
経営発達支援計画の概要 

実施者名 志摩市商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 本経営発達支援計画に基づき、地域経済動向調査及び需要動向調査を実施しそ

の調査結果を基にした、個別相談や経営計画作成セミナー等を通じて小規模事業

者の経営計画作成能力のレベルアップを図る。そのことにより、5年後の 31 年度

には、創業 20 社を目標とする他、地域経済の活性化に資する事業としては、地域

資源“きんこ”をトリガーとして新産業を興すことにチャレンジする。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 ・管内の小規模事業者（240 事業者）へアンケート調査 

・巡回訪問による個別調査（75 事業者） 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  ・ピックアップ事業者（80 事業者）の経営分析 

  ・ピックアップ事業者（80 事業者）の経営改善提案書の作成 

  ・専門家を含めた個別相談会の実施（専門家 3名により 15 回開催） 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

PDCA サイクルシステム」という経営手法を取り入れた事業計画策定を支

援する。事業計画の策定支援では、経済動向・消費者需要動向等の調査

の情報や経営分析結果を加味して、財務・営業力・組織人材等の多様な

切口から小規模事業者と伴走しながら事業計画策定を進めて行く。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 3 か月に最低 1回程度の巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行うとともに

必要な助言・指導を行う。特に、PDCA サイクルシステムを意識し、段階

的に所期の目標の達成が図れるように支援する。また、ミラサポやよろ

ず支援拠点と連携した専門家派遣や日本政策金融公庫や市内金融機関・

三重県保証協会などと連携し資金調達等のフォローアップを行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  ・プレミアム商品券事業から買い物傾向等の調査の実施 

  ・志摩市商工会産業まつりにおける一般向け消費者買い物調査 

  ・「御食つ国志摩ええもん商談会」から、バイヤーの需要動向調査の実施 

  ・「御食つ国志摩ええもん物産展」から、一般消費者の需要動向調査の実施 

  ・ピックアップ事業者に対する調査 

６．地域経済の活性化に資する取組み【指針④】 

  ・地域資源“きんこ”を活用した新産業興しへチャレンジする。 

  ・関係団体との連携において地域活性化策を模索し地域の活性化を図る。 

連絡先 

三重県志摩市阿児町鵜方５０１２ 

 志摩市商工会    TEL 0599-44-0700  FAX 0599-43-5146 

 e-mail shimashi@mie-shokokai.or.jp 

  ＨＰアドレス http://shimasho.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 

〇志摩市の現状 

【人口推移】 

志摩市の人口は、2015 年 2 月 1 日現在、 

53,910 人、世帯数 22,912 世帯となっている。 

1975 年以降減少傾向にあり、10 年前の同時   

期と比較しても 58,225 人から▲4,315 人と  

7.4％以上減少し、依然として人口減少が止 

まらない。 

  65 歳以上の高齢者人口は 19,007 人で、高  

齢化率が 35.26％に達している。このように、  

人口減少にもかかわらず高齢者が増加して 

きているのが現状である。 

  一方、志摩市商工会は平成 17 年 4 月に合  

併したが、平成 17 年から平成 25 年の 9年間  

で会員数は 568 事業所、小規模事業者は 403  

事業所が減少した。 

 

【産業別就業者数】 

産業別就業者数は、第１次産業が 3,426 人、第２次産業が 6,447 人、第３次産業が

18,273 人となっており、その構成比をみると、第１次産業の占める割合が県平均の倍

以上という漁業が盛んな本市の特徴を示している。就業者数の推移については全国的

な動向と同様、第１次産業の減少、第３次産業の増加がみられ、特に第１次産業につ

いては平成 2年からの 15 年間で半減という大きな減少を示している。 

 

【商工業】 

商業の状況を見ると、平成 24 年現在、商店数 529、従業者数 2,358 人、商品販売額

377 億円となっている。市内の商業環境としては駅前や市役所周辺など、各地域で商店

街が形成されているものの、モータリゼーションが進展するなかで、幹線道路沿道に

商店が移転したり、郊外型店舗への購買力流出によって閉店したりと空洞化が進んで

おり、商店数などの指標は全体的に減少傾向にある。 

一方、工業に関しては平成 24 年現在、事業所数 68、従業者数 1,464 人、製造品出荷

額 190 億円となっており、全国的な例に漏れず企業活動は停滞している状況にある。 

 

【観光産業】 

全域が伊勢志摩国立公園の指定を受け、日本有数の観光地として発展してきたが、

多様化する旅行のニーズへの遅れから平成 6 年をピークに観光入込客数は減少してい

る。特に、平成 25 年 10 月には、伊勢神宮において第 62 回神宮式年遷宮が行われた。

この地域にとって「遷宮」は経済においても極めて多大な影響を持ち、観光産業を
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中心に大きな足跡を残してきた。過去 2 度の式年遷宮においては好景気といった時代

背景も手伝い、交通インフラが整備された他、いくつかの観光関連の大規模なテーマ

パークが開業するなど「遷宮」を見据えた地域づくりが行われたほか、小規模事業者

においても観光・宿泊関連施設などの増改築やリ

ニューアルが進行した。 

ただ、今回の「遷宮」では、観光・宿泊関連施設

などの増改築は極めて少なくなり、道路の整備も

地域内での渋滞緩和を目的とした整備にとどまっ

た。その背景として、前回の「遷宮」後のバブル

崩壊や阪神大震災も相成り、当地域を来訪する主

要な客層である関西圏が大きな被害を受けたこと

が影響し、当地域への観光客が大幅に落ち込み、

事業者にとってそれまでの投資が、長期間にわた

る過度な負担となった経験から、「20 年サイクル」

により遷宮効果を受けてきた当地域の観光関連施

設も思い切った増改築・リニューアルに踏み切れ

ず、一部の大手観光施設がにぎわいを見せたが志

摩市全体の底上げには至らなかった。 

 

【水産業】 

  志摩市は多くの魚介類が生息する伊勢湾の入り口に位置し、雄大な太平洋と波静か

なリアス式海岸の複雑な海底地形とあいまって良好な漁場を形成している。英虞湾や

的矢湾の豊穣な海を活かして生産性の高い真珠やマガキ、あおさなどの養殖が盛んに

行われている。特に真珠養殖は 1888 年にこの地域で始まり、地域の基幹産業に発展し

た。 

しかしながら、その真珠水揚高も平成 2 年の 161 億円をピークに平成 25 年には 22

億円まで減少している。水産業全体としては漁獲量、販売額とも減少傾向にあり、就

業者数の減少と高齢化の進行は著しく、将来に亘って水産資源を持続的、安定的に供

給していくことが困難になりつつある。 

海面漁業・養殖業の経営体数はここ 10 年で 13％減少しており、加えて増大する魚介

類の輸入、養殖水産物の流通によって魚価が低迷し、高騰し続ける燃料費など、漁業

経営は非常に厳しく、後継者不足も深刻な状態になっている。 

 

【農 業】 

  農業における従事者数は年々急速に減少し高齢化している。平成 17 年の農業就業人

口は 902 人で、平成 25 年には 592 人まで減少している。経営規模を見ても 0.5ha 未満

の農家が全体の 66％を占めており、大規模な農業経営が出来ないために条件の悪い谷

地田などを中心に年々耕作放棄地が増えて、現在では耕作放棄地面積が 1,037ha に及

んでいる。そのような環境の中、志摩市の名産になっている「南張メロン」や隼人芋

の加工品「きんこ」のように、小規模ながら温暖な気候を活かした特色のある農産品

の生産活動が行われている。 
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①志摩市のＳＷＯＴ分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②クロス分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部の強み（Ｓ） 
・多様な農林水産資源 
・日本で有数の真珠養殖産業 
・国立公園をはじめとする豊富な自然

環境 
・温暖な気候 
・御食つ国としての魅力 
・てこね寿司など魅力のある特産品 
・豊富な観光施設 
・2箇所の参観灯台 
・近鉄を基盤とした観光客の誘致 

内部の弱み（Ｗ） 
・少量収穫の農産物・海産物が多い 
・販売、加工業者の不足 
・農水産物の生産者の顔がみえない 
・海産物の流通経路の不足 
・若年層を中心に人口減少著しい 
・公共交通機関が充実していない 
・観光施設と地域の連携が乏しい 
・志摩市を代表する施設、場所、観光

