
経営発達支援計画の概要 

実施者名 大紀町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日の５年間 

目標 
地域に根付く事業者や住民生活の要である商業・サービス業の復活を喫

緊の最重要課題とし、主に観光・特産品関連産業へ重点的な支援を行う

事業内容 

１）地域の経済動向調査に関すること 

 ・小規模事業者を対象とした実態把握と地域経済動向調査 

 ・地域資源の発掘調査、情報の提供 

２）経営状況の分析に関すること 

 ・重点支援事業者の経営状況分析等による事業の棚卸の実施 

 ・重点支援事業者に対する専門家等を活用した多角的分析 

３）事業計画策定支援に関すること 

 ・事業計画策定に関するセミナー・個別相談会の開催 

 ・国・県施策普及セミナーの開催による事業計画策定と周知 

 ・事業計画から付随して発生する「第二創業」「事業承継」「経営改善」

「経営向上」に取り組む事業者の積極的な支援 

４）事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ・事業計画策定後の推進進捗確認とフォローアップとブラッシュアッ

プの実施 

・「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用したフォローアップ 

・第一次産業者との連携や異業種間交流、他団体との連携による「農

商工連携事業」「６次産業化事業」「コミュニティビジネス」の検討

並びに促進 

５）需要動向調査に関すること 

 ・観光と特産品に関する需要動向調査 

６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ・新聞・ラジオ・テレビ等マスメディアの活用 

 ・松阪商工会広域連合・大紀町地域活性化協議会を活用したＢtoＢ、

ＢtoＣの商談会、展示会、即売会への積極的な参画 

 

連絡先 

 

大紀町商工会 
 

〒５１９－２８０２  

三重県度会郡大紀町崎２２００番地１ 

Tel 0598-74-1379  Fax 0598-74-0262 

ｅ-Mail   taikisho@ma.mctv.ne.jp 

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.shokokai.or.jp/taiki/ 
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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 

１．概要 

大紀町は三重県中南部に位置する町で、平成１７年２月に大宮  

町、紀勢町、大内山村が合併し誕生しました。 

２３３．５４ｋ㎡と広大な総面積を有するものの、山林が９０．

６％を占めています。地形は全般に急峻で、農山村部とわずかな

土地に民家が集中する沿岸部からなる典型的な農山漁村地域で、 

下記の表のとおり県内でも過疎化・高齢化が最も進んでいる町の

一つとなっており、消費力の低下や従業員の確保が難しくなるな

ど、小規模事業者にとって厳しい状況となっています。地域の商

工業者、特に事業承継するに至らない経営規模の小規模事業者に

おいては、毎年高齢を理由とする廃業が後を絶ちません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管内商工業者数推移 

 

 

大紀町の人口推移                    （単位：人） 

区 分 昭和 60 年 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 24 年 

15 歳未満 2,456 2,004 1,633 1,376 1,182 943 881 

15～64 歳 8,688 8,028 7,234 6,480 5,802 4,947 4,689 

65 歳以上 2,377 2,548 3,054 3,477 3,804 3,930 3,948 

総 数 13,521 12,580 11,921 11,334 10,788 9,846 9,518 

増減率 － △6.96% △5.24% △4.92% △4.82% △8.73% △3.33% 

 商工業者数 小規模事業者数 小規模比率 商工会会員数 会員比率 

平成 17 年 4月 ６８１ ６５４ ９６．０％ ４７１ ６９．２％

平成 21 年 4月 ５６２ ５４４ ９６．８％ ４１９ ７４．６％

平成 26 年 4月 ４６５ ４４８ ９６．３％ ３５１ ７５．５％

H26/H17 減少率 △３１．７％ △３１．５％  △２５．５％  
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過去１０年間業種別商工業者数推移（減少数上位５業種） 

 卸・小売業 建設業 製造業 その他サービス業 飲食店・宿泊業 

平成 17 年 4月 239 135 99 106 77 

平成 26 年 4月 140 92 59 84 63 

H26/H17 減少数 △99 △43 △40 △22 △14 

H26/H17 減少率 (△41.4) (△31.9) (△40.4) (△20.8) (△18.2) 

上記のとおりこの１０年間で２００社以上の商工業者が減少しています。 

業種別に見てみると、建設業の減少は一人大工等建築業の減少が激しく住宅着工戸数

の減少や大手ハウスメーカーの地方進出によるところが大きな要因となっています。 

また製造業者の減少は、景気の停滞に伴う都市部大手製造企業の下請発注の減少、都

市部から遠く輸送コストがかかってしまう事や従業員の高齢化による人材の確保が困難

になってきている事が大きな要因となっており、どちらも産業構造変化の大きな波に飲

み込まれていってしまっている状況です。 

低迷する建設業・製造業の中でも、ニッチ産業での独自技術革新を図っている企業も

ありますが、一部の企業に止まっているのが現状です。 

 

２．地域の最重要課題 

しかし更に深刻な状況となっている業種は、卸・小売業に代表される商業・サービス

業で、壊滅的な状況と言えます。絶対的人口の減少をはじめ、国道４２号線で結ばれて

いる隣接する大台町、紀北町には商業集積地区があり、一部商店街も形成されています

が、大紀町には商業集積地がなく商店が点在している状況であるため、買回り品のみな

らず、食料品や小物雑貨等最寄り品の消費においても近隣町にある大手スーパーやホー

ムセンターへ流出しているため、減少に拍車をかけている状況となっています。 
更には高速道路の開通に伴う消費流出が拍車をかけ、また経営者自体の高齢化による

ＩＴビジネス展開への適応能力にも限界があり、事業者も経営を取り巻く環境を考える

と子ども等へ承継させてまで将来にわたり経営を継続させていく事には非常に不安を抱

いており、現事業主が事業継続困難になった時点で即廃業という状況が後を絶たたない

ことは明白となっています。地域の経済は疲弊の一途をたどっており、このままでは数

十年とそんなに遠くない将来で地域経済が消滅してしまう恐れもあり、地域にとって大

きな問題となっています。 

そこで大紀町商工会としては、地域に根付く事業者や住民生活の要である商業・サー

ビス業の復活を喫緊の最重要課題とし、主に観光・特産品関連産業へ重点的な支援を行

うことでこれを解決することと考えています。 

 

３．振興のあり方 

現状、地域の自然や文化にこだわりながら商品を作り販売し、地道に経営を継続させ

ている小規模事業者も現時点では少なからず存在しています。当町は、町内のほぼ全域

が奥伊勢宮川峡県立自然公園に指定されており、また伊勢志摩国立公園と吉野熊野国立

公園の間に位置し、山、川、海のそれぞれにおいて風光明媚な景色を見る事が出来ます。

また伊勢神宮の第一の別宮とも言われる瀧原宮があり、熊野本宮まで結ばれる世界遺産



- 3 - 
 

に指定されている熊野古道の一部も存在しています。このような自然豊かな風土に育ま

れた産品も多くあり、その多くは日本全国どこにでも有るような産品ではあるものの、

地域に根付き親しまれている物もあります。 

大紀町商工会ではこのような背景を踏まえ、地域資源を活用した観光と特産品に関わ

って経営している小規模事業者にスポットを当てた経営発達支援計画を策定し、地域経

済の衰退を少しでも食い止め、盛り上げていく事を商工会の役割と位置付けます。 

すでに実施している取り組みとして、以前より地域経済の疲弊を少しでも活性化させ

る事を目的に、事実上機能が停止していた観光協会の代替となるよう、平成２５年７月

に大紀町地域活性化協議会（注 1）を発足させ、「着地型観光開発事業」（注 2）と「地域

特産品開発事業」を二本柱として、各種地域振興事業を実施しています。 

    ※注 1 大紀町地域活性化協議会とは・・ 

        地域産品並びに観光資源を活用した事業を行い地域全般の活性化に寄与することを 

        目的とする、商工会、行政、地域の商工業者、有識者数名で構成した地域振興団体。 

     ※注 2 着地型観光開発とは・・ 

        観光客の受け入れ先が地元ならではのプログラムを企画し、参加者が現地集合、 

現地解散する新しい観光の形態。主に都会にある出発地の旅行会社が企画して 

参加者を目的地へ連れて行く従来の「発地型観光」と比べて、地域の振興につ 

ながると期待されている。 

  

