
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

南伊勢町商工会 

6190005005375 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 

目標 

１）地域に貢献する小規模事業者の育成支援 

２）経営基盤強化に取組む小規模事業者の育成支援 

３）新商品開発及び販路開拓に取組む小規模事業者の育成支援 

４）事業承継による持続的経営に取組む小規模事業者の育成支援 

５）創業者並びに第２創業者の育成支援 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

①マクロ的データ収集のための外部調査資料による現況把握と活用 

②ミクロ的テーマ収集のための独自調査資料による現況把握と活用 

２．経営状況の分析に関すること（業種別分析） 

①建設業・製造業等の経営分析 

②卸売業・小売業・サービス業・飲食宿泊業等の経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること 

地域経済動向調査及び経営分析の結果を活用して、既存事業者・創業・

第２創業者それぞれに応じた事業計画策定等を支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定後の伴走型フォローアップ支援の継続的実施 

５．需要動向調査に関すること 

①地域内需要動向調査の実施 

②地域外需要動向調査の実施 

上記を活用した個社・グループ化事業体支援及び専門家補助支援実施 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①事業者スキルの向上支援 

②展示会・商談会の開催及び出展による販路開拓支援 

③マスメディアの活用による販路開拓支援 

④インターネット等の活用による販路開拓支援 

⑤経営指導員等による継続的支援 

７．地域の活性化に資する取組み 

①地域内関係機関との連携会議開催 

②地域内関係機関との連携によるイベント開催や販売拠点の新設 

８．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み 

①地域内外支援機関との連携による強い支援体制作り 

②職員の資質向上による質の高い支援体制作り 

③ＰＤＣＡサイクルを基本とした評価・改善システムの構築 

連携内容 

地域は１つであり、地域行政や漁協及び農協、観光協会、金融機関等、

各業界団体の領域を超越して団結することが大事であるとの考えから、

「allみなみいせ」をスローガンにして、地域特産品の地域内外の流通や

地域内における販路拡大について協調及び協同して各種事業実施する。 

連絡先 

南伊勢町商工会 〒516-0101三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦 988-78 

電話 0599-66-0054 ＦＡＸ0599-66-1687 

Email: t-koyama＠mie-shokokai.or.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．南伊勢町の概要 

○当町は平成 17 年に旧南勢町と旧南島

町が合併して誕生しました。立地は紀伊

半島沿岸東部、三重県度会郡の南端に位

置し、北に伊勢市、東に志摩市と接し、

南は日本有数の漁場・熊野灘に面し、そ

の風光明媚な自然美に溢れた景観は伊勢

志摩国立公園に指定されています。 
 
○基幹産業は古くから第１次産業であ

り、漁業は遠洋漁業・沿岸漁業・養殖漁

業と多岐に亘り、農業は柑橘類をメイン

とした果樹栽培が主力となっており、水

稲栽培も少量ながら行われています。 
 
○観光産業は、根強い人気の筏釣り・海

上釣り堀・磯釣り等の遊漁船業とともに、

ヨット・カヤック・ダイビング等もあり、 
海の町の魅力を堪能するリピーターに熱

い支持を受けています。 
 
○交通アクセスは、地域の産業と生活を

支える主要国道 260 号線の整備が年々充

実してきていますことから、狭い箇所が

なくなり、高齢者ドライバーの往来も容

易になったことと、高速道路の伊勢自動

車道や紀勢自動車道へも中心地から 30
分程度で行けるようになり、利便性の向

上が図られてきています。 
 
○防災対策について、26 年に国の国土強

靭化計画の指定を受けて、公共機関の高

台への移転、住民の防災意識向上と対策

周知の徹底、住宅等防災措置への助成等

を早急に進めています。 
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２．人口動向の現状 

  
南伊勢町の人口 表１ （単位：人） 

  平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

0～14 才 3,207 2,821 2,367 1,814 1,300 860 

15～64 才 13,530 11,899 10,193 9,623 7,101 5,644 

65 才以上 4,196 4,953 5,675 6,250 6,387 6,278 

総人口 20,933 19,673 18,235 16,687 14,791 12,788 

    
【資料：国勢調査及び役場広報誌】 

 

 南伊勢町の人口は、全国の地方と同様に過疎化における慢性的減少傾向が如実に見ら

れますが、とりわけ少子高齢化傾向が大変顕著であり、国勢調査においては平成 27年と

平成 2 年の比較では、０～14 才の年少人口は 73％の大幅な減少率となり、同様に 15 才

～64才の生産年齢人口も 58％の大幅な減少率となっている反面、65才以上の高齢者人口

は 150％と大幅な増加率となっています。 

 加えて、当町は平成 28年三重県実施の人口動態調査で「老年人口割合：50.3％」、「平

均年齢：59.5 才」と三重県内において高齢化比率が一番高くなっており、逆に「年少人

口割合：6.4％」、「生産年齢人口割合：43.3％」と次代を担う世代及び現役世代の比率が

三重県内において一番低くなっている等、限界集落も点在して危機的な状況に置かれて

いますことから、同時に商業における商圏人口も縮小の一途を辿っています。 

 これらのことを踏まえて、行政としては若年者対策として町外の高校へ通学する学生

への支援や町内雇用人口増加に貢献する事業所への助成等の施策を講じてはいますが、

その効果の程は表面化していません。 

 

３．商工業者及び小規模事業者の動向と現状 

【近年の業種別商工業者及び小規模事業者数の比較（当会商工業者名簿より）】表２ 
区分 農林水産業 鉱業 建設業 製造業 情報通信業 運輸業 卸売業

商工業者 12 5 129 70 2 11 49
小規模事業者 11 3 123 63 2 9 46

商工業者 11 4 91 67 4 11 40
小規模事業者 9 2 87 63 4 8 36

商工業者 92% 80% 71% 96% 200% 100% 82%
小規模事業者 82% 67% 71% 100% 200% 89% 78%

区分 小売業 金融保険業 不動産業 サービス業 飲食・宿泊業 教育学就業 医療福祉業 合計

商工業者 204 1 9 162 105 4 7 770
小規模事業者 194 0 9 158 103 4 7 732

商工業者 119 1 8 137 78 2 9 582
小規模事業者 112 0 7 136 78 2 8 552

商工業者 58% 100% 89% 85% 74% 50% 129% 76%
小規模事業者 58% 0% 78% 86% 76% 50% 114% 75%

上記比較
割合

平成22年

平成29年

上記比較
割合

平成22年

平成29年
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（１）主たる業種の現状 

 南伊勢町における主たる業種として挙げられるのは、建設業、製造業、卸売業、小売

業、サービス業、飲食・宿泊業の６業種です。 

上記の表２から見て、商工業者及び小規模事業者ともに全業種においては過去 7 年間

において 24％以上の減少となっており、主たる業種を見てみますと総体的には 20～40％

の事業者数の減少が見受けられますが、唯一製造業においては減少が見られないのが特

徴的です。これら主たる６業種の現状については下記のように把握しています。 

 

① 建設業 

 町内の公共事業や個人顧客からの受注の減少が慢性的に継続していることや経営者の

高齢化によって、個人や小規模な事業所が年々淘汰されていく傾向にありまして、この

傾向は引続き継続して行くものと考えられます。 

事業者には中規模・大規模企業を含む業界ネットワークへの参画や事業分野の拡大等

におけるドメインの変更等の方向転換により事業継続を図って行く者もあり、新たな活

路を見出すこと等の生き残り策を模索している事業者が多いのが現状です。 

 

② 製造業 

 過去には大手メーカー（弱電）等の下請事業所が多数存在しましたが、現在ではこの

業種は 1 件もなく、代わりに多く存在しているのは食料品製造業（主として水産食料品

製造業）と船舶関係製造業となっています。いずれも漁業と密接な関わりを有していま

すが、古くから当町の基幹産業である漁業も高齢化による従事者減少における衰退化が

大きな懸念材料となっておりまして、そのあおりによる原材料の調達困難やコストの増

加が水産食料品製造業に、また、顧客の絶対数の減少等で船舶関係製造業に年々影響が

出てきていますが、水産食料品製造業は地域で最も活気のある業種であります。 

なお、食料品製造業には柑橘類加工もありますが、こちらは新商品開発に意欲的であ

りまして、販路開拓が課題となっています。 

 

③ 卸売業 

 大半が魚介類卸売業でありまして、伊勢志摩地域及び名古屋圏を中心商圏としている

事業者が多いようです。一時はリーマンショックや日本人の魚離れ等を要因に業界的に

停滞した時期がありましたが、回転すしブームや地元伊勢神宮のご遷宮効果、加えて伊

勢志摩サミット効果も加わり、地域内需要が回復傾向でありますが、国際的な資源不足

と商品仕入や価格競争が同業者間で厳しさを増していまして利益確保に苦慮している観

が見受けられます。 

 

④ 小売業 

 小規模小売店は年々厳しい状況に置かれて行きます。食料品や雑貨等の最寄品は、町

内 3 店舗ある中規模店の価格競争に太刀打ちできませんし、また、一部地域では高齢者

をターゲットとした農協・漁協の移動販売攻勢にも顧客を奪われるようになりました。 

 また、買回り品については、主要国道の整備により町外へのアクセスが良くなりまし

たため、若年層を中心に流出が年々増加するようになりまして、より一層の危機的な状

況になっています。 
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⑤ サービス業 

 理美容業においては、高齢化起因によって顧客減少と経営者老齢での廃業があります

が、反面、開業は皆無に等しい状況でありますことから、将来的な顧客不便の状況が懸

念されるところです。 

 自動車整備業においては、公共交通機関が路線バスしかない現状から、自動車の保有

率が高いために顧客需要は安定的にありますが、今後は高齢化による運転免許証の返納

等によって保有率の減少が見込まれる等の大きな不安材料を抱えています。 

 サービス業において唯一増加している業種は遊漁船業です。不振の養殖漁業からの事

業転換を図る事業者が多くありまして、町内及び近隣市町を含めて顧客の争奪競争が激

しくなっています。 

経営状況は天候等の自然環境に左右されることもありますが、設備やサービス等の差異

によって事業者間での格差があり、経営の厳しい事業者も見受けられます。 

 