地の不足 
・駅周辺の飲食店不足 

外部の機会（Ｏ） 

・新名神高速道路、第二伊勢道路の開

通に伴うアクセスの容易性 

・近鉄特急電車の利便性向上に伴う、

大阪、京都、名古屋等へのアクセス

の容易性 

・海女文化の活用 

・「食」をキーワードにしたＰＲの可能

性 

・海女、伊勢えびをはじめとする志摩

の魅力に対する外的需要の増加 

外部の脅威（Ｔ） 
・農水産業、観光業における競合とし

ての伊勢、鳥羽 
・海女文化の競合（鳥羽） 
・伊勢神宮での観光客停滞 
・アクセスの向上に伴う市内の滞在時

間の減少 
・主要産業である農水産業の高年齢化

への対策不足 
・志摩市へのアクセス手段単線化(近鉄
依存度の高さ) 

成長戦略（Ｓ＋Ｏ） 
・御食つ国やてこね寿司など「食」の

文化を活かした着地型観光戦力の策

定 
・温暖な気候、自然環境を活かした「健

康」をキーワードとしたＰＲ戦略の

策定 

差別化戦略・改善戦略（Ｗ＋Ｏ） 
・少量多品種の食材を活かした「志摩

食」の開発 
・幹線道路、近鉄と連携した販売所の

整備 
・志摩スペイン村を基点とする観光ル

ートの策定

段階的政策・回避戦略（Ｓ＋Ｔ） 
・伊勢、鳥羽と連携した観光ルートの

策定 
・伊勢神宮参拝客への「食」をキーワ

ードとして志摩滞在プランの検討 
・志摩、鳥羽での海女ブランドの確立 

専守防衛・撤退戦略（Ｗ＋Ｔ） 

・志摩市＝志摩スペイン村のイメージ

からの脱却の検討 

・伊勢、鳥羽、志摩と連携したＰＲ戦

略の策定（志摩市単独でのＰＲ戦略

からの脱却） 
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このような地域経済状況の中、志摩市商工会では、これまで従来の経営改善普及事

業を通じて小規模事業者の支援に当たってきたが、近年は事業者からの相談が高度

化・専門化し、国の地域資源活用や農商工連携、６次産業化認定等の相談件数が増え

てきた。 

志摩市商工会としては、対応する職員の資質向上を図りながら経営発達支援計画を

策定し、国・県の施策を積極的に活用しながら次のように対応していく。 

  商工業・観光産業の事業所に対しては、巡回・個別相談を中心にミラサポやよろず

支援拠点、県の専門家派遣制度を活用しながら課題を解決し、小規模事業者持続化補

助金などを紹介することにより販路開拓に繋げる。また、資金需要に関してはマル経・

第二マル経を積極的に斡旋していく。 

水産業・農業（漁業者や農業者単独ではなく、商業者や加工業者と連携する場合を

想定）事業者に対しては、志摩市商工会が８年連続で採択されている「地域力活用新

事業全国展開支援事業」や毎年開催しているビジネスマッチング商談会を通じて商品

開発や販路開拓に努める。 

  これまで、国・県の小規模事業者施策については、有益な制度であるにも関わらず

事業者の関心が薄い（書類作成が困難という先入観）という側面があり、限られた事

業所が複数の制度を活用するという現実が見られた。 

  今後、志摩市商工会では、経営発達支援計画に基づき、個別相談や経営計画作成セ

ミナー等を通じて小規模事業者の経営計画作成能力のレベルアップを図り、国・県の

小規模事業者施策を徹底周知し、それを活用できる事業者の裾野を広げることにより、

事業者の持続的発展を目標とし、その達成をはかれる組織に進化していくものである。
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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（平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 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 

  

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

【目的】 

地域内の経済動向について、定期的に調査・分析を行い、地域内の小規模事業者の実

態を業種ごとに把握する。調査に当たっては、経営指導員等が巡回訪問によりヒアリン

グやアンケート調査等を行う。このことにより、小規模事業者の経営上の課題や問題点

を抽出し、小規模事業者等の中長期的な振興のあり方を踏まえたうえで、目標を設定し、

達成に向けて小規模事業者に対して地域内の経済動向分析結果を活用し、質・量とも充

実した伴走型支援事業を推進していく。 

 

【現状】 

・経営指導員等による巡回訪問時や金融相談、記帳・税務相談など日常的な相談を通し

て経済動向を把握している。 
・志摩市商工会では全商工会員を対象として平成 17年度に会員アンケート調査を実施し
た。  
 
【現状における課題等】 
これまでは、主に経営指導員等が個々の事業所を巡回訪問や窓口相談等で景気動向や

事業所動向についてヒアリングすることで管内の経済動向などを把握してきたが、経営

指導員個々の分析にゆだねており、それ以外の専門情報データ等の調査結果分析を活用

してこなかったことで、統一したマクロ的な地域経済の動向の把握には結びつけてなか

ったことが課題である。 
 
【経営発達支援事業で取り組む事業内容】 
 
①独自調査 
（１）経営指導員等の巡回訪問、窓口相談において、事業所動向や業種別の景気動向な

どを統一したヒアリングシートを作成し調査する。そしてそれをデータベース化し共有

することで地域経済全体の経済動向の分析に活用する。 
 

（２）定期的な地域の企業のアンケート調査を実施することにより、地域の実態を反映

したより詳細な動向の把握を行う。具体的には、毎年、管内で業種の異なる 240 事業所

（管内小規模事業者 10％）に業績・収益性・業界動向・資金繰り・課題等に関するアン

ケート調査を行う。 

 

 



- 6 - 

②各種専門情報データの活用 

上記、自主事業で得たデータを専門家に依頼し、志摩市版の景気状況報告書を作成す

る。これに、地域金融機関シンクタンクの百五経済研究所の発行する三重県版調査レポ

ートと併せ、巡回指導時や窓口相談のツールに利用する他、地域の経済動向の認識を深

め、個社の事業計画書策定の際の資料として活用する。 

また、これにより作成した志摩市版景気状況報告書及び三重県版調査レポートを、志

摩市商工会のケーブルテレビによる独自番組「志摩市商工会インフォメーション」や商

工会広報誌、市役所の広報等により小規模事業者に提供していく。 

 

③調査の効果 

以上の調査結果の活用により、小規模事業者の外部環境が明らかになり、各小規模事

業者の立ち位置を把握できることから、小規模事業者のさらなる経営向上につなげ、持

続的発展が可能となる。また、他の支援機関との情報の共有を図ることで、異なる視点

からのアドバイスや情報が得られ、お互いの情報交換により経営発達支援事業が円滑に

推進することができる。 

 

④目標                             単位：年間回数 
項       目 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

巡回訪問・窓口による調査（対象事業所） 0 2回(75件) 4回(75件) 4回(75件) 4回(75件) 4 回(75 件)

アンケート調査（対象事業所） 0 1(240) 1(240) 1(240) 1(240) 1(240)

※巡回訪問・窓口による調査については、四半期ごとに指導員１人あたり 25 事業所 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【目的】 

少子高齢化・人口減少・需要規模の縮小傾向にある、いわゆる下りのエスカレーター

地域にある志摩市において、小規模事業者が自らの事業所の経営分析（実態把握）を行

う場合、経営指導員が伴走支援することに大きな意義がある。 

依然として、小規模事業者は「どんぶり勘定」型の経営システムから脱却がはかれて

いない。これに経営指導員が伴走することで、経営改善をはかり、専門的な課題等につ

いては、他の支援機関や専門家との連携により、小規模事業者の抱える経営上の課題を

解決し、消費者や地域からも必要とされる経営活動が持続的に継続できるよう戦略（道

筋）を示すことを目的とする。 

 

【現状】 

これまでの経営分析は、事業所への巡回・窓口相談時において、財務三表等からの限

定的な分析（簡単な損益分岐点、売上高営業利益率、流動比率、売上総利益率等）は行

うものの、単なる数字の提示など有効な経営改善提案はおこなわれていない。 

 

【現状における課題】 

有効な経営改善に向けた経営分析ではなく、金融、税務記帳などの直面する経営上の

課題の解決にとどまっているのが現状であるため、トータル的に経営改善計画策定に活
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用できなかった。また、小規模事業者の経営上の課題を巡回訪問等で書類分析だけでな