（１）着地型観光開発事業 

山・海・川をはじめ、緑・花・空・星などの豊かな自然資源や世界遺産ツヅラド峠（熊

野古道）に代表される古の道・社寺・祭りなど沢山の歴史や伝統がいっぱい詰まった地

域です。漁業関係者や森林関係者、農業関係者とコラボレーションを行い、以下のよう

に分野別に開発研究を行っており、５年後には体験型観光メニューの実施希望事業者数

を３５社にすることを目標とします。 

 

◆体験型観光メニューの例 

山関連 森林ウォーク（間伐山体験）・木こり体験・薪割り体験・木工体験 等々 

海関連 
養殖生け簀えさやり体験・干物作り体験・漁師飯作り体験・漁師町ウォーク

等々 

川関連 カヤック体験、川遊び体験、魚つかみ体験 等々 

また同時に、県主催の民泊セミナーを昨年当町で実施していただくなど、三重県地域

連携部の協力を得て、宿泊施設を増やすよう計画しています。将来的には学校関係への

ＰＲ強化を図り、伊勢方面を訪れる修学旅行生や社会見学生を取り込む事ができる収用

能力となるために、民泊業者の件数を５年後には２０件にすることを目標とします。現

在は完全商品化を目指して観光メニュー精査のためのモニターツアーを実施し、安全管

理等の確認作業を行っている状態であります。モニターツアー後のアンケートの内容も、

地域の産業や農村漁村の資源を活用した体験活動についても概ね賛同を得ており、需要

があることを確信し、着地型観光は新たな産業として構築出来ると見込んでいます。 
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  ２６年度のモニターツアーの実績は農業体験、林業体験、漁業体験、民泊体験で累計

１０４名に向けて開催しました。そのうちの一つの民泊体験は韓国の大学生の団体で、

今後のインバウンド需要にも期待ができます。 

 

（２）特産品の販路開拓支援 

「地域特産品開発事業」については、着地型観光により町内への流入人口を増加させ、

町内での消費を増やすためにも、地域に根付いている産品の特産品化並びに新たな魅力

ある特産品の開発が欠かせないものと考えています。また、農業者、林業者、漁業者の

第一次産業者、ＪＡや森林組合、漁業協同組合等第一次産業者が形成する各種団体との

連携を図り、新商品を開発していきます。そして新商品の開発に至るまでの気運の盛り

上がりを作るためにも、こだわって生産並びに販売している既存の商品を地域ブランド

化し、商品力を高める作業を現在行っており、５年後にはブランド希望事業者３８社、

ブランドアイテム数５７個を目標とします。 

 

（３）今後の展開 

地域の自然や文化を活かしながら商品を作り販売し、地道に経営を継続させている小

規模事業者はありますが、単品や１社ではなかなか販路開拓が難しいため、大紀町地域

活性化協議会の地域資源を活用した「大紀ブランド」の認定を設け、ブランド化という

連携により、大きな市場へ向けて発信していく支援を商工会がおこなっていきます。 

さらに地域資源の発掘調査の実施後、「中小企業地域資源活用促進法」に基づく地域資

源の指定になるように三重県に働きかけ、今後の大紀町の強みを増大させます。 

（２６年１１月１８日現在で地域資源の指定 １８件） 

 

４．まとめ 

大紀町での従来どおりの事業の進め方では思うように新規開業等や事業拡大が見込め

ないと考えたため切り口を変え、地域資源を活用した観光・特産品に関わる事業を大紀

町地域活性化協議会と連携をしておこなっていきます。観光・特産品に関わる事業とは、

現在減少している宿泊業、飲食店、お土産物等を取り扱う小売業、観光サービス業等を

想定しており、まずこれらの起業を促すための支援をおこなっていきます。既存の小規

模事業者には、新商品の開発や、販路拡大等の支援を重点的におこなっていきます。 

それに伴い、既存の小規模事業者の持続的発展と、新規事業の創業を通じて小規模事

業者の廃業の増加を抑制し、小規模事業者の現在の数を維持させていくことを目標とし

ます。（平成２６年４月１日現在 ４６５名） 

併せて本目標を達成するために第一次産業者との連携や異業種間交流、行政、ＰＡ，

道の駅、ＪＡ、森林組合、漁業協同組合、日本政策金融公庫をはじめとする金融機関、

他団体との連携を商工会が中心となり「農商工連携事業」、「６次産業化事業」、「コミュ

ニティビジネス」の検討並びに促進を状況に応じて実施していきます。 

そしてこれらを推進していく過程で発生する「創業」、「第二創業」、「事業承継」、「経

営改善」、「経営向上」に積極的に取り組む事業者をしっかり支援し、地域経済の新たな

基盤づくりに貢献していきます。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

・経営発達支援事業の実施期間 

実施期間：平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日の５年間 

 

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】 

 

本事業の目標に対応可能な小規模事業者の財務状況を含む経営資源の内容調査を行い

ます。 

 

１－① 小規模事業者を対象とした実態把握と地域経済動向調査 

  

大紀町商工会では、従来の経営改善普及事業を実施する中で、巡回指導には特に力を

入れてきた経緯を踏まえて、巡回によるヒアリング調査を行います。調査後のヒアリン

グシートは会員ごとの経営カルテと共にファイリングし組織内での情報共有を行いま

す。 

 大紀町内における経済動向、企業経営動向を把握し適正かつ効果的な施策を推進する

基礎資料として活用するとともに、地域内企業の経営判断、提供する施策、事業計画書

作成の参考資料として役立てることを目的とします。 

 経営発達支援計画の最重要課題である、観光・特産品関連産業への事業展開を考えて

いる事業所の発掘を２つ目の目的とします。 

また、年度末には「地域経済動向の調査報告書の概要版」をホームページ上に開示を

し、情報提供を行っていきます。 

 

 【調査項目】業況、売り上げ・経常利益、販売数量・販売単価、資金繰り、雇用人数・

設備投資、仕入れ価格・在庫水準、取引先、後継者の有無、業界として

当面する問題 

             ◆地域資源を活用した事業を展開したいと考える事業者を発掘するため

の意向調査を含む 

 【調査手順】地域巡回経営資源分析担当の記帳指導関係職員３名が中心となり、職員

全員で事業を進める。 

       地区を３分割し巡回を行う。聞きもらすことのないように、ヒアリング

シートを活用する。 

 

