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　　　　　　 大垣市情報工房2階
TEL・FAX ： 0584-78-3988
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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、ガキビズ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者
を支援していくイメージで、デザインされております。

火火あなたのやる気に火をつけるガキビズ

You Tube
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概要

支援内容

スタッフ紹介
センター長

プロジェクトマネージャー

アドバイザー

デザインアドバイザー

正田　嗣文

松浦　俊介

若山　謙一

岡田 庸平

（写真左から2人目）

（写真左から3人目）

（写真左端）

（写真右端）

大垣ビジネスサポートセンター（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！
ガキビズは2018年7月にオープンした、すべての

中小企業・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げ
を伸ばす方法を一緒に考えます。

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

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向け、社会課題
や経営課題の解決に取り組む大垣地域の中小企業・
小規模事業者等が優先的にサポートを受けることがで
きる「ＳＤＧｓスタートサポート相談窓口」を設置しました。

大垣地域の中小企業・小規模事業者等が知的財産
を活用して経営競争力を向上させるため、INPIT
岐阜県知財総合支援窓口と連携し、意匠・商標など
の登録に係る手続きや活用に関する相談会を定期
開催しました。

中小企業・小規模事業者等が商品アイデアを
カタチにするための施設「Fab-core」における
製作物や事例を紹介する「Fab-core展示コー
ナー」をガキビズ内に設置しました。

大垣地域の中小企業・小規模事業者等が、アイデア
をカタチ（商品・サービス）にするための手法や技術
に関して、専門家がアドバイスを行う「ものづくり
個別相談会」を定期開催しました。

大垣地域の創業予定者や創業間もない事業者が、
事業に必要な資金の調達方法、経営計画の作成等
について、金融分野の専門家がアドバイスを行う
「創業する人のお金相談会」を定期開催しました。

地域を越えてアイデアやノウハウを共有し、中小
企業・小規模事業者等に対して、商品開発・販路拡大
などの有効な助言を行うため、「大垣ビジネス
サポートセンター」が「近畿Ｂｉｚネットワーク」に加入し、
「中部・近畿Ｂｉｚネットワーク」として発足しました。

経営全般 販路拡大

経営全般に関する相談、支援 売上げアップにつながる販路拡大の
具体的な提案による支援

起業・創業
ビジネスプランのブラッシュアップ
など起業・創業の支援

新商品・新サービス開発 情報発信
セールスポイント、ターゲットの明確化
による新商品・サービス開発支援

新分野進出
新分野進出に向けマーケティング
リサーチや連携・マッチング等の支援

ホームページ作成や、ＳＮＳ等を利用し、
情報発信を強化する支援

ＳＤＧｓスタートサポート相談窓口の設置1
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●高いリピート率と好調な新規相談予約と相まって、開設から時間が経つにつれて相談件数が増加しています。
●2年目からはプロジェクトマネージャーが加わり、より多くの相談に対応することが可能となり、複雑化する経営課題

の解決に向け、迅速に対応しています。

業種別割合 内容別割合
生活関連サービス業、卸売・小売業、製造業の順に、様々
な業種の方々から相談をご利用いただいています。

販路開拓、情報発信、新商品・新サービスの売り上げ
アップに関する相談が76.7%を占めるほか、創業に
関する相談も16.0%と高い比率を示しています。

運輸業・郵便業
0.5%

生活関連サービス業、
娯楽業
24.8%

卸売業・
小売業
19.6%

製造業
12.7%

宿泊業・飲食
サービス業
11.7%

建設業
6.8%

医療・福祉
6.0%

教育、学習
支援業
5.0%

学術研究、
専門・技術
サービス業
4.7%

サービス業
（NPO・他に分類

されないもの）
4.3%

農林漁業
2.5%

公務 0.2%

金融業・保険業
0.1%

不動産業、
物品賃貸業
0.3%

情報
通信業
0.9%

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
3年目（2021年6月）

1,126

2,0942,094

4年目（2022年6月）

1,443

2,1162,116

2年目（2020年6月）

774

1,8821,882

1年目（2019年6月）

500

1,4681,468

相談件数

累計相談者数

業種別
割合

内容別
割合

販路開拓
41.9%

情報発信
30.9%

創業
16.0%

事業承継
0.1%

経営全般
5.0%

新商品・
新サービス
3.9%

資金調達
1.3% 人材確保・育成

0.9%

開設1年目から年々相談件数が増加
しており、4年目は前年比1%増の
2,116件の相談に対応しました。
※相談対応した1回60分の相談を1件として
　カウントしています。

1年目 1,468件

2年目 1,882件

3年目2,094件

4年目
2,116件

相談件数

2

1日あたりの平均相談件数は、3年目
の8.5件から0.3件増加し、8.8件の
相談に対応しています。1日あたりの
対応能力の向上に加え、質の維持
にも留意しています。

1年目 6.2件/日

2年目 7.7件/日

3年目 8.5件/日

4年目
8.8件/日

1日あたりの相談件数

創業に関する相談件数は、3年目の
186件から152件（81.7%）増の338
件と、大幅な増加となりました。行政、
商工会議所と連携し、高い相乗効果
を生み出しています。

1年目 35件

2年目 139件

3年目 186件

4年目
338件

創業相談件数

新聞、テレビなどのメディアにおいて
掲載された記事の件数は、325件（相談
者の記事は281件）となりました。
事業者が自立的に情報発信を行える
よう、商工会議所との共催によるセミ
ナー開催や、リリースの書き方指導
など、懇切丁寧に支援しています。