く、現場の効率性（簡単な資本生産性、労働生産性等）等を調査・分析することにより

現在の経営実態の問題点等を的確に把握し、今後の経営改善の方向性を導く経営戦略が

計画できるような経営分析を実施することが課題である。 

 
【経営発達支援事業で取り組む事業内容】 
 
①経営発達支援事業の対象事業者のピックアップ 

巡回訪問や全体を対象としたセミナーを通して、新商品の開発や新たなサービスの提

供等を考える“やる気”のある事業者を経営発達支援事業の対象事業者候補にピックア

ップする。これを選定する組織として、商工会内に「経営発達支援推進会議」を設置す

る。 

 
②経営分析とその活用方法 
ピックアップ事業者の経営分析を行うことにより持続可能な経営の発展を目指す。 
経営分析については、全国商工会連合会版の経営分析システムを活用し経営指導員

個々が作成する。これを、経営指導員で構成する「経営分析研究会」で協議検討し、よ

り完成度の高いものに仕上げると共に、ピックアップ事業者の情報を共有化する。 

この結果を基に代表者及び専門家、経営指導員を交えた個別相談会を開催し、個社が

それぞれに持つ課題点を加味しながら経営改善提案書を作成し、提供することで今後の

経営戦略に活用してもらう。 
 

③経営分析の効果 

経営分析を実施することにより、総括的な経営課題が抽出できることから、これらの

データを巡回訪問、窓口相談の際の必須資料として、フル活用する。この取り組みによ

り、小規模事業者の経営安定化、経営基盤の強化につながることから、小規模事業者に

とって志摩市商工会は身近な相談相手であると再認識され、信頼関係が強まると予想さ

れる。 

 

④目標 

 

 

 

 

                        

 

 
 

※経営指導員 1人当たり 12 事業者（毎年、対象者を変更していく） 

※補助員等 1 人当たり 6事業者（毎年、対象者を変更していく） 

 

   

 

項  目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

ピックアップ小規模事業者数 0 40 80 80 80 80

経営分析件数 10 40 80 80 80 80

経営改善提案件数 10 40 80 80 80 80

上記の個別相談会回数（専門家 3

人×1日６H×5日） 
0 7 15 15 15 15

経営発達支援推進会議 0 2 4 4 4 4

経営発達委員会 0 2 4 4 4 4

経営分析研究会の開催 0 1／月 2／月 2／月 2／月 2／月
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【目的】 

小規模事業者が経営上の課題を解決するための経営状況の分析【指針①】 

地域経済動向調査結果【指針③】 

等を踏まえ、事業計画策定支援および三重県、志摩市、三重県商工会連合会、よろず

支援拠点、三重大学、専門家等とも連携し、伴走型支援として助言・指導等を行い、小

規模事業者の持続的発展を図る。具体的には、当該地域における多種多様な小規模事業

者の置かれる状況に応じ、“ヒト・モノ・カネ・情報”といった経営資源の活用に着目

し、目標を明確にした計画策定支援を実施する。 

 

【現状】 

現在行っている経営支援は、経営指導員等による金融、税務、労務などの対処療法的

な支援や専門家派遣事業により小規模事業者の抱える専門的な課題を解決する専門家派

遣にとどまっている。 

 

【現状における課題】 

人口の減少、需要の低迷といった小規模事業者を取り巻く外部環境が厳しさを増して

きていることから、小規模事業者も自らが経営戦略を考えることが必須となりつつある。

今後は、一歩踏み込んだ提案型の体系的・能動的に経営戦略計画策定に関する伴走型支

援を継続して行っていくことが課題となっている。 

 

【経営発達支援事業で取り組む事業内容】 

 

①事業計画策定セミナーの開催 

事業計画策定に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定をめざす小

規模事業者の掘り起こしを継続して行っていく。この事により、小規模事業者持続化補

助金の制度活用や、同じく事業計画策定を必要とする三重県版経営向上計画にも活用し

ていく。 
項   目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

セミナー開催回数 7 7 7 8 9 10

小規模事業者持続化補助金 18 70 75 75 80 80

三重県版経営向上計画 24 48 55 60 65 70

マル経融資 40 40 40 40 50 50

経営発達支援融資（第二マル経） 0 0 5 7 7 7

創業個別相談 20 70 50 70 50 70

新規創業者数 5 7 8 10 15 20

創業セミナー・創業塾の開催 0 1 1 1 1 1

 

②事業計画策定の普及および事業計画策定をめざす小規模事業者の継続的掘り起こし 

小規模事業者が抱える課題を把握し、解決するため、巡回訪問で、課題のデータベー

ス化が容易になるような統一したヒアリングシートに課題等を記載する。また、経営指

導員等で解決できる課題については、直接的に支援するとともに、事業計画策定の普及

をはかり、事業計画策定をめざす小規模事業者の掘り起こしを行う。 
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③事業計画策定支援 

 今日の大・中小企業では、「計画を立て、それに基づいて、経営を実践し、それをチ

ェックし、改善・実施するといった PDCA サイクルシステム」という経営手法が、当た

り前ともいえるビジネスモデルとなっている。 

このビジネスモデルを小規模事業者においても展開できるように事業計画策定を支

援する。事業計画の策定支援では、前述した経済動向・消費者需要動向等の調査の情報

や経営分析結果を加味して、財務・営業力・組織人材等の多様な切口から小規模事業者

と伴走しながら事業計画策定を進めて行く。また、適時、支援機関との連携をとりなが

ら、きめ細かい計画書になるように支援していく。 

 

④実現可能な事業計画策定をより確実に行える支援の方法 

地域の小規模事業者は、下記の通り大まかに三つの形態に分別できる。 

ａ．経営状況も安定し、今後も持続的に安定して成長発展が見込める事業所。 

ｂ．規模の拡大を必ずしも求めず持続的発展を求める事業所。 

ｃ．売上、利益、雇用等の事業規模を拡大出来なくても、下りのエスカレーター状態

の地域で、地域に必要な商品、サービスを供給し、雇用を維持して頑張る事業所。 

ａに属する小規模事業者は、すでに自立経営が行われていることから今後も国、県の

施策の情報提供を中心とした支援を行う。ｂ及びｃに属する小規模事業者に対して、

事業計画支援を実施する。 

ｂに対する具体的支援策としては、持続化補助金の活用やミラサポ、三重よろず拠点

等の専門家派遣制度の利用やマル経制度の融資あっせん。また、みえ応援ファンドを活

用した販路開拓やものづくり補助金を活用して持続的発展を支援。 

ｃに対する支援策として、上述以外に、M＆A や後継者のない事業所に対して三重県事

業引継ぎ支援センターと連携し、事業継承のマッチング支援を行う。 
 

◆参考：小規模事業者の持続的発展のイメージ図（出典：中小機構 小規模事業者支援ハンドブック） 

 

 

 

 

 

 

 

これら小規模事業者が抱える経営課題を解決し、持続的発展を図るため、県連合会、

税理士、中小企業診断士等の専門家、市内金融機関等の認定支援機関とも連携し、事業

計画策定の必要性を解説し、策定手法を学ぶセミナーを開催する。さらに県連合会、三

重県よろず支援拠点、国・県・三重県事業引継ぎ支援センター等や当会独自の専門家派

遣制度による指導も活用しつつ、計画策定及び計画実行における伴走型支援を行う。 

 

⑤事業計画策定支援の効果 

計画策定に当たっても PDCA サイクルを活用する。このことにより、小規模事業者の経

営能力が向上し、経営が健全化することで小規模事業者の持続的発展を促すことになる。

①成長発展 

②持続的発展 

③下りのエスカレーターそれぞれ

の経営状態に経営指導員が事業者

と伴走型で作成支援。 
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⑥目標                        
項  目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

事業計画策定小規模事業者数 0 40 80 80 80 80

経営課題ヒアリング件数 0 40 80 80 80 80

上記の個別相談会回数（専門家

3人×1日６H×5日） 
0 7 15 15 15 15

注：事業計画策定小規模事業者数は「２．経営状況の分析に関すること【指針①】」の目標項目の 

ピックアップ小規模事業者数と同数である。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【目的】  

 策定された事業計画に基づくビジネスモデルが所期の目的を達成できるように、志摩

市商工会のフォローアップのみならず、国・県・市・商工会連合会・金融機関・専門家

等の連携によるフォローアップを行う。また、その過程で、経営上の課題が発見された

場合、商工会および支援機関との連携により PDCA サイクルを活用した経営改善提案を支

援していく。 

 