⑥ 飲食・宿泊業 

 飲食・宿泊業においては、経営者の高齢化とともに店舗や設備の老朽化が見受けられ、

顧客離れの要因となっています。 

また、マンネリ化したメニューや割高感を持たれるメニュー等、町外顧客においては

ＱＣＤの観点からは問題視されるところですが、高齢化した経営者らは意識改革には至

らずに日々ルーチンワークに終始していますし、また、古くから土地柄で他店と比較さ

れることを嫌う傾向があり、同一メニューでの多店舗販売等の共同化による統一的事業

展開（例：豊橋カレー等）ができない現状があります。 

 

（２）地域及び事業者課題の総括 

 三重県下一の高齢化率に加えて年少人口及び生産年齢人口の激減化等、待ったなしに

進展する過疎化に伴う消費人口の減少による市場の縮小化等によって地域経済を取巻く

環境悪化は年々深刻な状況となって地域商工業者に暗い影を差しており、地域に活気が

まったく感じられないのが現状です。 

 

 具体的には、 

① 消費や労働力が町外への流出している。 

 ・地域小売店等が消費者ニーズ（価格・品揃え等）に対応できていない。 

 ・雇用を必要とする地域事業所が少ない。 

 

② 廃業者が増加する反面、開業者が極めて少ない。 

 ・市場の縮小化により継続的経営が可能な経済環境となっていない。 

 

③ 経営課題が多様化・複雑化している。 

 ・業種、業態、規模、利害関係者等が多岐に亘るとともに外部環境の早い変化に対応

できない。 

 ・地域経済が慢性的に疲弊しており、持続的経営への大きな足かせとなっている。 
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④ 事業者に現状を打破する意欲が感じられない。 

 ・経営者が高齢化している。 

・日々のルーチンワークに終始することで妥協している。 

等が挙げられ、これらの課題解決に早急に取組むことが必要と考えられます。 

 

（３）商工会の現状と課題 

① 現状 

商工会は、これまで行政及び各種支援機関や金融機関等と連携しながら、経営改善普

及事業を基本にした巡回・窓口相談を実施して、各種の経営相談に応じ、金融・税務・

労働等を中心的業務として、併せて適宜に専門家派遣事業や国・県の補助メニュー等を

活用して個々の事業者の課題解決支援にあたってきました。 

しかしながら、この支援は一部の事業者の解決になっても、全体の底上げにはつなが

っていないのが現状です。 

 

② 課題 

１）小規模事業者の抱える経営課題について、１事業者でも多く、かつ、きめ細かく対

応することが必要。 

２）行政及び各種支援機関や金融機関並びに関係機関等とより一層の連携強化が必要。 

３）職員の支援能力向上を前提にした質の高い支援体制が必要。 

４）各事業者の実情とレベルに併せて常に二人三脚スタイルとなったリアルタイムな伴

走型支援を継続的に実施することが必要。 

 

（４）小規模事業者の中長期的な振興の在り方 

 平成 23年度策定の南伊勢町総合計画（絆プラン）の中で、南伊勢町のあるべき姿とし

て、「安全・安心を実現し、希望をもち誇れる南伊勢町」を掲げています。 

 そして、これを実現する５つの目標として、 

 

① 安全で安心して住めるまち（防災・医療福祉等） 

② 希望のみつかるまち（産業振興・定住化等） 

③ 新しい誇りをうみだすまち（地域資源・文化等） 

④ 笑顔でいきいき暮らせるまち（教育・環境等） 

⑤ みんなでまちづくりを実現するまち（協働化等） 

 

を挙げており、「② 希望のみつかるまち」を実現するための大きな役割として産業振興

があります。 

 

その施策として、商業機能の充実・交流機能との連携・担い手対策・工業基盤の充実

と育成・雇用の確保と地元での就職促進・地域資源活用による新たな展開を挙げて商工

会や関係機関との連携を強調しています。 

そこで、地域経済の中心的支柱である小規模事業者が持続的かつ継続的に事業活動が

でき、併せて地域雇用が創出されることが南伊勢町のあるべき姿の実現に貢献するもの
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と考えて、商工会はそのために小規模事業者の個々の経営力や技術力の向上、経営革新、

販路拡大及び新規開拓、新規創業者や第２創業者の創出を支援するために、より一層の

行政及び各種支援機関や金融機関並びに関係機関等と連携強化を図るとともに、職員の

支援能力向上を前提にした質の高い支援体制を構築して提案型支援を基本スタンスとし

ながら、各事業者の実情とレベルに併せて常に二人三脚スタイルとなってリアルタイム

で伴走型支援を継続的に実施します。 

 

（５）経営発達支援事業の目標 

過去２年に亘り実施してきた小規模事業者支援に係わる経営発達支援計画での平成 29

年度の評価において、 

1.地域の経済動向調査に関すること       【指針③】 評価 Ｂ 

2.経営状況の分析に関すること         【指針①】 評価 Ａ 

3.事業計画策定支援に関すること        【指針②】 評価 Ａ 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること    【指針②】 評価 Ｂ 

5.需要動向調査に関すること          【指針③】 評価 Ｅ 

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】 評価 Ａ 

7.地域経済の活性化に資する取組              評価 Ｂ 

8.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウの 

 情報交換に関すること                  評価 Ａ 

9.経営指導員等の支援能力の向上の仕組み          評価 Ａ 

10.支援ノウハウ等を組織内で共有する体制          評価 Ａ 

となっており、外部評価においては、評価Ａが６項目、評価Ｂが３項目、評価Ｅが１項

目をとして、「良好」との評価をいただいていますが、評価Ｂ・Ｅの改善点についてを下

記の通り考えています。 

 

評価Ｂにおいては、 
「1.地域の経済動向調査に関すること」については、調査結果の追加活用にて改善・向

上が可能なこと。 

「4.事業計画策定後の実施支援に関すること」についてはフォローアップ件数の少しの

増加で改善が可能なこと。 

「7.地域経済の活性化に資する取組」については、関係団体会議の開催回数の少しの増

加等で改善・向上が可能なこと。 

評価Ｅにおいては、 
「5.需要動向調査に関すること」での個社支援に係わる事業者ニーズを対象とした調査

とそのデータの分析・提供ができていなかった点を改善すること。 

を指摘していただいており、評価Ｂ及びＥについては、第２期計画においての必須の改

善事項 とします。 

 

ついては、第１期事業実施の評価を基盤にして、小規模事業者と創業者に適応した支

援策を伴走型で実施して、今後の持続的及び発展的経営につなげていくことを継続目標

とし、それを達成するために、相談者視点を前提にした職員連携・組織連携等での面的

かつ効果的な継続支援を実施することを継続方針とした第２期計画とします。 
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① 目標【継続】 

 南伊勢町では、今後は これまで以上に多くの小規模事業者の高齢化や経営不振等によ

る廃業が予想されており、地域における深刻な課題 と考えられます。 

なお、廃業には止む無しの場合と回避可能な場合がありますことから、地域活力維持

のためには廃業の回避措置を施して１事業者でも多く持続的経営及び発展的経営がなさ

れることが求められます。 

ちなみに地域内の廃業者に代わる創業者が廃業者数を上回れば新陳代謝がなされるこ

とにもなりますが、南伊勢町はその創業者が極めて少ない現状がありますことから、 

慢性的に地域経済の危機状態が続いています。 

 そこで、商工会はこの慢性的危機からの脱却のために それぞれの小規模事業者と創業

者（第２創業者含む）に適応した支援策を伴走型で実施して今後の持続的及び発展的経

営につなげていくことを目標 とし、具体的には下記の５点について重点的に取組みます。 

 

 １）地域に貢献する小規模事業者の育成支援 

   地域生活に必要な最寄品や買回り品等の販売を介して地域住民に必要とされると

ともに、併せて地域コミュニティ機能を有することで高齢化社会にも安心して対

応可能な生活基盤となれる小売業、地域の強みである農水産物等の販売を介して

地域の魅力を町外へ情報発信して地域外との交流機能を発揮することができる卸

売業等の育成支援を実施します。 

 

 ２）経営基盤強化に取組む小規模事業者の育成支援 

   下請依存からの脱却及び異業種交流等による新分野進出、また、技術革新による

独自技術やオリジナル製品の開発等の様々な手段による多角経営化等によって、

売上高や利益確保が強化できる建設業並びに製造業等の育成支援を実施します。 

 

 ３）新商品開発及び販路開拓に取組む小規模事業者の育成支援 

   地域農水産物加工に取組む既存の製造業者及び６次産業化や農商工等連携等を含

めた新規参入者の新商品開発から販路開拓までをトータルマネジメントでサポー

トします。特に新規参入者については、１回の商品開発で終わらずに継続的に実

施して商品ラインアップが構成できることを目指して行くこととします。 

   また、地域ブランド力構成のために同業者間のネットワーク構築にも注力して、

南伊勢町の事業者が団体戦で他地域の競合と戦えるような総合力（プレゼン力・

接客スキル・交渉力等）を養成する等の種々の育成支援を実施します。 

 

 ４）事業承継による持続的経営に取組む小規模事業者の育成支援 

   高齢化による廃業が増加している現況下、地域活力の衰退につながることを未然

に防ぐことの必要性に重んじて、長期的なビジョンの策定とスケジュール化によ

る確実な実行のための綿密な準備等（事業の見える化レポート・事業価値を高め

る経営レポートの活用等）によって、適切な人材確保とともに経営資源確保等に

ついて迅速に対応して円滑な承継がなされるような育成支援を実施します。 
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５）創業者並びに第２創業者の育成支援 

