把握できる書類の提出を求め、定量的な成果の把握に努める。 

 得られた情報を基に、経営指導員による成果の検証を行い、事業者の次なるステップアップの支援

を行う。 

 

（３）目標 

 現行 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 

フォローア

ップ対象事

業者数 

24件 25件 25件 26件 26 件 28件 

頻度 

（延回数） 
98回 114回 114回 128回 128回 142回 

売上増加事

業者数 
- ７件 ８件 ８件 10件 12件 

売上高経常

利益率１％

以上増加の

事業者数 

- ３件 ４件 ４件 ６件 ７件 

 

なお、売上高経常利益率１％以上増加の事業者の件数の中には、今後、採算の取れない事業を縮小

し、利益率を高める戦略をとる小規模事業者も増加していくことが考えられ、売上増加事業者数に含

まれる場合と含まれない場合がある。 

 

 

６．需要動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

[現状] 

個々の事業者に対し、業界のトレンドなどの情報提供は行えているものの、事業者の個別の商品等

に対して、対象顧客からのニーズの収集は出来ていない。 

 また、提供したデータに基づいた新商品（新製品）・新サービス開発の提案や支援、事業計画への

フィードバックに活かされておらず、情報提供に留まっているのが現状である。 

 

[課題] 

消費者のニーズが多様化している中で、マーケットインの考え方を小規模事業者に浸透させていく

ことが課題である。そのためには、業界のトレンドなどの情報提供を行っていくとともに、個々の事

業者の対象顧客からニーズの収集を行っていくことが課題である。 

 

（２）事業内容 

①「しんきんビジネスマッチング ビジネスフェア２」でのバイヤーニーズ調査 

 業種問わず全ての小規模事業者が行う新商品（製品）開発や既存商品（製品）の改善を支援するた

め、県外で開催される展示会の出展時に来場者アンケート調査を実施する。 

 具体的には「しんきんビジネスマッチング ビジネスフェア（以下、「しんきんビジネスフェア」と

いう。）において、当会がブースを借り上げ、来場するバイヤーを対象に需要動向調査を行う。 
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当会では、地域金融機関と連携しており、金融機関が主催する商談会に参加が容易であり、また、

来場者に多数のバイヤーが占める展示会で調査を行うことで、調査結果の精度を高められる。 
           
２ 東海地方 36 信用金庫の取引先が、自慢の商品、技術、情報、知恵を持ち寄って、展示・PR を行う、様々なバイヤ

ーとの商談会。 

 

（「バイヤーニーズ調査」の概要） 

 概  要 

サンプル数 ・30件 一社あたり 10件を目安とする 

調査手段・手法 
・展示ブースを訪れたバイヤーに対し、当会経営指導員等が実際の商品（製

品）の評価・意見について聞き取り調査を行い、調査結果をまとめる。 

分析手段・手法 ・調査結果は外部専門家に意見を聞きつつ、経営指導員が分析を行う。 

調査項目 ・価格、デザイン性、改善点、自由意見等 

分析結果の活用 

・価格、デザイン性、改善点、得られた意見等を基に、商品、サービスの改

善を図り、新たな需要の開拓を目指す。 

・事業者が「プロダクトアウト」から「マーケットイン」の考え方にシフト

するきっかけとする。 

・今後の販売戦略を策定する際の基本情報とする。  

・分析結果は事業者にフィードバックし、事業計画の実施に役立てる。 

 

②当会主催による「タイル品評会」での消費者ニーズ調査 

モザイクタイルの使用用途として、これまではビルやマンションといった大型施設での外装材とし

ての需要が最も多かった。しかし、災害時などでのタイルの剥離問題や建築基準法の改正による 10

年毎のタイル打診検査が義務化となり、コスト面なども考慮し、モザイクタイルの外装材需要は減少

傾向にある。 

一方で、欧米の内装スタイルが国内で流行し、内装タイルの市場は順調に伸びてきており、店舗や

個人の住宅でのタイルの使用は増加傾向にある。その際、店舗関係者や一般消費者のタイルを選ぶ際

の相談相手となるのが設計士や建築関連業者等である。 

店舗関係者や一般消費者に対し、新たな需要を開拓するためには、設計士や建築関連業者等へのタ

イルの啓蒙活動は必要不可欠である。 

当会が主催し、管内のタイル製造業者や建築資材卸売業者のタイルを一同に集めた「タイル品評会」

を開催し、設計士や建築関連業者等、消費者の声やタイルに関する意見を収集する。 

 

