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facebook

ガキビズレポート Vol.1
2018年7月～2019年6月

あなたのやる気に火をつけるガキビズ

〒503-0803　岐阜県大垣市小野4丁目35番地10
　　　　　　　大垣市情報工房2階
TEL・FAX ： 0584-78-3988
E-mail ： gaki-biz@mb.ginet.or.jp
営業時間 ： 火～土曜日　9:30～18:00

運営主体：大垣地域経済戦略推進協議会

【 ロゴに込めた思い 】
赤は、Ｇａｋｉ－Ｂｉｚがあふれる情熱で相談者をサポートし、最初の文字「Ｇ」に矢印
で売上げＵＰへの期待感を表現しています。中心の三本のラインで、企業、商工
会議所、行政を表現し、一体となって中小企業や小規模事業所を支援していく
イメージで、デザインされております。
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Gaki-Bizについて 実  績
2018年7月～2019年6月

概要とスタッフ紹介

開設の背景

※2019年8月より着任

新聞、テレビなどのメディアにおいて133件の記事が掲載されました。
そのうち86件は相談者の記事であり、事業所の情報発信、販路開拓に寄与しました。

　卸売・小売業に次いで、製造業の比率が高いのは、
大垣地域がものづくり都市であることを反映しています。

センター長
プロジェクトマネージャー
アドバイザー
アドバイザー
デザインアドバイザー
ＩＴアドバイザー

正田　嗣文
金森　大輔
臼井　孝優
若山　謙一
伊藤由香子
堀　　仁美

（写真右から3人目）

（写真左から3人目）

（写真右から2人目）

（写真左から2人目）

（写真左端）

（写真右端）

●累計相談件数

●相談事業所数

ガキビズは何度でも利用できる
中小企業経営者等の無料の相談所です！

1,468件
501事業所

●業種別割合
　内容は多岐にわたるものの、売り上げアップに
関する相談が9割以上を占めています。

●内容別割合

　大垣市を含む3市9町の事業者が
相談の約8割を占めています。

●地域別割合

●メディア掲載 133件
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1,031
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1,315

1,468

50144342038235733129826623019614594

相談事業者数

宿泊・飲食
14.6%

サービス
11.8%

新商品・新サービス
12.9%

創業 2.4%

経営全般
2.4%

事業承継 0.3%

資金調達
0.3%

その他
0.5%

人材確保・育成
1.3%

生活関連サービス・
娯楽
3.2%

農林漁業
2.8%

運輸・郵便
2.2%

情報通信
1.5%

学術研究、専門・技術サービス
1.0%

教育、学習支援業
1.0%

その他 1.5%

建設 7.4%

医療・福祉 3.7%
卸売・小売
27.3%

製造
22.0%

販路開拓
50.5%

情報発信
29.4%チームGaki-Biz

　2018年7月４日の開設から2019年6月30日まで（約1年）の相談実績は1,468件、相談事業者数は501件でした。オープン
当初はセンター長1人体制から始め、相談件数の増加に伴って2018年11月よりアドバイザーが加入し、相談体制を強化して
まいりました。2019年8月にはプロジェクトマネージャーが加わり、チームガキビズとして多様な相談に対応してまいります。

　ガキビズは、すべての中小企業者、個人事業主及び創業希望者を応援
する相談所です。継続してサポートするため、相談は何度でも無料。
強みやセールスポイントを見つけ、お金をかけずに売上を伸ばす方法を
一緒に考えます。結果が出るまで伴走型で全力サポートします！

　平成29年10月4日に大垣地域の産業界が主体となり、イニシア
ティブを発揮して、民間企業（イビデン（株）、（株）大垣共立銀行、
大垣西濃信用金庫、サンメッセ（株）、西濃運輸（株）、太平洋工業
（株）、日本耐酸壜工業（株））、大垣商工会議所および大垣市等が
連携し、それぞれの役割を果たしながら、働き方改革を推進すると
ともに、大垣地域の産業の振興及び地域経済の活性化を推進する
ことを目的に、大垣地域経済戦略推進協議会を設立しました。
　この協議会の産業支援施策として、地域での雇用や新しい産業
の創出を促進するとともに、地元の頑張る中小企業を支援する
ため、平成30年7月4日に全国初となるCSR型として、大垣ビジ
ネスサポートセンター（ガキビズ）を開設しました。

