
経営発達支援計画の概要 

実施者名 みえ熊野古道商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

みえ熊野古道商工会は、平成 27 年度にオープンの紀勢自動車道地域振

興施設「始神テラス」を地域小規模事業者支援対策の核として、「経営発

達支援計画に基づく事業」を実施する事により、より具体的な出口対策

として直接結果に結びつく大きな支援策が講じられることとなります。

当会では、「“ちいさな企業”のステップアップを支えるアクション、

そして地域企業の繁栄を通してまちづくりに貢献する。」をテーマに、従

来の道の駅・紀伊長島マンボウ、道の駅・海山、そして道の駅・パーク

七里御浜や地元商店等との連携による観光客等の送客なども展開して、

地域全体の活性化と小規模事業者の持続的な発展を図って参ります。 

事業内容 

１．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 
①小規模事業者に対する景況感等の調査 

②一般社団法人（地域振興施設）から経済動向の情報入手・調査・分析 

③地域の金融機関から経済動向の情報入手・調査・分析 

④地元行政から情報入手・調査・分析 

（２）経営状況の分析に関すること 
①小規模事業者に対する個別ヒアリング 

②セミナー開催による集団指導 

③決算関係書類の収集と財務分析 

④経営分析に関する支援目標 

⑤専門家派遣による課題解決 

（３）事業計画策定支援に関すること 
①事業計画策定に関する集団セミナーの開催による掘り起し 

②個別相談会、巡回指導による掘り起し 

③広報等による周知・掘り起し 

④事業計画策定に対する支援 

⑤小規模事業者経営発達支援融資制度の活用に係る事業計画策定等支援 

⑥創業・第二創業（経営革新）支援 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること 
①事業計画策定後の情報発信についての支援 

②事業計画策定後のフォローアップ支援 

（５）需要動向調査に関すること 
①買い物傾向調査 
②需要動向調査に係る目標 

③小規模事業者への調査結果情報などの提供等による支援 

（６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
①独自イベント及び連携イベント等の実施 
②地域特産品開発“みえ熊野古道ブランド化” 

連絡先 

みえ熊野古道商工会本所・経営支援課 

三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 2141 

TEL.0597-47-0576 FAX.0597-47-1329  

ＵＲＬ http://www.miekodo.or.jp  E-mail info@miekodo.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 

みえ熊野古道商工会は、平成 26 年４月に世界遺産・熊野古道を持つ紀北町商工会と

御浜町商工会が合併し誕生しました。南北に 70km 離れた紀北町・御浜町の２町の商工

会が２市を挟む形で“飛び地合併”した全国初のケースです。合

併のコンセプトは「思い切った組織改革、“ちいさな企業”のス

テップアップを支えるアクション、そして地域企業の繁栄を通し

てまちづくりに貢献する。」であり、今後は共通した地域資源で

ある『世界遺産・熊野古道』を最大限活用した連携を中心に商工

会事業の充実・強化を図っていきます。 

 みえ熊野古道商工会の前身である紀北町商工会と御浜町商工会は、以前から地域の商

工業者の維持・発展のために、様々な取り組みを行ってきました。特に、紀北町商工会

は、異業種のギョルメクラブの発足からギョルメクラブ事業

協同組合、ギョルメ舎フーズ株式会社への展開、そして、県

下でも有数の道の駅・紀伊長島マンボウの開設のほか、三重

きいながしま港市の創出～自主運営へ、あるいはＪＡＰＡＮ

ブランド育成支援事業～先進的ブランド事業を活用した“レ

ンジでひもの”シリーズの開発と国内及び海外へマーケティ

ング活動の実施など全国的にも特筆できるような事業に取

り組んできました。 

 みえ熊野古道商工会は、前述のように商工業者の発展に向

けて精力的に活動してきましたが、地域内における小規模事 

業者数は下記参考資料（みえ熊野古道商工会地域内の小規模

事業者の推移）のとおり減少傾向が明確になっています。地

域内の小規模事業者数の推移は、当該資料に示すとおり紀北

町、御浜町の両町合算ベースで、1999 年の 1,825 事業者か

ら2014年は659事業者が減り1,166事業者と激減して、2014

年は 1999 年に比べて３分の２以下の 63.9％となっていま

す。さらに、2010 年と比べても 269 事業者が減って 81.3％

となっており、減少傾向は続く深刻な状況となっています。 

業種構成においては、紀北町と御浜町で卸・小売業と飲

食店・宿泊業の構成比率に多少のずれはありますが、概ね

同様の業種構成となっています。地理的なハンディもあり

製造業の比率が低く、卸・小売業や飲食店、建設業の比率

が高くなっています。中でも、卸・小売業や飲食店・宿泊

業などは世界遺産・熊野古道や地魚等を活用した観光産業

に関連づけた取り組みを行っています。また、製造業をは

じめ他の業種においても水産物や農産物など地域資源の

加工や流通に関連した事業者が増加しています。このように東紀州地域の主幹産業の低迷

に伴い、観光は地域を支える新たな主産業として位置づけでき、期待感も増しています。

  
みえ熊野古道商工会本所 

 
ギョルメクラブのトレードマーク

レンジでひものシリーズ 

ニューヨークにて試食会の様子 

うまし宿 漁亭 美乃島  割烹の宿 美鈴
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  参考資料：みえ熊野古道商工会地域内の小規模事業者の推移（主要業種をピックアップ） 