（「タイル品評会」ニーズ調査の概要） 

 概  要 

サンプル数 ・50件 一社あたり 10件を目安とする 

調査手段・手法 
・展示ブースを訪れた来場者に対し、当会経営指導員等が実際のタイルの評

価・意見について聞き取り調査を行い、調査結果をまとめる。 

分析手段・手法 ・調査結果は外部専門家に意見を聞きつつ、経営指導員が分析を行う。 

調査項目 ・デザイン性、価格、改善点、自由意見等 

分析結果の活用 

・価格、デザイン性、改善点、得られた意見等を基に、製品改善、新製品開

発を図り、新たな需要の開拓を目指す。 

・事業者が「プロダクトアウト」から「マーケットイン」の考え方にシフト

するきっかけとする。 

・今後の販売戦略を策定する際の基本情報とする。 

・分析結果は事業者にフィードバックし、事業計画の実施に役立てる。 
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③業界データ等の収集・提供 

 自治体や業界団体・企業が実施している調査結果を収集、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、当会で独自で実施する需要動向調査と併せて、レポート形式にまとめ、事業者に

提供する。 

 

（活用する情報源及び調査項目） 

 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「全国消費動向調査」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（３、６、

９、12 月）、自己啓発、趣味・レジャー・サービス等の支出予定（３、６、

９、12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） 

 

 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 

 

 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 

 

（３）成果の活用 

上記①から③の調査の実施により、収集した情報を整理、分析したものをレポート形式にまとめ、

対象事業者に対し、提供する。レポートは、文章や数値のみでなく、グラフや図表、注釈を入れるな

どの工夫をし、分かりやすい形で提供する。 

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の検討

材料とする。 
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（４）目標 

①バイヤーニーズ調査目標 

 現行 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 

バイヤーニ

ーズ調査対

象事業者数 

- ３者 ３者 ４者 ５者 ５者 

 

②「タイル品評会」ニーズ調査目標 

 現行 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 

タイル品評

会ニーズ調

査対象事業

者数 

- ５者 ６者 ７者 ８者 ８者 

 

③分析レポート提供目標 

 現行 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 

分析レポー

ト提供事業

者数 

８者 ８者 ９者 11者 13 者 13者 

 

 

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] 

多治見市が開催しているビジネスフェア「き」業展への出展支援を行っているが、出展料の補助に

留まっている現状である。また、展示会に参加される事業者も毎年、同一事業者が多いのが現状であ

る。 

 

[課題] 

展示会に出展された事業者に対し、効果的な PR 方法や来場者へのアフターフォローの助言など踏

み込んだ支援を実施していくことが課題である。また、展示会の出展参加に限定せず、多様な手段を

使って管内小規模事業者の新たな販路開拓支援を行っていくことが課題である。 

 