大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町
輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町・本巣市主な対象地域

大垣市
50.2%

その他市町村
17.5%

海津市
3.3%

養老町
3.3%垂井町

3.7%
関ケ原町
1.0%

神戸町
3.6%

輪之内町
2.3%

安八町
1.9%

揖斐川町
1.3%

大野町
2.5%

池田町
4.1%

本巣市
5.3%
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●コンセプトを明確にし、
　情報発信をサポートすることで定員を満たす

●社会に尽くす僧侶をターゲットに、
　リボン運動への賛同をアピールする袈裟を考案 ●枡の魅力を発信するカフェのオープンをサポート

●金属加工技術の強みを可視化した
　新サービスをスタート

サポート事例

株式会社 リリフル
相談者自身が子どもを預ける際に不安を感じた経験から、働く女性を応援する看護師常駐型の
認定外保育園を開業した。優先的に契約企業の従業員の園児を受け入れる「企業主導型保育園」
を周知し、園児数を増やしたい。

大垣市内では初の看護師が常駐している保育園であることに加え、場所がJR大垣駅から一番
近く、手ぶら（ノーバッグ）で子供を預けることができることが強み。そこで、これらの強みを元に
コンセプトを明確にし、情報発信のサポートを行った。

サポート

相談内容

株式会社 吉田法衣店
130年以上に渡り、僧侶が着用する法衣の製造販売を続ける吉田法衣店。販売先の中心となる
寺は葬儀や法要が減少するなか、今後どのように売上を伸ばしていけばよいかの相談。

世界的にリボン運動が活発化するなど、社会問題に支援や賛同する活動が活発化するなか、
坊主便・坊主カフェ・坊主バンドなど、自由で様々な取り組みを行う僧侶が増加している。そこで、
同社の強みであるオリジナル商品を作れる職人の技術と常日頃から寺への営業で密なる接点が
あることを活かし、社会に尽くす僧侶をターゲットに、世界エイズデーを前にリボン運動への賛同
をアピールすることと僧侶にオシャレを取り入れた「リボン袈裟」を考案。商品開発・情報発信の
サポートを行った。

●レッドリボンの売上につながったことに加え、ピンクリボン・LGBT向けのレインボー
袈裟の受注にもつながった。

●「リボン袈裟」は、法衣の自由さやオリジナル商品が作れることへのＰＲにもなり、売上
も順調に推移している。

●売上の一部は公益財団法人エイズ予防財団に寄付し、寺や僧侶の社会貢献活動を
サポートすることにつながった。

サポート

相談内容

有限会社 大橋量器
木枡の生産量日本一の大垣市で、枡製造を行っている（有）大橋量器。同社が中心市街地に
新規オープンする予定のカフェについて、飲食業未経験のなか、どのような店にしていくべき
か等の方向性、アイデアを求めたい。

枡の様々な活用方法を通して、“枡”を周知し、これが売れることを目的に、若い女性を対象に、
「誰も知らない枡の世界」を店のコンセプトとした「マスカフェ」の開店を支援した。また、地元の
事業者と連携し、低糖をテーマにしたスイーツや、木枡にケーキの飾り方を模したかき氷などの
新商品を作ることで、地域連携、地域活性化を図っていった。無料ツールを活用したホーム
ページ作成や、SNSによる情報発信等のサポートを行った。

●マスコミ向けにプレオープンを行い、これが新聞に掲載され、ＰＲ効果を高めた。
●枡の魅力や使い方を知ってもらうためにカフェをオープンすることで、新しい枡の使い
方を知ってもらうことのきっかけづくりができた。

●オープン当初は1日平均10数名の来店客であったが、半年が経過し1日平均60名程度と
順調に増加している。

サポート

相談内容

株式会社 カワセ精工
50年以上にわたり、自動車・産業機器部品製造を行うカワセ精工。金属プレス部品加工に
自信があるが、収益性の向上が課題であった。また、受注に波があるので、安定した受注が
できる業種の取引先の開拓に向けたサポートを希望。

