
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
菰野町商工会（法人番号 6190005009459） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

平成２８年伊勢志摩サミット開催、平成２９年全国伊勢菓子博開催、平成３０年新名

神高速道路菰野 IC 開通、平成３３年三重国体開催という連続するイベント、アクセス

の良さから増加する人口、このような市場拡大の期待の中、全国規模の大型チェーン

店が続々と進出しており古くからの観光地である菰野町の景観が全国の他の地域と変

わらぬ平凡なものに変わってきている。この傾向は特色ある観光地として他地域との

差別化を図るには致命傷となりかねない。このため地域の小規模事業者に地域資源、

伝統地場産業を活かした特色のあるオリジナル商品、サービスの開発を促し、チェー

ン店との競合で廃業の続く小規模事業者の事業承継支援、若者による創業・第二創業

の支援に力を入れることで小規模事業者数を前年比 0.5％増と小規模事業者比率 90％

以上を維持することを目標とする。 

事業内容 

１．地域経済動向調査に関すること。 

各種情報入手（事業者、三重銀総研、菰野町、JTB 総研、東京商工リサーチ等）

→情報開示→小規模事業者の事業計画策定に反映 

２．経営状況分析に関すること 

決算申告データ、金融相談時のデータ、事業所アンケート実施後の個社の課題

抽出と巡回指導ヒアリングによる情報収集、財務分析、経営分析 

経営指導員会議（月１回）による情報共有と人事異動対応の仕組み作り 

３．事業計画策定支援に関すること 

事業所アンケート調査実施による課題掘起し→巡回指導ヒアリング→課題抽

出→信頼関係樹立→セミナー実施等→三重県版経営向上計画等作成 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

計画策定後の情報発信→２か月に１回（創業支援は１カ月に１回）の巡回指導

時にフォローアップシートによる計画進捗状況等、PDCA 確認指導 

５．需要動向調査に関すること 

個社の地域資源活用・地場伝統産業活用のオリジナル新商品、新サービス等の

開発のために業種別、ターゲット別の消費者ニーズを把握する需要動向調査デ

ータの活用によるマーケットインの考え方を浸透する支援実施 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

ＩＴ活用型各種マッチング事業実施（ＩＴ活用小規模事業者の強み得意分野の

データベース化とマッチングサイト開設、農商工連携マッチング、事業承継マ

ッチング、イベント出展等）による販路拡大支援、人材育成実施 

事業所の「不足」を補いあう異業種同業種マッチング促進支援 

７．地域経済活性化に資する取組 

菰野町活性化協議会年２回実施、北勢広域商工会連合地域内連携、四日市商工

会議所との連携事業実施 

８．経営指導員等の資質向上等に関すること 

三重銀総研データ活用職員研究会年４回実施 

資格を持つ職員による職員間指導実施 

連絡先 

菰野町商工会 

〒510-1234 

三重県三重郡菰野町福村８７１－１ 

TEL 059-393-1050  FAX 059-393-4270 
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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 

＜菰野町の現状＞ 

菰野町は鈴鹿山脈の麓にあり、鈴鹿国定公園

内に位置する自然豊かな場所である。一方、四

日市市、名古屋市など近隣の大都市から近く、

公共交通機関・道路ともにアクセスも良くベッ

ドタウンとなっており、人口、世帯数とも増加

傾向にある(H2 年 32,942 人→H10 年 37,786 人→

H27 年 7 月 31 日現在 40,668 人)。世代の比較を

みても、30 歳から 40 歳にかけての働き盛り世代

の人口が 60 歳代の人口を上回っており、年少の

人口も日本全体の世代割合と比べて多い傾向に

ある。（平成 22 年度国勢調査） 

     
    平成 22 年度 菰野町        平成 22 年度 日本全体 

 

産業としては、稲作を中心とする農業や古くから歴史のある『湯の山温泉』を核とし

た観光を中心に、『菰野万古焼』と称する製陶業などの伝統産業も盛んである。一方、

アクセスの良さから工業団地も誘致されており愛知県の大手自動車メーカー下請け工

場を中心に町内での雇用確保も出来ている。 

菰野町産業別従事者数            菰野町商工会会員業種別数 
（平成２２年国勢調査）                   （平成２７年４月１日現在） 
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菰野町内の事業所数及び小規模事業所数の推移は表１の通りとなっており、直近の平

成２７年は１０年前の平成１７年に比べると事業所数、小規模事業所数とも減少してい

る。事業所数が１，２１５社から１，１２９社となり８６社減少し 92.9％、小規模事業

所数は１，１１０社から１，０１９社となり９１社減少し 91.8％となっている。ただ、

平成２３年以降は事業所数、小規模事業所数とも微減・微増を繰り返しており、平成２

７年は平成２３年とほぼ横ばいで推移している。なお、小規模事業所比率は、平成１７

年が９１．４％でその後９０％を僅かに下回るが平成２７年は９０．３％となっている。

これは全国平均の８６．５％（平成２４年２月実施の経済センサス-活動調査より中小

企業庁が整理した数値）よりは少し高い数値となっている。 

 

表１：菰野町の事業所数及び小規模事業所数の推移 

  平成１７年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 
会員数 
平成２７年

４月１日 

事業所数 1,215 1,134 1,122 1,136 1,124 1,129 661

小規模事業

所数 
1,110 1,016 1,007 1,021 1,010 1,019 600

小規模事業

所構成比 
91.4% 89.6% 89.8% 89.9% 89.9% 90.3% 90.7％

 

２７年減少率       

 

平成２７年/

平成１７年 
事業所数 92.9% 小規模事業所数 91.8% 
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菰野町の産業の特長として観光産業がある。湯の山温泉は三重県内でも有数の温泉郷

であり、三重県内はもちろん、名古屋など東海圏や大阪などの近畿圏の旅行客に古くか

ら親しまれ、ピーク時の平成元年には宿泊客数が 591,040 人を数え、近鉄名古屋駅発着

の臨時急行列車の直通運転もあり最寄り駅の湯の山温泉駅も混雑していた。しかし、旅

館の相次ぐ廃業もあり、現在では宿泊客数 181,358 人（平成 26 年度）となっており、

温泉街の一角には廃屋もあり後退した印象は否めない。平成２５年の伊勢神宮の式年遷

宮が執り行われた時は、その効果から、菰野町全体の入込客数（日帰り・宿泊合計）が

平成２４年度約１９７万人、平成２５年度約３００万人（菰野町観光協会調査）となっ

ており増加傾向にある。 

そして、現在、新名神高速道路の建設工事が進んでおり、３年後の平成３０年には完

成し、菰野ＩＣが整備される予定であるとともに、同時期に湯の山温泉開湯１３００年

を迎え、観光客数はさらに増加する見込みであり、観光産業に関する需要も大きく伸び

ると見込んでいる。ただし、菰野町が最終観光目的地ではなく伊勢や京都方面等に行く

観光客が立ち寄る又は泊まっていくだけという通過地になってしまう恐れがある。 

農業については、大規模な優良農地を中心に認定農業者と集落営農組織による効率的

な営農が進められ、その規模も年々拡大しているが、担い手農家の高齢化が進んでおり、

後継者不足が懸念されている。このような状況の中、菰野町商工会として農商工連携事

業として数年来かかわりを持ってきた。地域力活用新事業全国展開プロジェクト事業を

実施し、町名由来の「まこも」や町内産特別栽培「ふくゆたか大豆」を活用した商品の

開発、情報発信などに取り組んできた。 

製造業においては、製造業に属する事業者の比率が高く、優良企業の立地も進み、製

造品出荷額等は増加している。また、万古焼や組子など伝統産業をはじめ、自社の技術

を生かした新たな取り組みを行っている事業所もあり、菰野町商工会においても平成 27

年度地域力活用新事業全国展開プロジェクトを『ターゲットを絞り込んだ商品開発「ベ

ネフィットでプロフィット！」』にて採択を受け、地場産業を大都市圏、とりわけ在住・

訪日外国人に向けて販路拡大事業を実施し、マーケットインの考えを導入して小規模事

業者の持続的発展に向けた取り組みを行っていくところである。 

 