1年目  133件
　　  （うち相談者 86件）

2年目  334件
　　  （うち相談者 260件）

3年目  410件
　　  （うち相談者343件）

4年目
325件

（うち相談者281件）

メディア掲載件数

セミナーは、昨年の18回から5回増の
計23回開催し、72人増の合計641人
の方にご参加いただきました。

1年目 14回（480人）

2年目 22回（710人）

3年目 18回（569人）

4年目
23回

（641人）

セミナー開催実績（参加人数）

8
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支援事例 ごあいさつ

　開設4年目はご支援させていただく相談者の方のご紹介など口コミで相談申込を
いただく方も増え、大垣地域のみならずガキビズへの期待がさらに高まっていると
感じています。また、4年目の特筆すべき点として、創業・起業に向けた相談が増え、
創業前から創業後までサポートさせていただき新たなチャレンジャーが地域に続出
したことが挙げられます。ビズモデル型支援センターとして、お金ではなく「知恵」を
出し、売上アップを実現するという支援方法が、地域のチャレンジャーの方の新しい
挑戦に微力ながら貢献できていることを嬉しく思います。新型コロナウイルスの終息
が未だ見えませんが、伴走支援で事業者の皆様を引き続きサポートいたします。

センター長
正田 嗣文

　2021年4月からガキビズに赴任し、大垣地域の数多くの経営者や起業家の相談を
お受けしました。新型コロナウイルスの感染拡大や物価高騰など、激動の時代は地域
の企業経営にも大きな影響を与えています。経営のかじ取りが難しい状況下でも、
地域の経営者とお話しする中で印象的なのは、前を向いてチャレンジする姿勢です。
ガキビズの役割は、中小企業や起業家、一人一人のチャレンジを加速させることです。

答えのない時代だからこそ、お金をかけない知恵だしで行動を促すことを大切に
しています。またチャレンジの伴走者として、ストーリーを語り、地域に伝播させて
いきます。ガキビズが地域活性の起点となれるよう、5年目も精一杯取り組みます。

　ガキビズでの相談を経て創業する方が年々増えてきており、私自身も新しいこと
に挑戦する皆様のパワーをいただいております。創業する方などを少しでもサポート
できるように令和4年3月から「創業する人のお金相談会」がスタートしています。
この相談会では事業計画を作成していく中でも悩むことが多い資金調達について
適切なアドバイスを行うことを心がけています。
このようにガキビズは5年目を迎え、多方面から事業者の方を支援する態勢が

整っています。ウィズコロナの環境に対応するため皆様と一緒に挑戦していきます
ので是非ガキビズにお越しください。

　2022年4月からデザインアドバイザーとしてサポートに入らせていただいており
ますが、ロゴマーク、チラシやパンフレットなどのデザイン制作物を通して相談者様
のビジネスの売上アップに貢献していきたいと思っております。SNSやWEBや映像
関連など企業が必要とされるデザインは多岐に渡っています。過去10年くらいの
経験を活かし幅広い分野のデザインに対応することができるのでデザインの面から
ビジネスの背中を後押しできるような有益な情報を提供していきたいと思っています。
事業者様それぞれの異なる相談から、学ぶことも多く、その中で自分自身も常に

新しい情報を入れ、勉強させていただく気持ちでサポートできるよう、努力してまい
りますのでどうぞよろしくお願いいたします。売上にダイレクトに直結できるデザイン
制作に真剣に取り組んでいきたいと思います。

プロジェクトマネージャー
松浦 俊介

アドバイザー
若山 謙一

デザインアドバイザー
岡田 庸平

太陽建材

　輪之内町にある太陽建材株式会社。1988年の創業以
来、内装工事を中心に建築工事全般の現場管理や施工を
地域密着で行ってきた。
　同社の創業者で現社長の息子が行う社会貢献活動が
今、多くの賛同を得て、地域のあちらこちらで芽吹いてい
る。それはGaki-Bizの正田嗣文センター長が初対面で見つ
けた小さな種から始まった。

続きを読む

自身の特技や経験が社会貢献に。
自信を取り戻し、社内での存在感も増す

お客様目線の新サービスが大反響！！
事業の新たな柱となるBtoCへも派生

パン屋オープンに向けた開業準備や情報発信、
ビジネスマッチングをサポート

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって、製造業
は大きな打撃を受けた。
しかし、苦しい状況の中でも、With/Afterコロナを見据えて

設備投資や販路開拓に動き出す事業者がいる。不破郡垂井町で
精密板金加工を営むトーカイサポート株式会社もその一つだ。
導入した最新の機械と創業以来培ったノウハウ、Gaki-Biz

との出会いにより誕生した新サービスが予想
以上の広がりを見せている。次なる事業の柱と
なるサービスを生み出せた背景には、Gaki-Biz
によるマインドセット改革があった。

ベーカリーツキアカリ

トーカイサポート

続きを読む

　いつかお店を持ちたいという想いから、妻も
好きだったパン屋をオープンすることにした。
屋号は、TSUKIAKARI(築灯り)として、大垣市
築捨町に灯りをともしたいと思っている。パン
屋で修行もして、塩バターロール・クリームパン
などを定番のメニューに置く予定だが、オープン
に向けてどのような準備やＰＲをし
ていったら良いか、そんな思いか
らガキビズを訪れた。

続きを読む
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大垣ビジネスサポートセンター（ガキビズ）

Gaki-Biz
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Facebook LINE

ガキビズレポート Vol.4
2021年7月～2022年6月

〒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 ： 月～金曜日　9:00～17:30

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、ガキビズ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者
を支援していくイメージで、デザインされております。

火あなたのやる気に火をつけるガキビズ

You Tube