【現状】  

これまでの、志摩市商工会は、小規模事業者の新しいビジネスモデルの導入について

の支援が弱く、それを求める小規模事業者に対して十分な事業のフォローアップができ

ていなかった。 

 

【現状における課題】 

国・県の支援制度にチャレンジする小規模事業者に対しては、申請時の書類作成等の

支援を中心に行っていた。このことから、小規模事業者に新しいビジネスモデルを導入

することを支援することや、事業計画の所期の目的が達成できるよう事業実施のフォロ

ーアップが課題となる。 

 

【経営発達支援事業で取り組む事業内容】 

 

①策定後のフォローアップ 

・3か月に最低 1回の巡回訪問を行い、進捗状況の確認を行うとともに必要な助言・指導

を行う。特に、PDCA サイクルシステムを意識し、段階的に所期の目標の達成が図れるよ

うに支援する。 

・事業計画の策定後の機会を捉えて、経営革新・各種補助金申請へのアプローチ支援を

行う。また、採択を受けた事業所には経営指導員を担当分けし、事業進捗状況の管理や

実績報告まで伴走する。 

 

 

 

 

 

相談 
小規模事業者 
各種補助金申請 
事業進捗状況の報

告 
実績報告

商工会 
 申請支援 
 事業進捗状況の管理 
 実績報告管理 

支援・アドバイス
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・小規模事業者の持続的発展には金融が重要な要素となることから、日本政策金融公庫

の「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「マル経資金」の活用並びに融資申請書類

等の作成等の支援を行うなど小規模事業者のフォローアップを行い、小規模事業者のモ

チベーションの向上に努める。 

・ミラサポによる専門家派遣や日本政策金融公庫や市内金融機関・三重県信用保証協会

などと連携し資金調達等の伴走支援を行う。 

 

②各支援機関の支援策の広報 

 国・県・市・商工会連合会等の行う支援策を、志摩市商工会の独自番組「志摩市商工

会インフォメーション」や志摩市商工会ＨＰ、SNSを通じ周知していく。 

  

③創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

日本政策金融公庫、市内金融機関、三重県産業支援センター、三重県よろず支援拠点、

三重県事業引継ぎ支援センター、中小企業基盤整備機構などと連携して創業セミナー、

個別相談会等を開催し、後継者・創業希望者の知識向上を図るなど創業及び第二創業の

支援を行う。特に創業者に対しては、創業前後を経営指導員等が手厚く巡回訪問し次世

代の経営者の育成を図る。 

創業のハード面では志摩市と連携して、空き店舗の紹介斡旋を行う。また、新規後継

者創業希望者を掘り起こし、後継者のいない企業とのマッチングを三重県事業引継ぎ支

援センターと連携して取り組むとともに、創業後も金融・税務等の相談といった基礎的

支援に加えて、事業計画を着実に実行し、経営安定が図られるよう伴走型支援を実施し、

開業率の上昇、事業者数の維持に努める。 

 

④事業計画策定後の実施支援の効果 

  個々の小規模事業者が暗黙知として体得してきたノウハウを形式知として、データ蓄

積し「見える化」することで今後の事業策定支援に活用できる。また、支援機関の有効

な支援策から必要な支援策の選択が可能となる。また、新規後継者・創業希望者の掘り

起こし等により、スムーズな事業継承や世代交代が可能となり、小規模事業者の新陳代

謝が促進される。 

 

⑤目標 
項   目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

小規模事業者持続化補助金 18 70 75 75 80 80

三重県版経営向上計画 24 48 55 60 65 70

経営発達支援融資（第二マル経） 0 0 5 7 7 7

マル経融資 40 40 40 40 50 50

創業個別相談 20 70 50 70 50 70

新規創業者数 5 7 8 10 15 20

創業セミナー・創業塾の開催 0 1 1 1 1 1

フォローアップ巡回（年 4回×80 事業者） 0 160 320 320 320 320
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【目的】 

 人口の減少、需要の縮小傾向の中で、小規模事業者が持続発展していくためには、的

確な消費者ニーズを把握した戦略経営を行うことが重要となる。 

最新の需要動向の調査・分析をおこない、小規模事業者に提供し、そのデータを活用

した小規模事業者の経営をプロダクトアウトの経営からマーケットインの経営への転換

を支援することを目的とする。また、調査結果分析を PDCA サイクルシステムに活用する

ことで、効果的・効率的な小規模事業者の健全な経営につながるとともに、志摩市商工

会の経営発達支援計画事業の成果、見直しを円滑に実施することができる。 

 

【現状】 

 小規模事業者の多くは、プロダクトアウトの経営を行っているため、効率的な商品の

生産・販売やサービスの提供と消費者ニーズとの間に齟齬が生じやすい。また、志摩市

商工会も定期的な消費者動向調査は実施していない。これまで実施した消費者動向調査

は下記の通りである。 

平成 22年度には、志摩市の 3,000 世帯を対象とした「買い物傾向調査」を実施し、志
摩市の買い物の傾向や地域外への流入・流出率等を調査し把握した。 
      
 『買い物傾向調査』 

 アンケート実施時期：平成 21 年 10 月 1日から平成 22 年 10 月 29 日 

対象とした世帯数 3,000 

回答数 2,265 世帯 回収率 75.5％ 

 

地元購買率の推移表 
旧町名 平成元年 平成 4年 平成 7年 平成 10 年 平成 13 年 平成 22 年 

阿児町 78.4% 78.5% 78.5% 90.6% 88.0% 62.4%

磯部町 35.7% 45.7% 43.2% 31.3% 38.2% 12.2%

志摩町 52.5% 59.0% 57.7% 56.5% 52.2% 22.6%

大王町 54.9% 45.8% 41.0% 35.8% 25.0% 7.0%

浜島町 31.3% 44.7% 32.7% 34.0% 19.1% 6.3%

＊上記表は、地元購買率の推移を５町ごとに算出したものである。 

 

これらの数字から、全ての町において、平成13年から平成22年の間で地元購買率の著

しい減少が分かる。  

地元購買率で最も高い値を示しているのは、阿児町である。しかし、平成10年度に

90.6％で上昇傾向にあったが、今回の調査では、平成10年度と比較すると28.2ポイント

と大きく下がり62.4％だった。次いで、志摩町の22.6％となっている。志摩町は、平成

13年度まで、50％以上の高い数字を保っていたが、今回、29.6ポイントの減少で、5町の

中で一番高い減少幅を示している。  

地元購買率が低い値だったのが、大王町、浜島町の 10％未満で、平成 13 年度より大王

町（18 ポイント）、浜島町（12.8 ポイント）と減少の厳しい結果となっている。 
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  『消費者動向調査としてのインバウンド対応のインフラ整備状況調査』 

アンケート実施時期（平成 27 年 8 月 1 日～8月 10 日） 

対象とした会員企業 697 企業（観光・商業・サービス・水産食品部会所属会員） 

回答数 156 件 回収率 22.4％ 

 

・無料公衆無線 LAN（Wi－Fi） 
整備状況区分 実数 割合 

整備済み ３９ ２５％

整備中 ９ ５．８％

予定なし １０３ ６６％

検討中 ５ ３．２％

・外国人旅行者消費税免税店（輸出物品販売場）許可申請 
整備状況区分 実数 割合 

申請済み ３ １．９％

申請中 ５ ３．２％

予定なし １４２ ９１％

検討中 ６ ３．９％

・クレジットカード決済 

整備状況区分 実数 割合 

決済可能 ５８ ３７．２％

決済不可 ９８ ６２．８％

 

・銀聯カード決済（中国人向け） 

整備状況区分 実数 割合 

決済可能 ２２ １４．１％

決済不可 ５３ ３４％

銀聯カードを知らない ８０ ５１．３％

検討中 １ ０．６％

 

【現状における課題】 

これまで実施してきた動向調査・分析結果が経営指導員等の巡回訪問等において、十

分に活用されていないことから、小規模事業者の経営に活かされていない。また、近年

の新しいビジネスモデルとして、地産地消型直販店や ITC を活用したインターネット通

販が拡大してきている。小規模事業者の多くはこのビジネスモデルを活用しきれていな

いし、また志摩市商工会の新しいビジネスモデルへの対応が十分でないため、小規模事

業者は顧客志向型の経営が行われていない。 

 

【目標】 

地域住民生活等緊急支援としてのプレミアム商品券発行事業に伴い、商品券利用者の

消費動向を調査し何に使用したか把握し、管内売れ筋商品のニーズをつかみ、業種別セ

ミナーを実施し売り上げの増加に繋げる。 

 