＜菰野町商工会の基本方針＞ 

古くからの観光地としての命とも言える特徴ある景観の維持による他地域との差別

化が小規模事業の持続的売上向上につながると考え、菰野町の地域活性化を図ることを

目的に下記の支援事業を実施するとともに、これらの事業を円滑に実施するために、商

工会事務局のＩＴ化を推進し、効率的な支援・指導・運営体制を構築していく。 

①地域資源活用等によるオリジナル商品・サービスの開発支援 

②若い世代の消費者を対象とした若い世代の創業支援、第二創業支援 

③次世代への事業承継がスムースに行えるよう事業承継支援 

④事業者が存続・発展するための販路拡大支援 

 

上述のように菰野町は、事業所数・小規模事業所数ともに若干の減少傾向にあるが、

人口は増加傾向にある。特に、若い世代が近隣都市圏から菰野町に家を建て移住してい

るケースが増加している。しかし近隣地区に郊外型大型ショッピングセンターやアウト

レットパークなどが次々と建設されており、菰野町でモノを買わない若い世帯も多くな
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っているのも事実であり、菰野町内の小規模事業者の持続的な発展を実現するには、こ

の世代をターゲットとしたチェーン店等にはない地域資源等を利用した特徴あるオリ

ジナル商品・サービスを開発・提供していく必要がある。オリジナル商品の開発・提供

は、感覚や嗜好の異なる既存の年配事業者には難しいため、若い世代の創業支援及び第

二創業支援をしていく必要がある。また、次世代への事業承継がスムースに出来れば廃

業が少なくなり、工場や機械等の設備も活用出来、長年培った貴重な技術の承継が可能

となり、それをベースに新たな発想やチャレンジにより、新しい商品の開発やサービス

の提供が可能となる。 

普段、小規模事業者の相談を受けていて、支援活動に際して共通していることは、小

規模事業者は一言で言うと資金面、人材などあらゆる面で余裕がないことである。周辺

の大型競合店の影響で売上が落ちる→資金不足となる→従業員を雇用する余裕がない、

という連鎖が生じる。特に人材不足の問題は大きく、社長が現場仕事を行うところがほ

とんどで、いわゆる営業をする人(時間)がいないというのが実態である。社長自身は事

業所を存続するために継続的な販路の拡大を希望しているが、独力では難しく、売上が

落ちる→資金不足となる→従業員を雇用する余裕がない→営業できず新規開拓等がで

きない→売上が落ちるの負の連鎖から脱却することができず苦しんでおり、そこから脱

却するためのマッチングや展示会出展など販路拡大に関する支援を必要としている。 

 

上述したとおり、菰野町は人口増加に加え、新名神高速道路や国道 477 号線バイパス、

湯の山大橋などの開通が相次いで控えており、また、三重県では平成 28 年伊勢志摩サ

ミット、平成 29 年伊勢菓子博、平成 33 年には三重国体と大きなイベント開催が続く期

待の持てる地域である。   

しかしながら、市場拡大の期待から大型店や全国チェーン店等強力な競合店の進出も

推測される。 

現状でも、東名阪自動車道の四日市インターチェンジから湯の山温泉に向かう国道４

７７号線(通称：湯の山街道)沿いに続々と進出する全国チェーンの出店状況は表２の通

りであり、平成 10 年以降の出店が 22 店、そのうち平成 22 年以降の直近 5 年間では 11

店と出店が相次いでおり、古くからの観光地としての景観を全国どこにでもある平凡な

風景に変えつつある。湯の山街道沿いの地域色ある風景、日本の原風景である田園風景、

これらすべてが観光地としての菰野町を彩っている。このため観光地としての景観を守

るためにも、菰野町で長く事業活動している小規模事業者が地域資源や気候・風土・文

化など独自性を活かした商品やサービスを開発し、安価で一般受けのする商品が数多く

並ぶ全国チェーン店との差別化を図る必要がある。 
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表２：全国チェーン店出店状況 

 

また、高齢化が進む小規模事業者の後継者問題、温泉のある観光地として今後増加が

予測される外国人観光客への対策、ものづくり技術の伝承やグローバルな競争環境への

対応など商工会が支援すべき課題は多岐にわたる。 

 

＜菰野町商工会のあるべき姿と目標＞ 

菰野町商工会では、地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機関として三重県や

菰野町といった行政機関、三重県産業支援センター、よろず支援拠点、地域金融機関な

どの支援機関と連携し、小規模事業者個別の現状把握、課題の抽出を経て事業計画策定

を支援し、課題解決、販路開拓、経営力向上につなげていく。 

そして、大きなマーケット拡大の期待が持てるこの時期に既存の小規模事業者の持続

的な売上向上や事業承継、若い世代や新たな発想を持つ起業希望者等の新規起業につい

ても支援を行っていき、菰野町内の小規模事業者数を毎年 0.5％増（1 年で５軒、５年

間で純増２５軒）、と小規模事業者比率 90％以上を維持することを目標とする。 
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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 28 年 4 月 1 日～平成 33 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・後半】 

(基本的な考え方及び目標) 

現状では、経営指導員等が小規模事業者への巡回指導や窓口相談の際に入手した情

報、商工会の理事会、部会、研修会等の際に事業者から寄せられる情報、地域内の金融

機関や行政機関等からもたらされる情報により、地域の経済動向等を把握している状況

にある。 

しかし、商工会として組織だって地域経済動向等を調査・把握しているという状況で

はない。また、経営指導員等によって、収集能力や事業者と接する機会などにばらつき

があり組織的な対応となっていない状況にあることが課題である。 

そこで改善点として、小規模事業者の持続的な経営発達を支援するために商工会とし

ての組織的な対応による地域の経済動向の調査・把握は必要不可欠であり、それを整

理・分析し、小規模事業者の求める内容、必要なタイミングで提供していく。そして、

それを活かして、小規模事業者の経営計画策定や販路開拓等につなげていくことを目標

とする。 

菰野町商工会では、目標達成に向けて下記の事業により調査・分析するとともに、小

規模事業者の状況に合わせてその内容を提供又は指導・支援に活用していく 

(事業内容)  

①  小規模事業者からの情報入手【指針３・後半】 

現状では国の中小企業景況調査(中小企業庁、全国商工会連合会、三重県商工会連

合会と経由して菰野町商工会が調査票を配布・回収)において、地域内では 15 事業所

に協力を得て、4 半期に一度のタイミングで売上、採算、業況、設備投資、経営上の

問題点などの景況事項の調査を行っている。この調査先の理解・協力を得て、菰野町

商工会で管内の事業者の景況等について分析を行うとともに、域内の状況がバランス

よく把握できるよう業種割合を勘案して独自に新たに 9事業所の理解・協力を得て、

景況調査と同様の調査票を回収し、合わせて分析を加え、業種ごとの地域の経済動向

を正確に調査・分析することにする。 

業種ごとの景況調査と独自調査の協力事業所数(予定)は、表３のとおり。 

表３：業種別景況調査数と独自調査数 

業種 建設業 製造業 卸・小売業 飲食等 合計 

景況調査 3 2 4 6 15 

独自調査 3 4 2 0 9 

計 6 6 6 6 24 
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②  地域の金融機関から情報入手【指針３・後半】 

現状では菰野町内に支店を有する地域の指定金融機関である三重銀行を母体とす

る株式会社三重銀総研が三重県経済の現状と見通しのネット上で公開される情報を

確認するだけであるが個々の指導員により現状の受け止め方が異なってしまってい

る。 

このため改善として、新たに三重銀総研の愛知県経済の現状と見通しについて月１

回/年 12 回の発行頻度で「景気の基調判断・見通しと水準評価を図表を用いて出して

いるレポート」、発行頻度年２回（4 月、10 月）で資本金１億円以下の三重県下法人

企業約 1000 社（県北部 70％）（回収率約 40％）の景況調査と経営者の声を掲載した

「経営者アンケートレポート」、発行頻度年４回（1月、4月、7月、10 月）の「地域

経済の動きや地域活性化の取組みをわかりやすく解説したレポート」、年４回（2月、

5 月、8 月、11 月）発行の「全国の経済に関し現状と当面の見通しについてのレポー

ト」を用いて、三重銀総研調査部主席研究員を招き、当会経営指導員の勉強会を年 4

回開催して地域内・外の金融情勢、景況感、企業倒産情報等についてヒアリングを行

い、地域の経済動向を調査・分析して指導員共通の認識とする。 

 