紀北町、御浜町ともに高齢化や過疎化が進展しており、地域社会の停滞感が強まって

いますが、平成 26 年３月に紀勢自動車道が全通し、都市部との時間距離が短縮され、

関西圏や中京圏からの観光客等が増加しており明るい話題もあります。反面、紀勢自動

車道が全通したことで国道 42 号線から紀勢自動車道へ 60%以上

の交通転換がなされたという調査結果が出ており、国道 42 号線

沿いにある道の駅・紀伊長島マンボウ(地元 130 事業者が納入、

1,000 アイテムの取り扱い)と道の駅・海山(地元 30 事業者が納

入、100 アイテムの取り扱い)や地元商工業者は紀勢自動車道に

よるストロー現象で客数、売上ともに減少傾向にあります。 

 このような状況の中、紀勢自動車道の道瀬トンネルと始神トン

ネルの中間点に紀北町がサービスエリア機能を有した地域振興

施設を建設（平成 27 年３月竣工、同年７月供用開始予定）し、高速道路の利用客の集

客と道の駅や地元商工業者への送客を図ろうとしています。紀北町では、地域振興施設

を指定管理者制度による独立採算での運用を計画しており、みえ熊野古道商工会に対し

て過去の活動実績も踏まえ、施設の目的・機能を十分に発揮できるような運営形態を検

討するよう要請されました。 

 これに基づき、みえ熊野古道商工会では平成 26 年９月に『地域振興施設設置特別委

員会』を組織し、地域振興施設の運営管理等について諮問を行い、委員会が協議を重ね

「商工会が管理運営のための何らかの団体若しくは会社を設立することが最も適切で

ある。」との答申を得ています。さらに 12 月には『一般社団法人設立委員会』を組織し

て、当該法人設立に向けた具体的な協議を行い「みえ熊野古道商工会が一般社団法人を

設立し、積極的に当会事業と連携を図って当事業を展開していくことが今後の地域経済

振興に対して最善の選択である。」との答申を得て、理事会での報告・承認を終えた状

況で平成 27 年１月 21 日には臨時総代会を開催し、商工会が母体となった一般社団法人

の設立を決議して、設立後は社団法人が地域振興施設の管理運営を行う予定でありま

す。 

本年度は、商工会が全国の小さな企業への政策の充実を訴え、永年切望しておりまし

た「小規模企業振興基本法」が平成 26 年６月に制定され、加えて９月に「小規模事業

者支援法」の改正により全国 395 万社の中小企業の内、約９割を占める小規模企業者に

大きな「光」が当たる確かな道筋が開かれました。 

地域内３道の駅のひとつ 

 紀伊長島マンボウ 
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政府も最重要政策課題として「地方創生・ローカルアベノミクス」を旗印に新たな経

済政策が始まります。昨年末には、「地方創生」に向けた政府の「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」が閣議決定し、三重県においても１月 13 日に策定推進本部を立ち上げ、

地方版「総合戦略」がスタートしようとしております。 

これを受け、みえ熊野古道商工会は逸早く小規模事業対策推進事業の中心となる「経

営発達支援計画に基づく事業」に手を挙げ、当地域振興施設を核とした地域小規模事業

者支援策に着手します。「経営発達支援計画に基づく事業」の実施により、地域振興施

設への取り組みは、交通断面から考える経済効果からしても、より具体的な出口対策と

なり、「売れるものは何か、どのようにして売るか」など、直接結果に結びつく大きな

支援策が講じられることとなります。そのため、この地域にとって大きなフォローとな

る風を真正面から受け止めるためにも、「一般社団法人」設立による地域振興施設運営

にチャレンジするのは、様々な状況が好転しつつある「今」しかありません。 
地域の総合的経済団体及び小規模事業者の支援機関である商工会と密接な関係を持

つ一般社団法人が地域振興施設を運営することで、単なる利益追求や地域での独り勝ち

を目的としたサービスエリアではなく、小規模事業者をはじめとする地域の事業者や住

民、そして地域全体を振興・発展させるサービスエリアとして運営することが可能とな

ります。また、一般社団法人は「地区内における商工業等の地域経済振興を図ることを

目的」としており、地域経済の振興には人材育成が不可欠であります。 
当地域振興施設は単なる販売目的だけの施設ではなく、これからの地域振興を担う若

手人材を育成する場となります。地域振興施設の設置に伴い、地方における新たな安定

的な雇用を創出するとともに、都市部へ流出した人材が安心して地方で働けるような基

盤づくりを行い、プロフェッショナルな人材を地方へ還流させるような新たな人の流れ

を構築します。新たな雇用の創出により地元で働き、結婚し子供が生まれ世帯が増える

ことで、人口減少に少しでも歯止めをかけたいと考えます。 
みえ熊野古道商工会は、新たに設立する社団法人と

表裏一体、運命共同体としての関係を構築し、合併の

コンセプトでもあった「“ちいさな企業”のステップア

ップを支えるアクション、そして地域企業の繁栄を通

してまちづくりに貢献する。」をテーマに掲げ、地域振

興施設での特産品の販売促進、観光客等のニーズ把握、

それを踏まえた地域特産品の開発、各種イベント開催

による集客力の向上を推進するとともに、従来の道の

駅・紀伊長島マンボウ、道の駅・海山、そして道の駅・

パーク七里御浜や地元商店等との連携による観光客等

の送客なども展開して、地域全体の活性化と小規模事

業者の持続的な発展を図っていきます。  

また、みえ熊野古道商工会では、常設のインターネ

ット配信スタジオ『Studio Utv』を平成 26 年６月に全国の商工会で初めて開設しまし

た。11 月 10 日には『USTREAM STUDIO + MIE KUMANOKODO」(ユーストリーム・スタジオ・

プラス・ミエ・クマノコドウ) として全国で 12 箇所目の USTREAM Asia 公認スタジオと

なりました。『Studio  Utv』は、『人と地域の“今”を結ぶ』をキャッチフレーズに地元

の商店や地域の魅力を撮影・編集・配信できる情報発信基地であり、現在では、145 事

『ユーストリーム・スタジオ・プラス・ 

ミエ・クマノコドウ』のロゴマーク 

『Studio Utv』スタジオ撮影の様子 
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業者の紹介番組を制作し、インターネットを活用して全国はもと

より海外にも発信しています。 

今後も、地域内の小規模事業者等に自社の強みや取り扱い商品

等の魅力を発信することの重要性を説明し、全国に向けての情報

発信を促進するとともに、「ジャパネットたかた」のような動画

配信によるネット販売システムを構築して地域特産品等の流通

拡大を図り、小規模事業者の知名度向上や売上拡大に貢献してい

くほか、カードポイントの確認や発行などをネット対応化し、ソ

ーシャルビジネスやコミュニティビジネスに向けた新しい価値

観の事業を創出して、地域の小規模事業者の持続的な発展を図っていきます。 

 上述のような地域の強み、課題を踏まえ、三重県、紀北町、御浜町、三重県商工会連

合会、東紀州商工会広域連合、三重県産業支援センター、日本政策金融公庫、地方銀行

や信用金庫の地域金融機関、専門家、紀北町観光協会、熊野古道カードサービス、そし

て地域振興施設を運営する予定である一般社団法人と連携して、小規模事業者個々の経

営力向上、販売促進等を支援するとともに地域への集客と地域特産品等の販売促進等を

中心に展開する『地域振興施設』と、地域外に向けての情報発信やネット販売を展開す

る『Studio Utv』の２つを基盤として、「経営状況の分析に関すること」「市場調査支援・

経済動向の把握に関すること」「事業計画策定・実施支援に関すること」「新たな需要の

開拓に寄与する事業に関すること」の４事業を実施して経営発達支援計画を進めていき

ます。 

 みえ熊野古道商工会の経営発達支援計画の５年後の目標は、地域振興施設の年間売上

２.６億円、納入事業者数 240 内地元納入業者（小規模事業者）数 200、『Studio Utv』

による事業所紹介番組数 300、ネット販売売上 2,400 万円とします。 

表１：地域振興施設『始神テラス』における数値目標 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

振興施設売上 － 
千円

146,076
千円

206,225
千円

226,848
千円 

249,532 
千円

262,009
納入業者数 － 200 210 220 230 240 

内地元納入業者数 

（小規模事業者） 
－ 160 170 180 190 200 

Studio Utv 売上 － 
千円

3,000 
千円

6,000 
千円

12,000 
千円 

18,000 
千円

24,000 
事業所紹介番組 － 100 150 200 250 300 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊野古道カードサービス 