〇支援に対する考え方 

 当会が単独で市内外の企業を集めた展示会等を開催するのは困難なため、既存の展示会への出展を

目指す。出展に際し、経営指導員が事前にブースの展示方法や効果的な PR 手法の支援を行うととも

に、事後も名刺交換を行った商談相手へのフォローアップの支援を行い、商談成立に向けた実効性の

ある支援を行う。 

また、展示会出展に限定せず、管内小規模事業者の販路開拓に広く寄与できるよう、IT を活用し

た新たな販路開拓支援やソーシャルメディアやプレスリリース等の広報手段を活用した販路開拓の

支援を実施する。 
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（２）事業内容 

①首都圏で開催される展示会への出展支援 

管内の小規模事業者が首都圏で開催される展示会に単独で出展するのは、経営資源が脆弱であるこ

とから難しく、これまで出展される事業者は無かった。そのため、近隣地域内で留まっている商品（製

品）が多い。 

しかし、そういった商品（製品）でも首都圏や他地域から見た場合にその魅力が高く評価されるこ

とがある。新たな需要の開拓を図るため、首都圏で開催される展示会に当会がブースを借り上げ、複

数の事業者の出展を呼び掛ける。 

具体的には、㈱ビジネスガイド社が主催する住宅業界を対象にした、国内最大級の暮らし産業の展

示会「東京インターナショナル・ギフト・ショー LIFE×DESIGN」に年 1 回（秋開催）に出展し、新

たな需要の開拓を目指す。 

特に、当会の経営発達支援事業の目標のひとつに「美濃焼モザイクタイルのブランド力の向上」を

掲げており、地域経済に影響力のあるタイル産業の事業者を優先的に出展させる。 

 
【参考】 

「東京インターナショナル・ギフト・ショー LIFE×DESIGN」 

毎年、春と秋に東京ビッグサイトで開催されている流通業界から不動産、住宅業界を対象にした、国内最大級の暮ら

し産業の展示会。 

（2019 年春）来場者実績：54,116 人、出展社数実績：508社 

 

②ITを活用した新たな販路開拓支援 

小規模事業者は、一般に経営資源が脆弱であるため、自力での販路開拓の活動に限界がある。その

ため、IT を活用した販路開拓が有効であるが、小規模事業者の多くが、IT を導入するための知識、

ノウハウが不足していることが多い。そこで、当会が ITを活用した販路開拓等の支援していく。 

具体的には、IT セミナーの開催により、DtoC（ダイレクト・トゥ・コンシューマー）の考え方を

管内小規模事業者に浸透させる。 

その結果、インターネット販売等 ITの活用により、新たな販路開拓が図られる。 

また、全国商工会連合会が提携しているホームページ作成サービス『グーペ』を使ったホームページ

作成支援や ECプラットフォームを活用し、小規模事業者のインターネット販売支援を行っていく。 

 

（「ITを活用した新たな販路開拓」の概要） 

 概  要 

対象者 事業計画を策定した小規模事業者（全業種） 

内容 

DtoC（ダイレクト・トゥ・コンシューマー）の基礎、売上に繋がる EC サイトの作成、

運用方法等などについて、ITセミナーの開催を実施し、新たな販路開拓支援を行う。 

さらに、ホームページの解析手法等も取り入れ、解析結果を活用し、ホームページ閲覧

者が目的の情報にたどり着いているか等を検討し、購入または問合せにつながるよう専

門家を活用しながら、売上増加に繋がる支援を行う。 

また、ホームページをより多くの方に認知しもらうため SNSの導入・活用支援も行う。 

 

③新たな需要開拓のためのメディア戦略支援 

新たな需要開拓を行う上で商品の話題性は重要な要素となる。特にマスメディアの発信する情報

は、多くの消費者に伝わりやすく、話題創出にもたらす影響は非常に大きい。小規模事業者が個社で

メディアに取り上げてもらえるように、プレスリリース等の広報手法の活用支援を実施する。 
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（「新たな需要開拓のためのメディア戦略支援」の概要） 

 概  要 

対象者 事業計画を策定した小規模事業者（全業種） 

内容 

プレスリリースの基礎知識、記事の作成方法等などについて、プレスリリースセミナー

の開催や専門家派遣を実施し、新たな販路開拓の支援を行う。 

また、小規模事業者が個社でメディアに取り上げてもらえるように依頼することはハー

ドルが高いため、話題になりそうな商品・サービスを提供する事業者の中で希望する事

業者には商工会からプレスリリースを実施する。 

 

（４）目標 

①首都圏で開催される展示会への出展事業支援者数 

 現行 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 

首都圏展示

会出展事業

支援者数 

- ４者 ４者 ５者 ６者 ６者 

成約件数／

者 
- １者 ２者 ２者 ３者 ３者 

 