平易な形状のプレス部品は海外企業等との価格競争が激しいため、同社
が強みとするアルミのプレス加工で他社が断るような仕事を請け負える
技術力や、単発加工の多数工程を一連でできるスピードを活かし、小ロット、
複雑な形状、アルミ等の希少材加工に特化するコンセプトを確立。金型、
材料があれば即日納品を可能とする新サービス「プレス特急スグアルミ」
を提案し、チラシの構成アドバイスと情報発信のサポートを行った。

●強みを明確化したサービスが誕生。
●プレスリリースの結果、新聞に新サー
ビスを特集した記事が掲載された。

●新サービス開始後、引き合いが数件あり、
見積もり提出を行っている。

サポート

相談内容

●新聞掲載・ケーブルテレビ放送により、保育園の認知度があがり、多くの問い合わせがあった。
●26名が施設を見学し、運営する全ての保育園の定員を満たした。
●地域企業とのつながりを活かし、社会復帰を希望する女性をサポートするイベントなどを開催。

新規顧客が新規顧客が新規顧客が新規顧客が新規顧客が新規顧客が新規顧客が

２０件増！２０件増！

結　果

結　果

来店客が

６倍に！６倍に！

結　果

問い合せ件数が

4倍に！4倍に！

結　果
売上が売上が売上が売上が売上が

2倍に！2倍に！
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相談者の声 Pick Up 大垣ビジネスサポートセンター
Gaki-Biz 1周年に寄せて

小出 宗昭
富士市産業支援センター
f-Biz センター長

正田 嗣文
センター長

アンケート実施時期：平成31年3月　アンケート送信数：189件　アンケート回答数：43件

感動創庫®ＬＦＣ 株式会社 井上さん（物流加工業）

具体的なアドバイスを頂けるのでとても参考になりました。毎回相談の際に
宿題もいただけるので次回までにこれをやろうというモチベーションアップに
つながります。

　現在開設に向けて動いている自治体も含め、全国25自治体で展開しているf-Bizモデルの
中小企業支援施設の中で、強いオリジナリティを発揮している支援センターがGaki-Bizです。
　Gaki-Bizの設立にあたっては、地元の民間企業がプロジェクトを主導して行政を巻き込ん
でいきました。またGaki-Bizは、自治体の予算のみならず、民間からの資金提供も受けて
設立・運営されています。このようなBizは、全国でGaki-Bizだけです。
　そのような中でスタートしたGaki-Bizは、正田センター長のリードのもと、地域の中小企業
者・小規模事業者の相談ニーズを幅広くひきつけることができ、オープン以来常に相談予約が
1～2か月以上待ちの大盛況が続いています。相談数の多さもさることながら、具体的な知恵
やアイデアをつかった新サービス・新商品も数多く生まれ、地域から一層の期待が集まって
いるところです。
　8月からは新たにプロジェクトマネージャーも加わることにより、さらに高いコンサル力を
有した支援機関となり、より多くの成果が輩出されることを期待しています。

　振り返ればあっという間の1年でしたが、
予想をはるかに超える事業者の方にご利用を
いただき、行列が常にできる相談所という状態
の中、事業者の皆様と走り続けてまいりました。
　現在もご紹介や口コミ、メディアで事例を
見られたということで新規のご相談を継続的に
申込みいただいております。
　2年目も初心を忘れず、チームとして精一杯、
産業支援を通じて地域の活性化に貢献できる
よう挑んでいきます。

早野さん（金属製品製造業）

いつも親身になって相談に乗っていただけます。アイデアを一緒に考えてくれ、
分かりやすく説明してもらえるので、方向性や目指すところが具体的になります。

office isaca 井坂さん（ファシリテーター・研修講師）

とにかく、とても親身になって話を聞いてくれて、話をしてくれます。また、他の
経営相談とは違い、アドバイザーの経験から来る知識だけに依らず、相談者の
経験、強みを生かそうという姿勢が、こちらの自己発見にもなります。