③  地元行政から情報入手【指針３・後半】 

現状では菰野町との密接な関係により情報の入手をしているが、これも指導員と町

担当者のコミニュケーション度合いにより偏りが生じている。 

改善点として、菰野町の担当部署と定期的（通常月 1回、イベント時は適時）に面

談し、菰野町内の景況感、公共投資、地域イベント等についてヒアリングを行い、地

域の経済動向を調査・分析して指導員共通の認識とする。 

 

④   施策等を活用して実施する地域動向調査【指針３・後半】 
地域力活用新事業全国展開プロジェクト等の国や県の施策を実施する際に、事業

テーマに沿った業種・分野等について経済動向等について調査・分析する。（平成２

７年度は、地域力活用新事業全国展開プロジェクト『ターゲットを絞り込んだ商品

開発「ベネフィットでプロフィット！」』事業において株式会社ＪＴＢ総研に委託を

して、製造業の動向を調査、分析を行う。） 

 

⑤ 情報入手・分析・活用方法【指針３・後半】 

上記①の調査は四半期に 1回（景況調査の実施頻度に合わせる）実施して情報を入

手するとともに、その情報を経営指導員が時系列分析や他地域との対比分析を行う。

②の勉強会も四半期に１回のペースで実施する。③の調査は面談ごとに、面談した担

当者がその内容を整理・分析する。④の調査については、施策の実施タイミングに合

わせて調査を実施する。 

調査により収集・分析した地域経済動向については、商工会のホームページでの情

報開示、指導員会議での報告等を行うとともに、小規模事業者の経営計画策定や経営

改善等の指導・支援の際に、小規模事業者に提示・説明したり計画に反映させるなど

して活用する。具体的な数値目標は表４のとおり。 
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表４：地域の経済動向の調査・把握に関する情報入手件数 

調査内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

小規模事業者情報入

手数(24 社×四半期) 
60 96 96 96 96 96 

三重銀総研との勉強会

（四半期に一度） 
0 4 4 4 4 4 

菰野町との情報交換 

（月に一度） 
6 12 12 12 12 12 

施策実施時の調査 
（該当事業者数） 

11 11 15 15 15 15 

ネットでの情報提供 

（四半期に一度） 
0 4 4 4 4 4 

※小規模事業者の経営計画策定や経営改善等の指導・支援への活用は、事業計画策定等に含める。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針１】 

(基本的な考え方及び目標) 

  現状では、巡回指導時に個々の指導員が現状課題を抽出し深刻な案件については三

重県商工会連合会エキスパート登録の専門家派遣につなげるという、個々の事業者の

課題抽出については受け身の状況である。そのため広く多くの小規模事業者の課題抽

出となっていない。また一方確定申告時期の税務相談は提出期限もあり、短期間に沢

山の相談をこなす必要があるので経営内容が把握できる良い機会であるにも関わらず

じっくりと相談する時間的な余裕がない。これまでは申告時期を過ぎてもそのままに

してしまうケースが多かった。 

改善点として今後は、広く多くの課題を持つ小規模事業者の掘起しとしてアンケー

ト調査を実施する。加えて確定申告時に担当した経営指導員の巡回時に申告内容につ

いて改めてヒアリングをし、売上の減少や伸び悩み、利益率の低下について根気よく

相談をすることで事業者と経営指導員の信頼関係を築いていく。そして、信頼関係を

構築し経営指導員の経営分析結果に事業者が耳を傾けてもらい、積極的に経営課題の

抽出から経営計画策定や販路開拓等につなげていくことを目標とする。 

なお、抽出される専門的な課題については、三重県商工会連合会専門家派遣事業、

ミラサポ、三重県産業支援センター、よろず支援拠点などを活用し、専門家と連携し、

課題抽出・解決、計画策定等につなげていく。 

  また、小規模事業者は恒常的に人材、資金、営業力、開発力、その他が“不足”し

ている。商工会はこの深刻な“不足”をアンケート調査等により早期に把握し、早急

に“不足”を補う対策について支援していく必要があると考えている。そして、ＩＴ

を活用するなどして事務の効率化等を促進することも必要と考えている。 

目標を達成するために、経営状況の分析について下記の方法により実施し、その内

容を計画策定等に反映させていく。 

(事業内容) 

① アンケート調査の実施【指針１】 
広く多くの事業者の課題解決への掘起しとして、小規模事業者へのアンケート調

査を実施して小規模事業者の感じている自社の「不足」と同時に「得意分野、技術

力」いわゆる「強み」についても把握し、データベース化していく。このデータを
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もとにさらに深く巡回指導にて聞取り調査を実施し、経営分析対象者の掘起しを行

いその後経営分析、経営向上計画立案、実施へとつなげていく。 

 

② 確定申告時・金融相談時の財務分析【指針１】 
確定申告時期の税務相談時や金融相談時に入手した決算書等の資料に基づき、経

営指導員会議等において抽出した小規模事業者に対し、課題を把握し、財務分析を

行う。なお、財務分析については中小企業基盤整備機構が運営している「経営自己

診断システム」(図１：診断結果イメージ)を活用して財務分析を実施し業界比較や

分析項目の改善策を検討する。 

図１：経営自己診断システムの診断結果イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 中小企業基盤整備機構ＨＰ 経営自己診断システムより  

③ 専門家派遣による経営分析【指針１】 
専門的な課題については三重県商工会連合会専門家派遣事業に加え、ミラサポ、

三重県産業支援センター、よろず支援拠点など多くの支援機関を活用して各専門家

と連携し、財務・ＳＷＯＴ等経営分析を行い課題解決を図る。 

④ 経営分析結果の活用【指針１】 
上記の経営分析等を実施し、小規模事業者の現状把握、課題抽出を行い、小規模

事業者の経営計画策定、販路開拓、事業承継等につなげていく。また、経営課題を

事業者と共に抽出し、小規模事業者に分析結果をフィードバックし、中小企業基盤

整備機構が開発した「経営計画つくるくん」を活用して経営計画書を作成して課題

解決に向けた支援を行う。なお、経営分析に関する数値目標は表５のとおり。 

表５：経営分析に関する数値目標 

 支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

アンケート回収数 0 100 100 100 100 100

確定申告、金融相談

時財務分析 
0 30 30 30 30 30

専門家相談時の分析 5 20 20 20 20 20
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 ※原則として財務分析、経営分析を行った事業所に対して、結果をフィードバックし、経営計画策定等
に活用していく。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針２・前半】 

(基本的な考え方及び目標) 

 現状として当商工会では、今までに中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画

の承認、三重県中小企業・小規模企業振興条例に基づく三重県版経営向上計画(注)の承

認取得、国の小規模事業者持続化補助金や三重県のみえ地域コミュニティ応援ファンド

の採択・実施、制度融資のマル経融資（経営改善貸付）をはじめとする融資に関わる計

画策定等を支援し成果を出している。多くの場合、地域力活用新事業全国展開プロジェ

クトの参画事業者や経営指導員とのコミュニケーションを良くとっており日頃から頻

繁に商工会に相談に訪れる事業者の実情把握から補助金申請などにつながることが多

い。 

過去の支援事例 

(ア) 精肉・惣菜店の後継者による経営革新計画の策定・承認取得後、ものづくり補助
金を活用し、みえ地域コミュニティ応援ファンド採択と次々に展開した課題解決

支援。 
(イ) 組子を得意とする建具業者の三重県の小規模事業者等新商品開発販路拡大支援
事業で新たな組子を考案、続けて大都市圏や海外をターゲットとした販路開拓へ

