
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

恵那商工会議所（法人番号 ）7200005009241 

恵那市（地方公共団体コード）212105 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

第１期計画期間において地域の小規模事業者が抱える課題、中長期的な振興の

あり方と同様に目標達成は不十分であり、継続して実施及び部分拡充によって

より効果的な支援を実施できると考えることから第１期計画期間に定めた目標

を改めて第２期計画期間の目標として設定する。 

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 

 地域内の経済の現況と動向を調査分析して動向を把握したうえで、将来の予

測をしながら事業運営が行う事ができるように地域経済動向調査、日本商工会

議所が実施する全国５業種（サービス・小売・製造・卸・建設）を対象とした

最新景況感を中心とした情報を提供する。 

２．経営状況の分析に関すること 

 巡回訪問、窓口相談、講習会受講等の際に経営分析の重要性を伝えると共に、

専門的な課題については専門家と連携し各事業所の現状を把握したうえで事業

計画策定に繋げていく。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 創業、事業承継、新商品・新サービス開発セミナーの実施、補助金申請、融

資申請時に経営課題を克服するために実現性の高い中期的な事業計画策定への

意識づけから、計画策定までを支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援 

 策定した事業計画の確実な実現に向けた支援を伴走支援により事業計画のＰ

ＤＣＡサイクルをまわすための支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

 事業所ごとの製品・商品・サービスに対して需要動向調査、市民のニーズ調

査、ＷＥＢ上の各種ツールを活用して調査結果を伝えることでブラッシュアッ

プを行い販売促進に繋げていく。 

６．新たな販路開拓に寄与する事業に関すること 

 地域中核産業を中心に工業系展示会、ビジネスマッチング等の出展支援やＷ

ＥＢマーケティング支援、プレスリリース支援を実施することで新たな販路開

拓や販売促進を目指していく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済活性化に資する取組に関すること 

 恵那市の産業ビジョン検討委員会の方向性にしたがって、当所が貢献できる

取り組みを関係機関と連携しながら実施していく。 

連絡先 

恵那商工会議所 中小企業相談所 

〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家一丁目 5番地 11 

TEL：0573-26-1211／FAX：0573-25-6173／E-mail:enacci@enat.org 

恵那市商工観光部商工課 

〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家 1-1-1 

TEL0573-26-2111／FAX：0573-26-2861／E-mail:info@city.ena.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 

恵那商工会議所の本事業目標については地域の小規模事業者に対して経営発達支援を実施する

ために恵那市役所と共同で計画を作成した。 

 

１．目標                                        

（１）地域の現状及び課題 

①現状について 

【恵那市の位置・地勢】 

 恵那市は岐阜県の南東に位置し、名古屋市の

中心部からおよそ 60km で愛知県と長野県に隣

接した山紫水明の豊かな自然に恵まれた地域

である。東には恵那山(2,191m)、北には笠置山

(1,128m)に囲まれ、また山あいには木曽川や矢

作川などが流れ、大正 13 年に木曽川をせき止

めて造られた大井ダムと恵那峡周辺は、県立自

然公園に指定されている。その他、阿木川ダム

や矢作ダム、小里川ダムなどのダムもあり、ダ

ムが多い市として知られている。 

【交通】 

地域内には中央自動車道が通っており、恵那

IC により中京・関東・関西方面と結ばれてい

る。その他の基幹道路として、国道 19 号、257

号、363 号、418 号などがある。鉄道はＪＲ中

央本線(恵那駅)、第３セクター経営の明知鉄道

(恵那駅～明智駅)が当地域を東西南北に通っ

ている。ＪＲ恵那駅の隣駅であるＪＲ美乃坂本

駅にリニア中央新幹線の岐阜県駅が設置予定

であり、2027 年予定のリニア中央新幹線開通

により、大都市圏との時間的距離が劇的に短縮 

されようとしている。岐阜県では、リニアを観光に活用するため美乃坂本駅から恵那駅を経て明

知線明智駅まで観光客用の蒸気機関車を走らせる構想もある。 

【概要】 

平成 16年に旧恵那市(商工会議所管内)と旧恵那郡(恵那市恵南商工会管内)が一つとなり新恵

那市が誕生した。行政は一つになっているが経済団体は、合併前と同じ状況のまま各地域を管

轄している。 

地域経済を支える製造業は、平成 28 年製造出荷額 1,497 億円であり、事業所数、製造出荷額

ともに減少傾向である。従業員数においては製造業が最も多く、全体の 30.5％を占めている。

一般機械器具製造、パルプ・紙・紙加工品製造、プラスチック製品製造及び窯業など多種多様

な業種があるが、特出して地域をけん引するような地場産業はない。 

平成 31年 4 月 1日現在の当所管内の商工業者は 1,680 社で、内小規模事業者数は 1,158 社で

68.9％を占めている。 

恵那市の人口は、令和元年 7 月 31 日現在 50,063 人（当所管内：33,168 人）、うち 65 歳以上

が 17,116 人（当所管内：10,219 人 30.8％）を占め、地域の高齢化及び若者の名古屋圏や近隣

市(瑞浪･中津川市)大企業への就職などによる流出により、労働力不足が深刻な状況である。 
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 ※各年4月1日現在 「恵那市統計書」より 

