
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
四日市商工会議所（法人番号 6190005008873） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

①事業計画策定から販路開拓までの一貫した伴走型支援において、より個社の

販路開拓に目を向け、実現性と効果を求める取り組みを実施し、地域の小規

模事業者が経営環境の変化に柔軟に対応できるような経営基盤の構築を支援

する。 

②面的な「観光・まちづくり事業」による地域活性化への取り組みを継続する

中で、より広域的な観点から、観光地事業を主として消費の増大を図り、小

規模事業者の発展に寄与する。 

③「四日市志創業応援隊」や「三重県中小企業・小規模企業振興条例」等にお

ける県内の各支援機関との連携によって、創業や販路開拓、事業承継といっ

た個社の状況に合わせた支援力の向上や、観光地として輝くための連携等、

小規模事業者等に様々な機会を提供する。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業 

1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

三重の景況調査と外部調査の収集により地域の経済状況の把握を行い、経営

分析や事業計画策定支援の基礎情報として活用する。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

「簡易版経営状況分析シート」、「現状分析シート」等による経営分析を踏ま

えて現状分析や課題把握を行い、事業計画の策定へとつなげていく。 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

巡回・窓口相談、各種セミナー等の接点を活かし、持続的発展を目的とした

事業計画の策定へと結びつけていく。 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定した事業計画の進捗状況の把握やその時々の課題を明確にし、計画した

売上・利益の達成について、伴走しながらきめ細かく支援していく。 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

展示会等において、商品・サービスに対するモニタリングの実施支援を通じ

商品の開発・改良等によって新たな販路開拓を支援していく。 

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】 

販路拡大をテーマとしたセミナーの開催や、国内外展示会への出展やプレス

リリース等広報の支援を実施し、継続的なフォローによって売上拡大を促す。 

Ⅱ.地域の活性化に資する取り組み 

「観光」を主とし、「クルーズ船寄港の機会を捉えた連携事業」、「訪日外国人

向け地域の情報発信事業」等、各事業について広域的に連携して意識の共有

化を図り、地域活性化に取組む。 

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為の取り組み 

1.連携による情報交換及び新たな支援体制の構築 

2.効果的な販路開拓知識の習得と、支援ノウハウの共有・蓄積による伴走型支

援体制の整備 

3.外部有識者による評価と見直しによる PDCAサイクルの継続 

連絡先 

三重県四日市市諏訪町２－５ 

担当者  井田康裕 

電話番号 059-352-8191 FAX番号 059-355-0728 

 



１ 

 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

I.四日市市の現状 

 

1.概要 

 四日市市は、三重県の北部に位置し、北は川越町、

朝日町、桑名市、東員町、いなべ市、西は菰野町、滋

賀県甲賀市、南は鈴鹿市に接している。現在の市域は

東西に約 23.8ｋｍ、南北に約 18.8ｋｍであり、面積は

205.58ｋ㎡となっている。 

 市の西側は鈴鹿山系、東側は伊勢湾に面しており、

鈴鹿山脈の山並みから東の伊勢湾に向かってなだらか

に広がっている平野部を朝明川、鈴鹿川等が貫流して

いる。一方、市の東側は国際拠点港湾である四日市港

が整備されており、石油コンビナート等を擁する国際

貿易港として重要な役割を担っている。 

 交通網では既存の国道1号や23号、東名阪自動車道、

伊勢湾岸道路に加え、新名神高速道路、東海環状自動 

車道等の整備が進められており、今後、大阪や名古屋等大消費地へのアクセスにおける利便性が

さらに高まることが期待されている。 

また国外に向けた動きでは、ベトナム共和国においてホーチミン、ハノイに匹敵する都市であ

るハイフォン市と平成 28 年 8 月に戦略的姉妹都市提携の覚書を締結した。すでに友好都市提携

を結んでいる中国・天津市とともに経済交流が進められている。 

当市の人口については、平成 29 年 8 月末日現在で 311,943 人、135,998 世帯を擁し、三重県

下最大の都市規模である。近隣の市町から四日市市への通勤・通学者も多く、平成 22 年度及び

平成 27 年度における国勢調査の比較では、三重県全体の人口が減少傾向にあることに対し、当

市の人口は増加しており、また昼間人口は男女とも継続的に 100％超を維持している。 

 しかし、四日市市は平成 27 年をピークとして人口減少・少子高齢化の流れが強まっている見

方を示しており、国全体の人口減少と合わせて、今後の需要の減少が懸念されている。 
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2.地域主要産業の現状 