   地域活力の維持・増強及び成長には多くの健全な事業者の存在が不可欠でありま

すことから、廃業する事業者があればその事業者に代わって地域経済を担う新規

参入者が求められておりますが、南伊勢町ではその排出力がきわめて弱い現状が

あります。 

   ついては、まずは定期的に創業塾を開催して潜在者の発掘や創業意欲の創出・熟

成を行った上で真の創業者へと育成していくことと、次に実際の創業希望者並び

に第２創業希望者については、創業後に確実な事業継続が維持できるように常に

密着したサポート体制を取ってきめ細かい育成支援を実施します。 

 

② 方針：全目標共通 【継続】 

 １）経営指導員を中心にした職員全員による定期的巡回や窓口相談において、常に良

好なコミュニケーションを心掛けることで 相談しやすい環境作り を行いながら、

小規模事業者等の経営課題の掘り起しや情報収集を行い、提案型の支援スタイル

を基本 にして経営の向上や改善につながる事業計画の作成支援や各種助言の提供

とともに、伴走型にて定期的なフォローアップ を欠かすことなく実施することで、

継続的かつ持続的に発展及び向上可能な経営に取組む小規模事業者の育成を実施

します。 

 

 ２）各種調査（経済動向・需要動向・業界動向等）や経営分析等によるデータに基づ

いた現状把握を前提にして 定量的・定性的に課題解決策の策定 を図ります。 

 

 ３）行政及び各種支援機関（他商工会含む）や金融機関並びに関係機関等と連携強化

を図ることで 効果的な面的支援 を実施します。 

 

 ４）常に質・信頼性が高い支援のために経営指導員を中心にした 職員全員の資質向上

について継続的に取組みます。 

 

③ 方針：各目標ごとに設定【新規】 

１）地域に貢献する小規模事業者の育成支援 

  主たる業種は小売業・卸売業として、マーケットインを基本にした商品構成や、 

  継続販売につながる徹底した商品管理と顧客管理を組み入れる等の顧客視点に沿

った販売戦略策定・フォロー等を重点的に支援します。 

 

２）経営基盤強化に取組む小規模事業者の育成支援 

  主たる業種は建設業・製造業として、各種補助金・専門家派遣等の支援メニュー

活用による「生産性向上・新分野参入をキーワード」にした経営力向上計画策定・

フォロー等を重点的に支援します。 
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３）新商品開発及び販路開拓に取組む小規模事業者の育成支援 

  主たる業種は、製造業・６次産業化新規参入者として、「徹底したマーケティング 

  とコンセプトの確立をキーワード」にした開発・販売計画策定・フォロー等を重

点的に支援します。 

 

４）事業承継による持続的経営に取組む小規模事業者の育成支援 

管内全事業者を対象にして、国・県のガイドラインに沿って三重県商工会連合会

実施の事業承継支援事業を積極的に活用した支援を実施します。 

 

５）創業者並びに第２創業者の育成支援 
   徹底したマーケティング戦略による事業計画の作成と創業段階を追ったシームレ 

スで継続的な支援を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 
 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

Ⅰ．経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月１日～平成３４年３月３１日） 

 

Ⅱ．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】 

（１）現状と課題 

① 現状 

 第１期前は地域の経済動向に関する具体的調査や資料提供は実施していなかったた

め、第１期において、外部資料を活用した調査を実施、その結果を「経済調査レポート」 

として毎月小規模事業者等へ配布しています。 

 また、町内６業種６０事業所に年４回の景況調査・経済動向調査を実施し、その結果

を「管内調査レポート」として、その都度小規模事業者等へ配布しています。 

 

② 課題 

 町内事業所への景況調査・経済動向調査の結果である「管内調査レポート」は小規模

事業者等へ配布はしていますが、連携支援機関である行政、金融機関等へは配布してい

ませんでしたので、より一層の連携支援を実施するためには、地域小規模事業者等の動

向結果について共有して、現況把握と対応策を講じることが必要と考えます。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ｂ】 

 下記事業内容記載内（P.10 表）の８つの調査媒体の外部資料を毎月調査して、その中

から有用なデータを抽出し、その調査結果を「経済調査レポート」としてまとめ上げた

ものを経営指導員等の全職員にて、毎月小規模事業者等へ巡回訪問して配布しています。 

 また、建設業・製造業・卸小売業・サービス業・飲食業・宿泊業の６業種の町内 60事

業所に年４回景況調査及び経済動向調査を実施し、その調査結果を「管内調査レポート」

としてまとめ上げたものを経営指導員等の全職員にて、その都度小規模事業者等へ巡回

訪問して配布しています。 

 これらのレポートを配布したことによって、マクロ・ミクロの両面でのリアルタイム

な経済状況の把握ができますことから、各事業者の経営判断の材料となっているとの評

価があり、また、当会における事業計画及び経営向上計画等作成支援時の外部環境分析

に活用できる等の有効活用がなされています。 

 

≪今回の申請における取組の方向性≫ 

 第１期以前は、データに基づいた経営改善・向上支援があまりなされていなかったこ

とと、また、経済団体としての情報発信機能が発揮できていなかった点が課題でありま

したが、第１期にてこの課題の改善がなされてきており、事業計画及び経営向上計画等

作成支援時の有効活用につながっていますため、引続き継続実施していきます。 

 なお、評価Ｂであることの改善策 として、「管内調査レポート」について各支援機関と

情報共有することで、タイムリーに金融・労働・販路開拓等の具体的支援について各支

援機関と連携して実施していくこととします。 
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（２）事業内容 

 地域外（県内・マクロ的）と地域内（ミクロ的）の２種の経済動向を把握することに

より、影響を受けやすい地域外の現況を踏まえながら、地域内の現状を踏まえて、両者

を整理・分析することで今後の進むべき方向性を判断して、経営の羅針盤となる事業計

画を策定することが必要と考えて、そのデータ収集として下記調査を実施します。 

 

① マクロ的データ収集のための外部資料調査によるリアルタイムな現況把握とその活 

  用【継続】 

調査媒体 調査項目 入手手段

三重県商工会連合会
中小企業景況調査

産業別Ｄ.Ｉ値、業況、売上高、採算、資金繰り、設備投資、
経営上の問題点

配布報告書

三重県信用金庫
三重県しんきんレポート

業況判断Ｄ.Ｉ、調査員及び調査企業の業況判断コメント 配布報告書

百五銀行
調査レポート

県下の総体的動向、業種別・規模別・地域別動向、売上高・採算・資金
繰り動向、設備投資、雇用、給与賞与、経営上の問題、為替の影響

配布報告書

第三銀行
調査ＮＥＷＳ

業種別経済動向、個人消費動向、雇用状況、主な経済指標、
金融指標

配布報告書

三十三総研
調査レポート

業種別経済動向、個人消費動向、雇用状況、主な経済指標、
金融指標

インターネットサイト

㈱日本政策金融公庫総合研究所
全国中小企業動向調査（小企業編）

業況、売上高、採算、資金繰り、借入、設備投資、
経営上の問題点

インターネットサイト

日経テレコン
市場シェア動向、業界分析、統計データ、ＰＯＳ売れ筋等各種ラ
ンキング、

インターネットサイト

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ） 産業マップ、地域経済循環マップ、観光マップ インターネットサイト

 
 

 上記調査媒体の配布報告書やインターネットサイト等から各種調査項目を収集把握・

整理・分析した上で、独自の編集による「経済調査レポート」を新規に作成して定期的

（毎月１回）に新聞折込や商工会ホームページ等にて管内小規模事業者等に情報提供す

るとともに経営指導員等の巡回・窓口相談時の資料として活用し、経営改善・向上計画

等作成等にも活用します。 

分析手法としては、経営指導員が情報提供先の事業所に応じた業種・規模別等の基準

を設けて、定量・定性的なデータの必要事項を抽出します。 

 

② ミクロ的データ収集のための独自調査によるリアルタイムな現況把握とその活用

【継続】 

 地域内小規模事業者等について経営指導員等の巡回等によって「中小企業景況調査」

と下記サンプル（P.11）の内容の「地域景気動向調査」を４半期毎に実施し、集計・整

理・分析した上で、「管内調査レポート」として、その都度新聞折込や商工会ホームペー

ジ等にて管内小規模事業者等に情報提供するとともに経営指導員等の巡回・窓口相談時

の資料として活用し、経営改善・向上計画等作成等にも活用します。 
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１）対  象：建設業、製造業、卸売業・小売業、サービス業・飲食業・宿泊業の６

つに分類し、業種毎に 10事業所ずつ（計 60事業所） 

 ２）方  法：経営指導員等による巡回訪問調査 

 ３）定量項目：売上高、仕入（売上原価）、採算、資金繰り、設備投資、雇用状況等 

 ４）定性項目：業況判断、業界動向、経営上の問題点等 

 ５）分  析：ＤＩ方式・他地域、業界データ等との比較等を経営指導員が実施 

 

（３）成果の活用 

① マクロ的調査 

１）「経済調査レポート」を作成して定期的（毎月１回）に新聞折込や商工会ホームペ

ージ等にて管内小規模事業者等に情報提供します。 

２）経営指導員等の巡回・窓口相談時の資料として活用し、経営改善・向上計画等作

成等にも活用します。 

 

② ミクロ的調査 

１）「管内調査レポート」を作成として、年４回新聞折込や商工会ホームページ等にて

管内小規模事業者等に情報提供します。 

２）経営指導員等の巡回・窓口相談時の資料として活用し、経営改善・向上計画等作

成等にも活用します。 

 

（４）目標 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 

マクロ的調査回数 12回 12回 12回 12回 

ミクロ的調査回数 4回 4回 4回 4回 

情報提供合計回数  16回 16回 16回 16回 

 

【魚介類加工製造業】         【食料品小売業】 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

① 現状 

 第１期前は記帳機械化対象者及び小規模事業者経営改善資金等融資対象者を中心に実

施しており、それ以外の小規模事業者には特に積極的に実施はしていませんでしたが、

確定申告書作成支援時にパソコン会計を導入して、決算書の作成に併せて貸借対照表を

作成するようにして、経営分析件数を増加させています。 

  