 

 

 

 



- 14 - 

【経営発達支援事業で取り組む事業内容】 

 

①小規模事業者の商品・サービスに関する需要動向調査 

（１）27 年度プレミアム商品券についての消費者動向調査 

27 年度実施するプレミアム商品券事業において、商品券を利用した消費者にアン

ケート調査を行い、今回のプレミアム商品券利用の実態を調査し、志摩市商工会

が運営する共通商品券の新たな需要開拓に活用する。 

★目標サンプル数 3,000 

 （２）「志摩市商工会産業まつり」における一般向け消費者買い物傾向調査 

   27 年度実施する「志摩市商工会産業まつり」において、一般消費者から買回り品

や最寄り品の購買先や頻度・価格等の買い物傾向調査を実施する。 

     ★目標サンプル数 200 

（３）「御食つ国・志摩ええもん商談会」におけるバイヤーからの BtoB 動向調査 

  志摩市商工会において毎年企画運営している、「御食つ国・志摩ええもん商談会」

において、これに参加するバイヤーを対象に何を求めて商談会に参加したか、今

後のトレンド商品等の需要動向調査を実施する。 

    ★昨年度来場バイヤー数 47 社 70 名 

（４）「御食つ国・志摩ええもん物産展」における一般消費者からの消費者動向調査 

志摩市商工会において毎年企画運営している、「御食つ国・志摩ええもん物産展」

において、来場者する一般消費者を対象に需要動向調査を実施する。 

    ★昨年度来場一般消費者数 約 500 名 

（５）ピックアップ事業者に対する調査 

  ピックアップした事業者の取扱商品及びサービスを経営指導員が巡回訪問におい

てヒアリングにより調査する。また、それらの商品分野に関する全国の売れ筋情

報や流行の状況を日経テレコン等により情報収集する。 

 

②事業実施の効果 

上記５つの調査から得たデータを専門家に依頼し調査分析する。そこから得た志摩市

の需要動向結果に、日経テレコン等の全国の情報も加味し、ピックアップした小規模事

業者の経営戦略を立案する際の資料にする。またこの情報は全会員にも巡回訪問時や商

工会ＨＰを通じ提供していく。 

各種動向調査を実施することで、消費者側からの需要を把握し、これらの情報提供と

ともに、個々の小規模事業者の商品販売やサービス提供の向上のための提案型支援につ

なげる。 

また、ピックアップ小規模事業者に対しては、各動向調査の分析結果を提供し、売れ

筋商品・求めているサービスが何かなどを理解したうえで、巡回訪問等で小規模事業者

に情報提供する。このことにより、ピックアップ小規模事業者の経営戦略の策定、プロ

ダクトアウトの経営からマーケットインの経営への転換等経営発達計画の実行に向けた

伴走型支援とすることができ、販路拡大と健全な経営につながる。 
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③目標 
項   目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

プレミアム商品券からの需要動向調査（件数）   0 3,000 0 0 0 0

商工会産業まつり会場において実施する一般

向け需要動向調査（件数） 
0 200 0 200 0 200

御食つ国志摩ええもん商談会によるバイヤー

からの BtoB 動向調査（件数） 
50 70 70 70 70 70

御食つ国志摩ええもん物産展による一般消費

者バイヤーからの消費者動向調査（回数） 
100 100 100 100 100 100

ピックアップ事業者の商品・サービス把握調

査（件数） 
0 40 80 80 80 80

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

【目的】 

 伊勢志摩サミット効果により、志摩市の知名度がアップすることが予想され、志摩市

の特産品・販売店・観光地・イベント等の情報発信を県・市・商工会連合会や、パブリ

シティを活用した情報発信により、周遊の流れをつくるなど地域内外からの集客をはか

る。また、志摩市商工会が自主事業で実施している、地域内外の商談会による特産品の

販路拡大を引き続き図っていく。 

 

【現状】 

 志摩市商工会では、地域資源を活用した特産品開発・お土産などの観光商品開発を進

める目的で、これまで全国展開事業や岐阜県や長野県での特産品販売や志摩市商工会内

での商談会等を開催し、特産品の販促とアンケート調査による消費者ニーズの把握に努

めている。また、小規模事業者に対しては、販路拡大セミナーを開催し、販路拡大のノ

ウハウ等を提供している。 

 

①マスメディア、ソーシャルメディアを活用した情報発信 

志摩市商工会では、地元ケーブルテレビの放送の中

で、「志摩市商工会 INFORMATION」という番組を持って

おり、この番組を活用し国･県の施策や商工会の情報を

発信している。この放送は、現在、志摩市行政チャン

ネル「志摩の国チャンネル」の中に、商工会コーナー

があり、撮影から編集・アナウンスまで志摩市商工会

職員が手作りで製作している。 

ケーブルテレビの番組内容は、5分枠の番組構成で、

市内のお店情報と商工会からのお知らせの二つの構成

で毎日、定期的に 1日 40 回放送されている。また、更新は、月２回実施し、志摩市商工

会の貴重な情報発信のツールとなっている。 

この「志摩市商工会 INFORMATION｣の内容は、志摩市商工会のＨＰでも視聴（YOU TUBE）

することができるものとなっている。 

ソーシャルメディアの活用としては、手軽に商工会の情報を入手できるものとして、

志摩市商工会 Facebook を活用している。 
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②ビジネスマッチング商談会の開催 

 志摩市商工会では、出口戦略を重視し生産者の販路開拓スキル向上とビジネスマッチ

ングに特化した取り組みにチャレンジしている。生産者や加工業者は、半年間に亘り、

流通にのせるための価格設定のノウハウやバイヤーとの交渉技術等の勉強会を重ね、そ

の成果を実践する場として「御食つ国・志摩ええもん研究会」を毎年開催している。管

内の小規模事業者等が、開発した商品を展示しバイヤーと商談を行うというもので平成

26 年の実績は参加事業者 25 社 300 品目、参加バイヤー47 社であった。 

 年々、参加事業者や出品品目が増え、有名百貨店や大手流通業者との取引に発展し、

大きな成果を挙げている事業者も出てきており、全国に出しても十分通用する商品が育

ちつつある。 

 昨年度は、四日市商工会議所での見本市の開催や、関東圏においては東京ビッグサイ

トにおいて開催された「地方銀行フードセレクション 2013」へ参加した他、三重県の首

都圏営業拠点である「三重テラス」においても、築地市

場をターゲットとしたビジネスマッチング商談会を開催

した。 

以上のように、小規模な商工会主催の商談会、中規模

な県主催の商談会、全国規模の商談会で積極的にプロモ

ーション活動を行う。また、より多くの消費者にメッセ

ージを届けるため、マスコミ関係者に適時魅力的な情報

提供を行いパブリシティの活用を図った。 
 

（平成 26 年実績） 

区 分 
御食つ国・志摩 

ええもん研究会 

地方銀行フードセレク

ション 2013 への参加 

御食つ国・志摩 

ええもん商談会in四日市

開催地 志摩市商工会館ホール 東京ビッグサイト 四日市商工会議所ホール 

出展者数 25 社 6 社 16 社 

バイヤー数 47 社（70 名） 10,059 名 55 社（75 名） 

商談数 123 件 345 件 62 件 

成約見込み件数 30 件 30 件 36 件 

 

★アンケート結果（一部抜粋） 

  「御食つ国・志摩ええもん研究会」（H26.11.27 開催） 

    ◆バイヤーからの意見 

 (問)出展商品の内容はどうでした

か？ 

(問)実際に、ご来場された後の評価はい

かがですか？ 

回答数 構成比(％) 回答数 構成比(％) 

良い 35 68.6 37 72.5

やや良い 16 31.4 14 27.5

やや悪い 0 0.0 0 0.0

悪い 0 0.0 0 0.0

計 51 100 51 100

 

③ビジネスマッチング商談会後のフォローアップ 

「御食つ国・志摩ええもん商談会」終了後、上記で得たアンケート調査を分析しバイヤ

ーが求めるトレンド商品の動向や、個々が行った商談の内容をヒアリングしその内容に

適したフォローアップを行う。ネーミング・パッケージや価格（原価率）等内容に応じ
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た専門家を派遣し、商談の成約に結び付くよう支援する。 
 