当市を含む三重県北勢地域における産業の中心は製造業であり、とりわけ、四日市コンビナー

トに代表される石油化学工業、自動車を始めとする輸送機械工業、半導体・液晶等の電子部品・

デバイス工業といった業種が、その強みを発揮している。こうした競争力のある産業の集積によ

って、周辺５市５町における平成 26年の製造品出荷額等は約 7.5 兆円に上り、隣接する滋賀県

（約 6.8兆円）や岐阜県（約 5.1兆円）１県分を超えるスケールを誇っている。 

 しかしながら、前述の人口減少による需要減少はもとより、アジア系メーカーの台頭による国

際競争の激化、為替相場の変動によるリスク、人材・後継者の不足等、今後の経営に対する懸念

材料も多く、地域の産業を取り巻く環境の先行きは不透明である。 

地域の総合経済団体である当所ではこのような状況の中、産業活動の活発な展開と地域の優位

性の維持・向上を目指し、環境整備について要望活動を重ねる等、官民を挙げて取り組んでいる

最中であるが、下請け製造や物流、定期修理等、大手企業を支える小規模事業者について、これ

らの課題が今後与える影響は非常に大きいとみられる。 

小規模事業者がこの厳しい経営環境に立ち向かうためには、各事業者自身が長期的なビジョン

と新たな需要の開拓意識を持ち、持続的な発展を目指す必要がある。 

 

3.当市における小規模事業者の現状 

当市の小規模事業者数について、平成21年から平成26年にかけては以下の通りとなっている。 

 
平成 21年から平成 24年にかけて小規模事業者数は大きく減少したが、平成 24年から平成 26

年に関しては微増となっている。経済産業省が平成 28年 1 月に公表した「中小企業・小規模事

業者の数等（2014 年 7 月時点）の集計結果」では、平成 24年から平成 26 年までの 2 年間で、

全国の小規模事業者が約 9.1万者減少していると公表されており、東海地方においてアベノミク

スによる景気の回復が顕著であったことや、平成 24年 2月に創設した「四日市志創業応援隊」(後

述)による創業支援の効果が背景にあると思われる。 
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しかしながら、業種別に見れば、建設業や製造業では減少が続いており、高齢化等による廃業

等の要因があると思われる。またネットショップ等の小売業の増加や、介護・福祉関係の業種が

増加傾向にある等、業種の構造にも変化が生じている。 

また、小規模を含む全体の事業所数としては以下の通りであるが、平成 26年から平成 28年に

かけてはやはり減少しているため、小規模事業者数についても同様に、今後も減少傾向であるこ

とが推測される。 

 
 

4.小規模事業者の実態分析と課題 

当所は地域経済の把握を目的として、平成 29 年 7 月に「経営実態及び課題把握にかかるアン

ケート調査」を当所会員の中小企業・小規模企業 3,200 件に実施(回収率約 30％)した。そのう

ち小規模事業者を分析の対象として、「製造業」、「建設業」、「卸小売業」、「サービス業その他」

に分類、３年前との売上の比較、経営課題について調査、分析した。各業種の状況は、以下のと

おりである。 

 

(1) 建設業 

 建設業では 3年前との売上比較において、「増加(35.0％)」が「減少(25.4％)」を上回った。 

これは平成 30年度に開催される全国高等学校総合体育大会や、平成 33年に開催される「三重と

こわか国体・三重とこわか大会」等の公共投資の活発化や、個人住宅消費等、景気の緩やかな回

復の後押しによるものと推測される。 

 また現在抱えている経営課題では、人材確保や後継者育成の回答が多いものの、これらに次い

で 4位に「販路拡大・営業力強化(24.9％)」を挙げる事業所が多い結果であった。 

そして販路拡大・営業力の強化を図るために、市場に関する情報提供や専門的なアドバイスを

求める事業所が多いことが見受けられる結果であった。 
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(2) 製造業 

製造業では、機械工業の生産だけでなく、地場産業である陶磁器「萬古焼」（国産土鍋として

80％を超えるシェアを保持）の生産や、「かぶせ茶」（生産量日本一）の加工生産等が盛んである。 

3 年前との売上比較においては、「増加(34.5％)」、「横ばい(31.9％)」、「減少(33.6％)」がい

ずれもほぼ同じ割合となっており、各事業所により状況が異なることが見受けられる。 

経営課題としては「販路拡大・営業力強化(42.9％)」を挙げる事業所が最も多く、販路開拓へ

の課題として「新規顧客へのアプローチ(34.5％)」や「販売すべきターゲット市場の選定」や「商

品・サービスの PR」(いずれも 25.2％)を挙げる事業所も多く、北勢地域のものづくりを支える

製造業が、経営環境の変化に対応するための新たな販路開拓を必要としていると見受けられる。 

 