② 課題 

 確定申告書作成支援時にパソコン会計を導入するにあたり、高年齢の経営者等を中心

に預金・借入金残高等の資産・負債の情報開示には抵抗感がある方もみえますことから、

経営分析からできる売上高確保策・増加策での成果事例を挙げて理解を得る等で参入障

壁を取り除くことが必要と考えます。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ａ】 

 従来通りの記帳機械化対象者及び小規模事業者経営改善資金等融資申込対象者に加え

て、確定申告書作成支援時において、小規模事業者持参の資料（簡易帳簿等）に資産負

債データを加えてパソコン会計ソフトへ入力して経営分析を実施しました。 

 複式簿記による貸借対照表の作成は、事業所の経営の現状及び資金繰りの把握等がで

きるために、収益性・生産性等において取扱品目別・時期別等で売上貢献における強み

と弱みを明確化できますことから、何を・いつ・どうしたらいいのか等を経営戦略に加

えることで売上高増加につなげていくことができています。 

 

≪今回の申請における取組の方向性≫ 

 第１期以前は、必然性に応じた支援のみの消極的実施でありましたが、第１期にて確

定申告書作成支援時での経営分析追加の積極的支援を加えたことで、第１期前の課題の

改善が適宜なされているものと判断をしていますが、経営分析からの経営戦略策定・事

業計画書作成のメリットや成果事例を積極的にアピールして未実施の事業者の掘り起こ

しにつなげていきたいと考えます。 

 

（２）事業内容 

業種別に経営分析を下記の通り実施します。 

これについては、経営指導員等が各事業者とともに主導的に実施することとしますが、 

専門的な課題については、よろず支援拠点やミラサポ及び三重県商工会連合会のエキス

パートバンク、（公財）三重県産業支援センターの登録コーディネーターやアドバイザー

等の専門家を活用して解決案の策定を図ることとします。 
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① 建設業・製造業等の経営分析 【継続】 

１）手順   

 

 

 

 

※具体的対象者 

  ≪建設業≫ 

   木造建築工事業者 

   一人親方等 

  ≪製造業≫ 

   水産食料品製造業等 

 

 

 

２）分析項目 

収益性…総資本経常利益率、売上高経常利益率、総資本回転率など 

生産性…労働生産性、労働分配率など 

安全性…流動比率、当座比率、固定比率、固定長期適合率、自己資本比率など 

成長性…対前年売上高伸び率、各利益の伸び率など 

 定性分析…業界動向・トレンド・競争力など 

 

３）分析手法 

経営指導員等が、事業者へ巡回訪問または窓口訪問時において、ヒアリング（質問）

シートを作成及び活用して、まずは予備診断的に現況における企業概要（経営資源・シ

ーズ・主たる製品・主たる課題や問題点等）についてヒアリング実施により把握をし、

専用の企業カルテを作成して分析結果を記録します。 

≪参考ツール≫ 

 ㈱日本政策金融公庫・経営指標、ＴＫＣ・経営指標（ＢＡＳＴ） 

㈱日本政策金融公庫・財務診断サービス、経済産業省・ローカルベンチマーク 

 

４）成果の活用 

◇経営課題解決案及び改善案の策定、新戦略及び向上計画や事業計画書の作成、並びに

これらを具体的成果につなげるための目標設定のために活用します。 

◇分析結果はデータとして記録して事業者にフィードバックするとともに、他の同業者

支援時の参考ツールとして活用します。 

  

５）目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 

巡回・窓口件数 39 40 40 40 

経営分析件数 10 10 10 10 

事業者ヒアリング 
（巡回・窓口） 

外部環境分析 
（５フォース） 

内部環境分析 
（財務分析・ＰＰＭ） 

ＳＷＯＴ分析 

経営課題抽出 

改善提案 
目標設定 
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② 卸売小売業・サービス業・飲食業等の経営分析 【継続】 

１）手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）分析項目 

収益性…総資本経常利益率、売上高経常利益率、総資本回転率など 

安全性…流動比率、当座比率、固定比率、固定長期適合率、自己資本比率など 

成長性…対前年売上高伸び率、各利益の伸び率など 

定性分析…業界動向・トレンド・競争力など 

 

※業種別追加項目 

ⅰ.小売業 

客単価  ＝お客様１人当たりの食事に支払う金額。 

営業日数 ＝月別・週別日数 

 

ⅱ.飲食業 

客度数  ＝坪当たりの座席数 

客席回転率＝１日の全体の客数を全体の客席で割ることでだされる１日の１席あたり

のお客様の数  

客単価  ＝お客様１人当たりの食事に支払う金額。 

営業日数 ＝月別・週別営業日数 

事業者ヒアリング 
（巡回・窓口） 

外部環境分析 
（５フォース） 

内部環境分析 
（財務分析・ＰＰＭ） 

ＳＷＯＴ分析 

経営課題抽出 

ＣＲＭ考察 
 

顧客の維持政策 

商品政策 価格政策 販売促進政策 

改善提案・目標設定 
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３）分析手法 

経営指導員等が、事業者へ巡回訪問または窓口訪問時において、ヒアリング（質問）

シートを作成及び活用して、まずは予備診断的に現況における企業概要（経営資源・シ

ーズ・主たる商品・主たる課題や問題点等）についてヒアリング実施により把握をして、

専用の企業カルテを作成します。 

≪参考ツール≫ 

 ㈱日本政策金融公庫・経営指標、ＴＫＣ・経営指標（ＢＡＳＴ） 

㈱日本政策金融公庫・財務診断サービス、経済産業省・ローカルベンチマーク 

 

４）成果の活用 

◇経営課題解決案及び改善案の策定、新戦略及び向上計画や事業計画書の作成、並びに

これらを具体的成果につなげるための目標設定のために活用します。 

◇分析結果はデータとして記録して事業者にフィードバックするとともに、他の同業者

支援時の参考ツールとして活用します。 

 

５）目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 

巡回・窓口件数 168 180 180 180 

経営分析件数 20 20 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１７ 
 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】  

（１）現状と課題 

① 現状 

 第１期前には補助金等の申請で一部の事業者しか作成していない事業計画書でありま

すので、事業計画書に馴染みのない小規模事業者への作成支援については、比較的ハー

ドルの低い「三重県版経営向上計画ツール」を活用して、まずは身近な経営課題の抽出

とその解決策の策定に取り組みました。 

 

② 課題 

 依然として事業計画書作成の必要性についての認識が低い事業者が多いため、その作

成意義と作成時のメリット（自事業所の棚卸・強みと弱みや今後の方向性等の把握）の

理解、作成での事業の根拠、予測、信憑性等の明確化、作成後の事業振り返りやリスク

ヘッジ等に必要なツールであることを多くの事業者に理解させることが引続き必要と考

えます。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ａ】 

 これまで事業計画書に馴染みのない小規模事業者について、比較的ハードルの低い「三

重県版経営向上計画ツール」を活用して、まずは身近な経営課題の抽出とその解決策の

策定に取り組むこととしました。 

 三重県版経営向上計画については、県の認定を受けることで県の経営支援施策を享受

することができ、そのレベルがステップ１～３までありますが、ステップ２の認定では

専門家派遣事業が３回まで無料で実施できるメリットがありますため、これを活用する

ことで事業計画策定の実施・県の認定取得・専門家派遣事業実施等につなげて効果的に

経営向上支援を実施することができました。 

 その甲斐あって、売上高の向上や新規顧客の獲得及び販路開拓にもつながるなどの成

果が上がっています。 

 また、毎年１回の創業塾を開催して創業時の事業計画書である創業計画書の作成支援

を実施して、事業プランの妥当性や将来性について検証し、実際に創業に至る事業者を

複数名輩出することができました。 

 

≪今回の申請における取組の方向性≫ 

 第１期以前は、小規模事業者及び支援側の商工会ともに事業計画書の必要性について

の認識が低く、その作成意義を双方が理解することが第１期の最優先課題でありました

が、三重県版経営向上計画活用による事業計画書作成支援の実施にてこの課題の改善が

なされてきているものと判断し、引続き経営指導員等が巡回訪問や窓口相談時に事業計

画書作成の意義とメリットについて説明して理解を得ながら作成支援を実施していくこ

ととします。 

 また、創業時の事業計画書である創業計画書の作成支援についても好評である創業塾

の継続開催により引続き実施して創業者の発掘につなげていくこととします。 
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（２）支援に対する考え方 

 事業計画書の持つ意味と必要性を理解していただくために、前段階としてハードルが

低く簡易的な中小機構の「経営計画つくるくん」をまずは活用し、基礎学習等にて理解

度を高めた上で、「既存事業者」と「創業者・第２創業者の２区分に大別して作成支援を

実施していきます。 

 

（３）事業内容 

Ａ．既存事業者 【継続】 

経済動向調査及び経営分析の結果を活用して事業計画策定を支援します。 

 策定にあたっては、経営指導員等が主として支援しますが、専門的な支援が必要な場

合は、よろず支援拠点やミラサポ及び三重県商工会連合会のエキスパートバンク、（公財）

三重県産業支援センターの登録コーディネーターやアドバイザー等の専門家を招聘して

個別相談を実施します。 

 

具体的には  

① 毎月実施している会員巡回訪問時に事業計画策定等について資料配布とともに説明 

を実施して支援希望者の発掘を行います。 

 

② 小規模事業者経営改善資金（マルケイ）や県制度資金（小規模事業資金）の相談時 

において支援希望者の発掘を行います。 

 

③ 通年スケジュールで実施する経営改善普及事業での各種経営セミナー開催時に資料 

配布とともに説明を実施して支援希望者の発掘を行います。 

 

④ 毎月発行して新聞折込する商工会チラシの中に事業計画策定支援に係わるＰＲ記事 

を掲載して支援希望者の発掘を行います。 

 

⑤ 町役場が毎月発行している広報に事業計画策定支援に係わるＰＲ記事を掲載して支 

援希望者の発掘を行います。 

 

⑥ 事業計画策定等について経営指導員等の作成支援とともに、必要に応じて専門家に 

よる個別相談会または、個別巡回訪問を実施して、その計画の充実を図りながら作成 

について支援します。 

 