の取組み、経営革新計画の策定・承認取得、小規模事業者補助金活用、ミラノ万

博出展と展開した課題解決支援。 
 

このように、事業計画策定に取り組み、事業を発展させている小規模事業者があるが、

菰野町の小規模事業者全体に行きわたっている訳ではないのが課題である。 

このためさらに広く・深く展開していく必要があり、改善点として今後は掘起しのた

めにアンケート調査実施を始め、個別ヒアリングやセミナーを通じてより多くの事業者

に広めいく。 

また、四日市インターから湯の山温泉に向かって湯の山街道沿いを中心に、近年目立

ってチェーン店が増えてきたのと同時に小規模な同業店の廃業が増えた。この状況が進

むと菰野町の特徴ある風景が全国どこにでもある風景となんら変化の無いものになっ

てしまう。このことは観光地としての致命傷ともなる。菰野町は観光地であることも強

みであることから、全国の他の観光地と特色ある景観や地域資源の魅力で差別化を図る

必要がある。 

このため便利で安価な全国的なチェーン店に対抗するには特徴のあるオリジナル商

品開発、地域資源活用等のメニュー開発が重要となる。オリジナル商品開発は既存の年

配の事業者には難しい課題である（モチベーションが上がらない、若い世代の感覚が理

解できない等）。そのため若い人の創業支援や既存事業所への若い人の協力や若い人の

第二創業支援が必要である。 

 そこで、地域の多くの小規模事業者の経営課題を解決するため、上記の経営分析、需

要動向調査、アンケート調査等の結果をふまえ、菰野町、地域金融機関及び専門家等と

も連携し、伴走型の指導・支援を行い小規模事業者の事業計画策定、販路開拓等持続的

な経営発達につなげていくとともに、創業支援や第二創業支援につなげることを目標と
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する。 
（注）三重県版経営向上計画は、平成 26 年４月１日施行の「三重県中小企業・小規模企業振興条例」

第 16 条に基づき創設した制度。三重県内中小企業・小規模企業の経営の向上に対する主体的な努力

を促進し、その挑戦を後押しするだけでなく、意欲を引き出すため、多様な中小企業・小規模企業が

その発展段階に応じて作成する計画を認定し、中小企業・小規模企業の成長と三重県経済の活性化を

図ることを目的とした施策。 

(事業内容) 

①  会員事業者アンケート実施による事業計画策定対象者の掘起し【指針２・前半】 
問題意識を抱えながらも誰にも何処にも相談することが出来ず悩んでいる小規模事

業者が多い。多くの場合、緊迫した資金繰りによる金融相談に偏りがちであるが、根

本的な課題解決にはならずその場しのぎになってしまう。根本的な課題解決に向けて

商工会がこれまで上記のような支援を実施することで販路拡大や事業承継に成功した

事例を情報公開することで、「商工会に相談してみよう」という気持ちになれるよう努

め、アンケート調査実施の回答がより正確な現状把握となり、事業計画策定対象の掘

起しとする。 

②  事業計画策定セミナー【指針２・前半】 
多くの経営者は自社の持続的経営のために必要なことがら（ひと、もの、かね、開

発計画等）について常に考えてはいる。しかし頭の中で考えているだけでは、従業員

や後継者には判らない。巡回指導を通じて、頭の中で考えるだけでは具体的な戦略も

見えず周囲を不安にしていることを経営者に根気よく説明し、理解して頂き、事業計

画策定等に関するセミナー開催時の参加を促し、地域全体の小規模事業者に対して事

業計画策定の必要性や有効性を広くアピールし理解を得て、持続的経営に必須といえ

る事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

③  事業計画策定支援【指針２・前半】 
事業計画策定を目指す小規模事業者に対して、三重銀総研の地域経済情報や個々の

経営分析結果など的確な情報やデータに基づき、事業計画策定について具体的な指

導・支援を行う。 

(1)三重県版経営向上計画を活用した事業計画の策定。 

 (2)各種補助金申請時の事業計画の策定。 

 (3)経営革新計画の策定。 

 (4)みえ地域コミュニティ応援ファンドを活用した事業計画の策定。 

 (5)金融相談時の事業計画の策定。 

なお、金融相談においてはマル経融資だけでなく、「経営発達支援計画」認定商工

会に限定される日本政策金融公庫が新たに創設した「小規模事業者経営発達支援融資

制度（第２マル経）」を小規模事業者が積極的に活用できるように経営分析、計画策

定等を支援する。 

(6)創業計画、第二創業計画の策定。 

なお、事業計画の策定・実施支援における数値目標は表６のとおりである。 
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表６：事業計画の策定・実施支援における数値目標 

支援内容 現

状

28 年

度 

29 年

度 

30 年

度 

31 年

度 

32 年

度 

セミナー開催回数 2 3 3 4 4 4 

経
営
計
画
策
定
項
目 

経営向上計画策定・認定数 11 12 15 20 20 20 

各種補助金計画策定数 17 17 5 5 5 5 

経営革新計画策定・承認数 1 1 1 1 1 1 

みえ応援ファンド計画策定数 2 2 3 3 3 3 

金融相談計画策定数 0 3 5 5 5 5 

第２マル経資金計画策定数 0 1 1 1 1 1 

創業・第二創業計画策定数 1 3 5 5 5 5 
 ※各種補助金計画策定数には小規模事業者持続化補助金(現状 15、平成 28 年度 15)を含む 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針２・後半】 

（基本的な考え方及び目標） 

現状では、事業計画策定を支援した担当指導員が計画推進の状況について折を見て確

認指導している状況である。事業所も自社の内情を深く理解している指導員にばかり相

談してしまう傾向にあり、フォローアップも個々の指導員の能力により偏る。そのため

担当指導員の人事異動等で担当者がいなくなるとスムースに指導が継続できないとい

う課題がある。 

 改善点としては、全ての指導員が経営指導員会議（月１回）において事業計画を策定

した小規模事業者の情報を共有するとともに、事業計画策定後の実施支援に関しては、

策定した事業計画に沿って事業活動が円滑に推進できるように経営指導員が伴走型支

援を行いフォローアップした経過状況を報告し情報の共有化に努める。 

また、次々と課題解決に向けて事業計画策定を真剣に考える事業者の輩出を続けるた

めに、小規模事業者の取組み姿勢を地域社会や市場に知らしめるために情報発信に努め

る。そして、フォローアップや情報発信活動を充実させ、小規模事業者の経営計画の着

実な実行や販路開拓等の支援につなげていくことを目標とする。 

(事業内容) 

①  事業計画策定後のフォローアップ【指針２・後半】 

事業計画を策定した小規模事業者に対して、伴走型支援として計画の実行、目標達

成に向けて原則として策定後 2 か月に一度は巡回訪問するとともに訪問しない月は電

話や窓口相談にて、事業の進捗状況の確認を行い必要な指導・助言を行う。具体的な

支援方法は以下のとおり。 

既存の小規模事業者の場合 

1. 巡回指導 
(2 か月に 1度) 

巡回時に、フォローアップシート※に基づき、計画の取り組み状

況、成果、取引先の評価、実行上の問題点等についてヒアリング

するとともに、計画遂行に役立つ情報提供やアドバイス等の実施。

2.カルテ作成 フォローアップシートの記載事項を指導カルテ※に記載(入力)

し、ナレッジサーバーに保管する。 
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3.指導員会議

（月 1回） 

計画内容、指導カルテ等に基づき、進捗状況や課題等を指導員全

員で情報の共有、意見交換を行い、指導員＋商工会全体でのフォ

ロー体制を構築。（担当指導員は、小規模事業者にフィードバック

する） 

4. 専 門 家 派

遣・金融・補助

金・展示会等へ

の展開 

計画の実行に必要と思われる小規模事業者に対して専門家派遣指

導、小規模事業者経営発達支援融資制度（第二マル経）などの金

融指導、各種補助金等の活用、展示会・マッチングイベント等へ

の出展・参加等の提案・実行支援を行う。 

5.指導員会議

及び検証員会

での検証 

小規模事業者への計画策定後のフォローに関する内容を指導員会

議で検証した後、Ⅲ-３．（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）で後述する経営発達支援事業検証委員会（仮

称）でも検証し、その内容を次のフォロー支援にフィードバック

させる。 

 

手厚い支援が必要な創業・第二創業の事業計画実行に向けては、事業者の経営につ

いての知識が乏しい場合が多く事業の進捗状況を逐一把握しながら最低月 1 回の巡回

訪問を行い、事業計画がスムースに運ぶようその時々に応じた支援を行う。 

創業・第二創業の小規模事業者の場合 

2. 巡回指導 
(1 か月に 1度) 