(3) 卸・小売業 

 卸・小売業では、3 年前との売上比較において「増加(14.9％)」に比べ、「減少(47.5％)」が

大きく上回っており、経営課題についても、「販路拡大・営業力強化(58.4％)」が半数を超えて

いることから、売上減少に悩む事業所が多い結果となった。 

販路開拓への課題では、上位に「新規顧客へのアプローチ(39.6％)」、「販売すべきターゲット

市場の選定(28.7％)」が挙げられており、新たな販路開拓先の絞りこみが重要課題となっている。 

さらに、「商品・サービスの PR（33.7）」の回答も多く、新たな市場への商品・サービスの PR

方法に課題があると見受けられる。 
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(4) サービス業 

 
サービス業では、3年前との売上比較において「減少(32.7％)」が「増加(30.0％)」を若干上

回った。 

 経営課題では、「販路拡大・営業力強化(40.4％)」が最も多く、販路開拓への課題としては、

「新規顧客へのアプローチ(37.2％）」、「商品・サービスの魅力向上(25.1％)」、「商品・サービス

の PR(23.8％)」が上位を占めており、サービスの差別化によって新規顧客を獲得することが重

要視されている。 

 

(5) 事業計画策定の有無について 

 短期・中長期の事業計画策定の有無も併せて調査したところ、「短期のみ作成している

(20.0％)」、「中長期まで作成している(21.6％)」、「作成していない(55.0％)」となっており、こ

のうち中長期まで事業計画を策定していた事業所の方が、作成していない事業所に比べて「売上

が増加した」と答えた比率が高く、また「売上が減少した」と答えた比率が低かったことから、

事業計画の策定が売上増加に繋がることが裏付けられる結果となった。 

  

II.第 1期の経営発達支援計画の評価 

 

 前回の経営発達支援計画策定時において、地域の経済状況を「三重の景況調査」で見たところ

現状の DI 値でサービス業を除く全ての業種で減少傾向にあり、小規模事業者の経営の維持の為

には、「新規顧客の開拓」、「客単価の向上」、「経営基盤の強化」への対応が課題であるとし、当

所の経営発達支援計画において以下の目標を掲げ事業を実施した。 

 

 ①事業計画の策定から販路開拓までの一貫した伴走型支援を行い、 

  地域の小規模事業者の持続的な発展に寄与する。 

  ②地域の創業支援機関と連携し ALL四日市で強力に創業促進を図り、 

  雇用を創造し地域の活性化に繋げる。 

 ③小規模事業者が活動しやすい環境を整える為、面的な「まちづくり・ 

  観光事業」に取り組む。 

 

当所の取り組みにおける外部有識者及び当所の評価は以下のとおりである。 

 

(1) 外部有識者評価 

 「評価の対象である①支援先の掘り起し件数、②事業計画策定件数、③フォローアップ実施件

数、④創業件数については、各目標値は達成しており評価できる。しかしながら、そもそも新た

な需要の開拓に寄与する事業支援が最重要であり、例えば展示会の出展支援であれば、事前準備

から当日、開催後に至るまでのフォロー等、一貫した伴走型支援が成果に結びつくと思われるの

で、効果を意識した支援を実施していく必要がある。」との評価であった。 
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(2) 当所評価 

外部有識者の評価項目においては目標値を超える支援件数を達成することができたが、新たな

需要の開拓に寄与する事業については、設定目標の一部に達成できない項目があった。 

また課題として、事業計画策定においては、策定に至るまでに小規模事業者の負担感軽減の必

要性があったこと、策定後のフォローが不足していたこと、等が挙げられる。 

さらに、個社支援の観点が不足しており、売上拡大や新たな需要開拓に直接結びつくように「ど

のように支援していくのか」という面において、まだまだ改善の余地がある。 

上記評価を踏まえ、今後の経営発達支援計画について以下のとおり実施していく。 

 

III.小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 

1.小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 四日市市では、「四日市市総合計画（平成 23年度～32年度）」に基づく「四日市市まち・ひと・