『地域観光カード』ポイント 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 27 年４月１日～平成 32 年３月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

   現状では、各指導員が会員巡回や窓口相談のほか金融機関や行政機関等からの情

報入手による現況把握となっており、十分な地域の経済状況が把握されているとは

言い難い。また、各種情報は組織として整理されておらず、個々の能力により活用

されてきた。今後、小規模事業者の経営発達を支援していくためには、下記の方法

により情報収集・調査・分析を実施することで、より事業者の実情に沿った的を射

た支援を行っていける。今後は、様々な情報を組織的に収集して正確に把握し、指

導・支援の根拠となる情報を整理することが重要である。これら情報のデータベー

ス化と研究により、データに基づいた正しい方向性の認識と的確な支援が可能とな

る。 

   このため小規模事業者の業種・業態に合わせて収集・調査・分析した内容を適宜

提供または指導・支援に活用する。 

 (事業内容) 

① 小規模事業者に対する景況感等の調査 
地域内の業種別の構成比に基づき割り振った小規模事業者に協力を要請し、三

重県商工会連合会が四半期（３か月）ごとに実施している景況調査と同様の調査

を実施し、業況、売上、採算、資金繰り、問題点などを分析し地域の経済動向を

調査・分析する。また、県全体や全国と景況調査結果を比較して、当地域の現状

や他地域との差異なども分析する。 

表２：景況感等の調査に関する情報入手件数 
業種 建設業 製造業 卸・小売業 飲食等 その他 合計 

独自景況

調査 
３ ３ ６ ６ ２ 20 

※小規模事業者構成比により配分 

② 一般社団法人（地域振興施設）から経済動向の情報入手・調査・分析 
一般社団法人が運営する地域振興施設の利用客数、売上動向、高速道路の通行

量、観光バスの立ち寄り台数など観光関連産業に関する各種情報を一般社団法人

から毎月情報提供してもらって地域の経済動向を調査・分析する。 

③ 地域の金融機関から経済動向の情報入手・調査・分析 
紀北町、御浜町に支店が存在する金融機関(百五銀行、第三銀行、紀北信用金庫)

に対して、経営指導員等が支店長等と定期的（半期ごと）に面談又は支店長等に

商工会へ一堂に会してもらい、景況感等についてヒアリングまたは意見交換をし

てもらって地域の経済動向を調査・分析する。 
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④ 地元行政から情報入手・調査・分析 

紀北町、御浜町の両町の担当部署と定期的（半期ごと）に面談し、地域内の景

況感等についてヒアリングを行い、地域の経済動向を調査・分析する。 

⑤ 情報入手・分析目標 

上記の情報収集・調査を定めた期間ごとに実施して情報・データを入手する。

情報の収集等に関する数値目標は表３のとおり。 

   表３：地域の経済動向の調査・把握に関する情報入手件数 
情報収集・調査内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

独自景況調査 

（２０社×年４回） 
未実施 

60 
※１ 

80 80 80 80 

地域振興施設情報 

（毎月） 
未実施 

９ 
※２ 

12 12 12 12 

金融機関からの情報 

（３行×年２回） 
４ 

３ 
※３ 

６ ６ ６ ６ 

行政機関からの情報 

（２町×年２回） 
２ 

２ 
※３ 

４ ４ ４ ４ 

計 ６ 74 102 102 102 102 
   ※１:７月（第２四半期から実施）※２：７月から供用開始予定 ※３：10 月から実施予定 

⑥ 手段・活用方法 

得られた情報・データを分析して、小規模事業者にわかりやすく整理し、計画

策定時等に活用できるようにする。調査結果は、小規模事業者の事業計画や新分

野進出等の計画を策定する際の外部環境として利用するほか、経営活動の参考な

どに供する。支援先のニーズに適合した地域の経済動向情報を提供する等、小規

模事業者の視点に立ったきめ細やかな伴走型支援を行う。 

具体的内容については下記のとおり。 

○入手した情報・データを専門家のアドバイス等を得ながら経営指導員が時系

列分析や他地域との対比分析を行う。 

○独自で収集する情報と他者の提供する情報より必要なデータを絞り込み、収

集したデータを組み合わせて活用する。 

○分析結果は、事業計画書等を策定する上での根拠として使用するほか、商工

会内部で共有化して経営指導員等が小規模事業者の経営計画策定や経営改善

等の指導・支援の際に活用するとともに、商工会のホームページで情報開示

し、必要に応じて印刷物として配布する。 

○巡回等における経営指導の際には、小規模事業者に対して目で見て理解を得

やすくするためタブレットを活用し、データだけでなくグラフ化した情報を

提供し経営支援にあたる。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

      従来より、経営指導員等による巡回指導・窓口相談、各種セミナーの開催等を通

じて、小規模事業者の状況確認・課題抽出、決算分析など経営分析に努めてきた。

また、専門的な課題等については、三重県の専門家派遣制度や中小企業庁の中小企
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業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業によるミラサポの施策等を活用して、