１－② 地域資源の発掘調査、情報の提供（発掘資源研究会・発掘調査報告会開催 

を含む） 

地域の資源を発掘し、資源を適切に利用した着地型観光開発・地域特産品開発を

幅広く展開するため、及び次代を担う産業の芽を見出し、育成をしていくために調査

を行うことを目的とします。発掘調査、情報のまとめ、情報の提供を行うために商工

会が「発掘資源研究会・発掘調査報告会」を開催します。地域資源の発掘調査後は、「中
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小企業地域資源活用法」に基づく地域資源の指定案件になるよう三重県に働きかけて

いきます。指定になることで、ビジネスチャンスが増加します。 

 

  【調査方法】活性化協議会による洗い出し 

        地域住民（小中学生も含む）アンケートの実施 

        専門家召集による検証 

        地域外部の視点による検証 

        既存資源の価値の発掘と地域資源のミックスを行う。 

         

  【分類項目】可能な限り網羅的に地域資源を把握できるよう分類・整理を行う 

       ■固定資源・・・地域に固定され地域内で活用、消費されるもの  

域特性資源・・気候的条件、地理的条件、人間的条件 

         自然資源・・・原生的自然資源、二次的自然資源、野生生物     

                エネルギー資源、鉱物資源、水資源、環境総体 

歴史的資源・・遺跡、歴史的文化財・建造物・事件、郷土出身者 

         社会・文化資源・伝承文化、芸能、民話、祭り、イベント等 

         人口施設資源・構築物、家屋、市街地、街路、公園等 

         人的資源・・・技術資源、関係資源 

         情報資源・・・知恵、ノウハウ、ブランド、制度、愛着、誇り等 

       ■流動資源・・・地域内で生産され地域外でも活用、消費されるもの 

         資金・・・・・現金、有価証券等 

         特産的資源・・農・林・水産物、同加工品、工業部品、組立製品 

         中間生産物・・間伐材、家畜糞尿、落ち葉、産業廃棄物等 

 

  １-①、１-②については、当初重点項目に設定し、その後も常時発信し、常に対応し

ていく必要性があります。そうする事によって地域経済の活性化の底上げにつなげてい

きます。 

 

本事業の５ヵ年計画の中で、本セクションにおける目標は以下のとおりとします。 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

経営資源調査件数 

（１－①） 
２５０件 １００件 １０件 １０件 １０件

発掘調査報告会 

（１－②） 
１回 １回 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ

発掘資源研究会 

（１－②） 
２回 ２回 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ

   ※１－②については大紀町活性化協議会と連携をして進めていく。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

  各事業所の事業計画を作成するにあたり、参考となる情報を収集し整理、分析を行い、

各事業所へ提供し、事業計画の完成度を高める支援を行います。 

 

２－① １－①で抽出した地域資源を活用した事業を展開したいと考える小規模事業者

（重点支援事業者）の経営状況分析等による事業の棚卸の実施 

 

  １－①で行った経営発達支援計画の最重要課題である、観光・特産品関連産業への事

業展開を考えている事業所よりさらに詳しいヒアリングを行います。ヒアリングを行う

ことで、熱意や独自の洗い出しなど、財務諸表だけでは読み取れない小規模事業者の強

みを見つけそれを伸ばす提案を行い、頭の中にあった事業のストーリー化を実現し、説

得力を持つ内容になるよう支援を行っていきます。例えば、現業が本事業の目標とは全

く関係のない業種で経営されている事業者で、現業からの脱却を模索している事業者や

現業に見切りをつけ民泊との兼業を検討したい意向の事業者が現れた場合は第二創業の

提案を行い、資金問題の相談、第二創業関係の補助金案内等の支援を行っていきます。

また同様に町内外に対し本事業の目標を掲げたＰＲを行う事によって、新創業やＩター

ン希望者が現れた場合、創業、起業の情報を提供し、資金問題の相談、創業関係の補助

金案内、創業計画書の作成等の支援を行っていきます。 

 ヒアリングした内容については、ヒアリング用のテンプレートを作成し、各事業所の

経営カルテにファイリングし、職員がいつでも見ることのできる体制を構築していく。

もちろん財務諸表からの計数的な分析も同時に行い、指数等から読み取れる経営支援も

行っていきます。 

 

 【調査項目】現業の状況、従業員を含む事業規模や現業種、取引先や人脈、第二創業

  の意向をさらに追加 

 

  【調査手順】事業全般推進担当の業務課長（補助員）、経営指導員が中心となり行う。

地域資源を活用した事業を展開したいと考える小規模事業者に対して、

じっくりと話を聞き本事業の目標も明確に伝え、企業の現状や抱える課

題、企業が本当にやりたい事業・テーマが何かをヒアリングする。ヒア

リングを行った後ヒアリング用のテンプレートに記載しファイリングす

る。 

    

２－② １－①で抽出した地域資源を活用した事業を展開したいと考える小規模事業者

（重点支援事業者）に対する専門家等を活用した多角的分析（経営資源と地域

資源のマッチング） 

 

１－①で抽出した事業者の特色や希望、経営状況について多角的な分析を行い、１－

②で発掘した地域資源との組み合わせの可能性を模索します。事業者の持つ「夢」や「希

望」をまずは計画に落とし込みその計画が実際に実現可能なレベルかどうかを精査し、

一つ一つの課題について商工会がプラットホームの役割となり、各種専門機関を活用し
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解決していき、事業計画書作成を作成していきます。 

この作業を行う事により、商工会と事業所との相互の理解も深めることができ、今後

の本事業の遂行発展においての起点となっていきます。 

 

 【調査手順】計画を落とし込む作業は小規模事業者と商工会が一緒になって行う。その

  際生じる課題についての解決支援や分析については、専門家派遣事業を中

心にミラサポやよろず支援拠点（三重県産業支援センター）を活用しなが

ら、小規模事業者の計画の精査、可能性を模索検討し、重点支援事業者に

提案をしていきます。 

 

本事業の５ヵ年計画の中で、本セクションにおける目標は以下のとおりとします。 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

経営分析・棚卸 

（２－①） 
２５件 １０件 １件 １件 １件

多角的分析件数 

（２－②） 
２０件 ５件 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

  本事業目標について、希望する事業者（又は一般個人）に対し、それぞれに見合う事

業計画の遂行のための伴走型支援の実施。 

  

 ３－① 事業計画策定に関するセミナー・個別相談会の開催 

  

各事業所の事業計画策定に関しては、セミナー並びに個別相談会を実施し、それぞれ

の事業計画を明確にし、各事業者が実施しやすいように支援指導していきます。 

１－①、２－①、②で分かった特性、希望を考慮したうえで、講師・内容を選定して

いきます。 

 

  【目  的】重点支援事業者にあげている「観光」「特産品」に関わる事業を営む事業

   者と前記以外の事業計画策定に対してやる気のある、小規模事業者の発

   掘及び事業計画書作成支援を行う。 

   

  【内  容】重点支援事業者にあげている「観光」「特産品」に関わる事業を営む事業

        者については、セミナーを受講してもらうことで、さらに意識付けを行

        いＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析、４Ｃ戦略が一枚に記せる戦略シート等を作

        成する。今後行っていく戦略を探るため、２－①で作成したヒアリング

シート、２－②で行った多角的分析、このセミナーで作成した戦略シー

トをもとに事業計画書を自ら作成してもらい、個別相談会で商工会職員

と専門家がチェックを行い、ブラッシュアップする。 

やる気のある小規模事業者については、重点支援事業者と同じくセミナ
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ーで意識付けを行い、商工会職員と一緒になって戦略シートを作り上げ