しごと創生総合戦略（平成 27年度～平成 31年度）」を策定しており、産業に関しては、「産業都

市としての日本のものづくりをリードし、さらなる発展を築く」を目標に掲げ、全国有数の産業

都市である優位性を背景に、新たな産業の誘致や創業支援等に取り組み、多様な産業の集積をも

って地域産業の振興を図ることや、海外市場開拓に向けた支援、かぶせ茶、萬古焼をはじめとす

る地場産品の利用促進等を通じた中小企業等の競争力強化を実施している。 

 また、平成 23 年を「観光元年」と位置付け、観光の活発化による消費拡大を目的に、地域資

源の再発見や四日市ブランドの構築、国際観光に向けた環境整備にも取り組んでいる。 

さらに、現在建設中の新名神高速道路（平成 30年度新四日市 JCT 開通予定）や東海３県に跨

る東海環状自動車道の整備も進んでおり、大都市圏から四日市へのアクセスが容易になる等、交

流人口の増加や、物流拠点の設置等、今後四日市市の地理的優位性はより高まると予想される。 

しかし、小規模事業者は先述の通り課題が山積しており、当市がもつ優位性を満足に発揮でき

ていない現状である。 

当所のあるべき姿は、多くの小規模事業者が抱える販路開拓という課題に対して、直接的で有

効な支援を実施できる、最も身近な相談相手であり、また創業や事業承継等、小規模事業者の創

出と継続という地域経済の基盤強化に対しても、他の支援機関等との密な連携等によって有効な

解決策や改善策を提示し、維持に努めるものである。そして、事業計画策定支援によって小規模

事業者に戦略的な経営の意識を芽生えさせ、持続的な発展へと導いていく。 

具体的には、上記のような現状と課題を踏まえ、当所では以下の項目を小規模事業者の中長期

的な振興のあり方とする。 

 

(1) 経営環境の変化に対応できる経営基盤強化 

ものづくりを支える高い技術を保持した製造業、それに付随する周辺産業、そして雇用と交流

人口によって成り立つ生活産業等、小規模事業者が今後持続的に発展していくためには、国際競

争や為替等、大手企業に起きる経営環境の変化に対して、柔軟に対応できる経営基盤を有するべ

きであり、そのためには一社への過度依存からの脱却や利益を意識した経営等、足腰の強い経営

を目指す必要があり、長期的なビジョンによる事業計画に沿った新たな需要の開拓を求めていく

必要がある。 

 

(2)官民を挙げての連携による観光地としてのレベルアップ 

 来たるべき人口減少社会に対し、国内だけでなく海外にも目を向けた観光客の取り込みが必須

であるが、長年の課題とされている、魅力的な観光資源の再発掘による観光地としての魅力向上

は急務であり、官民を挙げての連携による観光地としてのレベルアップを図る必要がある。 
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2.中長期的な振興のあり方を踏まえた小規模事業者支援の目標と方針 

 

【目標①】事業計画策定から販路開拓までの一貫した伴走型支援において、より個社の販路開拓

に目を向け、実現性と効果を求める取り組みを実施し、地域の小規模事業者が経営環

境の変化に柔軟に対応できるような経営基盤の構築を支援する。 

 

【方 針】第 1期において取り組んできた伴走型支援を実現する仕組みづくりを基礎に、地場産

業や高度なものづくり技術を持つ製造業等、強みをもった小規模事業者が、地域での

需要開拓はもとより、大都市圏や海外展開に至るまでの販路開拓を支援する。そのた

めに、対応する職員の資質向上を図りつつ、従来の支援方法を見直し、小規模事業者

の本来の目的である売上拡大を目指した伴走型支援にシフトしていく。 

 

【目標②】面的な「観光・まちづくり事業」による地域活性化への取り組みを継続する中で、よ

り広域的な観点から、観光地としてのレベルアップによる消費の増大を通した小規模

事業者の発展に寄与する。 

 

【方 針】第 1期における「観光・まちづくり事業」の継続において事業の効果を見直し、観光

地としての魅力の向上を主眼においた取り組みを実施する。クルーズ船寄港や訪日外

国人の増加等の商機を活用し、消費へと結びつける面的な取り組みを通じて、小規模

事業者に販路開拓の機会を提供する。 

 

【目標③】「四日市志創業応援隊」や「三重県中小企業・小規模企業振興条例」等における県内

の各支援機関との連携によって、創業や販路開拓、事業承継といった個社の状況に合

わせた支援力の向上や、観光地として輝くための連携等、小規模事業者等に様々な機

会を提供する。 

 

【方 針】第 1期に掲げた創業支援機関連携の継続に加えて、観光に対する取組や事業承継に関

する取組、事業計画策定支援先の掘り起し等、小規模事業者の様々なシーンにおいて

他団体との連携による支援の実施を重ねていく。 
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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 30年 4月 1日～平成 35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】 