事業者の経営についての知識が乏しいので、原則月 1 回巡回を行

う。巡回時に、フォローアップシート※に基づき、創業・第二創

業に向けての手続きや計画の取り組み状況、成果、取引先の評価、

実行上の問題点等についてヒアリングするとともに、計画遂行に

役立つ情報提供やアドバイス等の実施。 

2.カルテ作成 フォローアップシートの記載事項を指導カルテに記載(入力)し、

ナレッジサーバーに保管する。 

3.指導員会議

（月 1回） 

計画内容、指導カルテ等に基づき、進捗状況や課題等を指導員全

員で情報の共有、意見交換を行い、指導員＋商工会全体でのフォ

ロー体制を構築。 

4.各種手続き

等の支援 

開業届や許認可などの各種手続きについての支援、開業資金を含

めた金融支援、労働保険や社会保険など各種制度に対する支援、

開業後の記帳指導や税務指導などきめ細かな支援 

5. 専 門 家 派

遣・金融・補助

金・展示会等へ

の展開 

計画の実行に必要と思われる小規模事業者に対して専門家派遣指

導、小規模事業者経営発達支援融資制度（第二マル経）などの金

融指導、各種補助金等の活用、展示会・マッチングイベント等へ

の出展・参加等の提案・実行支援を行う。 

6.指導員会議

及び検証員会

での検証 

小規模事業者への計画策定後のフォローに関する内容を指導員会

議で検証した後、Ⅲ-３．（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）で後述する経営発達支援事業検証委員会（仮

称）でも検証し、その内容を次のフォロー支援に反映させる。 
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※フォローアップシート及び指導カルテ 

フォローアップシート 

巡回時にヒアリングする項目（計画の取り組み状況、成果、取引先の評価、実行上

の問題点、経営者の考えなど）を整理したものがフォローアップシート。指導員が巡

回時に持参し聞き漏らしを防ぐとともに時系列で記録することで円滑なフォローアッ

プができるようにする。また、指導員が交代してもヒアリングを円滑に行い計画策定

後の支援を着実に実行していくためのツールとして活用する。 

指導カルテ 

 巡回・窓口相談等の内容を小規模事業者ごとに記録しているものが指導カルテ。現

状では、指導・支援内容の概要を記載する程度になっているが、今後は、記録内容を

改善・強化し、巡回後にフォローアップシートの内容を記録するとともに、ナレッジ

サーバー化して、情報の共有や指導員会議等で活用する。 

 

②  事業計画策定後の情報発信【指針２・後半】 

事業計画策定後、小規模事業者の計画内容を当商工会のホームページで公開し広く

情報発信するとともに、経営革新計画の承認事業者や三重県版経営向上計画認定事業

者については、三重県のホームページにおいて掲載されるページに連携させ、情報発

信力を高める。また、菰野町の記者クラブへの情報提供によるパブリシティ、菰野町

広報、商工会広報誌等でも取り組み内容等を紹介する。そして、事業計画を策定し持

続的な経営発達のために経営努力している小規模事業者やその成果にスポットを当

て、事業計画策定の必要性・有効性を広くアピールしていく。この情報発信が計画推

進実施中の事業者の励みとなると同時に、次に事業計画策定を検討する事業者の掘起

しとなる。 

 なお、事業計画の策定・実施支援における数値目標は表７のとおりである。 

表７：事業計画の策定・実施支援後における数値目標 

支援内容 現状 28 年

度 

29 年

度 

30 年

度 

31 年

度 

32 年

度 

事業計画策定合計数 

（創業・第二創業除く） 

32 36 30 35 35 35 

策定後フォローアップ巡回回数 

事業計画策定数×6回 

0 216 180 210 210 210 

創業・第二創業事業計画策定合計

数 

0 3 5 5 5 5 

創業・第二創業フォロー巡回回数

事業計画策定数×12 回 

0 36 

 

60 60 60 60 

策定後情報発信数（策定事業者数） 0 39 35 40 40 40 

 

５．需要動向調査に関すること【指針３・前半】 

(基本的な考え方及び目標) 

現状では需要動向調査に関しては、主に地域力活用新事業全国展開プロジェクト事業

における参画事業者の新商品・サービス開発に関する商品化事前調査を実施している。
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これは湯の山温泉・道の駅を中心とした入込客を対象に開発試作品の特性（見た目、

味、容量、価格等）の満足度と購入するという総合満足度の加重平均分析により商品化

に向けた改善点を明らかにする調査である。 

しかしプロジェクトに参画していない事業所には需要動向について具体的なことは

何もしていない状況にあり、課題である。 

改善点として、事業計画策定前と後にインターネットで公開されている外部データを

活用した需要動向調査を追加実施する。商工会としては経験が少ない項目であるが、全

国チェーン店が増える地域状況の中で、小規模事業者が売上を伸ばす経営戦略を立てる

ためには「消費者ニーズを反映した売れる商品（サービス）」でなければならない。こ

の消費者ニーズも変化が激しく細分化していることから、支援対象小規模事業者の事業

計画策定前に市場の動向を調査し、計画策定後に消費者ニーズの実態調査を実施して生

の声を聞き、商品・サービスの改善に活かし商品化、その後の販路拡大に活用すること

を目標とする。 

(事業内容) 

【目的】 

消費者のニーズを踏まえた新開発、ターゲット層に合った販路開拓を実施すること

で売上向上を目指す小規模事業者が、販売、提供する商品・サービスに対するター

ゲット顧客のニーズや需要を小規模事業者ごとに調査することで、精度の高い経営

戦略の立案や商品・サービスの開発に活かす。また消費者実態調査により消費者の

生の声を聞くことで開発後の商品・サービスの改善点を明らかにする。 

 

① 外部データによる需要動向調査【新規】 
【調査方法】 

・指導員のインプット 

事業者の事業計画策定時及び事業計画策定後の商品化、販路拡大戦略立案にあたり、

個社の販売する商品の市場動向及び消費者が求めている商品・サービス等について

把握するため、日経ＰＯＳ情報等のマーケティング情報を活用して商品・サービス

の売れ筋情報やトレンドを情報収集、把握し分析する。 

・会員へのアウトプット 

調査対象の小規模事業者に巡回指導時にタブレットを利用して、または窓口指導に

て事業計画策定前の情報提供、策定後の販路拡大等支援に情報提供する。 

【活用方法】 

本調査結果を調査対象の小規模事業者に提供し、多様化する買い手側のニーズを踏

まえた商品・サービス開発事業計画の策定や計画策定後のニーズ変化の傾向や兆候

を把握して販路促進策を立案する際に利用する。 
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 需要動向調査に用いる外部データ 

情報収集先 収集資料名 把握する項目 提供方法 

日経テレコン 業界市場情報 業界動向、市場動向、

競合状況、ＰＯＳの売

れ筋商品ランキング 

指導員巡回指

導（タブレッ

ト活用） 

窓口指導 

日経トレンディ トレンド、ヒッ

ト情報 

最新開発商品、ヒット

商品 

指導員巡回指

導（タブレッ

ト活用） 

窓口指導 

日経ＭＪ ヒット情報 ヒット商品番付 指導員巡回指

導（タブレッ

ト活用） 

窓口指導 

 

 

② 消費者ニーズの実態調査【新規】 
【調査方法】 

・指導員のインプット 

現状として道の駅、湯の山温泉郷、町内外のイベントまたは大都市圏での展示会を

利用して小規模事業者が新開発した「試作品の特性（見た目、味、容量、価格、パ

ッケージ等）の満足度」と「購入するという総合満足度」の加重平均分析調査を行

い、商品化に向けた改善点を明らかにすることで、商品化に成功している。 

今後は、事業計画策定後の事業者に対して量産前の段階で消費者の生の声を把握

し、商品・サービスを改良して完成度を高めることと商品化後の販路拡大に必要な

情報を収集するため、想定される項目（購入場所、購入目的、購入頻度等）を追加

して、上記イベントや展示会を利用して調査を実施する。調査内容の集計分析には

中小企業診断士等の専門家派遣事業を活用する。 

・会員へのアウトプット 

調査対象の小規模事業者に巡回指導時にタブレットを利用して、または窓口指導に

て事業計画策定後の販路拡大等支援時に情報提供する。 

また、他の事業者の事業計画推進の判断に資すると思われる情報は菰野町商工会ホ

ームページにも掲載して情報提供する。 

 

【活用方法】 

小規模事業者の新商品・新サービス開発計画策定後の商品化に向けて商品の完成度

を高め、売上・利益拡大につながる新たな需要の開拓への支援に利用する。 
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小規模事業者 

菰野町商工会 需要動向調査実施 

小規模事業者の需要動向調査活用イメージ 

 

 