た後、事業計画書を自ら作成してもらい、同じく個別相談で商工会職員

と専門家でチェックを行い、ブラッシュアップをする。 

 

 ３－② 国・県施策普及セミナー（補助金・助成金説明会）の開催による事業計画策定

     と周知 

 

各事業所の事業実施に際し、それぞれの計画に見合う国・県施策（補助金・助成金）

のセミナーの開催、周知並びに申請に向けての事業計画書、申請書のブラッシュアップ

等を行います。当然１－①で行った実態把握と地域経済動向調査で集めた情報をもとに

 個別の掘り起しも行っていきます。 

   

【目  的】各事業所の事業実施に際し、これまでの情報収集をもとにそれぞれの計

画に見合う国・県施策（補助金・助成金）のセミナーの開催並びにＳＮ

Ｓ等の活用など、タイムリーな情報提供を行い、申請に向けての事業計

画書、申請書のブラッシュアップ等を行う。 

   

【内  容】「経営計画書とは」「経営計画作成の意義とは」「「計画立案の考え方とは」

      といった初歩的なことの説明を入れた開催チラシを作成し、巡回訪問時

      に配布又は郵送する。フェイスブック等のＳＮＳを活用し、大紀町の 

      小規模事業者に対し周知徹底を行う。 

      講師には、補助金申請・経営計画書を熟知している中小企業診断士や経

営コンサルタントを考えており、セミナーでは作成の説明だけでなく、

実践型の形式で進めていきます。 

 

本セクションにおける目標値は以下のとおりとします。 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

事業計画策定セミナ

ー開催回数（３－①） 
２回 ２回 ２回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

上記参加事業者数 １５ １０ １５   

事業計画策定個別相談

会開催回数（３－①） 
２回 ２回 ２回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

上記参加事業者数 １０ １０ ５   

国・県施策セミナー開

催回数（３－②） 
１回 ２回 ２回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

上記参加事業者数 １０ １０ １０   

事業計画策定件数 

（個別ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ) 
５ ５ ５

必要に応じ 

対応 

必要に応じ

対応 

※３－①②については、松阪商工会広域連合と連携しながら開催する。 
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３－③ 事業計画から付随して発生する「第二創業」、「事業承継」、「経営改善」、「経営

向上」に取り組む事業者の積極的な支援。 

     併せて本商工会として取り組んでいる情報を販路開拓支援時のＰＲ効果等に

より、新たな「創業」（Ｕターン者・Ｉターン者含む）の喚起並びに支援も行っ

ていきます。 

 

本支援事業により、当商工会管内において、主たる事業に付随して、例えば民泊事業

を新事業として開業する第二創業に取り組む事業者や新分野進出に伴い事業承継を計画

する事業者、現状経営を打破するべく「経営改善計画」や「経営向上計画」に取り組み

たいと希望する事業者、引いては「経営革新計画」に取り組みたいと希望する事業者が

現れる可能性が十分考えられます。したがって管内商工業者の動向については巡回訪問

時にしっかり説明並びに聞き取りを行い、情報を的確にとらえる必要性があります。 

  また、主婦業の傍らに新たに民泊事業を開業してみようとする方も掘り起こす予定で

います。同時に本支援事業の地域や県内外への浸透度によっては、ＵターンやＩターン

希望者が現れる事も十分考えられます。 

  これらの伴走支援としての創業塾等セミナー開催については、三重県商工会連合会や

広域連合におけるスケールメリットを活かした開催が適正規模であるため、連携を密に

して取り組んでいきます。 

  上記１から２までの支援事業を通じて、進捗状況及び地域の要望等を鑑み大きく変動

する事が予想されますが、本セクションにおける当初目標として以下のとおり設定しま

す。併せて創業や第二創業において、実現可能な案件が出てきた際には、上記３－①、

３－②で記述した事業計画策定の手順を踏み、販路開拓支援へつなげていき、本支援事

業がより活発に行われ、発信していけるようにします。 

 

本セクションにおける目標値は以下のとおりとします。 

 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

第二創業予定者

の発掘件数 
０件 ２件 ３件 ３件 ３件 ３件

創業予定者の発掘数 

(U ﾀｰﾝ・I ﾀｰﾝ含む) 
０件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件

創業・第二創業セ

ミナーの開催数 
０回 １回 １回 １回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

上記参加事業者数  ４ ５ ５  

創業・第二創業

個別相談回数 
０回 ３回 ４回 ４回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

事業承継予定者

の発掘件数 
０件 １件 １件 ２件 ２件 ２件

事業承継セミナ

ーの開催回数 
０回 １回 １回 １回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

上記参加事業者数  １ １ １  

経営改善計画希 ０件 １件 １件 １件 １件 １件
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望者の発掘件数 

経営改善計画セ

ミナーの開催数 
０回 

必要に応じ

開催 

必要に応じ

開催 

必要に応じ

開催 

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

経営向上計画希

望者の発掘件数 
０件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件

経営向上計画セ

ミナーの開催数 
０回 １回 １回 １回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

上記参加事業者数  ２ ２ ２  

経営革新計画希

望者の発掘件数 
０件 １件 １件 １件 １件 １件

経営革新計画セ

ミナーの開催数 
０回 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ

  ※上記セミナーについては、松阪商工会広域連合と連携しながら開催する 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

本事業目標について、希望する事業者（又は一般個人）に対し、それぞれに見合う事

業計画の遂行のための事業実施に関する伴走型支援の実施。 

 

 ４－① 事業計画策定後の推進進捗確認とフォローアップとブラッシュアップの実施 

 

事業計画策定後、経営指導員が中心になり、定期的に巡回訪問し、（基本的には６ヶ月

に１度、重点的に指導を行う必要性のある小規模事業者には適宜、巡回回数を調整する）

計画と実績の比較や検証、指導・助言を行い必要に応じ事業の再検討を実施する。 

 

 

４－② 「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用したフォローアップ 

 

従来の小規模事業者経営改善資金融資制度よりも、貸付限度が高く金利も抑えられ、

貸付期間の長期化と、小規模事業者は据置期間３年と小規模事業者に対し手厚い制度に

なっており、情報収集を活用し設備投資を考える事業所や、大きく飛躍を遂げ運転資金

が必要な事業所が出てきた場合に積極的に活用、推進していきたいと考えています。 

 

 本セクションにおける目標値は以下のとおりとします。 

 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

各フォローアッ

プ件数 
１件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件
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４－③ 第一次産業者との連携や異業種間交流、他団体との連携による「農商工連携事

業」、「６次産業化事業」、「コミュニティビジネス」の検討並びに促進 

  

本支援事業の推進状況や本事業推進事業者の要望をより効果のあるものとするため

に、農業者、林業者、漁業者の第一次産業者、またＪＡや森林組合、漁業協同組合等第

一次産業者が形成する各種団体との連携を図り、「農商工連携事業」、「６次産業化事業」、

「コミュニティビジネス」の検討並びに促進を支援する事により、地域資源を活用した

「体験観光メニュー」や「地域特産品」の新事業展開の側面的支援を行います。 

本セクションの推進にあたっては、より高度で専門的な支援が必要と思われるため、

広域連合や商工会連合会主催によるセミナーや個別相談会を中心に取り組みます。 

また事業の推進に、各種補助金や助成金の申請が伴う場合には、事業計画策定時に計

画している国、県関連の施策セミナーに合わせて実施するようにし、個別のフォローア

ップを行っていきます。 

進捗状況や事業者の要望により大きく変動する事が見込まれますので、本セクション

の目標はあえて設定しませんが、広域連合の支援を受けながら、出来る限りチャレンジ

していきたいと考えています。 

 