(1) 第 1期における取組と成果 

 第 1期では、小規模事業者が地域の経済動向を把握し、事業計画策定時のＳＷＯＴ分析等に

活用できるようにするため、以下の①～⑦の各種地域の経済動向を調査・分析し、当所会報誌

やホームページでその情報を開示する仕組みを構築した。 

しかし、ホームページでの開示だけでは、ほとんどの小規模事業者には非常に扱いづらいも

のであり、有効に活用できなかった。結果的には、当所がこれらの情報を複合的に把握し、小

規模事業者の経営分析や事業計画策定支援時等に活用することが主であった。 

また、下記図表 1.について、①及び⑥、⑦を中心に活用したが、②～⑤については小規模事

業者の経営分析等への活用にはややマクロすぎる面もあり、当所での活用実績は少なかった。 

 

図表 1．第 1期における実績 

項目 目標 実績(各年同じ) 

①三重の景況調査 毎年 2回 毎年 2回 

②中小企業景況調査 毎年 4回 毎年 4回 

③LOBO調査 毎年 12回 毎年 12回 

④景気ウォッ
チャー調査 毎年 12回 毎年 12回 

⑤消費
物価指
数 毎年 12回 毎年 12回 

⑥管内経済情勢報告 毎年 4回 毎年 4回 

⑦金融機関シンクタンク調査 都度 都度 

合 計 46回 46回 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

 当所の役割は単純な情報開示でなく、小規模事業者の経営分析や事業計画策定支援の際に、そ

の業種や状況に合わせて必要な情報を適宜提供することであった。そこで①～⑦の調査の主な目

的を、地域経済の基礎情報の収集として位置づけ、当所が小規模事業者へ経営分析や事業計画策

定支援を実施する際に活用していく。 

 なお、②中小企業景況調査、③LOBO調査（早期景気観測）、④景気ウォッチャー調査、⑤消費

者物価指数については、上記の理由から地域性や支援内容との関連性を踏まえ、当項目の調査事

業としては継続せず、内部調査による①と、⑥、⑦の外部調査の活用による情報の収集を中心に

実施していく。 
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(3) 具体的内容 

①内部調査 

(ア)三重の景況調査【継続】 

 

②外部調査の収集及び活用 

(ア)管内経済情勢報告【継続】 

事 項 内 容 

調査内容 東海四県(愛知・岐阜・静岡・三重)の景気動向の総合的把握を目的とした調査 

調査手法 東海財務局の調査発表を収集 

調査頻度 四半期に 1回発表・公表 

継続の理由

と活用の方

針 

●東海地方における景況感及び小規模事業者の受注・販売に関わる背景の状況

把握として把握し、諸規模事業者の経営分析や事業計画策定時における外部

環境分析の材料として活用した 

●第 2期においても当調査の活用を継続して実施し、下記（イ）と組み合わせ

て地域の小規模事業者の抱える課題の抽出と市場機会の発見等、経営分析や

事業計画策定支援時の基礎情報として活用していく 

●また、結果の公表サイトは当所のホームページからリンクによって周知し、

収集した情報は経営指導員が巡回・窓口相談時等において提供する等、小規

模事業者の各業界の業況把握に活用する 

調査項目 ●個人消費にかかる各業種の売上状況や商品の販売傾向 

●製造業の生産傾向、受注状況、販売及び輸出傾向 

●雇用情勢 

●各業種の設備投資傾向 

●各業種の景況感 

●住宅建設や公共投資の増減傾向 

事 項 内 容 

主体 三重県商工会議所連合会 

調査内容 三重県内及び各市の小規模事業者の景気動向や景況感の総合的把握を目的と

した調査 

調査頻度 半年に 1度 

調査対象 当所会員の小規模事業者約 2,300社（当所管内） 

調査方法 アンケートを郵送配布の後、郵送または FAXによる回収及び三重県商工会議所

連合会による取りまとめと分析 

継続の理由

と活用の方

針 

●四日市市の各業種における小規模事業者の景況感を把握し、支援対象の小規

模事業者の現状と比較することによって、経営分析や事業計画策定外部環境

分析の材料として活用することができた 

●第 2期においても当調査を継続して実施し、地域の小規模事業者の抱える課

題の抽出と市場機会の発見等、経営分析や事業計画策定支援時の基礎情報と

して活用していく 

●また、調査結果は会報誌及びホームページにて公表する他、巡回・窓口相談

時等において提供し、小規模事業者の各業界の業況把握に活用する 

調査項目 ●売上や利益、販売の現況・見通し 

●仕入条件 

●設備投資の有無や資金繰り状況、借入れの難易度、 

●経営上の課題 
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(イ)金融機関シンクタンク調査【継続】 