⑦ 事業計画策定後には、毎月実施している会員巡回訪問時に進捗状況の確認を行う 

とともに必要な伴走型指導や助言を行います。（フォローアップ支援） 

 

⑧ 既存事業者の目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 

事業計画策定件数 10 10 10 10 
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Ｂ．創業・第２創業者 【継続】 

高齢化・後継者不足による廃業での事業者減少対策として、町行政と提携して創業塾

を開催して、小売業・飲食業の新規開業（第２創業含む）支援と製造業（食品）の後継

者育成（第２創業含む）支援を実施します。 

 

① 若者・女性・Ｕターン者（その配偶者含む）、定年退職者等を対象に創業塾（全５回） 

開催して、創業意欲の喚起と必要知識の習得とともに、創業計画書（事業計画書）作

成を支援して具体的創業者の発掘を行います。 

周知については、創業事例等を含んだ具体的な起業イメージが想定できるような内 

容を盛込むこととして、町広報・町ホームページ及び商工会作成チラシ（新聞折込） 

及び商工会ホームページやフェイスブックを活用します。 

 

② 第２創業者について専門家による個別相談会を開催し、具体的な事業計画書の  

作成を支援します。 

 

③ 創業者・第２創業者（ともに希望者含む）を対象に㈱日本政策金融公庫または、 

  地元金融機関（百五銀行五ヶ所支店・第三銀行浜島支店）による創業資金個別相談 

会を実施して具体的資金調達について支援します。 

 

④ 上記創業者及び創業支援希望者について、定期的に巡回訪問を実施して、その進捗 

状況を確認し、経営課題を有する場合は、その解決について助言・指導することと 

し、専門的な指導を有する場合は、よろず支援拠点やミラサポ及び三重県商工会連 

合会のエキスパートバンクや（公財）三重県産業支援センターの登録コーディネー 

ターやアドバイザー等の専門家を招聘して個別相談を実施します。 

 また、日々の記帳においては、全国商工会連合会のインターネットツール「ねっと 

de記帳」や「弥生会計」等のパソコン会計を推奨して、その操作支援や進捗状況を 

定期的に確認するとともに、確定申告書作成についても支援し、必要な場合は税理士 

の個別指導も実施します。 

 

⑤ 創業・第２創業者の目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 

創業塾開催回数（延回数） 5 5 5 5 

事業（創業）計画策定件数 3 3 3 3 

第２創業計画策定件数 3 3 3 3 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

① 現状 

 第１期より積極的に取組み始めた事業計画書（三重県版経営向上計画等）策定支援を

受けて、その策定事業者について、引続き専門的支援が必要な事業者については専門家

派遣事業を実施したり、または小規模事業者持続化補助金の活用につなげる等、事業計

画の遂行に必要な施策を活用及びそのための種々の支援を積極的に実施しました。 

 創業者・第２創業者における創業計画書（事業計画書）の策定支援についても同様に

引続き専門的支援が必要な事業者については専門家派遣事業を実施しています。 

 また、フォローアップのために担当職員による定期的巡回及び窓口相談も継続的に実

施しています。 

 

② 課題 

 事業計画書は３年から５年の計画で策定することがほとんどであり、作成後実施中の

早い方で現在２年目となっています。 

 これらの中できちんと売上高の向上や新規顧客獲得・販路開拓等につながっている事

業者もあれば、特に軌道修正する等必要はないものの、足踏み状態の事業者も見受けら

れますことから、あまり成果の上がっていない事業者のフォローアップとして、今後の

取り組み意欲の継続維持に係わる配慮が必要であるものと考えています。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ｂ】 

 事業計画書（三重県版経営向上計画）策定支援を受けて、その策定事業者について、

引続き専門的支援が必要な事業者については専門家派遣事業を実施したり、または小規

模事業者持続化補助金の活用につなげる等、事業計画の遂行に必要な施策を活用及びそ

のための必要な種々の支援を積極的に実施しました。 

 創業者・第２創業者における創業計画書（事業計画書）の策定支援についても同様に

引続き専門的支援が必要な事業者については専門家派遣事業を実施しています。 

また、フォローアップのために担当職員による定期的巡回及び窓口相談を継続的に実

施しており、小規模事業者との連携を深めながら、事業計画のゴールを目指すことがで

きています。 

 

≪今回の申請における取組の方向性≫ 

第１期以前は、事業計画書作成支援がほとんどなかったためにフォローアップもあり 

ませんでしたが、第１期に三重県版経営向上計画活用による事業計画書策定支援や創業

塾開催による創業計画書（事業計画書）策定支援がなされたことで、小規模事業者及び

創業者へのフォローアップが必要不可欠なものとして具現化されましたため、定期的巡

回及び窓口相談に専門家派遣事業を加えて、より良い成果を求めたきめ細かい支援を実

施していきます。 

 また、評価Ｂの改善策として の支援件数の増加にもつながることとして、想定外に成

果が上がらず計画事業が停滞傾向にある事業者について継続的に有用な情報提供を行う

ことや専門家の適宜な助言等の配慮も併せて実施していくこととします。 
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（２）事業内容 

Ａ．既存事業者 【継続】 

事業計画策定後には、その事業計画達成のために毎月実施している会員巡回訪問時に

進捗状況の確認を行うとともに必要な伴走型指導や助言を行います。（フォローアップ

支援） 

 

① 会員訪問・窓口による進捗状況確認のためのヒアリング実施と適宜な直接指導・助 

言を実施します。 

併せて事業者専用カルテや記録簿を作成し、綿密な管理に活用します。 

  また、１事業者には１経営指導員が担当して綿密かつ適切なアフターフォロー   

を伴走型として実施しますが、これらの事業者支援情報については、経営指導員   

間で共有化して、担当者不在時にも適宜な対応が可能な体制作りも実施します。 

 

② 事後指導について専門家の指導・助言が必要な場合は適宜実施します。 

 

③ 目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 

フォローアップする事業者数 18 20 20 20 

フォローアップする延回数（頻度） 100 100 100 100 

※フォローアップ頻度 

  作成事業者（初年度） 10件に対して隔月 1回  計 60回 

  作成事業者（２年目） 10件に対して 4半期毎  計 40回 

 

 

Ｂ．創業・第二創業者 【継続】 

事業計画策定後には、その事業計画達成のために毎月実施している会員巡回訪問時に

進捗状況の確認を行うとともに必要な伴走型指導や助言を行います。（フォローアップ

支援） 

 

① 創業・第二創業者の現況や準備度合いに応じて、メールや封書による初歩的なアク 

ションを初めとしたアフターフォローの実施から、具体的に進展させている者につい

ては、訪問・窓口による進捗状況確認のためのヒアリング実施と適宜な直接指導・助

言を実施します。 

併せて事業者専用カルテや記録簿を作成し、綿密な管理に活用します。 

また、１事業者には１経営指導員が担当して綿密かつ適切なアフターフォロー   

を伴走型して実施しますが、これらの事業者支援情報については、経営指導員間で共

有化して、担当者不在時にも適宜な対応が可能な体制作りも実施します。 

 

② 事後指導について専門家の指導・助言が必要な場合は適宜実施します。 
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③ 目標 

１）創業者 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 

フォローアップする事業者数 6 6 6 6 

フォローアップする延回数（頻度） 15 30 30 30 

※フォローアップ頻度 

  作成事業者（初年度） 3件に対して隔月 1回  計 18回 

  作成事業者（２年目） 3件に対して 4半期毎  計 12回 

 

２）第２創業者 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 

フォローアップする事業者数 6 6 6 6 

フォローアップする延回数（頻度） 15 30 30 30 

※フォローアップ頻度  

  作成事業者（初年度） 3件に対して隔月 1回  計 18回 

  作成事業者（２年目） 3件に対して 4半期毎  計 12回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

① 現状 

 地域内外の消費者向け需要動向調査を実施して、そのニーズとウォンツについて把握

するとともに、そのデータ内容を町内小規模事業者へ情報提供していますが、個社支援

につながることを目的とした外部資料等による需要動向調査の実施はありませんでし

た。 

 

② 課題 

 売上高向上や新規顧客獲得・販路開拓等につながる新製品開発や新サービス提供等に

おける個社支援に特化した需要動向調査がなされていませんでしたので、今後は事業者

ニーズに沿ったタイムリーで的確なデータや情報の提供が必要と考えています。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ｅ】 

 地域内外の消費者向け需要動向調査を実施して、そのニーズとウォンツについて把握

するとともに、そのデータ内容を町内小規模事業者へ情報提供して経営戦略策定の一助

として活用していただきました。 

 外部資料等による需要動向調査の実施については、事業計画書策定支援時には各事業

者毎に必要なデータ収集はしましたが、新製品開発や新サービス提供等に必要な直接的

に個社支援につながる具体的な調査とそのデータ提供等については実施していませんで

したので、次年度から鋭意取り組んでいきます。 
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≪今回の申請における取組の方向性≫ 

 評価Ｅの改善策として 、これまで実施していなかった新製品開発等に必要な直接的に

個社支援につながる具体的な調査とそのデータ提供等について、現在地域事業者グルー

プ（７事業者）が取り組んでいる養殖クロマグロを使った特産品開発について、今後の

改善・進展等につながる情報の収集と提供に取り組むこととします。 

 

（２）事業内容 

 管内の飲食店・食料品製造業等の７事業者が地域特産品・養殖クロマグロを活用した

新商品（加工品）を開発するために必要な消費者情報・バイヤー情報等を収集し、これ

らを適宜整理・分析して事業者に提供することで、「売れる商品作り」につながるように

支援します。 

 

① 地域内需要動向調査の実施 【新規】 

１）サンプル数 ２００人 

 

２）調査方法 

地域消費者及び町外来訪者のニーズを把握するために商工会イベント開催時（年 2回）

において、ブースを設置して対面方式で試食及びアンケートにて情報収集し、消費者需

要動向をカテゴリー別(消費者の住居地域・年齢・性別・職業等)に分類して把握します。 

 