  上記一連の経営発達支援事業を行う事により、「特産品開発」においては、大紀ブラン

ド数を尺度とし、「着地型観光」については、民泊開業数並びに体験メニュー数を尺度に

最終的に事業を達成するための目標を以下のとおり設定します。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

５－① 観光と特産品に関する需要動向調査 

   

  観光・特産品（土産物）を核とした効果的な地域振興策を考えるためには、地域経済

 の実態の把握が必要なため、次の３つの需要動向調査を行います。 

 

   ５－①－➊ ＰＡ（奥伊勢ハイウェイパーク）道の駅「木つつ木館」によるアンケ

ート・ヒアリング調査 

【調査項目】日帰り旅行か・宿泊旅行か、宿泊しての満足度、団体旅行か・個人旅

 現実施数 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後 

大紀ブランド希望

事業者数 
２２社 ２５社 ３０社 ３３社 ３５社 ３８社

大紀ブランド希望 

アイテム数 
３３個 ３７個 ４３個 ４８個 ５２個 ５７個

民泊経営希望 

事業者数 
３社 ５社 １０社 １５社 １８社 ２０社

体験型観光メニュー

実施希望事業者数 
１０社 ２０社 ２５社 ３０社 ３３社 ３５社
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行か、リピーターかどうか、定宿を持っているかどうか、大紀町まで

の交通手段、大紀町へ来た目的、お土産物に対する選好基準、購入予

定のお土産物、お土産物店に対する選好、お土産物に対する満足度 

    【調査対象】ＰＡ，道の駅のお客様 各１００名程度 

 

５－①－❷ モニタリングツアー参加者にアンケート・ヒアリング調査（ファム

ツアーも含む） 

   【調査項目】≪児童≫ 

性別、学年、今回の体験について、今回の体験で一番楽しかったこと、

その理由、周りの資源について、今回の体験で学んだこと・発見した

こと、このような体験をまたしたいか 

≪保護者≫ 

今回の体験活動に参加させた感想や気づいた点など、今回の体験につ

いて子供たちの感想はどうだったか、地域の産業や農山漁村の資源を

活用した体験活動をどう思うか、機会があればまた参加させたいか、

体験活動が学校の授業に導入されることについて、その理由 

≪学校引率者≫ 

ツアーの内容について、その理由、子供たちにとって学びや発見のあ

る楽しい内容であったか、ツアーの安全対策について、その理由、案

内したスタッフについて、その理由、体験の時間はどうだったか、そ

の理由、今回のツアー料金として適当だと思う金額、その理由、≪保

護者≫と同じ項目のため割愛 

≪旅行関係者≫ 

         このコースを選択した理由、期待通りであったか、希望する実施日程、

         有料になっても参加をするか、意見・感想・改善点等 

   【調査対象】募集をかけ、参加していただいた方とはなるが、想定では海のない県

         民、外国人、大都市圏の家族、教育機関、田舎体験希望の方、旅行関

係者（ファムツアーのみ） 累計５０名程度 

   

    ５－①－❸ 「着地型観光」「特産品開発」の成功事例をもつ企業、団体によるセ

          ミナーの開催と先進視察によるベンチマーク 

   【調査内容】 取り組む事業者の内容や状況等必要に応じ「着地型観光」「特産品開

発」それぞれの分野において全国的に成功を収めている企業や団体

等のマネジメントを行った担当者によるセミナーを開催する等的確

に情報提供を行う。本事業をスムーズに行えるよう、商工会で小規

模事業者地域力活用事業全国展開支援事業の申請を行う。採択の可

否によらず、専門家の指導を受けながら積極的にベンチマーク視察

を行い、情報を収集し小規模事業者の問題点を発見していきその問

題点を経営計画の策定に繋げていく。 

 

本事業の５ヵ年計画の中で、本セクションにおける目標は以下のとおりとします。 
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 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

先進地視察ﾍﾞﾝﾁﾏｰ

ｸ実施(５－①－❸) 

２回 

（各１回） 

２回

（各１回）
必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ

 

 

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】 

 

  各事業計画に基づき開発された「着地型観光メニュー」、「地域特産品」の販路開拓支

援の実施。 

  上記１から５までの支援事業により、開発された「着地型観光メニュー」、「地域特産

品」を幅広く県内外のみならず海外まで周知させることにより、本事業に取り組む各事

業者の持続的発展を促進させます。「着地型観光メニュー」、「地域特産品」の開発速度に

照らし合わせながら、以下の項目を絡み合わせて有効に促進していきます。 

 

 ６－① 新聞・ラジオ・テレビ等マスメディアの活用。 

  ・「着地型観光メニュー」のＰＲについては、日帰り体験型観光メニューと宿泊滞在体

験型観光メニューが考えられるため、まずは日帰り体験型観光メニューを充実させま

す。その模様をマスメディアを通して発信し、当町への集客が一層図ることができるよ

うに、日帰り体験を活発化させていきます。そうすることにより、各事業者や一般町民

に観光産業の認知が浸透していく中で、民泊事業者の創業並びに第二創業の促進に連動

させていきます。 

  ・「地域特産品」のＰＲについては、当町にある道の駅「木つつ木館」と当町と隣接す

る行政、並びに商工会が主な出資により第三セクター方式で運営している奥伊勢ハイウ

ェイパークへの出展を中心にマスメディアに取り上げてもらい、販路を拡大していきま

す。同時に町行政が実施しているふるさと納税者に対して、「感謝の気持ち」として特

産品を届ける事業にも働きかけ、開発した特産品もメニューに加えてもらうよう陳情し

ていきます。 

 

６－② 松阪商工会広域連合を中心にまとまったＢtoＢ、ＢtoＣの商談会、展示会、即

売会への積極的な参画。 

  ・三重県商工会連合会では、県下５ヶ所に広域連合事務局を設け、各単位商工会では

なかなか取り組み難い補助事業の申請から実施、実績報告に至るまでや会員向け専門的

高度指導等単位商工会をサポートする仕組みを形成しています。その中でも広域連合の

スケールメリットを活かし、各地域で開発された特産品等を取りまとめ、東京ビッグサ

イトのグルメ＆ダイニングショー等様々な展示会や商談会へのサポートも行っていま

す。当商工会が取り組む「着地型観光メニュー」と「地域特産品」においても、積極的

にＰＲできる訴求物を作成し、所属する松阪商工会広域連合と連携を密にして、積極的

に参画していきます。 

 

 

６－③ 大紀町地域活性化協議会を活用したＢtoＢ、ＢtoＣの商談会、展示会、即売会
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への積極的な参画。 

 