上記の仕組みを展開することにより、小規模事業者は商工会の収集・提供する需要動

向に関する情報を活かして、消費者のニーズを踏まえた新開発、ターゲット層に合っ

た商品化・販路開拓を実施することで売上向上の活動ができる。商工会としても、収

集した需要動向情報を巡回・相談時に提供し、個社の計画策定やフォロー時に利用す

ることで、小規模事業者にマーケットインの考え方を浸透させる指導・支援に活用す

ることができる。 

 

なお、需要動向調査における数値目標は表８のとおりである。 

表 8：需要動向調査の数値目標  

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

外部データによる需要動向調査 

個別需要動向調査事業者数 

（創業・第二創業事業者を含む） 

0 42 40 45 45 45 

消費者ニーズの実態調査 

個別需要動向調査事業者数 

（創業・第二創業事業者を含む） 

3 25 25 27 27 27 
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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】 

(基本的な考え方及び目標) 

現状では菰野町、三重県等の関係機関主催の展示会、イベント会場の利用やみえ応援

ファンドや地域力活用新事業全国展開プロジェクト等の補助金を活用して個々の事業

者の開発した新商品を中心に展示会でのＰＲ活動や試食会開催、商工会ＨＰや関係機関

のＨＰでの商品やサービスの紹介にとどまっている。また小規模事業者はいつもＩＴ活

用への認識が低く、活用効果も理解されていないという課題がある。 

改善点としては、積極的にＩＴを活用した販路拡大計画によって人手不足の解消、地

域内外での販売促進を図ることと、地域の小規模事業者が製造・販売・提供する物品、

サービス、技術等を消費者や取引先対象企業等にアピールするため、菰野町商工会主催、

三重県、菰野町、金融機関等が開催する展示会、商談会、即売会等に、小規模事業者個々

あるいは共同で出展することを積極的に推進していく。そして、これらの展示会出展等

を利用して、販路拡大、事業の持続的な発展につなげていくことを目標とする。 

また、既に展示会等での積極的な自社商品の売込に成功できる事業者も存在するが、

まだ多くの小規模事業者は大都市圏や域外での販路拡大に「臆する」場合がある。その

ため、人材育成の研修も開催していく。 

 

 

（事業内容） 

①  ＩＴ活用型菰野町商工会主催マッチングイベント【指針４】 

現状では、小規模事業者に下請事業者が多いにもかかわらず、指導員がどのような

技術、得意分野、新規事業への意欲など細かな情報を把握していない。 

改善点として、これを上述のアンケート調査と巡回指導時のヒアリングで細かな

情報としてまとめ、製造事業者、建設事業者、小売事業者、加工事業者、サービス

業事業者等の分野別にデータをデータベース化しネットでのマッチング事業につな

げる。アンケート調査実施後の巡回指導調査によりデータ化された各事業者の得意

分野、強みについて情報公開し、町内外の同業種異業種事業者とのマッチングが可

能となる仕組みを作り、その後近隣商工会、商工会議所との連携により会員事業所

間のマッチングを図るイベント開催により小規模事業所間の技術的な不足、人手不

足を補いあう連携を促し売上向上につなげていく。ＢtoＢ、ＢtoＣの双方について

支援できるサイトを開設する。この連携によって販路拡大や売上向上につながった

成功事例を情報提供していき、ＩＴ活用の効果を認識してもらい、さらなる参画事

業者を募集していく。 

そのために菰野町内ないし近隣市町(四日市市)と連携してビジネスマッチングの機

会を設けること並びに IT を活用したマッチングサイト開設にて事業所を支援する。

ビジネスマッチング事業開始に向けて、個別巡回により各事業所の特徴をとらえて、

月 1 回の指導員会議にて事業所の３Ｃ分析やＳＷＯＴ分析の実施により強み弱みを

把握し、事業所の得意分野、公開すべき情報について業種別事業所のデータベース

化を実施する。 
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② 支援機関等が運営するマッチングサイト等への登録【指針４】 
 現状として１軒のみの活用となっている全国商工会連合会が運営する日本全国の

隠れた逸品や特産品を販売している「全国商工会連合会公式ショッピングサイト

ＮＩＰＰＯＮＳＥＬＥＣＴ」への出展を提案し、地域特産品等を取り扱う小規模事

業者には、出展に対応できる商品の見直しや流通体制等もサポートし、販路開拓、

売上向上につなげる。 

また、現状では１軒もないが、優れた技術・製品を有する日本の中小企業を大手

企業や海外企業につなぐために、中小基盤整備機構が運営している「ものづくり B to 

B マッチングサイト『J-GoodTech（ジェグテック）』」の積極的な活用を提案し、登録

や活用方法について支援する。 
     NIPPONSELECT TOP ページイメージ            ジェグテック概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 事業承継マッチングサイト開設【指針４】 
現状として、後継者がいないために廃業していく小規模事業者が増えた。店舗や工

場の跡地は売却され建売住宅に変わってしまうこともある。また大型の全国チェー

ン店から賃貸を持ちかけられ不動産収入に変えてしまう場合もある。 

このため今後は創業支援、第二創業支援、Ｍ＆Ａを含めた事業承継及び営業活動の

部門を商工会として支援していく。そのために菰野町内ないし近隣市町(四日市市、

桑名市、菰野町等)と連携してビジネスマッチングの機会を設けること、並びに IT

を活用したマッチングサイト開設にて事業所を支援する。ビジネスマッチング事業

開始に向けて、個別巡回により各事業所の特徴をとらえて、強み弱みを把握し、業

種別事業所のデータベース化を実施する。 

④ 行政機関が開催するイベント【指針４】 
現状では活用事業者が１、２軒である三重県が三重県の食など魅力を発信する拠

点として東京・日本橋に設置している「三重テラス」が東京でも話題のスポットと

なっている日本橋に位置することを情報提供し、この活用を促し、小規模事業者等

が製造・販売する菰野町の特産品や地元商品等の知名度向上や販路開拓を図る。 

三重県が、四日市市で例年開催するリーディング産業展に単独では出展等が困難な

小規模事業者を菰野町商工会が取りまとめて、菰野町商工会として共同出展し、各

自で取り扱う商品、製品、技術、サービス等の販路開拓、販売促進を行う。 
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⑤ 人材育成研修の開催【指針４】 
現状として、販路の拡大にあたり最大の課題は小規模事業者の「営業力の不足」

であると言える。技術的に品質、内容的に優れた商品やサービスを持ちながら域外

への販路拡大につながらないのは「誰に売り込めばいいのか」「どこに売り込めばい

いのか」が明確でないことが起因している。 

このため、販路の拡大を目的とした市場調査、分析、マーケットインの考え方普及、

特徴ある商品開発についての研修会を開催し、参加者の中から事業所への呼びかけ

実施→やる気のある事業主をピックアップ→経営分析→データベース化→経営計画

→マッチング事業→販路拡大、事業承継、第二創業、経営革新という指導支援を進

めていく。 

また、ホームページ等のＩＴ活用による売上向上、展示会出展時と出展後の売上拡

大計画についても研修会開催により専門家の協力を得て支援していく。 

なお、需要開拓に寄与する事業における数値目標は表９のとおりである。 

表９：小規模事業者販路開拓支援における数値目標（出展企業数） 

項目 現状 28 年

度 

29 年

度 

30 年

度 

31 年

度 

32 年

度 

IT 活用型マッチングサイト 0 20 20 80 100 100 
支援機関のマッチングサイト登録 2 3 5 5 5 5 

事業承継マッチングサイト 0 5 10 15 20 20 

行政が開催するイベント 20 25 25 25 25 25 

人材育成研修会 0 10 15 20 20 20 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域活性化事業 

  現状では菰野町商工会では、今までも菰野町、菰野町観光協会などと連携し、菰野

町の地域経済活性化に向けて下記のイベント事業などを企画・運営してきた。 

今後も、菰野町、菰野町観光協会をはじめ、菰野町内・外の関係機関とイベント内

容などに応じて連携・協力して、既存事業の充実・強化や新たな事業展開を図り、菰

野町民と小規模事業者との交流、菰野町への観光客の誘客、地域商店街のにぎわいづ

←  リーディング 
産業展の会場の様子 



- 21 - 
 

くり、町民等による創業意欲醸成など、菰野町の地域経済の活性化に向けて取り組み、

既存の小規模事業者、若者創業支援・第二創業支援で創業した新規事業者のＰＲ活動

の場、売上向上の場として活用を促していく。また、直接消費者の声が聴ける貴重な

市場調査の重要な場であることも人材育成研修を通して普及しマーケットインの考え

で支援していく。 

  