当所管内の人口は、平成22年と平成31年を比較して6.5％の減少であり、恵那市全体の9.2％減

少と比べ緩やかではあるものの確実に減少している。 

 

 
※各年4月1日現在 「恵那市統計書」より 

 

当所管内の高齢化率は、平成31年31.1％であり、恵那市全体の高齢化率を下回っているものの、

全国平均（平成29年27.7％）より高い。 
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恵那市の総事業所数は、恵那市統計調査において平成 28 年 2,620 社となっており、平成 21

年 2,982 社と比較し、362 社(12.1％)減少している。原因としては、経営者の高齢化と後継者不

在、恵那市区画整理事業により、17.9 ヘクタールに大型小売店・飲食店・ホテルなど２０店舗

以上の進出、人口減少による消費の減少などによる廃業が考えられる。 

 

産業大分類別に見た売上高の（企業単位）構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工」より 

 

売上高による構成比では、製造業が 46.6％であり、岐阜県(30.3％)、全国（24.4％）と比べ

非常に多くを占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    63 億円 

                        
                    1,085 億円 

 

 

 
 194 億円       

                                                                              76 億円 

                     1,148 億円                                         1,034 億円   42 億円   

 

 

 

※「環境省「地域産業連関表」、「地域経済計算」（株式会社価値総合研究所（日本政策投資銀行

グループ）受託作成）」より 

 

恵那市で来訪者が消費する金額よりも、地域住民が通勤圏である名古屋、近隣アウトレットモ

ール、ネット通販など域外で消費する金額が大きく、民間消費額は流失傾向である。 
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※「恵那市役所調査」より 

恵那市の観光は、恵那峡や中山道、恵那峡温泉など、全国的にも知名度のある観光地がある。

また、棚田などの田園風景、さらには地歌舞伎といった伝統芸能や祭りなど、長年受け継がれ

てきた歴史文化が息づいている。当所管内への入込数では、平成 19 年以降増加し、平成 24 年

には 229 万人が訪れたが、その要因は「道の駅」などの新たな観光施設が開設されたことが挙

げられる。平成 24 年以降は減少傾向であるが、平成 19年 154 万人と比較し、平成 30年 194万

人と 40 万人(26.0％)増加している。また、恵那市内宿泊施設を利用した外国人観光客は、平成

29 年の 11,415 名から平成 30 年 17,760 名（55.6％増加）と大幅に増加している。 

近年では、2018 年連続テレビ小説「半分、青い。」や 2020 年大河ドラマ「麒麟がくる」で、

旧恵那郡(恵那市恵南商工会管内)の岩村町や明智町への観光客増加があげられるが、当所管内

は、高速道路のインターチェンジや特急も停車するＪＲ恵那駅、岩村町や明智町に向かうバス・

鉄道路線の始発駅となっており、「交通のハブ機能」を保有しているという機会がある。 

 小売業では、地域住民が域外で消費する金額が大きく、地域内消費低迷の解消が必要であり、 

その対策の一つとしてプレミアム付商品券の発行を恵那商工会議所が要望し、平成 30 年度より

恵那市の補助金により実施している。当所が事務局となり、プレミアム 10％の商品券を１億円

販売し、取扱参加店は約 400 店舗である。令和元年度は国の子育て・住民税非課税者向けプレ

ミアム付商品券と併せて実施した。今後も継続予定であり、今後の消費動向把握等のため、ポ

イントカードを活用したキャッシュレス化での発行に向けて検討中である。 

 ＪＲ恵那駅周辺の中心市街地では、年に 4 回「まちなか市」を地元商店街・恵那市と協働に

て開催し、約 9,000 人の来場者を集め、活性化を図っている。 

製造業では、製造出荷額・製造業従業者数ともに平成 20 年をピークに減少しているが、製造

額のうち、第 2 次産業が 51.1％を占め、パルプ・紙、窯業・土石製品、非金属、その他の製造

業など幅広い製造業が集積しているが、労働生産性が低い。 

 