事 項 内 容 

調査内容 地域金融機関３行の各調査機関における県内の経済動向の総合的把握を目的

とした調査 

調査手法 (１)㈱三重銀総研  

(２)㈱百五総合研究所 

(３)㈱第三銀行 

各 3行の調査発表を収集 

調査頻度 各団体の定期発行している調査レポートを発行時に収集、調査を実施 

（１）及び（２）毎月 

（３）３ヵ月に１度 

継続の理由

と活用の方

針 

●三重県内における景況感及び小規模事業者の受注・販売に関わる背景の状況

把握として把握し、小規模事業者の経営分析や事業計画策定時における外部

環境分析の材料として活用した 

●（３）においては三重県を５グループに分けた地方別の各指標を公表してお

り、より地域の状況を肌で感じられる指標の活用が可能であった 

●第 2期においても当調査の活用を継続して実施し、上記（ア）と組み合わせ

て、地域の小規模事業者の抱える課題の抽出と市場機会の発見等、経営分析

や事業計画策定支援時の基礎情報として活用していく 

●また、結果の公表サイトは当所のホームページからリンクによって周知し、

収集した情報は経営指導員が巡回・窓口相談時等において提供する等、小規

模事業者の各業界の業況把握に活用する 

調査項目 （１）及び（２） 

●家計 個人消費、住宅投資、観光、雇用・所得の状況 等 

●企業 生産販売活動、倒産、設備投資、輸出、公共投資の状況 等 

（３） 

●製造、非製造の売上、採算性、雇用、設備投資 

●地域別観光動向、県内主要観光施設客数 

●各経済、金融、生産等各指標 等 

 

(4) 目標 

図表 2．第 2期における各年度の目標 

 ※上記回数は調査回数及び公表件数を表す 

 

 

 

 

 

項目 
H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

①三重の景況調査 2回 2回 2回 2回 2回 

②管内経済情勢報告 4回 4回 4回 4回 4回 

③金融機関シンクタンク調査の収集と活用 

（１）及び（２） 

（３） 

 

12回 

4回 

 

12回 

4回 

 

12回 

4回 

 

12回 

4回 

 

12回 

4回 
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2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1) 第 1期における取組と成果・課題 

当所オリジナルの経営分析シート(後掲 図表 5.現状分析シート)を作成したことで、特に定

性分析において、経営指導員のスキルに過度に依存しない統一的な経営状況分析が可能となっ

た。 

しかしながら、定量分析については、小規模事業者の事業計画策定への意思が固まらない段階

で、決算書や関連資料を提出してもらうことは難しく、簡易的な分析から進める必要があった。 

また、経営指導員のアドバイスを受けて小規模事業者が自力で経営分析を進めようとしても、

客観的視点や気づきの不足から「強み・弱み」の把握に行き詰まってしまう等、当所の想定より

も小規模事業者の負担となり、小規模事業者が経営分析の中断を申し出る事例もあった。 

 

 図表 3．実績 

支援内容 H27年度 H28年度 H29年度※2 

経営分析件数 205者（33者）※1 213者（44者） 70者（55者） 

※1（ ）は目標値を表す。 

※2平成 29年度については、8月末現在の数値。 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

経営分析は事業計画策定への足がかりの意味を持つため、積極的に経営分析支援を行うために

は、小規模事業者の負担を軽減する必要がある。 

そこで、小規模事業者が事業計画策定への「入り口」として気軽に財務・非財務両面の経営分

析を実施できる「簡易版経営状況分析シート」を新たに作成する。 

経営指導員は巡回や窓口相談時において、当シートによる簡易経営分析によって小規模事業者

の現状把握を行い、ヒアリングの過程で小規模事業者から自社の特長や競合等の経営環境を引き

出し、小規模事業所と共に「現状分析シート」を完成させていく。 

また、詳細な財務分析を実施する段階においては、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、

日本政策金融公庫の「財務診断サービス」等財務分析ツールの指標等を活用していく。 

なお、「簡易版経営状況分析シート」の経営分析項目は、当所が平成 29年 7月に実施した「経

営実態及び課題把握にかかるアンケート調査」の回答項目と一部比較可能であり、地域の同業比

較資料を小規模事業者に提供する。 

 