３）調査項目 

 味・食感・生臭さ・風味・色目・大きさ・見た目・パッケージ・価格等 

 

４）集計・分析 

調査項目について経営指導員が集計後に分析（ニーズ・トレンド・志向等）します。 

 

５）分析結果の活用 

上記項目の分析データを文書化して調査結果報告書を作成した上で、巡回訪問等にて

内容説明してフィードバックし、商品開発における改善・改良につながる一助とします。 

 

② 地域外需要動向調査の実施【新規】 

１）サンプル数 ２００人 

 

２）調査方法 

都市部の消費者及びバイヤーのニーズを把握するために地方銀行フードセレクション

やグルメダイニングショー等に出展し（年 2回程度）、ブースを設置して対面方式で試食

及びアンケートにて情報収集し、その需要動向をカテゴリー別(消費者の住居地域・年

齢・性別・職業・バイヤー業種等)に分類して把握します。 

 

３）調査項目 

 味・食感・生臭さ・風味・色目・大きさ・見た目・パッケージ・価格・ロット等 
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４）集計・分析 

調査項目について経営指導員が集計後に分析（ニーズ・トレンド・志向等）します。 

 

５）分析結果の活用 

上記項目の分析データを文書化して調査結果報告書を作成した上で、巡回訪問等にて

内容説明してフィードバックし、商品開発における改善・改良につながる一助とします。 

 

（３）目標 

調査区分 現状 31年度 32年度 33年度 
①地域内調査 0 7者 7者 7者 

②地域外調査 0 7者 7者 7者 

 

 

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】 

（１）現状と課題 

① 現状 

 事業者の商談・接客・商品アピール等に係るスキルの向上支援については、食料品製

造事業者等について当会単独ではなく、近隣の５つの商工会での連携・共同により、専

門家を招聘して展示会・商談会の開催前と開催後の２回に亘ってセミナーを開催し、事

前準備・当日の対応、事後におけるフォローアップ等のスキルを習得する支援を実施し、

また、経営指導員等において、ＦＣＰシートの作成補助・商談後の確認等を実施しまし

た。 

 展示会・商談会の開催及び出展による販路開拓支援については、県内外の展示会・商

談会への出展機会を創出し、食料品製造事業者等の出展をサポートしました。 

 マスメディアを活用した販路開拓支援については、地方新聞等への適宜な情報提供に

よる新聞掲載を中心に、また、インターネットを活用した販路開拓支援については、商

工会運営サイトの活用と専門家派遣事業での個社サイトの運営支援等を実施していま

す。 

 

② 課題 

 展示会・商談会出展等のせっかくのビジネスチャンスの創出においても支援対象事業

者数については、まだ限定的（29 年度 3 社）でありますことから、今後は未支援の事業

者について積極的にアプローチしていくことが必要と考えています。 

  

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ａ】 

 事業者の商談・接客・商品アピール等に係るスキルの向上支援については、食料品製

造事業者等について当会単独ではなく、近隣の５つの商工会での連携・共同により、専

門家を招聘して展示会・商談会の開催前と開催後の２回に亘ってセミナーを開催し、事

前準備・当日の対応、事後におけるフォローアップ等のスキルを習得する支援を実施し、

また、経営指導員等において、ＦＣＰシートの作成補助・商談後の確認等を実施しまし

た。 
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展示会・商談会の開催及び出展による販路開拓支援については、県内外の展示会・商談

会への出展機会を創出し、食料品製造事業者等の出展をサポートしました。 

 これらの支援により、実際に成約に至った者（３者）もあり、また成約に至らずとも

自らの課題を把握して改善に至った者等があり、今後に希望の持てる展開へとつなげる

ことができています。 

 なお、支援対象事業者数については、まだ限定的（29年度 3社）でありますことから、

今後は未支援の事業者について積極的にアプローチすることが必要と考えています。 

 マスメディアを活用した販路開拓支援については、地方新聞等への適宜な情報提供に

よる新聞掲載を中心に、また、インターネットを活用した販路開拓支援については、商

工会運営サイトの活用と専門家派遣事業での個社サイトの運営支援等を実施しており、

相応の成果につながっています。 

 

≪今回の申請における取組の方向性≫  

 事業者の商談・接客・商品アピール等に係るスキルの向上支援並びに展示会・商談会

の開催及び出展による販路開拓支援は、支援実施ができれば座学の応用とＯＪＴ実践に

おいて事業者の商談スキルが必ず現状からステップアップできることは確実であります

ことと、具体的商談機会の創出によって成約に至る可能性が非常に高いことを事業者へ

アピールして支援対象事業者数を増やすことを前提にして、また、マスメディア・イン

ターネット活用での販路開拓支援はマスメディアにおいては現状スタンスとして、イン

ターネット活用においては、専門家派遣事業等を活用しながら時流に沿った方法やシス

テムを駆使して具体的販売につながる支援を実施していきます。 

 

（２）事業内容 

 他地域の競合に負けない地域ブランド力を有するためには、地域事業者全体の底上げ

が必要となりますが、まずは個々の事業者の商談・接客・商品アピール等に係るスキル

アップが優先的に実施されることに尽きると思います。 

 その上で、レベルアップした地域事業者が総力を結集して、色々なツールを活用して

販路開拓や販路拡大につなげていくことが成果を上げるセオリーと考えて、個々の事業

者支援と事業者全体に関わる支援について下記の通り実施します。 

 

① 事業者商談スキルの向上支援【継続】 

１）集団支援（商工会連携事業） 

各種展示会・商談会で成果を上げるために参加予定する食料品製造事業者等につい

て、近隣商工会（志摩市商工会・玉城町商工会・伊勢小俣町商工会・度会町商工会）

と連携して専門家等を招聘して、商品説明用シート（ＦＣＰ）の作成、ブースレイア

ウトの見せ方の研究、接客技術の習得、プレゼンテーション能力の向上、各種販促ツ

ールの作成等の事前集団研修会を開催するとともに、過去に実際に展示会・商談会へ

参加して商談及び成約につながった事業者の事例発表等を介して、成果につなげるた

めの具体的な調査研究を実施します。 
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２）個別支援 

  各種展示会・商談会出展を目指す食料品製造事業者等について、専門家等を招聘し

て、商品開発のプロセス、マーケティング戦略、市場ニーズ・トレンド、ターゲット

の設定、価格設定、原価管理、広報戦略、商談テクニック、包装形態・ラベル、知的

財産、ウェブサイトの活用等について、商品ブラッシュアップにつながる専門的支援

を実施します。 

 

② 展示会・商談会の開催及び出展による販路開拓支援【継続】 

１）近隣市町の商工団体との連携・共催による展示会・商談会へ出展 

三重県南部地域の市町の商工団体（13 商工会及び 5 商工会議所）等とスケールメリ

ットを活かしながら連携して共催する展示会及び商談会へ食料品製造事業者等が出展

し、各事業者の有する商談スキル等を実践しながら各種バイヤー並びに最終消費者の

商品評価等を得るとともに、近隣同業者製品との比較及び近隣同業者との情報交換・

意見交換を実施して商品のブラッシュアップに努めて商品力の強化を図りながら成約

につなげることを目指します。 

名称 出展時期 概要 来場者数 全出展社数 
みえ南部地域「食」

の特産品フェア 

（ＢtoC) 
例年 10 月 

地域特産品展示

会・商談会 3日間 
延 1,500 人 30社 

みえのまるみえ 

大商談会（ＢtoB) 
例年 12～1月 

地域特産品展示

会・商談会 1日間 
延 100人 40社 

 

２）都市部の展示会・商談会へ出展（ＢtoＢ） 

  東京ビックサイトで開催される「地方銀行フードセレクション」と「グルメ＆ダイ 

 ニングスタイルショー」等に食料品製造事業者等が出展し、「美し国・伊勢志摩」のネ 

ームバリュを活かしながらＰＲして都市部の各種バイヤーや消費者の商品評価等を得 

ることによって、様々な市場ニーズに合致した商品作りにつなげるとともに成約の確 

保を目指します。 

 

名称 出展時期 概要 来場者数 全出展社数 
地方銀行フード

セレクション 

（BtoB） 

例年 10～11 月 
地域特産品展示

会・商談会 2日間 
延 13,000人 850社 

グルメ＆ダイニン

グスタイルショー

（BtoB） 
例年 2月 

地域特産品展示

会・商談会 4日間 
延 25,000人 200社 

 

③ マスメディアの活用による販路開拓支援【継続】  

 商談会・展示会の開催のみならず、各種調査研究会やセミナー等の開催において、マ

スメディアからの情報発信は、広範囲かつ多種多様の受け手に対して非常にアピール度

の高い宣伝効果が期待できます。 

 これには、個々の事業者が情報提供するよりもこれまでマスメディア各社による取扱

実績が高くネームバリュを有する商工会等からの情報提供が公共性や信頼性が高いこと
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がありますことから、取り上げられる確率が圧倒的に高いメリットを活かして、積極的

に情報提供し、販路開拓支援につながるような情報発信がなされるように注力していき

ます。 

これまでの実績として、事業者及びその商品等が、まずは新聞・雑誌掲載、後にラジ

オ放送、最終的にテレビ放送へと取り上げられるにつけて消費者からの問合せが増加し

て、大量販売に直結することとなり、費用を掛けない効果的なマーケティング手法とし

て大きく期待できるものです。 

なお、これまでの取扱実績から主として下記マスメディアの協力を得ることとします。 

 

１）新聞 

中日新聞・伊勢新聞・中部読売新聞・日本経済新聞・中部経済新聞 

２）ラジオ 

 ＦＭ三重・ＣＢＣラジオ・東海ラジオ 

３）テレビ 

 ＮＨＫ・ＣＢＣテレビ・東海テレビ・名古屋テレビ・中京テレビ・三重テレビ 

４）ケーブルテレビ 

 アイティービー・ＺＴＶ・松阪ケーブルテレビ 

５）地域情報誌 

 月刊Ｓimple（㈱ゼロ）・月刊伊勢人（㈲伊勢文化舎）・月刊 kujira (㈱くじラボ)  