専門家等による現地指導を受けながら、課題抽出、解決策の提示などに取り組んで

きたが、地域の小規模事業者の減少傾向は続いている。 

   この状況を打破し、地域の小規模事業者の持続的発展を進めるための基礎づくり

として、経営指導員等の巡回指導・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて小規

模事業者の経営分析を行い、経営計画策定や販売力強化等に繋げていく。 

   専門的な課題等については、三重県の専門家派遣制度や中小企業庁の中小企業・

小規模事業者ワンストップ総合支援事業によるミラサポの施策等を活用して、専門

家等による現地指導を受けながら小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してよ

り丁寧に指導・支援し、小規模事業者の持続的発展を図る。 

  （事業内容） 

① 小規模事業者に対する個別ヒアリング 
巡回指導については、現在毎月情報提供として全会員に対して行っており、今

後も継続して全会員への巡回指導を毎月実施する。巡回指導の際には基礎的支援

となる経営改善普及事業に係る情報のほか、国・県等の各種施策や当会が実施す

る事業などの情報を最低８種類以上用意し、経営指導員等がその事業所に一番必

要と思われる情報を対面にて説明している。また、特に重要と思われる情報に関

しては、再度経営指導員等が手分けして地域の小規模事業者を訪問し、各種施策

の活用や当会の事業への参画を積極的に促している。 

そして、経営指導員、補助員、記帳専任職員が実施する巡回指導または窓口相

談において、小規模事業者に対して個別ヒアリング等を実施して小規模事業者の

現状把握・分析や経営上の課題抽出等を行う。 

② セミナー開催による集団指導 
経営基本、労務管理、財務管理等各種テーマに沿ったセミナーを開催し、小規

模事業者に知識・情報を提供するとともに経営に関する意識改革を促進し、小規

模事業者自らが現状把握や経営分析に取り組む姿勢を醸成していく。また、地域

振興施設に商品等を提供する小規模事業者に対しては、社会のトレンドや商品開

発に関するセミナーも開催して地域特産品を活用した新商品開発や販売促進を支

援していく。 

そのほか、地魚等地もの料理研修やメニュー開発、サービス向上を目指した接

客に関するセミナーも開催する。 

③ 決算関係書類の収集と財務分析 
商工会が永年実施している小規模事業者に対する記帳継続指導や決算指導を通

じて決算関係書類等を収集し、経営指導員等が時系列分析や業界比較分析を実施

する。業界比較分析は、日本政策金融公庫や中小企業基盤整備機構等が実施して

いる分析結果と対比する。 

④ 経営分析に関する支援目標 
経営分析に関する支援目標の数値目標は表４のとおり。 
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表４：経営分析における数値目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回指導件数※１ 1,563 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 

窓口相談件数 2,794 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 

セミナー開催 ７ ８ ９ 10 11 12 

決算ﾃﾞｰﾀ収集数 515 520 525 530 540 550 

財務分析件数 79 80 90 100 110 120 

専門家派遣回数 88 100 105 110 115 120 
      ※１：ほかに情報提供等の訪問件数 12,200 件あり（現状） 

⑤ 手段・活用方法 
上記の経営状況分析により把握した結果については、わかりやすく整理して小

規模事業者の経営活動の参考に供するとともに、事業計画策定や販路開拓に繋げ

ていく。また、より専門性が求められる経営課題等に対しては、各種施策を活用

して集中的に複数回にわたり専門家を派遣することで、課題解決を図る。加えて

巡回時等に適宜、経営指導員が支援先に関連する経営分析情報などを提供する。 

これにより小規模事業者の持続的発展に向けた、きめ細やかで継続的な伴走型

支援を行う。 

具体的内容については下記のとおり。 

○入手した情報・データを経営指導員等が時系列分析や業界比較分析を行う。 

 （内容は上述「③決算関係書類の収集と財務分析」に記載のとおり） 

○分析結果は、事業計画書等を策定する上での根拠として使用するほか、商工

会内部で共有化して経営指導員等が小規模事業者の経営計画策定や経営改善

等の指導・支援の際に活用する。 

○経営指導員等が巡回指導や窓口相談等で把握した経営課題等に対して、専門

家による専門的なアドバイス等が必要と判断した場合は、県の専門家派遣制

度や中小企業庁のミラサポをはじめ、よろず支援拠点等の施策を積極的に活

用して専門家による専門的なアドバイスを受け、小規模事業者の抱える経営

上の課題の解決を図っていく。 

※専門家派遣回数の目標数値については、上記「表４（経営分析における数

値目標）」に記載のとおり 

○専門家に同行した経営指導員が支援ノウハウなどを吸収して、他の小規模事

業者の課題解決等に活用していく。 

○調査分析結果を電子化し、タブレット等により経営指導員が巡回・窓口指導

する際、小規模事業者にその調査結果を説明し、小規模事業者の経営資源を

踏まえた上で、現状の経営状況の分析から、持続的発展に向けた各種事業計

画を策定するよう働きかける。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   経営革新計画、三重県版経営向上計画などの施策制度にそった事業計画策定や小

規模事業者持続化補助金、みえ地域コミュニティ応援ファンドなどの補助金を活用

するための事業計画策定、さらには設備投資等融資に絡んだ事業計画策定に取り組

み成果を得ているが、地域の小規模事業者数からみれば一部であり、全体に浸透さ

せていく必要がある。 

   今後は、小規模事業者が経営課題を解決するため、上記の地域の経済動向の調

査・把握、経営分析、需要動向調査等の結果を踏まえ、今までにも増して広く、深

く事業計画策定支援を行う。 

(事業内容) 

① 事業計画策定に関する集団セミナーの開催による掘り起し 
小規模事業者向けに事業計画策定等に関する集団セミナーを開催し、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。 

② 個別相談会、巡回指導による掘り起し 
経営分析の個別ヒアリングの項において上述したように毎月会員事業所を巡回指導

しているが、今後も継続して実施するとともに小規模事業者向けの個別相談会を開催

したり、小規模事業者から相談を受けるとともに事業計画策定の必要性や具体的な取

り組み方法をアドバイスし、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 広報等による周知・掘り起し 
紀北町、御浜町の広報、当商工会会報『名物かわら版、

春夏 Shu 冬、フリーペーパー』やホームページ及び

『Studio Utv』など様々な媒体を通して事業計画策定の

必要性等を情報発信して、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。 

④ 事業計画策定に対する支援 
経営の高度化、経営改善等を進めるために事業計画策

定を目指す小規模事者に対して、事業計画策定について

経営指導員等が密着して指導・支援を行う。 

具体的には、「地域の経済動向調査【指針③】」、「経営

状況の分析【指針①】」、「需要動向調査【指針③】」の分

析結果を最大限に活用し、各案件に対して１名の経営指

導員ではなく、情報を共有する意味からも２名程度で、複数回の個別ヒアリング

を重ね、事業者に寄り添った伴走型の指導・助言を行い策定していく。指導・支

援目標としては、小規模事業者個々の保有するノウハウ・技術などを活かした経

営力向上、『地域振興施設』や『Studio Utv』を基盤とした販売チャネルを絞った

販売促進、地域内外に向けての情報発信やネット販売などを展開して、売上・収

益を増大させ地域の“ちいさな企業”の持続的発展を目指す。 

これを実現するため、経営計画の内容に応じて下記「表５（事業計画の策定支

援における数値目標）」のとおり三重県が進めている三重県版経営向上計画など制

度に沿った計画策定に展開させる。また、金融相談、「小規模事業者持続化補助金」

春夏 Shu 冬 
 

名物かわら版 
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などの補助金活用等に関連する事業計画の策定についても支援する。 

※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。 

⑤ 小規模事業者経営発達支援融資制度の活用に係る事業計画策定等に対する支援 

経営発達が十分に期待でき、商工会においても今着手すべきであると判断できる

事業計画を持つ小規模事業者に対し、重点支援事業と位置付け、持続的な事業発展

に向けた取り組みとして、金融面について「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予定の「小規模事業者経営発達支援融資制度