(3) 具体的な内容 

①「簡易版経営状況分析シート」による簡易経営分析【新規】 

事 項 内 容 

分析項目 ●財務面 ：１年前と比べた売上、利益の増減とその要因、資金繰り需要 等 

●非財務面：抱えている経営課題、販路開拓の取組と課題  等 

分析方法 ●上記の各経済動向指標や、当所が実施した「経営実態及び課題把握にかかる

アンケート調査」との比較等による分析 

●経営指導員のヒアリングによって売上利益の増減の要因や課題の整理等を

補助する 

活用方法 ●課題の整理や目標の設定材料として事業計画の策定へと繋げる 

●より詳細な「現状分析シート」による分析の材料として活用する 

●分析したデータは個社支援データとして蓄積するとともに、同業比較等、 

提供資料作成に役立てる 
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実施対象 まずは前述の「経営実態及び課題把握にかかるアンケート調査」において、「販

路拡大、営業力強化等を課題にしている」と回答した事業所を中心に簡易経営

分析を呼びかけ、併せて通常の経営指導員の巡回・窓口相談時に簡易経営分析

の実施を促していく 

 

②「現状分析シート」による経営分析【継続】 

事 項 内 容 

分析項目 顧客、競合相手、自社の特徴、外部環境や自社の強み・弱みの把握 

分析方法 「簡易版経営状況分析シート」の実施時等、経営指導員によるヒアリングによ

って以下の項目を補完していく 

●3C分析による自社の現状把握 

●SWOT分析を経た事業戦略の策定 

●事業戦略を進める上での目標の設定や課題の抽出 

活用方法 ●現状分析結果や事業戦略、目標や課題を基に事業計画策定へと繋げる 

●分析したデータは個社支援データとして蓄積する 

実施対象 ●事業計画策定時の小規模事業者 

●「簡易版経営状況分析シート」での分析を行った小規模事業者 

備考 詳細な財務分析については経済産業省の「ローカルベンチマーク」や、日本政

策金融公庫の「財務診断サービス(個人・小企業)」等の指標を活用し、収益性

や生産性、安全性等を分析する 

 

図表 4．【簡易版経営状況分析シート】 
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図表 5．【現状分析シート】 
企業概要    3C分析    SWOT分析  目標と取り組むべき課題 

     

 【企業名・屋号】 

 

【事業主・代表者名・（年齢）】 

        （    歳） 

【従業員数（うち家族）】 

名（    名） 

【業種】 

 

【主な商品・製品、サービスの特徴】 

・売れ筋商品・サービス： 

・価格帯 ： 

・立地  ： 

・販促方法： 

【主な顧客層の特徴】 

・属性  ： 

・地域  ： 

・ニーズ ： 

【創業年月】 

      年   月 

【沿革】 

 

 

 

 

 

【経営者の略歴・技能・資格等】 

 

 

 

 

 

【後継者の有無】 

  有（     ） ・ 無 

【経営者が認識している問題など】 

  顧客：Costumer 強み：Strength 弱み：Weekness 目標【将来なりたい姿】 

【既存顧客】 【自社の強み】 

 

【自社の弱み】 

 

【定性目標】 

 

 

 

 

 

【目標売上】 

 

 

 

【目標利益】】 

 

 

 

名称 売上割合など 

  

  

  

【新規顧客】 

 

 

 

 

 

競合：Competiter 

【競合相手】 

名称 特徴など 

   

    解決できる課題 

  機会：Opportunity 脅威：Threat 【課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活用できる強み・機会】 

 

 

 

 

 

 

【競合に対する自社の比較優位性】 【外部環境のチャンス】 【外部環境のピンチ】 

自社：Company 

【自社の特徴】 

 

 

 

 

 

【商品・サービスの特徴】 

 

 

 

 

 

 

財務分析結果  
(4) 目標 

図表 6. 経営分析実施件数の目標 

支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

簡易経営分析実施件数 150社※1 150社 155社 160 社 165社 

経営分析実施件数※2 120社 120社 123社 129 社 132社 

※1 市内小規模事業者約 9,000件の約 5％を 3カ年で支援し、以後増加を目指す。 

※2 経営分析実施件数は、簡易経営分析実施件数の内数を表す。 

 