 

④ インターネット等の活用による販路開拓支援【継続】 

 現在のインターネット通販への取組には、志摩・度会商工会広域連合運営の「伊勢志

摩逸品市場」に食料品製造事業者７事業者が参画し、また、全国商工会連合会運営の「ニ

ッポンセレクト.com」に食料品製造事業者２事業者が参画しています。 

 インターネット通販は意外と「手間がかかる」「手数料がかかる」とデメリットが先立

ち敬遠しがちな事業者が多々見受けられる現況下でありますので、その消極的姿勢の解

消のために通販事業者や専門家等を招聘して、費用対効果や事業拡大等のメリット享受

への理解を得て事業者の意識改革を実施して取組への参画の拡大を図っていくことが必

要と考えています。 

 実際に現在も商工会を介して事業者へは「中部電力」や「ＮＴＴ」等の信頼性の高い

大手企業からもインターネット通販への参画依頼がありますことから、商工会が実績と

信頼のある通販サイトと仲介して、食料品製造事業者等が販路開拓に合せた効果的な宣

伝媒体としてインターネット通販が活用できるように支援をしていきます。  

 

⑤ 経営指導員等による継続的支援【継続】 

 展示会・商談会等に係わる事前準備から、事業者参加に伴う現場立会いによる状況把

握と課題のチェック等を踏まえて、終了後における事業者反省会を開催して、成果の確

認と課題抽出とその対策及び今後の進め方、加えてステップアップ方法等について協

議・検討し、事業者意識の向上を図り、継続的なフォローアップを実施していきます。 

なお、必要に応じて各種専門家等にも反省会に出席していただき、適宜に指導と助言

を受けることとし、その情報を事業者と経営指導員等が共有化し、フォローアップに役

立てるようにします。 
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（３）目標 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 

1）スキル向上・集団支援事業者数 3者 5者 5者 5者 

２）スキル向上・個別支援事業者数 3者 5者 5者 5者 

３）近隣商工団体連携展示会・商談会

出展事業者数 
3者 5者 5者 5者 

     成約件数／社 1件 2件 2件 2件 

４）都市部展示会・商談会出展事業者 

  数 
3者 5者 5者 5者 

成約件数／社 1件 2件 2件 2件 

５）マスメディアによる情報発信件数 4件 5件 6件 7件 

売上増加率  10％増加 10％増加 10％増加 

６）インターネット通販参画  9 件 11件 12件 13件 

売上増加率  5％増加 5％増加 5％増加 

 

【29年度出展の展示会・商談会の様子】 
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Ⅲ．地域経済の活性化に資する取組み 

１．現状と課題 

① 現状 

「さかなの町」の活性化を目指す南伊勢町魚消費拡大応援条例に基づいた共同イベン

ト「おさかなフェスタ」開催のために南伊勢町官民一体型で取組み、行政・漁協・農協・

観光協会・金融機関等と連携・協議を実施し、その成果を活かした共同印ベントを開催

しています。 

 

② 課題 

イベント開催は一時的でありこうかは限定的であります。 

依然として地域の農水産物及びその加工品を手軽に入手できるようなワンストップサ

ービスのできる常設の販売拠点が地域内になく、地域住民及び町外からの来町者（観光

客含む）の需要ニーズに応えられていない課題があります。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ｂ】 

 「さかなの町」の活性化を目指す南伊勢町魚消費拡大応援条例に基づいた共同イベン

ト「おさかなフェスタ」開催のために南伊勢町官民一体型で取組み、行政・漁協・農協・

観光協会・金融機関等と連携・協議を実施し、地域の総力結集によって販路拡大につな

げることができました。 

また、南伊勢町全額出資の地域商社「㈱みなみいせ商会」との連携協力を実施し、滋

賀県をメインとした地域特産品の販路開拓につなげることができました。 

 

≪今回の申請における取組の方向性≫ 

 「オール南伊勢」をキーワードにして、行政・漁協・農協・観光協会・金融機関・地

域商社等との連携をより一層強化しながら、イベント等の共同事業の実施をはじめ、地

域の活性化につながるような取組を引続き継続していくこととし、そのためには 評価Ｂ

の改善策につながる ことにもなりますが、連携する団体間の意思の疎通を十分図るため

に綿密な打合せや連絡調整及び意見交換する機会を多く創出していくこととします。 

 

２．事業内容 【継続】 

（１）地域経済関係団体（全７団体）である三重外湾漁協組合・伊勢農業協同組合・南

伊勢町観光協会・百五銀行五ヶ所支店・第三銀行浜島支店・南伊勢町・南伊勢町商

工会の間の意志疎通と連携強化のための「連携会議」を開催します。 

 

（２）上記連携会議が主催して、南伊勢町魚消費拡大応援条例に基づいた魚消費強化月 

間である 11月に南勢地区及び南島地区２ヶ所において特産品販売イベントを開催 

して、特産品のＰＲと販売促進に注力します。 

名称 出展時期 概要 来場者数 全ブース数 
おさかなフェス

タ南伊勢 
例年 11 月 

地域特産品展示

販売会 1日間 
延 2,000 人 40ブース 

わくドキ南伊勢 例年 11 月 
地域特産品展示

販売会 1日間 
延 3,000 人 50ブース 
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（３）上記連携会議が継続協議にて現在進行中である共同販売拠点設置計画の実現に 

向けて、行政への一層の意見答申を図ることと各種協議を重ねて早期建設を目指 

すこととします。 

 

 

Ⅳ．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み 

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 

（１）現状と課題 

① 現状 

 地域内支援機関との連携においては、近隣商工会及び商工会議所計 6 団体と連携がで

きており、各種会議の開催、異業種交流・販路開拓事業を共同実施しています。 

 地域外支援機関との連携においては、県内の地域外支援機関を総括する（公財）三重

県産業支援センターを起点に課題に応じた機関（事業承継センター等）への取次ぎがで

きています。 

 

② 課題 

 地域内支援機関との連携において得られた各種支援情報等については、経営指導員の

みならず全職員と情報共有していますが、経営指導員以外の職員については、その活用

機会が限定的でありますので、積極的活用がなされることが必要です。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ａ】 

 地域内支援機関との連携においては、近隣商工会及び商工会議所の計 6 団体と連携し

て、定期的（商工会は毎月、商工会議所は 3 ヶ月毎）に連絡会議を開催して情報交換等

に努めるとともに、管内地域団体が参画する「伊勢志摩経済サミット」、「伊勢志摩地域

みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会分科会」を介して、異業種交流や販路開拓等

につながる共同事業を実施する等、地域内での相互連携による相乗効果での支援力向上

が図られています。 

 地域外支援機関との連携においては、県内の地域外支援機関を総括する（公財）三重

県産業支援センターと三重県版経営向上計画に係わる相談等を中心に連絡を密にして、

種々の課題解決につなげることができています。 

 

≪今回の申請における取組の方向性≫ 

 地域内支援機関・地域外支援機関を包括して三重県下の関係支援機関は経営発達支援

事業のみならず、各種支援事業の円滑な実施に向けた支援のためには不可欠な機関であ

り、これまで通りのスタンスを保持しながら、第 1 期同様の取組を引続き継続していく

こととします。 
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（２）事業内容 【継続】 

① 三重県南部地域・南部経営支援センター会議への出席（年６回） 

 １）構成員：松阪北部商工会・松阪香肌商工会・明和町商工会・多気町商工会・ 

大台町商工会・大紀町商工会・志摩市商工会 · 玉城町商工会 · 南伊勢町商工会 · 

小俣町商工会 ·度会町商工会 · みえ熊野古道商工会・紀宝町商工会（全 13団体） 

  

２）内容：三重県南部地域の 13商工会における効率的かつ効果的な経営改善普及事業・

経営発達支援事業・地域総合振興事業等を実践するための協議検討・情報交換等を

実施します。 

 

② 三重県商工会連合会主催事務局責任者会議への出席（年４回） 

 １）構成員：県下全 23商工会 

  

２）内容：三重県 23 商工会における効率的かつ効果的な経営改善普及事業・経営発達 

支援事業・地域総合振興事業等を実践するための協議検討・情報交換等を実施し 

ます。 

 

③ 伊勢志摩経済サミットへの出席（年１回） 

１）構成員：伊勢商工会議所 · 鳥羽商工会議所 · 志摩市商工会 · 玉城町商工会 ·  

多気町商工会 · 明和町商工会 · 南伊勢町商工会 · 小俣町商工会 · 

度会町商工会 · 大紀町商工会 （全 8団体） 

 

 ２）内容：地域振興の発展に寄与するための共同研究とその提言を実施しています。 

   

④ 伊勢志摩地域みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会分科会への出席（年６回） 

１）構成員：伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・伊勢商 

工会議所 · 鳥羽商工会議所 · 志摩市商工会 · 玉城町商工会 · 南伊勢町商工会 

 · 小俣町商工会 ·度会町商工会 · 大紀町商工会・百五銀行・第三銀行・三重銀 

行・三重信用金庫・三重県・三重県中小企業団体中央会・（独）中小企業基盤整備 

機構・（公財）三重県産業支援センター・三重大学・鳥羽商船高等学校 

                                 （全 25団体） 

 ２）内容：三重県中小企業・小規模企業振興条例に基づき、中小企業・小規模企業の

振興や中小企業・小規模企業が抱える課題の把握及び解決策の検討等を行います。 

 

⑤ その他 

 経営指導員が地域内企業に同行して、（公財）三重県産業支援センター窓口訪問及び三

重県よろず支援拠点の定期出張（毎月定期的に伊勢商工会議所にて開催）に出席して各

種の指導・助言を受けることで、課題解決の方策を練ることとします。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

① 現状 

 経営指導員及び経営支援員等全職員において、関係する研修会等へ積極的に出席し、

その内容についてグループウェアを介して情報共有を実施するとともに、各自が得意分

野を有するべく自己研鑽にも取り組み、小規模事業者支援の一助として活用ができてい

ます。 

 