②ITを活用した新たな販路開拓支援事業者数 

 現行 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 

IT を活用し

た新たな販

路開拓支援

事業者数 

５者 ５者 ５者 ６者 ７者 ７者 

売上額／者 - 10万円 10万円 10万円 10 万円 10万円 

 

③新たな需要開拓のためのメディア戦略支援事業者数 

 現行 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 

新たな需要

開拓のため

のメディア

戦略支援事

業者数 

- ３者 ３者 ４者 ５者 ５者 

売上額／者 - 10万円 10万円 10万円 10 万円 10万円 

 

 

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に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 

多治見市、金融機関、各種組合等においては、日頃から密な連絡や情報交換を行っており、今後も

引き続き行っていく。一方で、各機関の関係者が一同に参画している組織等がなく、定期的に情報交

換や意見交換を行う仕組みが構築されていないのが現状である。 
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[課題] 

現状を踏まえ、新たに「笠原町地域活性化協議会」を立ち上げる。組織化することにより、定期的

な情報交換や意見交換が行える仕組みが構築され、各機関同士の連携が強化されるが、連携効果を地

域の活性化に繋げていくことが課題である。 

 

（２）事業内容 

①「笠原町地域活性化協議会」の開催 

タイルミュージアムを軸とした産業観光への取組、地場産業であるタイル産業の活性化等を協議す

るため、多治見市、金融機関、タイル産業に係る組合等の関係者が一同に参画する協議会を立ち上げ

る。笠原町の活性化を目的とした協議会を立ち上げることにより、各機関との意識の共有が図られる。

その結果、これまで以上の「個社支援」に加えて「面的支援」が行いやすくなる。 

 

（「笠原町地域活性化協議会」の概要） 

 概  要 

構成機関 

・笠原町商工会 事務局長 

・多治見市 経済部 産業観光課 課長 

【地域金融機関】 

・東濃信用金庫 笠原支店 支店長 

・陶都信用農業協同組合 笠原支店 支店長 

【地場産業に係る組合等】 

・岐阜県窯業原料協同組合 専務理事 

・笠原陶磁器工業協同組合 事務局長 

・協同組合ケーエスジー 専務理事 

・一般財団法人たじみ・笠原タイル館 事務局長 

開催頻度 ・年２回開催 

 

 

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、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] 

管内小規模事業者に効果的な支援が実施できるように、他の支援機関とのさらに深い連携をし、常

に最新の情報交換を行っていくことが課題である。 

 

（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、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（商工会議所、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。具体的には以下のとおりである。 
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①東濃地区商工会連絡協議会との情報交換会 

 概  要 

目的 

東濃地区商工会連絡協議会を組織化している恵那市恵南商工会、中津川北商工会

の事務局長、経営指導員との情報交換会を開催する。情報交換により、各商工会

が実施している小規模事業者支援に対する支援方法や経営指導員の支援ノウハ

ウを共有することが出来る。 

また、単会単独では開催が難しい講習会なども共同実施することにより、各商工

会の支援レベルを向上させることを目的とする。 

開催頻度 年２回開催 

対象者 事務局長、経営指導員 

得られる効果 

他の商工会の小規模事業者支援に対する支援方法や経営指導員の支援ノウハウ

を共有することにより、新しい考え方や支援体制が構築されることにより、 

組織の活性化が図られる。また、個々の支援の現場においても経営指導員のスキ

ルアップに繋がり、支援レベルを向上させることが出来る。 

 

②多治見商工会議所との情報交換会・勉強会 

 概  要 

目的 

旧多治見市地区の小規模事業者支援を行っている多治見商工会議所の経営指導

員との情報交換会・勉強会を開催する。商工会議所経営指導員との密な連携によ

り、多治見市全体の小規模事業者が抱える共通課題を認識しあいながら、お互い

の支援レベルの向上により、地域の事業者の成長発展に貢献する。 

開催頻度 年２回開催 

対象者 経営指導員 

得られる効果 

商工会議所経営指導員との情報交換により、多治見市内の地域経済の現況や小規

模事業者の抱える課題等を把握することが出来る。また、商工会議所経営指導員

が行っている小規模事業者支援の方法やノウハウを共有しながら、事業者支援に

役立てる。 

 