株式会社 烏骨鶏本舗 石原さん（菓子製造業）

ガキビズでは、ブランディング戦略、新商品の開発、販路開拓、社員教育、求人
などあらゆる角度から自社のスケールにマッチしたアドバイスをいただくことが
できます。徹底的に自社の強みを活かし、業界の中でクオリティーNo.1を目指す
ことが、自社の生き残る道と確信が持てました。

有限会社 早野研工

金森 大輔
プロジェクトマネージャー

　令和の幕開けとともに中小企業支援の
世界に飛び込むことを決意し、幸いなこと
にその機会を与えていただけることとなり
ました。
　5月から7月までの約3ヶ月間、富士市産業
支援センターf-Bizでの研修を通じ、Bizモデ
ル型企業支援の基本姿勢とノウハウを頭と
身体にたたきこみ、いよいよ8月からは「チー
ムガキビズ」の一員として新たに加わります。
　地域のチャレンジャーの皆さまに一所懸命
に寄り添っていきますのでどうぞよろしく
お願いします！

伊藤 由香子
デザインアドバイザー

　Gaki-Biz開設７ヶ月目からデザインアドバイ
ザーとして参加させいただいていますが、様々
な分野の相談者さんのお話を聞かせてもらっ
て思うのが、みなさんの事業内容の素晴らし
さです。
　当事者の皆さんとっては当たり前の事と思わ
れているその光る部分を、伝えたい相手にどう
したらより伝わるか、表現できるか、相談者さん
の想いに寄り添いながらデザイン制作をして
いきたいと思っています。 堀　仁美

ＩＴアドバイザー

　開設時から携わらせていただき、相談者
の皆様と一緒に成長させていただいた1年
でした。
　サポートをさせていただく中で、情報
発信の面を充実させてゆくことの大切さを
知っていただき、多くの方が「今はこんな
こともできる時代なのですね」と驚かれて
いた姿が印象的でした。
　相談をきっかけに、自力でもできること
や自社の可能性を見出していただく後押し
ができるよう「チームガキビズ」のメンバー
として、今後も頑張ってまいります！

臼井 孝優
アドバイザー

　ガキビズのアドバイザーを委嘱頂き、早い
もので9ヵ月が経過しました。
　正田センター長とは、エフビス研修期間中に
お会いし、人間力や発想力の素晴らしさから、
直ぐに正田ファンになったことを記憶しています。
　開設以降、多くの相談者の方にお越し頂き、
西濃地域には多くのチャレンジャーがいらっ
しゃることを改めて実感するとともに、これから
もチームガキビズとして地域が元気になるため
のお手伝いをしていきたいと感じています。
お気軽にご利用ください。 若山 謙一

アドバイザー

　４月よりアドバイザーとして「チームガキ
ビズ」に参加させていただきました。
　相談者の皆様とあっと驚く様な新サー
ビス・新商品等の開発においてコンセプト
作りから完成まで関われることに大きな
喜びを感じています。
　相談に訪れた皆様のモチベーションを
上げて笑顔になっていただくことを目標と
し、初心を忘れることなく頑張りますので
よろしくお願いします！

14回

セミナー実績

(株）ペライチ　山下 翔一 氏 プロカメラマン　井上 実香 氏

セミナー開催実績 480人参加人数

無料ホームページ作成ツール
ペライチの活用法セミナー

パリコレカメラマンによる
自分で撮れる宣材写真セミナー

満足度
90％以上

ごあいさつ
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ガキビズレポート Vol.1
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あなたのやる気に火をつけるガキビズ

〒503-0803　岐阜県大垣市小野4丁目35番地10
　　　　　　　大垣市情報工房2階
TEL・FAX ： 0584-78-3988
E-mail ： gaki-biz@mb.ginet.or.jp
営業時間 ： 火～土曜日　9:30～18:00

運営主体：大垣地域経済戦略推進協議会

【 ロゴに込めた思い 】
赤は、Ｇａｋｉ－Ｂｉｚがあふれる情熱で相談者をサポートし、最初の文字「Ｇ」に矢印
で売上げＵＰへの期待感を表現しています。中心の三本のラインで、企業、商工
会議所、行政を表現し、一体となって中小企業や小規模事業所を支援していく
イメージで、デザインされております。