 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

製造出荷額 

（億円） 
2,105 2,111 1,643 1,725 1,635 1,713 1,566 1,521 1,534 1,497 

製造業従業者数 

（人） 
7,477 7,525 6,596 6,779 6,488 6,753 6,778 6,582 6,533 6,670 

※経済産業省「工業統計」、H23、H27 は、総務省「経済センサス活動調査」より 
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※「ＲＥＳＡＳ地域経済分析システム」より 

②課題について 

恵那市の小規模事業者を取巻く環境は、少子高齢化や若者の都市部への流出による労働力不

足対策と若手技能者の育成が必要であるほか、新商品開発、設備導入等による生産性の向上、

付加価値の高い分野への転換を行うなどの課題がある。小規模事業者は年々減少が予想され、

既存事業者の売上・利益の確保に向けた伴走型支援を行うとともに、創業・事業承継支援を積

極的に行う必要がある。 

2027 年開通予定のリニア中央新幹線岐阜県駅は、恵那駅と中津川駅の中間地点に新駅が予定

され、新駅より名古屋まで 10 分、東京品川まで 40 分で結ばれることから、観光を含んだ新た

なビジネスチャンスや地域の状況変化に対応するため、今後はさらに恵那市・経済団体・民間

企業の連携が必要である。 

 

【主要産業の課題】 

（１）製造業について 

 小規模事業者のほぼ全てにおいて、労働生産性が低く、恵那市において従業員数多い上位３

つの産業である「パルプ・紙・紙加工製造業」「窯業・土石製品製造業」「プラスチック製品製

造業」においても付加価値は比較的高いが、労働生産性は平均以下である。補助金を活用した

設備投資によるオートメーション化や、従業員研修等のスキルアップによる労働生産性向上が

必要である。 

 

（２）小売業について 

 令和元年度に当所管内の南側に区画整備事業が行われ、農地であった場所に 12.8 ヘクタール

が住宅地や商業集約施設として整備された。車社会の定着、大型商業施設の出店、ネット販売

や通販等により、今まで中心市街地にあった地域の小規模小売店やサービス業では多様化する

顧客ニーズに応える事が難しく、厳しさを増しているのに加え、後継者不足もあり廃業が進み、

商店街などの地域商業力がさらに弱まっている。そのため、移住者等と小規模事業者とのマッ

チング、プレミアム付商品券事業の継続実施、店主が自店を消費者に知ってもらう「まちゼミ」

など、中心市街地等の小規模店舗への誘客ならびに個店強化が必要である。 

 

（３）観光業について 

 中山道に関連する観光資源や自然豊かな恵那市であるが、誘客に関するブランディング不足

で観光ビジョンがなく、目指す方向が共有されていない。また、観光に関するデータ収集と分
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析が十分でなく行政・経済団体の連携が必要である。 

恵那峡再整備が令和元年度完了するが、誘客のためのソフト事業展開が必要である。また、

増加する外国人観光客に対する市内観光施設の受入環境整備(多言語標記の案内看板・トイレの

様式化・Wi-Fi 整備・キャッシュレス化等)が必要である。 

道の駅等の通過型観光地では観光客の消費意欲が高まらないため、滞在時間の長い観光地へ

の転換に関する取り組みが必要である。 

 

【共通の課題】 

各業種の抱える課題は多種多様であるが、共通した課題は「売上及び利益の確保」及び「労

働力不足」である。そのため、販路拡大による新規取引先の獲得などにより経営基盤を確立さ

せること、顧客ニーズに合わせた商品開発や第二創業に取り組む事が課題であり、労働力不足

については支援機関が連携して人材を確保することや事業主の高齢化で廃業していく事業所の

事業承継支援の強化が課題である。 

 

（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あり方 

 

『時代の変化や地域の状況変化に対応して、 

小規模事業者の育成・革新支援を継続して行う。』 
 

2027 年リニア中央新幹線開通により、岐阜県駅の乗降人数は１日 4.932 名が予測され、交流

人口の増加や関東・関西へのビジネスチャンスの拡大が期待されることから、交通網の変化を

見据えた支援を推し進めるとともに、行政や支援機関と連携して小規模事業者の経営力向上を

継続的に支援することで、事業の持続的発展を図る。 

（具体的な方針） 

 ＜製造業＞ 

 ・企業の強みを磨き、社員が輝く、魅力あふれる産業への転換 

・創業・第二創業・事業継続の取組強化 

・労働力不足・労働生産性向上に向けた取組強化 

＜小売業＞ 

・商品開発・販路開拓・経営革新・地域資源活用などの支援拡充・強化 

 ・地域資源の地域外に向けた積極的なプロモーションの推進 

＜サービス業＞ 

 ・地域資源を活かしたソフト事業の取組 

・滞在時間の長い観光地への転換 

 ・外国人観光客の受け入れ体制の強化 

 