「御食つ国・志摩ええもん商談会 in 四日市」（H26.1.29 開催） 

    ◆バイヤーからの意見 

 バイヤーからの意見 出展者からの意見 

好意的な意見 

志摩市の産品を一堂にみる機会は、本催

しかなく商談を進める上で良い参考にな

った。 

商談等という観点ではなく、対話する事によ

って大変勉強になった。 

出展事業者の方に製品開発の経緯や背景

を伺うことができ、課題等について改め

て認識させて頂くことができ感謝してい

ます。 

商品 PR、さらにリサーチが出来ることに最大

の良さを感じる。また、お客様の反応、次に

作る時の参考になる。 

改善点の意見・ 

アイディア 

各商品の事であるが、最終購買者はそれ

ぞれの素材のなり立ちや歴史を知らな

い。そこがもう少しわかるようなパッケ

ージや POP があれば販売しやすい。 

自社商品が日持ちするものがない為、商談ま

でつながらない。 

出展者が固定化されており、新鮮さが欠

けており見本市として機能していない。 

来場バイヤー数が少なく思った商談が出来な

かった。 

 

 
(問)出展商品の内容はどうでしたか？ 

(問)実際に、ご来場された後の評価はいかがで

すか？ 

回答数 構成比(％) 回答数 構成比(％) 

良い 27 64.3 28 66.7

やや良い 13 31.0 13 31.0

やや悪い 2 4.7 1 2.3

悪い 0 0.0 0 0.0

計 42 100 42 100

 

 バイヤーからの意見 出展者からの意見 

好意的な意見 

新しい商品を知るチャンス、新技術が得

られて良かった。 

一定数の取引見込み件数があったが時間的

に足りなかった。 

大きな会場での展示会よりローカルで親

近感が有り良かった。 

初めての開催地で新鮮さがあり、いつもと

違うご意見を聴く事が出来、商品開発へフ

ィードバックできると思った。 

改善点の意見・ 

アイディア 

出展業者が少ない。海産物が多すぎる。

営業用の商品が少ない。 

初の市外での展示会であったが、続けるこ

とで効果が出ると思います。 

原材料が明確にした方が良いと思う。 販売もあると思ってきている方がいたの

で、販売をしても良いのではと思った。 

 

③地域力活用新事業全国展開支援事業 

志摩市商工会では、８年連続９回にわたり採択を受け、地域の新資源の発掘と開発を

行い全国に通じる商品の開発を行っている。 

志摩には、たくさんの「ホンモノ」の地域資源があり、志摩市商工会では、食品産業

のパイオニアとして、志摩地域の経済の持続的発展のために、これら地域資源の「ホン

モノ力」を引き出し、商品化につなげ、従来の食品産業の再生や新しい食品産業の創造

をはかり、雇用の場を確保していくことを目標として事業を推進している。 

代表的なものとして、「きんこ焼酎の開発」や、地域で見捨てられた海藻「あかもく」

の機能性に着目した、地域の厄介者から地域のお宝への商品開発等がある。 

  



- 18 - 

★志摩市商工会の地域力活用新事業全国展開支援事業の主な取組み 

年度 タイトル 活用した地域資源 開発した商品 

H18 
団塊世代に“癒し”を提
供する長期滞在観光資
源の開発と普及 

志摩の自然風景 
宿泊施設 

スローライフ体験プログラム

H21 
アウトレットブランド
開発事業 

伊勢えびの殻、志摩産真
珠の真珠層、旬の時期を
過ぎた牡蠣等 

伊勢志摩真珠クリーム、 
燻製えびちゃんソルト等 

H22 
「きんこの黄金焼酎」開
発プロジェクト 

志摩地方の伝統食材「き
んこ」 

きんこ焼酎「志州隼人」・きん
こアイス、ギモーブ 

H23 
「志摩いつきさば」クラ
スター形成によるサバ
価値力アップ事業 

志摩半島沖合にいきつい
た「志摩いつきさば」 

サバおやき、サバ缶、サバ冷
燻 

H24 
H25 

「完熟天然あかもく」に
よる三方よし型特産品
開発事業 

地域で見捨てられた海藻
「あかもく」 

ぶっかけ磯とろろ・アレルゲ
ンフリーのハンバーグ 

H26 
志摩の海藻たちを使っ
た「里海美人」創出プロ
ジェクト 

志摩の里海で育った多種
多様な海藻 

海藻ミルの美人ゼリー・海藻
バター・志摩の海女ちゃん海
藻ハンドクリーム 

H27 

「きんこ産業」アソート
メントデザイン等調査
研究事業 

越賀方式の完全自然食品
の「きんこ（干し芋）」 

きんこアソートメントデザイ
ンによるラインナップ調査 
きんこの製法、品質基準の調査
研究及び現行のきんこの消費
者満足度調査等 

 

【現状における課題】 

 これまで地域資源を活用した取り組みや商談会事業において一定の成果は見られる

が、販路拡大や情報発信については十分といえる状況ではない。来年度「伊勢志摩サミ

ット」が開催されることが決まり、早々に地域外からの観光客が増加してきている。こ

の観光客の増加を一過性とせず継続した外貨の獲得が重要である。また、他の地域に先

駆けて販路拡大のための商談会事業を自主で企画し運営しているが、小規模事業者の意

識が低く現状のままで良いという、小規模事業者も多くいることから、販売促進・販路

拡大に向けた小規模事業者の意識改革が必要である。 

 

【経営発達支援事業で取り組む事業内容】 

 

①マスメディア、ソーシャルメディアの活用による情報発信の充実 

・志摩市商工会では、地元ケーブルテレビの放送の中で、「志摩市商工会 INFORMATION」

という番組を持っており、この「志摩市商工会 INFORMATION｣の内容は、志摩市商工会の

ＨＰでも視聴（YOU TUBE）することができるものとなっている。このことから、志摩市

管内の小規模事業者の最新の情報発信に努めていく。 

・ソーシャルメディアの活用としては、手軽に商工会の情報を入手できるものとして、

志摩市商工会 Facebook を活用している。現在“いいね”件数が 296 件であるが、魅力的

な情報発信を多くすることにより“いいね”獲得件数の増加を図る。 

・スマートフォンのアプリ（ＡＲ）を活用した観光情報及びお店情報（かざす CITY 志摩）

を充実させる。 
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②販路拡大セミナーの開催 

販路拡大及び新商品開発のためのセミナーの開催や、中小機構やよろず支援拠点及び

ミラサポの専門家を活用した個別相談会により、商談方法のスキルや自社の商品の付加

価値向上をめざす。 

 

③商談会やアンテナショップへの出展 

・「地方銀行フードセレクション」という全国規模の商談会に、三重銀行と連携し参加を

支援。また志摩市商工会が独自で企画運営する「御食つ国・志摩ええもん商談会」を開

催することにより、来場したバイヤー等とのコミュニケーションを通じ、出展した小規

模事業者は自らの商品力の把握や販売ノウハウを身につけることが可能となり、商品の

販促につなげていくことが容易となる。 

・三重県が東京日本橋に開設したアンテナショップ「三重テラス」に、地域情報に関す

る資料を展示することにより、地域の魅力を情報発信するとともに、小規模事業者の商

品を販売することで、商品力の把握や商品の販促につなげていく。 

 

④事業の効果 

・志摩市商工会のホームページや Facebook および志摩市提供のケーブルテレビ番組は、

リアルタイムによる小規模事業者の商品・サービスの情報提供が可能となるとともに、

東京に設置されている三重県のアンテナショップを活用することで、少ない経費で地域

の魅力を情報発信でき、また小規模事業者の商品を展示販売することで、大都市圏での

販売が促進され、大都市圏での販路拡大につながる。  

・全国的な商談会への参加や地域での商談会を開催することで、バイヤー等とのコミュ

ニケーションを通じ、個々の小規模事業者の存在価値が確認できるとともに、市場開拓

に関するノウハウが身につけられる。また、出展した商品に関する反響等の情報をフィ

ードバックすることにより、事業計画の見直し、販路開拓を確実なものにしていくこと

ができる。 

・販路拡大セミナーに参加することにより、小規模事業者は需要動向のトレンドや商品・

サービスの販売方法のノウハウやコミュニケーション力を身につけることができるとと

もに、セミナー参加小規模事業者間の交流などにより、異業種間のネットワークが形成

され、新商品・サービス開発につながるイノベーションが起こる可能性が生まれる。 

 