② 課題 

現在２つの事務所を有し、職員各３名ずつの少数配置であるため、事業者対応におけ

る各人の業務の都合が優先されると各人が自由に研修会へ参加できるスケジュールの確

保が困難になるため、各人が希望する研修会等へ参加できる体制作りが急務と考えます。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ａ】 

 経営指導員及び経営支援員等全職員において、各人の勤務体制やスケジュール調整を

駆使することで関係する研修会等へ積極的に出席し、その内容についてグループウェア

を介して情報共有を実施するとともに、各自が得意分野を有するべく自己研鑽にも取り

組み、小規模事業者支援の一助として活用ができています。 

 

≪今回の申請における取組の方向性≫ 

 支援する側の商工会職員にとっては、年々多種多様化する小規模事業者の課題解決の

ための知識習得や情報収集は不可欠でありますことから、引続き各人の勤務体制やスケ

ジュール調整を駆使することで関係する研修会等へ積極的に出席し、その内容について

グループウェアを介して情報共有にて資質の向上につなげていくこととします。 

 また、個人的な自己研鑽についても得意分野を伸ばすことを前提に全員が鋭意取り組

むことします。 

 

（２）事業内容【継続】 

① 経営指導員及び経営支援員等の研修会等への積極的出席 

三重県や（公財）三重県産業支援センター及び関係団体等が主催する商品開発・販路

開拓・マーケティング等経営に関わる研修会等へ出席してトレンドかつタイムリーな知

見を習得し、リアルタイムな事業者支援を実施します。 

  

② 経営指導員等の自己研鑽 

１）三重県商工会連合会職員協議会が実施する資格チャレンジ奨励助成金を活用して、

中小企業診断士や社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の公的資格の取

得についても全職員が積極的に取組むようにします。 

 ２）南部経営支援センター管内の他の 13商工会の経営指導員と常時連携して、経営指

導に係わるスキルの向上を図るとともに、合同会議を開催して各種補助金申請書作

成や事業承継支援等に係わる情報交換や事例研究等についても実施します。 

 ３）（公財）三重県農林水産センター開催の各種セミナーへ参加して、農林水産物加工

及び６次産業化等について専門的知識を習得します。 
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③ 職員間の知識と情報の共有化 

 経営指導員・補助員・記帳指導員等、全職員の知識や情報が平準化（一定のレベルに 

到達）され、経営指導員不在時にも他の職員が相談者との応対が可能となることを目指 

して、職員間で定期的に勉強会を開催して、その講師を職員が交代で務めることで各自 

のスキルアップにつなげるとともに、組織内での知識と情報の共有化を図ることとしま 

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 

（１）現状と課題 

① 現状 

 二ヶ月毎に開催している商工会理事会において、毎回経営発達支援計画事業実施の中

間報告と今後の事業実施のスケジュールについて連絡し、その都度出席者（商工会役員）

との質疑応答・意見要望等を実施して事業遂行に反映しています。 

 また、年に一回の外部評価を専門家（経営コンサルタント等）にて実施するとともに、

町の担当課職員等からも意見聴取して客観的評価を受けています。 

 

② 課題 

 商工会理事会における質疑応答・意見要望等については、一部の出席者からの発言に

終始することが多く、収集できる意見・要望数が全体的に少ないことが課題と考えます。 

 

≪第１期における取組と成果≫ 【評価Ａ】 

 外部評価としては、三重県商工会連合会のエキスパート登録の経営コンサルタントに

依頼して適正な評価と的確なアドバイスを受けることと、支援を受ける側の視点からと

しての客観的評価を年６回開催の商工会理事会において実施し、その際に具体的意見・

要望の収集を得ながら、ＰＤＣＡサイクルを回すことを基本にした改善と実践につなげ

ています。 

  

≪今回の申請における取組の方向性≫ 

 外部評価と内部評価の組合せにてＰＤＣＡサイクルを回すことを基本にした改善と実

践につなげられていると判断し、専門的な客観的視点と支援を受ける事業者の直接的視

点を十分組み入れながら適宜改善を加えて引続き継続していくこととします。 

 

（２）事業内容【継続】 

当事業計画については、毎年５月開催の総代会を終了してから、以下の方法によって

評価及び検証を実施します。 

 ① 三重県商工会連合会のエキスパート登録の経営コンサルタント・中小企業診断

士・税理士・国立三重大学教授等の専門家である外部有識者に加え、県・町の行

政担当者からも客観的事業評価（具体的に点数評価とコメントが受けられるチェ

ック表等作成）を受けることとし、適切な改善とその実践が可能となる体制を構

築します。 
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② ①にて得られた評価と指摘事項（事業関連）について、まずは事務局にてＰＤＣＡ

サイクルを基本に評価及び改善策（案）を作成し、これについて理事会において

協議・決定し、今後の事業実施に反映させます。 

 

１）ＰＬＡＮ（計画） 

 評価・改善課題に応じた見直し案作成計画について、理事会で協議・検討後、 

承認を得て組織決定。 

２）ＤＯ（実行） 

小規模事業者等への経営発達支援事業の具体的実施。 

 

３）ＣＨＥＣＫ（評価・検証） 

 外部専門家及び行政担当者等による実施状況、成果の度合いについての評価と 

課題点及び改善点の抽出を受けて見直し案の協議・検討を実施。 

 

 具体的評価項目：達成度･･･各事業における目標件数とその充実度合等の検証。 

必要度･･･小規模事業者ニーズ・地域ニーズ等との整合性検証 

連携度･･･関係機関とのマッチング・相乗効果等の検証。 

 

   ４）ＡＣＴＩＯＮ（改善行動） 

 事務局及び商工会部会代表等を交えた改善会議を開催して、具体的かつ効果的 

改善計画を作成。 

 

 ③ 事業の成果及びその評価や改善点について、その具体的内容を広報紙等を作   

成して会員等に配布するとともに新聞折込等にて広く一般周知を実施します。 
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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 

（30年 11月現在） 

（１）組織体制 

 ＣＰ事務局長１名 

経営指導員 ２名 

経営支援員 ２名 

記帳指導員 １名 

一般職員  １名 （合計７名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

① 南勢事務所  

  三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦 988-78 

  電話番号（0599）66-0054 ＦＡＸ番号（0599）66-1687 

  Email: minamis@amigo2.ne.jp 
 

② 南島事務所 

  三重県度会郡南伊勢町神前浦 41 

  電話番号（0596）76-0159 ＦＡＸ番号（0596）76-0037 

  Email: nansho@amigo2.ne.jp 
  ホームページ URL: http://minamiise.boy.jp/ 
 

 

 

 

mailto:minamis@amigo2.ne.jp
mailto:nansho@amigo2.ne.jp
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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） 

 
31年度 32年度 33年度 年度 年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000   

 

セミナー開催費 

専門家派遣事業

費 

展示会等開催費 

 

 

300 

800 

900 

300 

800 

900 

300 

800 

900 

 

  

（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 

 

会費収入、各種手数料収入、町補助金収入、三重県補助金（三重県商工会連合会経由） 

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 

 

（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 

【重点方針】 

 三重外湾漁業協同組合・伊勢農業協同組合・南伊勢町観光協会・百五銀行五ヶ所支店・

南伊勢町との「連携会議」を毎年 12 回程度開催し、地域特産品の販路拡大について、共

同イベントの開催・共同販売拠点設置等について協議し、地域の活性化を図ります。 

【事業内容】 

１.三重外湾漁業協同組合・伊勢農業協同組合・南伊勢町観光協会・百五銀行五ヶ所支店・

第三銀行浜島支店・南伊勢町・南伊勢町商工会間の意志疎通と連携強化のための連携会議

を開催します。 

２.上記連携会議が主催して、南伊勢町魚消費拡大応援条例に基づいた魚消費強化月間で

ある 11 月に南勢地区及び南島地区２ヶ所において特産品販売イベントを開催して、特産

品のＰＲと販売促進に注力します。 

３．上記連携会議が継続協議にて現在進行中である共同販売拠点設置計画の実現に向け

て、行政への一層の意見答申を図ることと各種協議を重ねて早期建設を目指すこととしま

す。 

 

連携者及びその役割 

【連携者】 

名称 所在地 代表者 

三重外湾漁業協同組合  三重県度会郡南伊勢町奈屋浦 3 淺井 利一 

伊勢農業協同組合 三重県度会郡度会町大野木 1858 加藤 宏 

南伊勢町観光協会 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦 3917 松岡 久雄 

百五銀行五ヶ所支店 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦 3910-2 原 幸久 

第三銀行浜島支店 三重県志摩市浜島町浜島 1345 伊藤 達哉 

㈱日本政策金融公庫伊勢支店 三重県伊勢市岩渕 2-5-1 福島 英男 

南伊勢町 三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦 3057 小山 巧 

三重県よろず支援拠点 三重県津市栄町１丁目 891 野垣外 斉 

（公財）三重県産業支援センター 三重県津市栄町１丁目 891 山川 進 

三重県商工会連合会 三重県津市栄町１丁目 891 坂下 啓登 

【役割】 

 地域は１つであり、各業界団体の領域を超越して団結することが大事であるとの考えか

ら、「allみなみいせ」をスローガンにして、地域特産品の地域内外の流通や地域内におけ

る販路拡大について協調及び協同して、各種イベントの開催や販売拠点の新設の早期実現

を目指すことを中心に地域事業者への各種支援ための同朋及び協力者です。 

（漁協・農協・観光協会・百五及び第三銀行・南伊勢町） 

 また、経営発達支援計画全般に係わる支援にあたって、事業者の発掘・育成・支援等全

般に亘って、各支援機関の専門分野におけるスキルやネットワークを活用していくことと

し、当会当該事業において、タイムリーにまた幅広くかつ継続的にサポートが受けられま

す。（よろず支援拠点・県産業支援センター・三重県商工会連合会・日本公庫） 
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連携体制図等 
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