②第 2次恵那市総合計画との連動性・整合性 

 恵那市は、「第２次恵那市総合計画」（対象期間：平成 28 年度～令和 7年度）の実施に向けて

「恵那市産業振興会議」を設置し、「地域の稼ぐ力をアップし、持続するまちをつくる」ことで

市内の各産業がより生産性の高い産業へと革新するよう事業を実施することを目的に、「恵那市

産業振興ビジョン」を策定している。産業振興会議では、ビジョン策定に向けた現状の分析や

事例研究などを行うため、「恵那市産業振興ビジョン検討部会」を組織し、検討することとして

おり、振興会議及び検討部会には、当商工会議所も参加しており、総合戦略の一翼を担ってい

る。第２次恵那市総合計画では、下記のとおり産業分野の理念と基本目標を掲げている。 
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【理  念】活力 

【基本目標】まちを元気にする 

【目 標 １】産業を育成・支援する 

      ・商工業振興事業 

      ・起業・恵那ブランド育成事業 

【目 標 ２】交流と連携で元気になる 

      ・リニアまちづくり事業 

      ・観光ＰＲ事業 

      ・観光資源活用事業 

【目 標 ３】持続可能型の社会を作る 

      ・地産地消推進事業 

      ・６次産業化推進事業 

 

③恵那商工会議所として小規模事業者支援の役割及び支援方針 

 恵那商工会議所では、この第２次恵那市総合計画の理念・基本目標を恵那市と共有して、連

携しながら小規模事業者支援を実施し地域振興の一翼を担う。 

【方針１】 産業を育成・支援する。 

      （役割） 

      ・創業・第二創業・事業継続・経営革新などの取組強化 

・労働力不足・労働生産性向上に向けた取組強化 

・職員のスキルアップによる支援力強化 

 

【方針２】 交流と連携で元気になる。 

（役割） 

      ・新商品開発・販路開拓などの支援拡充・強化  

      ・各個店の看板・店内多言語表示等の外国人受入環境整備 

      ・リニアを活かした地域活性化協議会への参加 

      ・需要動向調査の実施 

 

【方針３】 持続可能型の社会を作る。 

（役割） 

      ・地域資源を活用した商品開発などの支援拡充・強化 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 地域の現状と課題を克服するためには、地域小規模事業者の成長を継続して支援するという

中長期的な小規模事業者支援の考え方のもと、本計画において小規模事業者に対して、売上の

増加・利益の確保に向けた経営力・技術力の向上、労働生産性向上等の支援を継続して実施す

る。 

そのために①小規模事業者の売上拡大・利益の向上に資する支援②小規模事業者の人材・労

働力向上に資する支援③行政・支援機関との連携及び支援力強化を目標とする。 

 

【目標①】小規模事業者の売上拡大・利益向上支援 

  売上拡大、利益向上を目指すために、経営状況を分析・把握をして実現性の高い事業計画

の策定を広く推進していく。販路拡大に向けた展示会・商談会への出展支援や地域資源を活

かした新商品開発や販路開拓、補助金等を活用した経営課題改善等により売上・利益の増加

を図る。 
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【目標②】小規模事業者の人材労働力向上支援 

  労働力不足を解消するため労働生産性を上げる取組や、行政や他の支援機関、事業者とも

連携して積極的に労働力の確保を行う。また、後継者不足による廃業については事前の事業

承継支援により防ぐことや新規創業者の掘り起こしなどを行い、総合的に支援を行う。 

 

【目標③】行政・支援機関との連携及び支援力強化 

  事業者の持つ様々な経営課題に対応するため、他の支援機関との連携と職員の IT 化・経営

戦略・相談能力等のスキルアップにより、支援力の向上を図る。 

 

（４）目標達成に向けた方針 

 経営発達支援事業の目標を踏まえ下記の方針により実施する。 

【方針①】 

  各種のセミナーや巡回等により、事業計画書の意義と必要性を認識させ、ニーズを踏まえ 

た事業を需要動向調査結果により、事業計画書の作成とＰＤＣＡのチェックを実施すること 

で、売上・利益の増加を図る。 

 