（第２マル経）」を積極的に活用して、低利で大口の融資斡旋を行い、必要な設備

資金及びそれに付随する運転資金の調達を図る。このため売上の増加や収益の改

善、持続的な経営のためのビジネスプラン策定について重厚に支援し、その後の事

業実施に係るフォローアップについても毎月の試算表チェックや巡回指導など、密

着度の高い支援を行う。また、指導員間はもとより委員会や専門家の指導も受け、

確実に成功へと導く第２マル経活用による支援策を積極的に講じる。 

⑥ 支援目標 

表５：事業計画の策定支援における数値目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

集団セミナー対象者数 未実施 30 30 36 36 45 
集団セミナー開催回数 未実施 ３ ３ ３ ３ ３ 
個別相談会対象者数 ６ 10 12 14 16 20 
個別相談会開催回数 12 25 30 35 40 50 
巡回指導回数 1,563 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 

経営向上計画認定件数 25 50 50 50 50 50 
小規模事業者持続化補 
助金等申請計画策定数 20 22 24 26 28 30 

金融相談計画策定数 8 12 14 16 18 20 
小規模事業者経営発達支
援融資制度計画策定数 未実施 １ １ ２ ２ ３ 

計画策定支援総数 53 85 89 94 98 103 
 

⑦ 創業・第二創業（経営革新）支援 
当地域における開業よりも廃業が多い現状を鑑み、創業者の増加、創業意欲の

醸成を高めるため東紀州商工会広域連合と連携して個別創業塾を開催し、創業支

援を行う。また、経営内容の抜本的な見直しや新規事業へのチャレンジ等を促進

するために、東紀州商工会広域連合と連携して第二創業(経営革新)個別塾を開催

し、経営革新計画の承認取得を支援する。計画承認後は、経営分析や需要動向調

査等を実施し伴走型の支援を実施する。具体的内容については下記のとおり。 

○個別創業塾 

創業希望者を対象に個別スタイルの創業塾を開催して知識向上を図り、創業
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計画の策定支援を行うことにより創業支援を行う。 

○創業後は、先輩経営者との意見交換会、経営指導員による個別フォローアッ

プ、税務相談を重点的に行い伴走型の支援を行う。 

○第二創業（経営革新）に関する個別塾を開催し、第二創業（経営革新）計画

の策定を支援して、第二創業（経営革新）支援を実施する。 

○創業・第二創業支援目標 

表６：創業・第二創業（経営革新）支援における数値目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

個別創業塾対象者数 5 8 8 8 8 8 

個別創業塾開催回数 8 20 20 20 20 20 

創業計画策定者数 5 8 8 8 8 8 

第二創業個別塾対象者数 8 10 10 10 10 10 

第二創業個別塾開催回数 18 20 20 20 20 20 

経営革新計画策定者数 8 10 10 10 10 10 

○地域振興施設内にチャレンジショップコーナーを開設して、創業者、第二創

業者への支援により開発した商品等の市場調査等を実施する。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   三重県、紀北町、御浜町、地域金融機関及び専門家等とも連携し小規模事業者に

寄り添った伴走型の指導・支援を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。

① 事業計画策定後の情報発信についての支援 
小規模事業者が事業計画を策定した場合、その計画内容を当商工会のホームペー

ジや『Studio Utv』の事業所紹介番組で配信し、地域社会や関係先に広く情報発信

する。上述の三重県版経営向上計画に基づく計画策定では、三重県のホームページ

において情報発信されるので、そこともリンクし情報発信力を高める。また、紀北

町、御浜町の記者クラブへの情報提供によるパブリシティ活動も行う。さらに、小

規模事業者の計画内容や取り組み姿勢を紀北町、御浜町広報や当商工会会報『名

物かわら版、春夏 Shu 冬、フリーペーパー』などで広くアピールしていく、事業

計画を策定し持続的発展のために経営努力している小規模事業者にスポットを当

てていく。 

② 事業計画策定後のフォローアップ支援 
事業計画を策定した小規模事業者に対しては、従来の毎月実施している巡回指

導時に事業の進捗状況の確認を行うとともに、計画内容などのタイミングに応じ

て電話や窓口相談の頻度を高め必要な指導・支援を行う。さらに、小規模事業者

が販売イベント、展示会、マッチング会への出展や取引先等と商談などをする際

にも、必要に応じて経営指導員等が同行し、ユーザー側のニーズや意向を直に確

認し、小規模事業者の指導・支援に反映させていく。 

事業計画を策定した小規模事業者の計画達成やフォローアップ状況について

は、後述する「経営発達支援計画評価委員会(仮称)」に報告し、フォローアップ

の取り組みを検証して、レベルアップを図る。 
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③ 支援目標 
表７：事業計画策定後の実施支援における数値目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

策定後情報発信数 100 110 120 130 140 150 
策定後フォローアップ回数 200 220 240 260 280 300 

 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   需要動向調査は、従来は実施しておらず、商工会にとっては不得意な分野である

が、小規模事業者の販売力強化等には必要不可欠な分野であり、地域振興施設や

『Studio Utv』等を活かして、小規模事業者が取り扱う商品及び提供するサービス

に対する買い物動向調査や 消費者ニーズ情報の収集、整理、分析等を実施して小

規模事業者に提供する。 

(事業内容) 

① 買い物傾向調査 
小規模事業者をピックアップし経営状況等を把握したうえで、小規模事業者が

取り扱う商品及び提供するサービスに対する地域内・外の消費者・観光客のニー

ズを把握・分析するために、地域振興施設、地域内３か所の道の駅及び『Studio Utv』

によるネット販売において、アンケート調査を実施、売れ筋や販売トレンドなど

消費者の買い物動向等について調査・分析する。また、買い物動向調査や新聞・

業界機関が発信する情報等を収集・分析し、相談内容に応じて情報を提供する。 

② 需要動向調査に係る目標 

表８：需要動向調査における数値目標 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

買い物動向調査※１ 未実施 ５ ５ ５ ５ ５ 

ネット販売動向調査 未実施 １ １ １ １ １ 
    ※１：地域振興施設×年２回、道の駅３か所×年１回 

③ 手段・活用方法 
事業計画策定及び販路開拓に繋げることを目的に、上記の需要動向調査などに

より収集、整理、分析等した情報を活用するほか、地域経済動向や個別経営分析

結果も加味した情報として加工するなど、小規模事業者の相談内容に応じて個別

情報を提供して、個店の強化対策に向けた、きめ細やかで継続的な伴走型支援を

行う。 

具体的内容については下記のとおり。 

○当該情報の活用方法としては、販売戦略、店舗陳列、商品構成、商品開発・

改良、パッケージデザイン開発など販路開拓のための基礎データとして用い

る。 

○高度な対応が必要な場合には、専門家等も参画して支援する。専門家等につ

いては、県の専門家派遣制度や中小企業庁のミラサポをはじめ、よろず支援

拠点等の施策を積極的に活用する。 
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○これにより名物づくりのほか、顧客サービスの充実や新たなサービスの創出

など顧客満足度の向上を図り、小規模事業者を中心とした個店の強化対策に

活用する。 

 