⑤目標 
項   目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

Facebook“いいね”獲得件数 296 300 350 400 450 500

「かざす CITY」の加入件数 30 50 60 70 80 100

御食つ国志摩ええもん商談会（主催事業） 1 1 1 1 1 1

大都市等での商談会への参加回数 1 1 1 1 1 1

県内外等での物産販売会 5 5 5 5 5 5

販路拡大セミナー開催回数 0 5 5 5 5 5

販路拡大セミナー受講者数 0 20 25 30 35 40
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

1.新産業へのチャレンジ 

きんこ産業の現状と課題点  

「きんこ」とは、さつまいもの一種である隼人芋を使った干し芋で、志摩地方では海

女や漁師のスタミナ源として重宝されてきた伝統の保存食である。しかしながら、「きん

こ」の生産者は高齢化が進み、後継者もなく、このままではあと 10 年もすれば生産技術

は絶えてしまう。それは「きんこ」の生産規模が小さく、限られた加工品での出荷と流

通チャネルが確保されていなかったため、ビジネスとして成立し

ないからである。 

このような中、志摩市商工会が平成 23 年度の全国展開事業にお

いて、「きんこ」を活用した本格芋焼酎「志州隼人」を開発し、全

国販売に乗り出した。現在流通している、既存の芋焼酎は芋を原

料としたものがほとんどであるが、商工会で開発した「志州隼人」

は原料の段階から干し芋という「きんこ」を使ったことで、味に

深みと旨みが加わった大変上質な焼酎が出来あがり、上々の滑り

出しとなっている。ただ、その人気度と反比例して原料不足から、

慢性的な品薄状態となっている。「きんこ」の安定的な生産拡大が

「きんこ焼酎」の生産にとっても喫緊の課題となっている。 

ただ、「きんこ」は、農家の副業として生産されているため、最も近代的組織生産化が

遅れている分野である。すなわち、安定的拡大生産、安定的拡大雇用の場の確保が難し

く、ビジネスとして確立しにくい分野である。 

このことから、「点」としての生産から「面」としての生産へ、「副業」から「企業の

事業」へ、「企業の事業」から地域「産業」に発達していくように、積極的に商工会が「き

んこ」生産者等に対して伴走型の支援を行っていく。この成功事例をモデルとして、他

の小規模事業に波及させていく伴走型の商工会支援活動を｢一点突破全面展開｣していく

ものである。 

 

課題克服のプロセス 

この課題を解決する手段として、三重県志摩市志摩町越賀の核となる農家約 20 人が中

心となり、三重県、志摩市、商工会の支援を受け、農業生産法人化による企業体を設立

する。 

越賀地区の農家は「きんこ」を産業として定着させるまでには至っておらず、ほとん

どが副業として営まれている。しかし、この越賀地区には越賀生産方式による無添加の

「きんこ」づくりにこだわる、熱意ある農家が存在し、採算性を度外視した手間暇のか

けた「きんこ」の製造を続け、この製法を伝承しようとしている農家がある。   

この農家は、他の地域ではまねのできない独自の技術を持っており、完全な無添加無

着色で、それだけで高級なスイーツともいえる自然食品としての「きんこ」を作ってい

る。これは、志摩市の推進する「新しい志摩の里海のまち・志摩」の考えに乗っ取った

工法ともいえ、これに賛同する仲間も徐々に増えてきている。 

このことから、この伝統の製法を後世に残し、きんこ生産の持続可能な事業を推進し

ていくために、この農家とその仲間を中心に法人化（点から面へ）することで、越賀地
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区のきんこ栽培・生産・販売が一つの地域の基幹産業となり、さらにそれを質量とも拡

大していくことで、耕作放棄地の借地化を推進し、栽培耕地規模を大きくし、そして市

民を農業生産法人が採用したり、農業生産法人がＩターンの就農者を募ること、さらに

は他のきんこ農家の農業生産法人への参加を勧める、などの取組みを円滑に進めるため、

農業生産法人は、逆ドーナツ形態の柔軟な組織形態とする。また、農業生産法人と流通

業者との対等な交渉が可能となり、きんこ農家の収入の安定化と法人の黒字成長が図ら

れ、多くの人が参加することにより、過疎化や後継者難からの脱却や伝統技術の継承が

可能となる。 

さらに、ＪＡ方式と越賀方式の両者はともに「志摩のきんこ」の生産と販売を健全な

競争、ターゲットの棲み分け、協働により、きんこの販売拡大を推進する。また、製法

の違いは、両者のきんこの差別化に繋がり、顧客の選択肢が増す。 

ＪＡ方式は、保存期間の関係から、砂糖が添加されているが、一方の越賀方式は、防

腐剤も添加剤も使われていないため、賞味期限が短い完全な自然食品である。JＡ方式の

きんこは保存期間が長い上に、ＪＡという大きな流通チャネルが確立しているため、販

売範囲の拡大も可能である。 

一方、越賀方式のきんこは賞味期限が短いことから、消費者は新鮮なきんこを食べる

ことになり、よりきんこのうま味を味合うことができる。ただ、販売は賞味期限の関係

から広範囲での販売は難しく、地元中心の販売（お土産や贈答品等）が中心になる。さ

らに、ＪＡ方式は、ＪＡという大きな組織の「製法・品質基準」により作られた JＡブラ

ンドのきんこということで、消費者に品質保証するが、越賀方式には、個々の農家が生

産し直接販売していることから品質にバラツキが生じやすい。このことから、品質保証

をするため、農業生産法人を進め、この法人に加入した農家は、法人が定めた「製法・

品質基準」を守らなければならないとする。しかし、消費者にＪＡ程の知名度がないた

め、消費者にきんこの「品質保証」が伝わりにくい。このことから、志摩市商工会が全

面的にバックアップしていくことで、ブランド化を進め、消費者に安心感を持ってもら

うことにする。 

このようにして、全国的にも有名である茨城県の干し芋に対抗できる「きんこ産業」

が確立する。この持続可能な「きんこ産業」の確立により、地域経済は衰退から成長へ

と大転換に繋がっていくものである。 

 

【目標】 
項     目 現状 5 年後 

農業生産組合参画事業者数 なし 組合員数 30 名 

きんこ生産量 ７トン 11 トン 

きんこの製品アイテム数 3 種類 10 種類 

耕作地の利用推進（さつま芋） 135ｈａ 140ha 

雇用者数 0 人 3 人 

 

２．地域経済活性化関係団体との連携・会議開催 

 志摩市商工会では毎年、志摩市、観光協会、農協、漁協、市内各金融機関、建設業組

合等で組織する「志摩経済サミット」という協議会を企画運営しており、これをさらに

活性化させ、今後の地域活性化の方向性を検討していく。また、検討した地域活性化の

方向性を踏まえ、この協議会において「まちづくり」に関するイベント等を開催し、地
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域の活性化を図る。 

【事業内容】 

①志摩市、志摩市観光協会、志摩市建設業協同組合、市内各金融機関、市内観光事業者

等で構成する「志摩経済サミット」を年 1回実施。 

②志摩市の郷土料理「てこね寿司マップ」の PR、そして消費拡大を目指し県内外でのイ

ベントへ参加。また、観光パンフレットによる県内外への PR 実施。 

 

【目標】 

 

 

 

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 

 

１．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 

三重県商工会連合会主催の県下事務局責任者会議や毎月実施の地域ブロック商工会で

の局長会議、近隣の商工会・商工会議所が集まる伊勢志摩経済サミット会議等において

情報交換をしたり、支援機関、専門家等と連携し、各地域の小規模事業者や需要の動向、

支援ノウハウ等に関して情報交換するなどにより、新たな需要の開拓を進める基盤の構

築を図る。 

  

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

全国商工会連合会、三重県商工会連合会等が主催する研修の参加に加え、中小企業大

学校の主催する研修への参加や関係団体等の主催する研修等へ参加することで、支援能

力の向上を図る。 

また、経営発達支援事業の円滑な実施に向け、職員間で定期的な会議を行い、ノウハ

ウを共有し、資質向上をめざし、今後の小規模事業者への指導に活かす。 

若手職員については、ベテラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援することに

より、指導・助言・情報収集方法を学ぶなど、OJT に取り組むことで若手職員の伴走型

の支援能力の向上に努める。また、変化の激しい外部環境を小規模事業者に迅速に情報

を伝達するため商工会職員の OFFJT にも積極的に取り組んでいく。 

 