  ・前述のとおり、町行政の協力を得ながら、平成２５年７月に商工会の下部組織とし

て大紀町地域活性化協議会を設立し、専従職員を１名置きながら、これまでも「着地型

観光メニュー」と「地域特産品開発」を事業の二本柱とし、商品化に向けた様々な取り

組みを行って参りました。そしてこれまでの活動の成果物として、「着地型観光」にお

いては、三重県地域連携部を始め、三重県関西事務所等県行政関係、全国でグリーンツ

ーリズムに取り組んでいる団体やインストラクターの方々等の交流が深まり、ホームペ

ージやフェイスブックによるＰＲ活動も出来つつあります。 

  また「特産品開発」についても、県下の商工会等で取り組まれているＯＥＭ企業との

つながりも出来てきています。そのような人脈からＢtoＢ、ＢtoＣの商談会、展示会

等への問い合わせをいただく事もあり、これまではなかなか取り組む事ができないで

いましたが、今後は本事業の進捗状況に応じ積極的に参画していきます。 

 

   上記６－①②③の全てにおいて、ＥＣサイトを積極的に活用していきます。 

例えば、道の駅木つつ木館、町役場「ふるさと納税感謝の気持ち」、松阪商工会広域

連合、大紀町地域活性化協議会、大紀町商工会を始め各種団体のそれぞれのホームペ

ージを活用し、県内外にむけてＰＲ周知を行っていきます。またそれぞれ展開してい

るＳＮＳ等の掲載についても協力依頼をしていきます。そして本事業に取り組む各事

業者においてもそれぞれのホームページの開設やＳＮＳの積極的な活用を指導支援し

ていきます。 

 また販路開拓におけるバイヤーとの交渉時には、取り組み事業の特許取得、商標登

録、意匠登録等知的財産権の確認も必要となってくるため、併せて伴走支援を行って

いきます。 

 

 

 

本セクションにおける目標値は、以下のとおりとします。 

 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

展示会・商談会等

開催回数     
０回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回

バイヤー来場者数 

（旅行業者等含む） 
０人 ３０人 １００人 １００人 １００人 １００人

取り組み事業者 

参加者件数 
０件 ２０件 ３０件 ４０件 ４０件 ４０件

ＩＴ活用セミナ

ーの開催数 
０回 １回 １回 １回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

上記の参加事業者数  ５ １０ １５  

取り組み事業者 

ＩＴ支援者件数 
０件 ５件 １０件 ２０件

２０件 

（更新含む）

２０件

（更新含む）

知的財産権セミ ０回 １回 １回 必要に応じ 必要に応じ 必要に応じ
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ナーの開催数 開催 開催 

上記の参加事業者数  ５ １０ １５  

知的財産権個別

相談回数 
０回 ３回 ５回 １０回

必要に応じ 

開催 

必要に応じ

開催 

 ※ＩＴ活用セミナー、知的財産権セミナーについては、松阪商工会広域連合と連携しな

がら開催する 

 

  

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

  大紀町は平成１７年２月１４日、旧大宮町、旧紀勢町、旧大内山村の三町村が合併し

誕生しました。 

大紀町商工会も行政合併に合わせて、平成１７年４月１日に誕生しています。 

そして合併後再度地域資源を見つめ直そうと、「地域産業力創出支援事業」を平成１９

年度、２０年度と２年継続事業として採択を受け、１年目を大紀町活性化戦略策定事業

として、２年目を大紀町地域ブランド構築事業として実施して参りました。当時鹿や猪

等獣害対策支援の気運もあり、ジビエ料理の開発に傾注する形となりましたが、当時開

発された鹿肉のもみじ丼は、現在でも道の駅木つつ木館のレストランにて主力商品の一

つとして販売されています。また本事業を通じ商工会を核とし、ＪＡ・森林組合・漁協・

自然体験塾経営者等に参画していただき「大紀町産業会議所」が作られました。 

現在行っている事業としては地域の物産の Ｐ Ｒ を

兼ねて、「たいき楽市」と銘打った軽トラ市を 多 く て

も１５台程度までの規模ですが、毎月１回第２ 土 曜 日

に継続開催しています。 

その後新たなコンセプトでの地域活性化に 向 け た

取り組みの気運が高まり、平成２５年７月、町 の 全 面

的なバックアップのもと、緊急雇用対策の一つ で あ っ

た「起業支援型地域雇用創造事業」の採択を受 け、大紀

紀町地域活性化協議会を大紀町商工会とは別 組 織 と

して立ち上げ、専従職員を採用し、「着地型観 光 」 と

「特産品開発」の二本柱を主事業に取り組み、現在に至っています。 

本協議会に設置されている委員会の委員は、商工会正副会長、「着地型観光」や「地域

特産品製造」に関連する会員事業者、町行政、商工会広域連合、商工会職員、専門的な

アドバイスを得るために専門家数名にて構成されており、月１回のペースで委員会を開

催し、大紀ブランドの認定に向けての基準の策定並びに県内イベントでのブランド認定

品のＰＲ販売や体験型観光のモニターツアーの実施及び検証等行ってきています。 

成果としては、地域資源の発掘を行い、例えば特産物に関して、大紀ブランド化事業

を推進してきた中で、当初１６事業者２２品目の認定であったにも関わらず、ロゴマー

クを作成し統一感を出したりするなどブランド化する事によってマスメディアで取り上

げられた事もあり、商品価値並びに商品の訴求力が向上したため、ブランド化事業を把
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握していなかった事業者から自らのこだわり等を自主的にＰＲしてブランド認定をして

ほしいとの希望者が実際に出てきて、平成２７年１月の段階で２２事業者３３品目を大

紀ブランドとして認定するに至っております。 

  今後は着地型観光事業についても大紀ブランド認定を進め、更に観光資源等発掘に伴

い、２－②のマッチングの推進等により認定アイテムを増加させます。 

  このように、町内全体に大紀ブランド化のＰＲを行うことによって、大紀町の地域経

済を盛り上げていきます。 

 

  大紀ブランドロゴシール  「山も」・「海も」・「川も」 

      
 

  現状において本支援事業をスタートするにあたってのベー スは既に出来ていると言

っても過言ではありません。 

  また平成２６年度本商工会にて、地域内資金循環等新事業開発検討事業の採択を受け、

先進地視察等も行ってきています。同時に既に製造されているものの、大紀ブランドと

して認定した地域産品、１６事業者２２品目を一つのＰＲ冊子にまとめ上げ本支援事業

の礎を構築しています。 

  加えて「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業・中小企業庁補助事業」の

申請を行い観光をＰＲするためのプロモーションビデオ、パンフレット等の、観光ツー

ルを作成します。実際にモニターツアーを行っており観光プログラムは出来つつありま

すが、今現在は発信していくツールがなかったため情報発信力が弱かったと感じていま

す。 

今後は出来上がった観光ツールを使って三重県・大紀町と連携し首都圏拠点事業「三

重テラス」で大紀の日イベントを開催したいと考えています。併せて、特産品の開発も

東京ビッグサイトで開催されるギフトショーの中のグルメ＆ダイニングショーやアグリ

フード等の展示会に積極的に出展し直接バイヤーや消費者の反応を確認する作業をしま

す。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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り組み 
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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 

 

 大紀町商工会は、三重県商工会連合会、松阪商工会広域連合と連携し、小規模事業者

の経営支援を行っていますが、小規模事業者の高度化・多様化した支援ニーズに、より

的確に対応するため、次のような他の支援機関との連携を通して、支援ノウハウ等の情

報交換を図り支援能力を高めます。 

 