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】 

   従来から地域内の３か所の道の駅での特産品等の販売促進、ＪＡＰＡＮブランド

事業やみえ地域コミュニティ応援ファンド事業等を活用した新商品開発やマーケ

ティング活動、きいながしま港市などイベント事業の実施など、小規模事業者の販

路開拓の支援活動を実施して成果を出してきたが、この経験・ノウハウ・ネットワ

ークを活かして、今まで以上の販路開拓支援を転

嫁して小規模事業者の販路開拓及び販売力強化

を図っていく。 

   今後は、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展示会、商談会、

即売会等に積極的に出展するとともに、当商工会

地域内の道の駅３施設（紀伊長島マンボウ、海山、

パーク七里御浜）及び７月オープン予定の地域振興施設『始
はじ

神
かみ

テラス』において地

域での販売促進を図るために集客イベントを商工会独自で開催し、小規模事業者の

商品等の販売会を開催する。また、地域の農水産物等を加工した地域特産品に関し

ては、現在、当会の目的別部会として組織している「６次産業観光・ものづくり研究

会」の 50 人のメンバーを中心に、生産者、加工者、販売者等の連携強化を図り、特

産品開発と知名度向上、販売促進策を講じて、社会的認知度と販売実績の向上を図る。

   さらに、地域振興施設内に全国・三重県・東日本大震災被災地のセレクトショッ

プを設置して他地域との連携も図る。 

（事業内容） 

① みえ熊野古道商工会主催独自イベント 
紀北町、御浜町内で従来

より開催している地元密着

型イベントを実施し、地元

消費者の集客を図り、小規

模事業者が生産・販売する

商品等の販売促進を行う。 

また、地域振興施設『始
はじ

神
かみ

テラス』において地域での販売促進を図るため、施設内の「きほくの小径」スペ

ースを活用して集客イベントを開催。小規模事業者がテントショップを土・日・

祝祭日に開設し、商品等の販売を行う。 

○両町内で従来より開催している大感謝フェア歩行者天国「青空市場」、

ＭＩＨＡＭＡ商工会サミット物産市、三重テラス「きほくの食と観光ｄｅ

四季・感動」他 

日本橋 三重テラス展示場にて スペイン料理家 ジョセップ氏の講演 

始
はじ

神
かみ

テラス 
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② 紀北町、御浜町主催イベント 
紀北町、御浜町が主催するイベントの特産品販売コーナーに小規模事業者が

みえ熊野古道商工会として共同出店し、各自で取り扱う特産品や商品等の販路開

拓、販売促進を行う。 

○御浜みかん祭、三重テラス「紀北町、御浜町デー」他 

③ 三重県、三重県商工会連合会主催イベント 
三重県、三重県商工会連合会が主催する三重テラスや産業展等に小規模事業者

がみえ熊野古道商工会として共同出店し、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。 

首都圏営業拠点「三重テラス」等での“みえ熊野古道”ブランド発信により『地

域と都市の交流・交易』を促進する。 

○みえリーディング産業展、三重テラス「ふるさとが旨い！」、ニッポン全国物産展他

④ 金融機関等が主催するビジネスマッチング等 
地域の金融機関が共同企画や独自開催するビジネスマッチング(商談会)に小規

模事業者がみえ熊野古道商工会として共同出店し、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。 

○しんきんビジネスマッチング他 

⑤ 地元の活動団体等が主催するイベント 
商工会が立ち上げた団体である三重きいながしま港市協会・燈籠祭実行委員

会・ギョルメクラブ事業協同組合・一般社団法人や地元の観光協会等が開催する

集客イベントに小規模事業者がみえ熊野古道商工

会として共同出店し、各自で取り扱う特産品や商

品等の販路開拓、販売促進を行う。 

○三重きいながしま港市（三重きいながしま港

市協会）、きほく燈籠祭（燈籠祭実行委員会）、

まんぼうまつり（まんぼう倶楽部）、まんぼう

楽市（ギョルメクラブ事業協同組合）他 

⑥ 地域特産品開発“みえ熊野古道ブランド化” 
小規模事業者が独自、あるいは連携して地域の１次産業、２次産業、３次産業が一

体となり、地域力を生み出す農商工連携スタイルによる地域の素材を活

用した特産品開発に取り組むことを奨励するとともに、開発や連携に対

するチャレンジを支援し、新たな商品開発の創出や知名度向上を図るこ

とで、“みえ熊野古道ブランド化”を実現する。 

現在、「みえ熊野古道ブランド化」に先駆

けて、販促のぼりの製作及びかわら版チラ

シ、タウン情報誌（フリーペーパー）の発行

など、「地域の名物おこし・名物づくり事業」

を推進しております。 

既にブランドマークは完成しており、全世界に向け

てｗｅｂで公募し、500 点の中からインドネシアのデ

ザイナー「エコ エディスイシプト氏」の作品を採用し、平成 23 年に商標登録

商工会が地域振興として立ち上げた 

『三重きいながしま港市』 

「名物おこし」のぼり 

商標登録第 5430800 号 
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（第 5430800 号）しております。みえ熊野古道商工会のブランディングは、『地域

ドリームをグリップ』、『地域住民のハートをグリップ』、『地域商いのチャレンジ

をグリップ』という３つの取り組みの象徴です。当地の恵みを楽しむ、誰からも

愛される町(まち)とするための“オンリーワン”の取り組みを示す地域ブランド

として確立して参ります。 

みえ熊野古道商工会が「四季・感動」定点写真事業で保管してきた東紀州地域

の画像約 10,000 点に、平成 26 度事業として実施したフ

ォトコンテストでの応募作品を新たに追加して、行政や

事業所に貸し出し、地域アピールを行うとともに企業イ

メージの向上を図る。また、みえ熊野古道商工会が実施

する商品開発や各種事業に活用し、「みえ熊野古道ＪＡ

ＰＡＮ」のブランディングイメージ確立に役立たせる。

現在もスタジオ事業で全世界へ発信中。 

⑦ 目標 
表９：小規模事業者販路開拓支援における数値目標 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

独自イベント開催回数 ３ 76 108 108 108 108 

紀北町、御浜町主催イベント出店回数 ３ ３ ５ ５ ５ ５ 
三重県、三重県商工会連合会 
主催イベント出店回数 

３ ３ ５ ５ ５ ５ 

金融機関マッチング参加回数 １ １ １ １ １ １ 

地元団体主催イベント参加回数 ６ ８ 10 10 10 10 

地域特産品開発件数 10 12 14 16 18 20 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域活性化事業 