今までに実施してきたイベント及び今後も実施していく地域経済活性化イベントは下

記の通り。 

◇三滝川燈火まつり＆菰野町民盆踊り大会 

景観豊かな三滝川河川敷に、ろうそくの灯りを燈し、

訪れる人々の幸せを願う『三滝川燈火まつり』。今では

町民盆踊り大会と同時開催され、盛大に行われている。

商工会の小規模事業者９事業所が出店し、自社商品の

ＰＲ、売上の場として活用している。 

開催時期  ８月中旬 

主  催  夏祭り実行委員会 

主  管  ＮＰＯ法人元気アップこものスポーツクラブ 

構成団体  元気アップこものスポーツクラブ・菰野町芸術文化協会・    

菰野町体育協会・菰野町スポーツ文化振興会・菰野町教育員会・菰野町商工会 

出店者数  ９（平成２６年） 

来場者数  ５，０００名 

 

 

◇まこもナイト 

菰野町が主催し、町名由来の地域資源『まこも』の

知名度向上、普及を目的に開催されている。これまで

は町の関係者等限られた参加者であったが、今年度は

名古屋テレビ塔下に場所を変え、栄を歩く人々にまこ

もを活用した商品をＰＲ、販売し、自社商品のＰＲ、

売上の場として活用している。 

開催時期  ９月 

主  催  菰野町 

共  催  ＮＰＯ法人三重県自然環境保全センター 

協力団体 菰野町商工会・菰野町観光協会・真菰の菰野

会・菰野ばんこ会 

出店者数  １９（平成２６年） 

来場者数  ２０６名 

 

 

 

 

 

燈火祭りの様子↑ 

まこもナイトのポスター↑ 
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◇鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン 

 毎年『全国ランニング大会１００撰』

にも選出される町内の一大イベント。商

工会の小規模事業者も出店し、大会を盛

り上げ、地域資源を活用した商品の販売

や新商品のお披露目の場として活用さ

れており、一日で自社 1か月分の売上額

に達する事業所も多く、出店希望者の多

いイベントとなっている。 

開催時期  １０月中旬 

主  催  鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン実行委員会 

事務局   ＮＰＯ法人菰野町スポーツ文化振興会 

構成団体  菰野町・菰野町教育委員

会・菰野町体育協会・菰野町議会・

菰野町区長会・菰野町商工会・菰野

町社会福祉協議会・菰野町小中学校

校長会・菰野町スポーツ推進委員

会・菰野応急手当普及員の会・総合

型地域スポーツクラブ・町内観光関

係団体・町内スポーツ関係団体 

出店者数  ３５（平成２６年） 

来場者数  １１，０００名 

（ﾗﾝﾅｰ･ｽﾀｯﾌ･見学者含む） 

 

 

 

 

◇菰野町文化祭『食と味のフェスティバル』 

開催時期  １１月第１日曜日 

主  催  菰野町文化祭実行委員会 

事務局   菰野町スポーツ文化振興会・菰野町役場総務課 

構成団体  菰野町芸術文化協会・こもの茶センター・大名行列保存会・菰野ばんこ

会・菰野町商工会・菰野町社会福祉協議会・菰野町社会教育室・菰野町スポーツ文化

振興会 

 

文化祭内イベント 

・菰野町ふるさと味まつり 

地域の特産品をＰＲし、販売する場として菰野町商工会が主体となり開催している。

イベント限定品の販売もあり、新商品試食の場としても活用している。毎年、たくさ

んの方に地域事業所を知って頂ける場となっている。 

主  催  菰野町ふるさと味まつり実行委員会 

事務局   菰野町商工会 

かもしかハーフマラソンの様子↑ 

かもしかハーフマラソンの 
出店者レイアウト図 →
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構成団体  菰野町商工会・ＪＡみえきた農業協同組合・菰野町観光産業課・東町商

店会・旭町発展会 

出店者数  １５（平成２６年） 

来場者数  ９，０００名 

 

・菰野萬古窯出し市 

菰野町の伝統産業である『菰野万古焼』を製造する小規模事業者が中心となり、万

古焼の直販を行っている。事業者がお客様と直に接し、市場動向の判る場であり、町

外来訪者への万古焼の魅力発信の場となっている。 

主  催  菰野ばんこ会 

出店者数  １５（平成２６年） 

来場者数  ６，８００名 

 

 

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 

現状では当会所属の小規模事業者は前述の土地柄により業種も様々であり、他地域か

らの移住者、近隣地区在住者の創業もあり課題は多岐にわたる。 

そのため今後は支援に関する連携先は三重県産業支援センター、よろず支援拠点、三

重県、菰野町、四日市商工会議所など各分野の専門的知識や経験に基づいた協力体制で

行う必要がある。四日市商工会議所とはこれまでも数回マッチング事業において協力で

きないかの話し合いを実施し、観光や農商工連携事業での協力体制は出来ている。また

四日市商工会議所内に事務所を持つジョブカードセンターとは人材不足に関して連携

協力しているので、今後も協力体制を強化して行く。 

本会と桑名三川商工会、木曽岬町商工会、東員町商工会、いなべ市商工会、朝明商工

会、楠町商工会 の 7商工会で構成する北勢商工会広域連合において、事務局代表者会

議、指導員等研修会などを通じて、小規模事業者への支援ノウハウ、支援の現状、地域

の経済情勢、需要動向等について情報交換をする。さらに、三重県商工会連合会で開催

される事務局代表者会議や指導員等を対象とした専門スタッフセミナーなどを通じて、

小規模事業者への支援ノウハウ、支援の現状、地域の経済情勢、需要動向等について情

報交換をする。 

 また、北勢地区の支援機関（構成団体：県市町、商工会、商工会議所、地銀、信用金

庫、労働団体、大学等）を対象とする「北勢地域みえ中小企業・小規模企業振興推進協

議会」において、支援ノウハウ、支援の現状、地域内連携等について情報交換をする。

 中小企業基盤整備機構や全国商工会連合会などの機関を通じて情報を収集し、小規模

事業者の情報発信・販売力向上等に成果をあげている商工会に対して経営指導員等を派

遣したり、当商工会に担当者を招いたりしてベンチマークして、ノウハウ等を習得する。

小規模事業者の情報発信・販売力向上等に成果を発揮できるようになり、また、新たな

ノウハウ等を習得できるようになれば、指導してもらった商工会をはじめ他の商工会に

も、そのノウハウ等を提供し、ギブ＆テイクで情報やノウハウの交換を行い、互いに高

めあっていく。 

 



- 24 - 
 

２． 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 現状では、個々の職員の能力、指導力に偏りがある。 

改善として、補助員又は記帳指導員等指導経験が浅い者については、巡回指導時等に

おいて、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等を通じて、指

導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。

さらに、経営指導員や職員の中に、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、

行政書士、パソコン会計主任１級、シスアドの資格を有する者がいる。この資格を活か

してまず、その者が講師になり他の経営指導員・職員に対して研修を実施し、次に他の

経営指導員・職員が受講した研修内容を講師となって研修し、人事異動等があっても継

続的に職員間相互のスキルアップに取り組む。 

外部機関を活用した資質向上策として、全国商工会連合会が主催する研修の参加に加

え、三重県商工会連合会が主催する「専門スタッフセミナー」や中小企業大学校の主催

する研修に経営指導員が年間１回以上参加することで、小規模事業者等の売上げや利益

を確保することを重視した支援能力の向上を図る。   

 