③㈱日本政策公庫 多治見支店との情報交換会 

 概  要 

目的 

融資を通じて、地区内小規模事業者の経営状況を把握している㈱日本政策金融公

庫多治見支店の融資担当者等との情報交換会を開催する。公庫の融資動向から見

た地域経済の現況や小規模事業者等に関する情報交換をし、小規模事業者の抱え

る課題を共有しながら、事業者支援に役立てる。 

開催頻度 年２回開催 

対象者 事務局長、経営指導員 

得られる効果 
金融機関側から見た小規模事業者の支援や融資判断の視点について、情報共有を

行い、マル経融資や小規模事業者経営発達支援資金の融資を行う際に役立てる。 
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④地域金融機関等との情報交換会 

 概  要 

目的 

笠原町内に支店を有している東濃信用金庫、陶都信用農業協同組合、岐阜県信用

保証協会の融資担当者等との情報交換会を開催する。金融機関の融資動向から見

た地域経済の現況や小規模事業者等に関する情報交換をし、小規模事業者の抱え

る課題を共有しながら、事業者支援に役立てる。 

開催頻度 年１回開催 

対象者 経営指導員 

得られる効果 

金融機関側から見た小規模事業者の支援や融資判断の視点について、情報共有を

行い、小規模事業者の資金調達ニーズに対して、適切な融資の実施を行う体制を

構築することが出来る。 

 

⑤産業競争力強化法に基づく創業に関する連携会議 

 概  要 

目的 

起業・創業支援に対しては、個々の支援機関だけの実施では効果が薄く、地域全

体の課題として捉えていく必要がある。産業競争力強化法における市の特定創業

支援事業と連携し、地域内での創業の促進を図るために協力体制の構築と創業支

援の実施を目的とする。 

開催頻度 年１回開催 

参加機関 

多治見市 経済部 産業観光課、笠原町商工会、多治見商工会議所、東濃信用金庫

（とうしん地域活力研究所）、㈱十六銀行 多治見支店、㈱日本政策金融公庫 多

治見支店、多治見まちづくり㈱、外部専門家（中小企業診断士） 

対象者 経営指導員 

得られる効果 
各支援機関の起業・創業支援の考え方や支援ノウハウを共有することにより、地

域内での起業・創業者支援に役立てる。 

 

⑥「事業承継ネットワーク会議」への参加 

 概  要 

目的 

岐阜県では、中小企業支援機関と、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断

士など専門家が「事業承継ネットワーク」を形成し・連携を図りながら、事業承

継支援を行っている。定期的に開催される事業承継ネットワーク会議に参加し、

各種支援機関が実施している事業承継に関する取り組みや事業承継等に関する

情報交換をし、管内小規模事業者の事業承継支援に役立てる。 

開催頻度 年２回開催予定 

事業承継 

ネットワーク 

構成機関 

【金融機関・政府系金融機関】 

㈱大垣共立銀行、㈱十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、高山信用金庫、

東濃信用金庫、関信用金庫、八幡信用金庫、岐阜商工信用組合、飛騨信用組合、

益田信用組合 

㈱日本政策金融公庫、商工組合中央金庫 岐阜支店 

【信用保証協会】 

岐阜県信用保証協会、岐阜市信用保証協会 

【支援機関】 

県内商工会議所、県内商工会（笠原町商工会）、岐阜県中小企業団体中央会 

岐阜県中小企業再生支援協議会、岐阜県事業引継ぎ支援センター 

岐阜県中小企業総合人材確保センター（岐阜県産業人材課） 

中小企業基盤整備機構中部本部、岐阜県産業経済振興センター 

【士業等専門家団体】 
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岐阜県弁護士会、日本公認会計士協会東海会岐阜県会、名古屋税理士会 

（一社）岐阜県中小企業診断士協会 

【国・県】 

東海財務局岐阜財務事務所、中部経済産業局、岐阜県 

対象者 経営指導員 

得られる効果 
事業承継に関する制度や支援ノウハウを学ぶことにより、地域内での事業承継支

援に役立てる。 

 