   紀北町、御浜町、東紀州商工会広域連合、東紀州地域振興公社、紀北町観光協会、

道の駅・紀伊長島マンボウ、道の駅・海山、道の駅・パーク七里御浜、熊野古道カ

ードサービス等との「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ活性化会議」を計２回行い、今後の

地域経済活性化の方向性を検討する。また、検討した地域

経済活性化の方向性を踏まえ、地域経済振興や地域コミュ

ニティ維持を目的とした大感謝フェア等を開催するほか、

定住人口の増加を見据えた芸術村構想を具現化し、“まち

のにぎわい”を創出することで地域経済活性化を図る。こ

のことは、紀北町第１次総合計画後期基本計画の３つの重

点プロジェクトの１つに「交流人口“200 万人”をめざす、

にぎわいのまちづくり」が掲げられており、本計画とも合

致する。 

（事業内容） 

(１) 紀北町、御浜町、東紀州商工会広域連合、東紀州地域振興公社、紀北町観光協

「四季・感動」定点写真事業 
“引本の雲海” 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域コミュニティのぼり 
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会、道の駅・紀伊長島マンボウ、道の駅・海山、道の駅・パーク七里御浜、熊野

古道カードサービス等で構成する「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ活性化会議」を計２

回行い、会議において、「小売業・飲食店・サービス業」を中心とした地域経済

の活性化の方向性について検討する。 

 

(２)「小売業・飲食店・サービス業」のＰＲ、消費拡大を目的とした下記のイベン

トを開催する。 

① 大感謝フェア（紀北町、御浜町、熊野古道カードサービス、御浜サービス会、 

御浜商業協同組合、ピネ専門店街と連携） 

紀勢自動車道の全線開通に伴う入込客の増大が見込まれる中、消費者の町外流

出を防ぎ新たな町内消費の拡充に繋げるため実施。 

紀北町内の紀伊長島駅付近の主要商店街である紀伊長島区玉地区 16ｍ道路を歩

行者天国とし開催。御浜町内においては主要誘客施設である道の駅・パーク七里

御浜にて開催。 

② まんぼうまつり（紀北町観光協会、道の駅・紀伊長島マンボウと連携） 

道の駅・紀伊長島マンボウにおいて開催。 

③ 紀勢自動車道地域振興施設『始
はじ

神
かみ

テラス』（一般社団法人と連携） 

みえ熊野古道商工会が 3,500 万円の基金を拠出し一般社団法人を設立。 

一般社団法人の名称は「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ」とし、熊野古道を一つのイ

メージとした、東紀州地域の特産品等のブランドイメージ化を進める「地域拠点」

となる。みえ熊野古道商工会が地域総合経済団体として今後の小規模事業者支援

及び発達計画を遂行する地域振興の核として機能させる。 

この地域振興施設を第１情報窓口とし、地域に３か所ある「道の駅」を第２の

地域情報発信施設として、地域循環機能を促進する。 

 

(３)外国人技能実習生共同受入制度の活用（紀伊長島水産加工業組合と連携） 

   現在、みえ熊野古道商工会が１次受け入れ機関として

実施している 

「外国人技能実習生共同受入制度」について政情の不

安定な中国にベトナムからの受け入れも行い、地域地場

産品の伝統的加工技術の伝承や生産性の向上を図り、全

国市場への販路開拓対応を行う。 

 

 (目標) 

   表 10：小売業・飲食店・サービス業に関する地域活性化における数値目標 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

開催回数 ― 76 108 108 108 108 

出展者数 ― 20 20 20 20 20 

来場者数 ― 114,000 162,000 162,000 162,000 162,000

 

14 年目の外国人技能実習の様子 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

   三重県下の商工会・商工会議所を対象として、三重県が主催する「経営指導員等

ネットワーク会議」及び東紀州地区の支援機関（みえ熊野古道商工会、紀宝町商工

会、尾鷲商工会議所、熊野商工会議所）を対象とする日本政策金融公庫の「マル経

協議会」、税務署の「税務連絡協議会」等において支援ノウハウ、支援の現状、地

域経済状況などについて情報交換し、事業者ニーズの補完、事業者間連携の機会創

出を促進する。 

   新たな需要の開拓を進める基盤構築に向けて、小規模事業者等の経営課題解決のた

めに派遣した専門家等への同行によるＯＪＴにより支援ノウハウ等の情報を得る。 

   また、当商工会では過去からの指導・支援を通じて蓄積した地域特産品開発、国

内外のマーケティング、道の駅などでの販売促進策、さらには、新しく取り組んで

いる『Studio Utv』を使った情報発信、そして、７月にオープンする地域振興施設

による情報発信・販売力向上等のノウハウがあるが、商工会をはじめとする全国の

支援機関には当商工会が保有していない有効な指導・支援ノウハウを保有している

ところがあるので、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、そういった機関とギブ＆テイクで情報やノウハウの交換を行い、互

いに高め合っていく。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   スキルマップ作成と研修計画の策定を行い、三重県商工会連合会・全国商工会連

合会が主催する研修への参加に加え、東紀州商工会広域連合が主催する「経営実践

者セミナー」や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員等が年間１回以上参加

することで、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。 

   東紀州商工会広域連合が主催して、みえ熊野古道商工会、紀宝町商工会の全職員

に加え正副会長が集まる「東紀州商工会ブロック会議」において、経営支援事例発

表等を行い「事例研究会」を開催するほか、「経営支援会議」を月２回開催し、東

紀州商工会広域連合職員及び三重県産業支援センターの地域インストラクターも

参加し、組織内で経営指導員のノウハウを共有する。さらに「小規模事業者経営発

達支援融資制度（第２マル経）」の対象とする重点支援事業と位置付けた事業計画等

については、モデル事例として指導員を中心とした事業推進ミューティングにおい

て、進捗に合わせて情報共有することで、段階的に支援ノウハウを習得していく。 

   若手経営指導員については、三重県版経営向上計画、経営革新計画、小規模事業

者持続化補助金、みえ地域コミュニティ応援ファンド助成金等の策定・申請・事業

実施の各段階において、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、ＯＪＴにより指導・助言内容、情報収集方法などを学ぶ。 

   また、本事業での販路開拓を目指した支援事業を通じて、小規模事業者と共に実

際に各所での販売促進事業に関わることで、消費者やバイヤーなどの反応を直接、

肌で感じることができるほか、商談等の実践現場に携るなど、小規模事業者と一緒

になって試行錯誤する中で方向性を見出し、事業計画を進めることにより利益の確

保を目指すための伴走型の支援能力の向上を図る。 



１８ 
 

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・検証を行う。 

（１）当町との繋がりも強くこの地域にも精通している。元ネットワークアドバイザ

ー・伊藤力行氏（平成 24 年 12 月・中部経済産業局施策功労者感謝状受領）、中小

企業診断士・橋本大輔氏等の有識者に対して、事業の実施状況、成果の評価・見

直し案の提示を行い、適宜アドバイスを受ける。 

 

（２）「経営発達支援計画評価委員会（仮称）」を設置し、経営発達支援計画の事業評

価・見直し案等を協議して方針を決定する。 

 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、当会会長へ報告し承認を受ける。

 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果をみえ熊野古道商工会のホームページ 

（http://www.miekodo.or.jp）で計画期間中公表する。 

 