①三重県産業支援センター、経営向上計画地域インストラクターとの連携 【拡充】 

経営指導員等は、三重県版経営向上計画（※注３）の地域インストラクターの定期 

的な訪問時（2か月に 1度程度）に、小規模事業者等の支援状況や管内の景気・経済・

需要動向等について情報交換を行い、互いの支援能力の向上につなげます。また、三

重県版経営向上計画の策定にあたっては、インストラクターと共に企業訪問し、連携

して支援することで、企業に対して的確な指導・助言を行います。 

 また、必要に応じて三重県版経営向上計画の専門家派遣も活用し、専門家とも連携

を図って、課題の解決を行っていきます。 

   ※注３ 三重県版経営向上計画とは・・・ 

       H26 年 4 月に三重県が創設した制度で「三重県中小企業・小規模企業振興条例」 

       に基づき、県内中小企業・小規模企業の経営の向上と主体的な努力の促進、意欲   

       を引き出すため、企業の発展段階に応じ作成する計画を認定し、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ている。 

 

②よろず支援拠点コーディネーターとの連携による支援 【新規】 

   昨年設置された「よろず支援拠点」との連携は、これまでほとんど行っていません

でしたが、小規模事業者の新たな需要の開拓を行うため、互いに訪問し合い、小規模

事業者の情報や支援ノウハウ、需要動向などの情報交換を積極的に行うことで、連携

を強化し、経営指導員等の支援能力を高めます。 

 

③経営指導員ネットワーク会議等への積極的参加による支援力の向上 【拡充】 

   三重県の商工担当者や「よろず支援拠点」等の支援団体、県内商工会・商工会議所

の経営指導員が、地域や組織を超えネットワークを作り上げていくことで、小規模事

業者のニーズ・シーズをつなぎ、新たな事業展開につなげることを目的としており、

専門家等による成功事例などの紹介や、経営指導員からの事例発表、地域別または地

域混合などでグループに分かれ、実際の経営支援上直面している課題などを出し合い、

他の組織のメンバーと協力し解決策を提案しあうことで、問題解決に対する切り口を

増やすことができます。さらに県内全域のメンバーが一堂に会することから、幅広い

情報交換の場となっています。年に３回開催される全ての会議に積極的に参加するこ

とで支援能力の向上につなげます。 

 

 

④地域金融機関との連携 【拡充】 

   地域内にある金融機関や日本政策金融公庫を定期的に訪問し、商工会の持つ経営支

援と金融機関の金融支援のノウハウの情報交換を行うことで、小規模事業者の資金需
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要に迅速に対応できる体制と連携を強固にします。日本政策金融公庫においては、「一

日公庫」の開催時にも機会を設けます。 

  また、本年３月に初めて実施した地域金融機関と松阪商工会広域連合の所属商工会

が地域経済・金融情勢について情報交換を行う、「経営金融支援会議」を、継続して年

1 度以上開催します。相互の支援能力の向上を図り、小規模事業者の経営改善や資金

供給を促すことが出来ます。 

 

⑤松阪商工会管内での連携強化 【新規】 

松阪商工会広域連合管内で、経営発達支援事業に関わる職員の新たな連絡会議を立

ち上げます。開催は年に３回程度を考えており、会議には必要に応じ「よろず支援拠

点」のコーディネーターや地域インストラクターにも参加していただき情報交換を図

ります。 

 

 

  上記の①から⑤の拡充・新規事項を実施し、優れた他の支援機関と密に連携していく

ことにより、新たな需要の開拓を進めるための基盤の構築を図っていきます。 

  また、他の支援機関との連携で得られた情報は、商工会内で積極的に伝達、共有を行

い、中小企業・小規模事業者に向けて、課題解決のために必要な情報を提供し面的支援

を確立いたします。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

  本発達支援計画の実行に関して、職員の資質向上対策は必要不可欠なものであります。

  地域資源の洗い出し、管内小規模事業者の財務状況含む経営資源の内容調査、その両

面から新事業展開が可能かどうか検討するクロス分析、参画希望の事業者の事業計画策

定、ブラッシュアップ、知的財産、販路開拓、第２創業含む創業相談等々伴走型支援を

実践していく上で、職員の資質や技量は事業の進行を大きく左右することとなります。

  また、産業関連の統計（経済センサス、その他の統計）など多くの調査が実施されて

いる中、こうした既存資料から小規模事業者が抱えている課題を読み取り分析する能力

の向上が求められていると考えます。もちろん、当商工会がおこなう動向の調査に関し

ても、感覚的な判断ではなく、正確な実態把握に裏付けられた判断が必要だと考え、積

極的に自己啓発をおこなう環境を整えます。 

  具体的には、三重県商工会連合会では、経営指導員を中心に経営指導に関する内容の

専門スタッフ研修会を定期的に開催しています。また管内の松阪商工会広域連合による

資質向上研修会も定期的に開催していますので、本支援事業に取り組む全ての職員全員

が受講するよう心がけます。もし、全員参加が難しい場合は、研修を受けた者が次に自

分が講師をやるくらいの姿勢で臨んでいますので、毎週開催している職員ミーティング

の場で研修内容の説明を行います。説明を行うことにより、習得した支援ノウハウを組

織内で共有することができ、参加した者も受講内容を再確認することができると考えて

います。また、職種別の研修についても同様に職員ミーティングにて、研修内容の説明

を行い習得した支援ノウハウを共有しています。大紀ブランド化を推進するにあたり、
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知的財産権の知識が必要なことから知的財産権についても職員ミーティングで勉強会を

行っていきます。今後は、研修会の内容についても本支援事業に沿った内容を提案して

いきます。 

  併せて中小企業大学校の専門的カリキュラムの中で本支援事業促進のために役立つ内

容のものがあれば、積極的に受講するようにします。 

  そして、商工会の支援内容と同じような取り組みを行っている商工会を中部経済産業

局等より紹介していただき、意見交換並びに交流勉強会も開催していきたいと考えてい

ます。このような仕組みで職員の資質向上を図る事により、参画した管内の小規模事業

者の売上、所得の向上に貢献できればと考えています。 

  また組織内で情報を共有する体制を構築するためにも、三重県商工会連合会、三重県

商工会議所連合会で連携を取り、本支援事業計画認定団体が集い、意見交換ができるよ

うな場として、半年に１回程度経営発達支援ネットワーク研究会等開催するよう提案し

ていきます。 

 

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 

   

  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・

検証を行います。 

  ①これまで大紀町地域活性化協議会事業活動に専門家としてアドバイスをいただいて

きた方に依頼し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を受けます。 

  ②毎週開催する職員ミーティングのうち毎月１回は必ず事業の実施状況の確認・成果

の評価を行うようにします。また経営発達支援事業検討委員会を商工会理事の中か

ら５名程度選出し、半期ごとに開催する委員会において評価、見直しの方針を決定

します。 

  ③理事会開催の都度、本事業の実施状況等説明を行い、上記委員会で決定した事業の

成果・評価・見直しの結果についても、理事会へ報告し承認を受けます。 

  ④理事会へ報告し、承認を得た結果については、松阪商工会広域連合へ報告し、広域

連合を通じ三重県商工会連合会へ報告が渡るように提案していきます。 

  ⑤毎年１月に作成する「大紀町商工会だより」に実施状況、見直し結果等を記載し、

管内小規模事業者や一般住民まで閲覧できるよう配慮します。 
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≪計画を策定≫