 

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] 

上部組織である岐阜県商工会連合会が実施する研修には積極的に参加しているが、外部機関が実施

している研修等にはあまり参加できていない。また、職員の資質向上等に関しては、個人レベルに任

せている状況であり、組織として資質向上に向けた仕組みが構築されていないのが現状である。 

 

[課題] 

経営発達支援事業の実施に対し、職員間で意識レベルにバラつきがある。経営発達支援事業の実施

の中心となるのは、経営指導員ではあるが、職員全体の取り組みとして意識の共有を図っていくこと

が課題である。 

 

（２）事業内容 

①経営指導員のみならず、一般職員も含めた支援能力の向上に向けた取組 

〇経営発達支援計画に関する説明会の実施 

経営発達支援計画を経営指導員だけでなく、補助員や一般職員を含めた職員全体で推進していくた

め、事務局内部で経営発達支援計画に関する説明会を実施し、職員間の意識の共有を図る。 

 

〇OJTによる知識の習得及び支援スキルの向上 

 支援経験が豊富な経営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が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、補助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、当会全体の支援レベルを向上させていく。 

 

〇経営指導員等の不足している能力を補うための研修への参加 

 岐阜県商工会連合会では、毎年、職員別の研修を数多く実施している。そのため、個々の経営指導

員等に関しても、経営発達支援事業を実施していく上での一定の支援レベルは有していると考える。 

一方で、IT に関する内容は刻々と変化しており、毎年、継続的な知識の習得が必要である。当会

としても「７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」の取り組みに、IT を活用した新た

な販路開拓支援を掲げていることから、経営指導員は IT に関する知識の習得に関しては必須研修と

する。具体的な研修方法は以下のとおりである。 

 

・中小機構 中小企業大学校 中小企業支援担当者等研修（専門） 

・全国商工会連合会 Web研修 

・民間企業等が実施している研修 
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 補助員や一般職員は、簡易な経営分析は行えるものの、ローカルベンチマークを使った詳細な経営

分析を行う能力は不足している。当会としても「３．経営状況の分析に関すること」の取り組みにロ

ーカルベンチマークを活用した経営分析を掲げていることから、補助員や一般職員でもローカルベン

チマークを活用した経営分析に関する知識の習得に関しては必須研修とする。具体的な研修方法は以

下のとおりである。 

 

・中小機構 中小企業大学校 中小企業支援担当者等研修（専門） 

・全国商工会連合会 Web研修 

 

②個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織内で共有する仕組み 

〇定期的な勉強会の開催 

四半期に１回（年４回）、笠原町商工会職員勉強会を開催する。職員が順番に講師となり、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当会全体の支援レベル

を向上させていく。 

 

〇データベースの整備 

小規模事業者に関する情報・支援の共有化を図るため、データベースの整備を図る。これまで、各

職員の中に留まっていた情報を一元管理することにより、支援の状況を職員全員が把握できるように

する。 

具体的には、㈱エイチ・エーエルが提供している経営支援基幹システム『BIZ ミル』を活用し、担

当経営指導員等がデータの入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者の状況等を職員全員が相

互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにする。 

 

 

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」の開催により、各年度の経営発達支援事業の実施状況の評価を行

っている。また、各委員からの意見・提案、指摘事項を参考にし、事業の改善・見直しも図られてい

る。評価委員会の評価結果については、役員会でフィードバックし、事業運営に反映させているほか、

当会のホームページで公表している。 

 

[課題] 

正副会長会議や役員会での経営発達支援事業の取り組みについては報告が出来ており、「経営発達

支援計画委員会」の開催により評価・検証もしっかりと実施できているが、事務局内部での経営発達

支援事業実施に向けた PDCA が回る仕組みが構築出来ておらず、担当者個々の目標設定・業務の落と

し込みが課題である。 

 