【方針②】 

労働力不足：製造工程の見直し・設備導入やクラウドの活用による労働生産性向上を図る 

とともに移住・定住の推進、恵那商工会議所・恵那市役所・ハローワーク等が参加した雇用 

対策協議会による就職説明会・就職促進情報交換会・高校生と保護者が参加した企業見学等 

を実施する。 

また創業・事業承継セミナーの開催や伴走型個別支援による創業計画やスムーズな事業承 

継に向け事業承継計画の策定に取り組む。 

  

【方針③】 

  恵那くらしビジネスサポートセンターや岐阜県産業経済振興センターなどの支援機関との 

連携を強化し、地域小規模事業者の情報共有や支援強化と商工会議所連合会主催の経営支援 

員研修や中小企業大学校等の研修に積極的に参加し、職員の不足するスキルアップを図る。 
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【課題】 

 経営分析の重要性を小規模事業者に巡回等で認識いただくとともに、実施した経営自己診断シ

ステムにより得られた分析情報を提供・説明している事業者に対し、経営支援や当所が独自に作

成した事業計画書フォーマットに十分に反映されてなく、今後経営支援基幹システム（BIZ ミル）

の活用やより分かりやすい経営分析を行い事業計画書策定へ導く必要がある。 

分析結果に示される各種経営指標の見方については、職員間で理解度の優劣があるため、研修

を行うなどし、全職員が理解できるように努めていく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①巡回等での経営実態調査の聞き取りの際に、経営分析・事業計画書の重要性を認識してもらい、

営分析ニーズの掘り起こしを図り経営状況の分析を行う。 

【経営実態調査聞き取り項目】 

①業種 ②事業区分 ③従業員数 ④代表者の性別・年齢 ⑤後継者の有無 

⑥後継者有の場合の候補者 ⑦後継者なしの場合の今後の方針 ⑧売上額 ⑨利益 

⑩商圏 ⑪価格競争の現状 ⑫事業転換や新事業の取組み ⑬ホームページの有無 

⑭売上増加への取組 ⑮事業活性化への取組 ⑯経営の困りごと ⑰会議所の評価 

⑱会議所に期待する事業 ⑲保有する技術・ノウハウ・強み 

当所管内における小規模事業者数は約９００社であり、５年間で小規模事業者の聞き取り調査

を行う。 

 

②経営分析の内容 

【対象者】 

 管内小規模事業者への巡回等での経営実態調査を実施した小規模事業者で、分析を希望する小

規模事業者６０社を選定する。 

【分析項目】 

 定量分析である「財務分析」と定性分析である「ＳＷＯＴ分析」等を行う。 

 財務分析：損益分岐点、粗利益率、収益性(売上総利益率等)、効率性(総資本比率回転率等)、

生産性(一人当たり売上高等、安全性(自己資本比率等)、成長性(前年比増収入等)

等  

 ＳＷＯＴ分析：強み、弱み、脅威、機会  

 【分析手法】 

 現状の中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」から経済産業省「ローカルベンチマ 

ーク」に分析システムを変更し、わかりやすい経営分析とＳＷＯＴ分析をかけ掛け合わせた分

析により、自社の経営状況を把握してもらい課題を明らかにする。 

トータル的にできる経営支援基盤システム「BIZ ミル」を活用し経営分析を行う。 

 

③成果の活用 

 ・経営実態調査により聞き取りした項目はカルテ化することで小規模事業者の状況、課題が一

目で把握することで、経営支援員全員で共有する。   

 ・分析したデータは、経営支援員全員で分析結果を検討し、小規模事業者にフィードバックし、

事業計画策定の参考とする。 

・データは職員全員で共有し、スキルアップを図るとともに支援に活用する。 
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②経営発達支援計画の見直し及び改善 

 経営発達評価委員会での評価を受けて改善の必要性が指摘された事項や、所内での計画実施に

あたって問題が生じた点について見直し及び改善を行うことで小規模事業者に対してより効果

的な支援になるように改善をして行く。委員会での結果や改善提案については正副会頭会議及び

常議員会での承認を受けた上で実施していく。 

 

③事業の成果、評価及び見直し結果の公表 

各年度の経営発達支援計画の事業報告について、恵那商工会議所の会報誌及びホームページ上

で公表することで地域の小規模事業者が常に閲覧できるようにする。 
 

【Plan】  経営発達支援計画の策定 

          ↓ 

【Do】   計画に基づいた支援実施 

          ↓ 

【Check】  所内で事業進捗状況確認 

          ↓ 

【Check】  事業評価検討委員会 ⇔ 正副会頭会議・常議員会 

↓  

【Action】 改善提案を踏まえて見直し 

ＰＤＣＡサイクルにより実施 
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（別表４） 

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

連携する内容 

 

連携者及びその役割 

 

連携体制図等 

 

 

 