   計画策定等を支援した小規模事業者に対して、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とともに、必要に応じて有識者の

助言を得る。 

   事務局で検討した内容を検証する機関として「経営発達支援計画評価委員会（仮

称）」を設置する。構成メンバーは、紀北町・御浜町関係者、中小企業診断士、地

域金融機関代表者、地域消費者代表、商工会役職員等とする。 

   経営発達支援計画評価委員会は、年２回程度開催し、経営発達支援計画の遂行及

び地域活性化のための目標設定、遂行状況、検証、改善処置等を行う。 

   事業の成果等には、みえ熊野古道商工会のホームページ http://www.miekodo.or.jp

にて実施期間中掲載する。 
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【みえ熊野古道商工会「経営発達支援計画」に関するＰＤＣＡサイクル】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域振興施設を活用したＰＤＣＡサイクル】 

 

○ＰＬＡＮ   地域素材の発掘、加工製造、規格、キャッチコピー、ネーミング、

パッケージ開発、みえ熊野古道ブランディング、インターネット

販売システムの策定 

 

○ＤＯ     地域振興施設「始神テラス」での販売促進及びホームページ・イ

ンターネット販売との連動システムの実施 

 

○ＣＨＥＣＫ  売上動向、試供品による各種調査及び評価（味、値段、購買層、

顧客満足度、売れ筋傾向）、ホームページ・インターネット販売と

の連動システムの現状評価 

 

○ＡＣＴＩＯＮ 各種改善、販路の選定、みえ熊野古道ブランディングの修正 

 

○ＰＬＡＮ   新たな商品企画、販売計画策定等ステップアップ計画の策定 
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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９月現在）

（１）組織体制 

  １）現在のみえ熊野古道商工会事務局の組織体制 

   専務、常務、事務局長、経営指導員５名、補助員２名、記帳専任職員２名、

記帳指導員４名、臨時職員１名、事業推進員２名／19 名 

     

  ２）経営発達支援事業のみえ熊野古道商工会事務局体制 

   専務、常務、事務局長、経営指導員５名、補助員２名、記帳専任職員２名、

臨時職員１名、事業推進員２名／15 名 

 

  ※当会事務所駐在 

三重県商工会連合会東紀州商工会広域連合 

    統括、経営指導員２名、補助員１名／計４名 

    三重県産業支援センター（三重県版経営向上計画担当） 

    地域インストラクター／計１名 

 

（２）連絡先 

みえ熊野古道商工会 

本所・経営支援課、 

    三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 2141 

TEL.0597-47-0576 FAX.0597-47-1329 

   海山支所                   

    三重県北牟婁郡紀北町海山区引本浦 871    

TEL.0597-32-0519  FAX.0597-32-2564 

御浜支所 

        三重県南牟婁郡御浜町下市木 919-45      

TEL.05979-2-3220  FAX.05979-2-3670 

      

ＵＲＬ  http://www.miekodo.or.jp    

E-mail   info@miekodo.or.jp 
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【組織図】 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

(平成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 40,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 

経営改善 

普及事業費 

 

一般社団法人

拠出金支出 

5,000 

 

 

35,000 

5,000

0

5,000

0

5,000 

 

 

0 

5,000

0

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、町補助金、手数料、一般受託料、特別会計繰入金 

（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。 

みえ熊野古道商工会・事務局機構図 

 
 
 
 
 
 
 
 
         【主連絡先】 

本  所 

海山支所 
御浜支所 

経営支援課 経営指導課

共済推進室

総 務 課

東紀州商工会広域連合

地域インストラクター
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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 

みえ熊野古道商工会と連携する一般社団法人「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ」は紀勢自動

車道地域振興施設『始
はじ

神
かみ

テラス』を運営する組織で、みえ熊野古道商工会が 3,500 万円

の基金を拠出し設立した地域振興の核となる施設である。 

みえ熊野古道商工会は、新たに設立した社団法人と表裏一体、運命共同体としての関

係を構築し、合併のコンセプトでもあった「“ちいさな企業”のステップアップを支える

アクション、そして地域企業の繁栄を通してまちづくりに貢献する。」をテーマに掲げ、

地域振興施設での特産品の販売促進、観光客等のニーズ把握、それを踏まえた地域特産

品の開発、各種イベント開催による集客力の向上を推進するとともに、従来の道の駅・

紀伊長島マンボウ、道の駅・海山、そして道の駅・パーク七里御浜や地元商店等との連

携による観光客等の送客なども展開して、地域全体の活性化と伴走型による小規模事業

者の持続的な発展を図っていきます。 

 

 

連携者及びその役割 

〔連 携 者〕 

名  称：一般社団法人みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ ※平成 27 年２月６日設立済み。 

代表者名：代表理事  藤村 達司 

 住  所：三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島 2141 

 電話番号：0597-47-0333 

 

〔役   割〕 

地域の総合的経済団体及び小規模事業者の支援機関である商工会と密接な関係を持つ

一般社団法人「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ」が地域振興施設を運営することで、単なる利

益追求を目的としたサービスエリアではなく、小規模事業者をはじめとする地域の事業

者や住民、そして地域全体を振興・発展させるサービスエリアとしての役割を持つ。 

期待できる成果・・・ 

① 東紀州地域の特産品等のブランディングを進める「地域拠点」となり、この地域

振興施設を第１情報窓口とし、当商工会地域に３か所ある「道の駅」を第２の地域

情報発信施設として地域循環機能を促進します。 

 

② みえ熊野古道商工会が、一般社団法人「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ」と連携し経営

発達支援計画に基づく事業を実施することにより、地域振興施設への取り組みがよ

り具体的な出口対策となり、「売れるものは何か、どのようにして売るか」など、直

接結果に結びつく大きな支援策を講じます。 
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③ 地域振興施設は単なる販売目的だけの施設ではなく、これからの地域振興を担う

若手人材を育成する場となります。地域振興施設の設置に伴い地方における新たな

安定的な雇用を創出するとともに、都市部へ流出した人材が安心して地方で働ける

ような基盤づくりを行い、プロフェッショナルな人材を地方へ還流させるような新

たな人の流れが構築します。 
 

連携体制図等 

 

【みえ熊野古道商工会における経営発達支援計画推進に係る連携体制図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

みえ熊野古道商工会 

小 規 模 事 業 者 （1,166 事業者） 

一般社団法人
みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ

地域振興施設 

「始神テラス」 

三 重 県 紀 北 町

御 浜 町

政府系金融機関

地 域 金 融 機 関

三重県商工会連合会

東紀州商工会広域連合

三 重 県
産業支援センター

道 の 駅 等 
地 域 集 客 施 設 

紀北町観光協会 

中小企業診断士、 
料理・サービス・ 

工程管理・食品等専門家

熊野古道カード

サ ー ビ ス 

中 小 企 業 庁 中部経済産業局

地 域 
コミュニティ団体 