３． 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 

現状では、個々の職員の評価は毎年行われているが、商工会の支援事業については三

重県の監査にて指導を受けるにとどまっている。 

改善点として、毎年度、本計画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。 

 地域の経済動向、需要動向調査の実施内容は、事務局において自己評価するとともに、

経営分析、計画策定等を支援した小規模事業者に対しては、支援内容やフォロー活動に

対する満足度調査を指導員の聞き取りにより実施。その内容及び指導員の自己評価を踏

まえて、事務局内で評価・改善等について検討する。 

事務局で検討した内容を検証する機関として「経営発達支援事業検証委員会（仮称）」

（以下、委員会）を設置する。構成メンバーは、外部有識者として三重県、菰野町、中

小企業診断士、地域金融機関関係者、北勢商工会広域連合に参画してもらい、商工会役

職員を加えて組織する。 

 委員会は、年 3回程度開催し、経営発達支援計画の遂行状況の確認、事業内容の検証、

改善処置、地域活性化目標の設定・確認等を行う。 

事業の成果・評価・見直しの結果については、商工会長に報告し、理事会の承認を受け

るとともに、菰野町商工会のホームページにて実施期間中、掲載する。また、経営発達

支援計画の遂行に関係する三重県、菰野町、三重県商工会連合会、北勢商工会広域連合、

日本政策金融公庫、三重県信用保証協会、地方銀行や信用金庫、専門家等による会議体

を構成し、報告をする。 

 上記の経営発達支援計画に係る計画・実行・評価・改善に係るＰＤＣＡサイクルは、

次のイメージ図の通りである。 
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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 

（ 平成 28 年 2 月現在）

（１）組織体制 

  １）執行体制 

   会長 1名、副会長 2名、理事 25 名、監事 2名 

２）現在の菰野町商工会事務局の組織体制 

   事務局長、経営指導員 2名、補助員 1名、記帳指導職員 1名、指導員研修生 2名

  ３）経営発達支援事業の菰野町商工会事務局体制 

   事務局長、経営指導員 2名、補助員 1名、記帳指導職員 1名、指導員研修生 2名

 

（２）連絡先 

    〒５１０－１２３４ 

三重県三重郡菰野町福村 871-1 

    TEL ０５９－３９３－１０５０ 

FAX ０５９－３９３－４２７０ 

e-mail komono.syoko@gmail.com                

 

菰野町商工会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

商工業者 

会員 

理事会 
（会長・副会長） 

理事 
監事 総代会 

青年部・女性部 業種別部会 各種委員会 

事務局長 

経営指導員 補助員 記帳指導職員 指導員研修生 

事務局 経営発達支援事業の

事務局体制 
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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28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

必要な資金の額 2,600 2,100 2,100 2,100 2,100

 

 

ｾﾐﾅｰ実施費 

 

調査委託費 

 

ＨＰ作成費 

 

指導員研修費 

 

 

 

 

 

400 

 

1,500 

 

600 

 

100 

400

1,500

100

100

400

1,500

100

100

 

400 

 

1,500 

 

100 

 

100 

400

1,500

100

100

（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 

 

①三重県「小規模事業支援費補助金」  ②菰野町補助金 

③会費収入  ④賦課金収入  ⑤国の補助金制度の活用 

                              

 

（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。 
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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 

Ⅰ．経営発達支援事業 

 １．地域の経済動向調査 

 ２．経営状況の分析 

 ３．事業計画策定支援 

 ４．事業計画策定後の実施支援 

 ５．需要動向調査 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．地域活性化事業 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な運営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情報交換 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 ３．事業の評価及び見直し 

連携者及びその役割 

・三重県 知事 鈴木 英敬 

〒514-8570 三重県津市広明町 13 

役割 Ⅰ-６．新たな需要の開拓に寄与する事業  

Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 

効果 「三重テラス」や県主催の産業展など、小規模事業者の販路拡大において活用

できることが多く、情報交換などで連携することにより効果的に事業を進める

ことができる。事業評価についても客観的な評価を得られる。 

 

・菰野町 町長 石原 正敬 

〒510-1292 三重県三重郡菰野町潤田 1250 

役割 Ⅰ-１．地域の経済動向調査 Ⅰ-３．事業計画策定支援  

Ⅰ-４．事業計画策定後の実施支援 Ⅰ-６．新たな需要の開拓に寄与する事業

Ⅱ-１．地域活性化事業 Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 

効果 小規模事業者の経営発達支援について連携すべきことは多岐に渡り、地元行政

として連携することにより大きな効果が得られる。事業評価についても客観的

な評価を得られる。 
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・公益財団法人三重県産業支援センター 理事長 山川 進 

〒514-0004 三重県津市栄町 1-891 三重県合同ビル内 

役割 Ⅰ-２．経営状況の分析 Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅰ-５．需要動向調査 

   Ⅰ-６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

効果 経営状況の分析や事業計画策定などについて、専門的な知識・ノウハウを豊富

に有していることから、小規模事業者の経営発達支援について大きな効果が期

待できる。 

 

・三重県よろず支援拠点 コーディネーター 野垣内 斉 

 〒514-0004 三重県津市栄町 1-891 三重県合同ビル内 

役割 Ⅰ-２．経営状況の分析 Ⅰ-３．事業計画策定支援  

Ⅰ-６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

効果 経営状況の分析や事業計画策定などについて、専門的な知識・ノウハウを豊富

に有していることから、小規模事業者の経営発達支援について大きな効果が期

待できる。 

 

・㈱三重銀総研 代表取締役 筒井 真 

 〒510-0087 三重県四日市市西新地 7-8 

 役割 Ⅰ-１．地域の経済動向調査 Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅰ-５．需要動向調査

    Ⅲ-２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

効果 小規模事業者に必要な地域の経済動向や需要動向について情報を得ることがで

き、また、この情報を経営指導員等の勉強会に活用することにより資質向上が

図られる。 

 

・四日市商工会議所 会頭 小林 長久 

 〒510-8501 三重県四日市市諏訪町 2-5 

 役割 Ⅰ-６．新たな需要の開拓に寄与する事業  

Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

効果 近隣市の同じ経済団体として、小規模事業者の販路拡大やマッチングにおいて

連携を行うことにより、小規模事業者の経営発達支援において大きな効果が得

られる。 

 

・三重県商工会連合会 会長 藤田 正美 

 〒514-0004 三重県津市栄町 1-891 三重県合同ビル 6Ｆ 

役割 Ⅰ-１．地域の経済動向調査 Ⅰ-２．経営状況の分析 

Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅰ-４．事業計画策定後の実施支援 

Ⅰ-５．需要動向調査 Ⅰ-６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

Ⅲ-２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 
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効果 経営発達支援事業を円滑に進める上で連携は必要不可欠であり、小規模事業者

支援に必要な専門家派遣や職員の資質向上などについて大きな効果が得られ

る。 

 

・三重県商工会北勢広域連合 会長 安藤 邦晃 

 〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜 2633 いなべ市役所北勢庁舎内 

役割 Ⅰ-１．地域の経済動向調査 Ⅰ-２．経営状況の分析 

Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅰ-４．事業計画策定後の実施支援 

Ⅰ-５．需要動向調査 Ⅰ-６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

Ⅲ-２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 

 効果 経営発達支援事業を円滑に進める上で連携は必要不可欠であり、小規模事業者

支援に必要な専門家派遣や職員の資質向上などについて大きな効果が得られ

る。 

 

・㈱日本政策金融公庫四日市支店 支店長 坂番 勝太郎 

 〒510-0088 三重県四日市市元町 9-18 

 役割 Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

    Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 

 効果 小規模事業者の事業計画策定や運転資金・設備資金の融資、創業時の事業計画

などについて連携することにより、大きな効果が得られる。 

 

・三重銀行菰野支店 支店長 森 啓旗 

 〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野 1090 

北菰野支店 

 〒510-1311 三重県三重郡菰野町永井 3095-38 

役割 Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

   Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 

効果 小規模事業者の事業計画策定や運転資金・設備資金の融資、創業時の事業計画

などについて連携することにより、大きな効果が得られる。 

 

・百五銀行菰野支店 支店長 井坂 衆 

 〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野 1101-4 

役割 Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

    Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 

 効果 小規模事業者の事業計画策定や運転資金・設備資金の融資、創業時の事業計画

などについて連携することにより、大きな効果が得られる。 
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・第三銀行菰野支店 支店長 前田 修一郎 

 〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野 1363-3 

役割 Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

    Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 

 効果 小規模事業者の事業計画策定や運転資金・設備資金の融資、創業時の事業計画

などについて連携することにより、大きな効果が得られる。 

 

・北伊勢上野信用金庫菰野支店 支店長 田辺 孝弘 

 〒510-1234 三重県三重郡菰野町福村 35-12 

役割 Ⅰ-３．事業計画策定支援 Ⅲ-１．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

    Ⅲ-３．事業の評価及び見直し 

効果 小規模事業者の事業計画策定や運転資金・設備資金の融資、創業時の事業計画

などについて連携することにより、大きな効果が得られる。 

連携体制図等 
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