個別の事業内容を精査

経営発達支援計画を作成

≪経営を実行≫

経営発達支援計画の内容を

職員全員が理解し事業を遂行

≪計画の評価≫

計画の進捗状況を点検

計画と実績の違いを把握

≪計画の改善≫

計画と実績の違いに対し

解決手段を検討

事務局内、経営発達支援事業検討委員会の評価・意見等 

有識者の見直し案を踏まえて実施した事業全体の問題点 

の解決や改善案を検討する。成果・改善案等は理事会で 

承認を受け、松阪商工会広域連合、三重商工会連合会に 

も報告を行う。毎年１月に発行する広報誌と当会ＨＰで 

管内小規模事業者や一般住民まで閲覧をできるように配 

慮する。 

毎月の職員ミーティングで実施状況の報告を行い、進捗

情報を確認し事務局で共有する。経営発達支援事業検討

委員会により評価を行い、計画と実績の違いを把握する。

有識者からも成果の評価を受け、理事会に委員会での結

果と有識者の意見を報告する。 

事務局長、経営指導員、補助員、記帳担当職員等が

経営発達支援計画の内容を理解し、小規模事業者に

も説明を行い、理解を求める。 

担当職員が中心となり、計画に沿って事業を実行す

る。その際他団体との連携も図っていく。 

地域小規模事業者を対象とした実態把握と経済動向調査、

地域資源の発掘調査、情報の提供、観光と特産品に関す 

る需要動向調査、セミナー開催とベンチマーク、事業計 

画の策定、創業・第二創業、事業承継、経営改善、経営 

向上の支援、販路開拓支援、地域活性化に資する取組等 

について事務局で精査し経営発達支援計画の策定を行う。

経営発達支援計画ＰＤＣＡサイクル 
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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１月現在）

（１）組織体制 

 

職   名 
商工会全体

職員設置数 

経営発達支援事

業実施職員数 
役割担当 

事務局長 １ １ 支援事業統括、推進・進捗管理 

業務課長（補助員） １ １ 事業全般推進（経理管理含む） 

経営指導員 １ １ 事業全般推進 

記帳専任職員 ２ ２ 地域巡回経営資源分析 

記帳指導職員 １ １ 地域巡回経営資源分析 

臨時職員 １ １ 事業全般補助 

合   計 ７ ７  

 ※合計職員数７名と少なく、また経営資源調査等記帳職員の絡む事業も存在するため、

職員全員で本支援事業を実施する体制とします。 

  大紀町商工会での経営発達支援計画を確実にするため、松阪商工会広域連合・三重

県商工会連合会との連携を図ります。 

 

 

（２）連絡先 大紀町商工会 

  〒519－2802 三重県度会郡大紀町崎２２００番地１ 

  Tel 0598-74-1379 Fax 0598-74-0262 

  Ｅ-Mail taikisho@ma.mctv.ne.jp  

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.shokokai.or.jp/taiki/ 
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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 １，５００ １，５００ １，５００ １，５００ １，５００

 

講習会開催費 

 

施策普及費 

 

事務費 

７００ 

 

７００ 

 

１００ 

７００

７００

１００

７００

７００

１００

７００ 

 

７００ 

 

１００ 

７００

７００

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大紀町運営補助金、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 

①各種団体等着地型観光・特産品開発のための情報共有・情報発信 

②三重県商工会連合会（松阪商工会広域連合含む）の「創業」や「第二創業」、「事業承

継」、「経営改善計画」等高度専門指導及び専門家派遣等 

③三重県産業支援センターの「専門家派遣事業」や「ファンド助成金制度」、「三重県版

経営向上計画」、「地財総合支援」等の高度専門指導 

④ミラサポ「無料派遣専門家事業」による専門家の派遣 

⑤国が実施する「よろず拠点」を活用した小規模事業者の売上拡大、経営改善支援 

⑥中小企業基盤整備機構を活用した「地域資源活用」や「農商工連携」等、新事業展開

の支援 

⑦近隣の各金融機関との交流による経済動向・地域課題などの情報収集 

 

連携者及びその役割 

①連携者：大紀町役場商工観光課 

     （所在地：三重県度会郡大紀町滝原 1610 番地 1 課長 中井玉貴） 

大紀町教育委員会 

     （所在地：三重県度会郡大紀町大内山 861 番地 1 教育長 稲葉 元） 

大紀町地域活性化協議会 

（所在地：三重県度会郡大紀町崎 2154 番地 1 会長 奥川 拓） 

伊勢農業協同組合 本店 

（所在地：三重県度会郡大野木 1858 番地 組合長 加藤 宏） 

三重外湾漁業協同組合 錦事業所 

（所在地：三重県度会郡大紀町錦 180 所長 河口裕弥） 

大紀町森林組合 

（所在地：三重県度会郡大紀町崎 239-2 代表理事組合長 山添裕康） 

役 割：着地型観光開発、地域特産品開発の連携支援 

 

②連携者：三重県 

     （所在地：三重県津市広明町 13 知事 鈴木英敬） 

三重県商工会連合会 

（所在地：三重県津市栄町 1丁目 891 会長 藤田正美） 

松阪商工会広域連合  

（所在地：三重県多気郡明和町竹川 566 ブロック長 辻 丈昭） 

役 割：専門家派遣事業での講師派遣、担当職員による高度専門的指導 

 

③連携者：三重県産業支援センター 

     （所在地：三重県津市栄町 1丁目 891 番地  理事長 山川 進） 

 役 割：専門家派遣事業での講師派遣、担当職員による高度専門的指導 
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④連携者：中小企業庁 

    （所在地：東京都千代田区霞ヶ関一丁目 3番 1号 中小企業庁長官 豊永厚志）

 役 割：専門家派遣事業での講師派遣、情報収集 

 

⑤連携者：三重県よろず支援拠点（三重県産業支援センター内） 

     （所在地：三重県津市栄町 1丁目 891 番地 コーディネーター 野垣内斉）

 役 割：経営支援、情報収集等 

 

⑥連携者：中小企業基盤整備機構 中部本部 

     （所在地：名古屋市中区錦 2-2-13 中部本部長 花沢文雄） 

 役 割：アドバイザーの活用による販路開拓支援 

 

⑦連携者：日本政策金融公庫 津支店 

（所在地：三重県津市万町津 133 事業統括 浅井信雄） 

百五銀行 三瀬谷支店 

（所在地：三重県多気郡大台町佐原 638-3 支店長 中条直樹） 

第三銀行 長島支店 

（所在地：三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 937 番地の 6  

                    支店長 萩原正起） 

三重信用金庫 三瀬谷支店 

（所在地：三重県多気郡大台町佐原東通 592-6 支店長 濱口高好） 

役 割：情報提供、参画事業者の資金繰り相談 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新産業の創生 

 

 

地域の活性化 

 

 

大紀町商工会 

町内参画小規模事業者 
・着地体験型観光事業者 

・民泊経営者 

・特産品生産業者 

・特産品開発業者 

松阪商工会広域連合 三重県商工会連合会

経営発達支援計画 

支援 

・伊勢農協 

・三重外湾漁協 

・大紀町森林組合 

・宮川流域ルネッサ

ンス協議会 

・大紀町 

・大紀町教育委員会

・町内各種ボランテ

ィア団体 

・各種専門家 

・金融関係者 

・よろず拠点 

・ミラサポ 

・中小機構 

・三重県 

・各行政機関 

・民間旅行会社 

連携支援 連携支援

大紀町地域活性化協議会 

町外関連 
町内関連 