（２）事業内容 

①内部的な事業評価 

(1)経営指導員等への評価 

経営発達支援事業を実施していくためには、経営発達支援事業担当者個々の目標設定・業務の落と

し込みが必要である。基本的には、経営指導員が中心となって経営発達支援事業を実施していくが、

全職員一丸となって取り組んでいく。また、定期的な事務局長と面談により、取り組み状況の評価・

フィードバックを行う。その結果、当会の支援レベルが向上し、小規模事業者の持続的発展に寄与す

ることが出来る。 
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(2)役員会による評価 

経営発達支援事業の取り組み状況については、定期的に開催している役員会で報告を行い、進捗状

況に対する意見や改善事項、取り組みに対する評価を行う。 

 

②「経営発達支援計画評価委員会」の開催 

外部有識者を交えた「経営発達支援計画評価委員会」を組織化し、各年度の経営発達支援事業の実

施状況の評価を行う。また、各委員からの意見、提案等を参考にし、次年度の事業の改善・見直しを

図る。 

 

（「経営発達支援計画評価委員会」の概要） 

 概  要 

開催目的 

商工会の内部評価だけでなく、外部有識者による評価等を行い、経営発達支援事

業の取り組みが計画通りに遂行しているかどうかを確認する。また、評価委員会

からの意見等を事業実施に反映させる。 

評価委員 

外部有識者 

・中小企業診断士 １名 

・多治見市 経済部 部長 

・㈱日本政策金融公庫 多治見支店 支店長 

・東濃信用金庫 とうしん地域活力研究所 所長 

・東濃信用金庫 笠原支店 支店長 

内部メンバー 

・事務局長 

・法定経営指導員 

・経営発達支援事業担当者（経営指導員、補助員） 

・多治見市 経済部 産業観光課 経営発達支援計画 担当者 

開催時期 

（頻度） 

・年度終了後２ヶ月以内 

・年１回の実施 

 

③「笠原町経営発達支援事業評価報告書」の作成・公表 

年度ごとに当会で実施した経営発達支援事業の取り組みをまとめた「笠原町商工会経営発達支援事

業評価報告書」を作成する。作成した「笠原町商工会経営発達支援事業評価報告書」は、商工会内部

に常時備え付けし、いつでも閲覧可能な状態にするとともに、当会のホームページでも公表する。 
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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当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏 名： 細井 正明 

■連絡先： 笠原町商工会 TEL：0572-43-3241 

 

②当該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提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 〒507-0901 

  岐阜県多治見市笠原町２０８１番地の１ 

   笠原町商工会 

   TEL：0572-43-3241 ／ FAX：0572-43-4420 

   E-mail：kasasho@ml.gifushoko.or.jp 

 

②関係市町村 

〒507-8703 

  岐阜県多治見市日ノ出町２丁目１５番地 

   多治見市 経済部 産業観光課 

TEL：0572-22-1252 ／ FAX：0572-25-3400 

E-mail：sangyokanko@city.tajimi.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 4,200 4,300 4,300 4,450 4,550 

 

 

委 員 会 等 謝

金・旅費 

 

専門家謝金・旅

費 

 

職員旅費 

 

会議費 

 

通信運搬費 

 

印刷製本費 

 

消耗品・備品費 

 

展 示 会 等 実

施・出展費 

 

広報費 

 

委託費 

 

 

50 

 

 

600 

 

 

100 

 

50 

 

100 

 

100 

 

200 

 

1,200 

 

 

600 

 

1,200 

 

50 

 

 

600 

 

 

100 

 

50 

 

100 

 

100 

 

200 

 

1,300 

 

 

600 

 

1,200 

 

50 

 

 

600 

 

 

100 

 

50 

 

100 

 

100 

 

200 

 

1,300 

 

 

600 

 

1,200 

 

50 

 

 

600 

 

 

100 

 

50 

 

100 

 

100 

 

200 

 

1,350 

 

 

700 

 

1,200 

 

50 

 

 

600 

 

 

100 

 

50 

 

100 

 

100 

 

200 

 

1,400 

 

 

750 

 

1,200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、国補助金、岐阜県補助金、多治見市補助金、事業収入 

 

 

（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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