３．事業の成果、評価・見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行う。 

①専門家等の有識者等により、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を受ける。

②上記内容を踏まえ方針に沿い、毎年度、計画のローリングを行っていく。 

③事業の成果・評価・見直し結果を志摩市商工会ホームページ（http://shimasho.jp）

において公表する。 

  

 

 

 

項   目 現状 5 年後 

てこね寿司マップ加盟店数 20 40 
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志摩市商工会経営発達支援計画事業の PDCA イメージ図 

 ・Plan   事務局職員で構成する「経営発達支援推進会議」で企画立案し、小規模事

業者の意向を反映した事業計画を策定 

      ①地域の経済動向の調査 ②経営分析・需要動向調査 ③事業計画の策定

      ④創業・第二創業支援 ⑤販路開拓支援 

 ・Do     事業計画を経営指導員、補助員、記帳専任職員、記帳指導職員がそれぞれ

の担当役割を把握して計画に沿って実行 

 ・Check  商工会と専門家等が進捗状況を把握・管理 

           毎月、事務局職員で構成する「経営発達支援推進会議」において、それぞ

れが担当する事業者の計画の進捗状況や他の情報を共有化し、また専門家

の意見を反映したうえで、志摩市商工会経営発達支援計画の進捗状況等に

ついてとりまとめた報告書を、「経営発達委員会（商工会執行部会）」に状

況報告し、了解を得た上で、外部評価委員会（市担当課、有識者、県連合

会）の評価を得る。 

 ・Action  外部評価委員会の評価を下に、商工会と専門家が事業成果を具体的に再検

証、再評価することで、計画の見直しを行い、理事会・総代会で報告承認

を経て次年度計画へ反映する。また、内容については、商工会広報誌やＨ

Ｐ及び CATV で発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援計画推進会議が 

企画立案 

外部評価委員会 

（年に１回開催）

経営発達委員会(四半期に 1回開催) 

経営発達支援推進会議(毎月開催)

経営指導員等が担当役

割に沿って実行 
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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 

（平成２７年８月現在）

（１）組織体制 

   職員数 

（事務局長１ 経営指導員５ 補助員３  記帳専任職員１ 記帳指導職員２ 記帳指導員３ 嘱託職員２）

        

 

 

 

創業・補助金担当 

 

販路拡大・地域振興担当 

経営指導員(次長) 前田 富生 事務局長 石野 雅彦 

経営指導員 永井 かよ 経営指導員 西川 博次 

経営指導員 森口 武博 経営指導員 臼井 直美 

補助員 岨野 美鈴 補助員 大崎 睦子 

補助員 西岡 由紀 記帳指導職員 仲  崇志 

記帳専任職員 佐藤 昌美 嘱託職員 西飯 範和 

記帳指導職員 溝口 京佑 嘱託職員 太田 光治 

●商工会内部組織 

①職員の情報の共有化と互いの資質の向上をはかるため、常にペアで行動する。その

ことでＯＪＴが行われる。とくに、若手職員については、ベテラン職員とペアで行

動するＯＪＴは重要である。 

②経済動向や需要動向等について開催される支援機関等の研修会に商工会職員が参加

し、OFFJT を推進していくことで、小規模事業者の取り巻く外部環境の最新の情報を

収集できることから職員の資質の向上がはかれるとともに、経営発達計画事業を推

進する小規模事業者の伴走型支援に活用していく。 

③職員全体の情報共有化と資質の向上をはかる目的で、定期的な「経営発達推進会議

（仮称）」を開催し、ＯＪＴやＯＦＦＪＴで得た情報やノウハウの共有化をはかると

ともに、特定問題については、随時、推進会議の下部組織に研究会などを設ける等

して、課題解決にあたる。 

④「経営発達支援事業対象事業者選定委員会（仮称）」が、ピックアップ小規模事業者

を選定し、経営指導員等で組織する「経営分析研究会（仮称）」で経営改善提案書を

作成する。 

 

（２）連絡先 

三重県志摩市阿児町鵜方５０１２ 

   志摩市商工会  

電話０５９９－４４－０７００  FAX０５９９－４３－５１４６ 

   メールアドレス shimashi@mie-shokokai.or.jp 

      ＨＰアドレス  http://shimasho.jp 

事務局長 石野 雅彦 
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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） 

 平成27年度 

(27 年 4月以降) 
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 18,400 17,400 17,400 17,400 17,400

 

経営改善普及事業 

・指導職員設置費 

・指導事業費 

創業セミナー 

全国展開事業 

13,400 

9,600 

3,800 

2,000 

3,000 

13,400

9,600

3,800

1,000

3,000

13,400

9,600

3,800

2,000

2,000

13,400 

9,600 

3,800 

1,000 

3,000 

13,400

9,600

3,800

2,000

2,000

（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、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、参加費 

（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） 

 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 

①地域経済動向調査に関すること 

②経営分析に関すること 

③事業計画策定支援に関すること 

④事業計画実施支援に関すること 

⑤需要動向調査に関すること 

⑥新たな需要開拓に寄与する事業のこと 

⑦地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

⑧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 

⑨経営指導員等の資質の向上等に関すること 

⑩事業評価および見直しをするための仕組みに関すること 

 

連携者及びその役割 

①よろず支援拠点（三重県産業支援センター内 津市栄町 1丁目 891） 
⇒総合的・先進的アドバイス 

②ミラサポ⇒専門家講師の派遣、創業・第二創業補助金でのサポート 

③三重県(知事 鈴木英敬 津市広明町 13)：雇用経済部（公設研究所を含む）、三重県
農林水産部（公設研究所を含む）⇒販路開拓支援、農業法人化支援、商品開発支援、

補助金制度による支援、新規就労者斡旋支援、統計資料等収集支援、地域経済動向調

査支援 
④志摩市商工観光部、志摩市農林水産部(市長 大口秀和 志摩市阿児町鵜方 3098-22)
⇒補助金制度による支援、見本市・商談会参加への支援、空き屋紹介支援、新規就

労者斡旋支援、観光振興支援、ブランド認定支援 
⑤中小企業基盤整備機構⇒地域資源活用・農商工連携・六次産業化に係る助言 

⑥日本政策金融公庫(支店長 松井 斎 伊勢市岩渕 2-5-1) 
⇒創業補助金・創業融資でのサポート 

⑦金融機関 ㈱百五銀行鵜方支店 支店長 須山英彦  志摩市阿児町鵜方 2982-2 
      ㈱百五銀行浜島支店 支店長 世古口良治 志摩市浜島町浜島 1779-11 
      ㈱百五銀行波切支店 支店長 中村 誉  志摩市大王町波切 3939-7 
      ㈱百五銀行磯部支店 支店長 森本たき  志摩市磯部町迫間 1794 
      ㈱百五銀行和具支店 支店長 東 龍史  志摩市志摩町和具 901-1 
      ㈱第三銀行鵜方支店 支店長 西村清之  志摩市阿児町鵜方 4026-4 
      ㈱第三銀行浜島支店 支店長 伊藤達哉  志摩市浜島町浜島 1345 
      ㈱第三銀行磯部支店 支店長 山本恵子  志摩市磯部町迫間 1835-2 
      ㈱第三銀行和具支店 支店長 山下 修  志摩市志摩町和具 901-1 
      ㈱三重銀行鵜方支店 支店長 坪島正明  志摩市阿児町鵜方 1388 
⇒創業補助金・創業融資での支援 

⑧三重県信用保証協会(会長 安田敏春 津市桜橋 3丁目 399)……金融面での支援 



 

⑨三重県商工会連合会(会長 藤田正美 津市栄町 1丁目 891) 
⇒職員の資質向上支援、事業推進支援 

⑩志摩・度会商工会広域連合 (会長 坂下啓登 志摩市阿児町鵜方 5012)   
⇒専門的課題解決支援、広域的取り組み支援 

⑪三重県産業支援センター(理事長 山川進 津市栄町 1丁目 891) 
⇒応援ファンド・補助金の紹介斡旋支援 

⑫三重大学・社会連携研究センター（学長 駒田美弘 津市栗真町屋町 1577） 

⇒各種調査・分析支援、地域経済活性策の支援、評価システム構築支援、専門家の

斡旋支援、職員の資質の向上支援 
 ⑬三重県事業引継ぎ支援センター（統括責任者 東山一雄 津市栄町 1丁目 891 番地）

  ⇒M＆A 及び事業承継マッチングの支援 

連携体制図等 
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