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

3-1.既存の小規模事業者 

(1) 第 1期からの取組と成果・課題 

統一的な事業計画書（後掲 図表 10.事業計画書）を作成したことで、経営指導員のスキルに

過度に依存しない事業計画策定支援が可能となり、創業相談や融資相談、小規模事業者持続化補

助金をはじめとした補助金の申請時等、様々なシーンで事業計画策定支援を行った結果、目標値

を超える実績となった。 

ただ、補助金申請時や融資の申請の際は事業計画書の策定支援がスムーズに進んだものの、そ

れ以外での事業計画の策定支援は件数が伸び悩んだ。原因としては、小規模事業者に対して事業

計画策定の必要性を説明しきれなかった面があったこと、が考えられる。 

 また上記 2.経営状況の分析に関することと同様に、経営指導員のアドバイスを受けて小規模

事業者が自力で事業計画策定を進めようとした場合に、様々な要素の整理等、作業量に行き詰ま

ってしまう等、当所の想定よりも小規模事業者の負担となり、小規模事業者が事業計画策定の中

断を申し出る事例もあった。 
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図表 7. 3年間の実績と見込み  

※1 創業における事業計画の策定を含む 

※2 （ ）は目標値を示す 

※3 平成 29年度については、8月末現在の数値 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

経営分析をもとにした事業計画策定によって、小規模事業者は経営目標を明確化し、目標に沿

った行動と、事業計画に対する継続的な PDCAによって、場当たり的な経営から脱却する必要が

ある。また当所としても、事業計画に掲げられた経営目標を把握することで伴走型支援のスター

トラインに立つことができ、「目標通りに遂行できているのか」、「目標に達していないのであれ

ば、原因はどこにあるのか」等、継続的かつ組織的なフォローが可能となる。 

そのために、下記図表 8のような小規模事業者との接点を活かし、事業計画策定による販路開

拓等、全国の成功事例を紹介する等によって事業計画策定を動機づけていく。 

そして事業計画策定の負担を軽減するために、経営分析と同様に経営指導員のヒアリングを通

じて小規模事業者と共に事業計画の策定を目指す。 

また目的用途に合わせて、事業計画書に加えて資金繰り表等の専門的な計画書の策定支援を行

うことで、質的な成果も目指していく。 

 

図表 8. 事業計画策定を動機づける小規模事業との接点 

 

(3) 具体的内容 

①事業計画策定支援【継続】 

事 項 内 容 

実施対象 経営分析を実施した小規模事業者 

支援方法 ●実施した経営分析等をもとに、小規模事業者と相談しながら「事業コンセプ

ト」や「今後取り組む改善策」を設定する 

●目標達成に向けて、経営分析で抽出された解決すべき課題の優先順位を決定

し、具体的なアクションプラン（行動計画）を作成する 

●キャッシュフローを意識した資金繰りの考え方を指導し、資金繰り表の作成

を支援する 

●国や三重県の様々な優遇措置の活用が可能な場合には、経営力向上計画や三

重県版経営向上計画（※下記参照）等の策定を支援する 

●事業承継計画等、より専門的な指導が必要なものについては、専門家派遣や

よろず支援拠点を活用し対応する 

支援内容 H27年度 H28年度 H29年度※3 

事業計画策定件数※1 123者（33者）※2 135者（44者） 61者（55者） 

各種相談・指導等 内   容 

①金融相談時 マル経融資制度、小規模事業資金等の相談時に事業計画策定の説明を

行い、動機付けを行う。 

②巡回・窓口相談時 経営分析を経た計画策定の啓蒙を行い、動機付けを行う 

③記帳・決算指導時 計画策定の啓蒙を行い、動機付けを行う 

④当所事業実施時 事業計画策定セミナーの開催や、マッチング事業等、当所の各種事業

に参加時に事業計画の策定の啓蒙を行い、動機付けを行う 
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活用方法 ●策定した計画を基に、展示会出展やプレスリリース等、有効な販路開拓手法

へ結びつける 

●策定した事業計画書は個社支援データとして蓄積し、組織で共有する 

※三重県版経営向上計画 

三重県が平成 26 年 4 月に制定した「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づき創設さ

れた事業計画認定制度。三重県によって認定され、専門家派遣等の支援策を受けること等が可能。 

三重県産業支援センター所属の地域インストラクターの協力により策定支援を行っている。 

 

(4) 目標（回数） 

図表 9．事業計画策定支援の目標 

※ 第 1期実績を踏まえ、経営分析支援件数のうち 80％程度の策定を目指す 

 

図表 10．【事業計画書】 

 
 

3-2.創業者 

(1) 第 1期からの取組と成果・課題 

当所は平成 24 年 2 月より四日市市、三重県信用保証協会四日市支店、日本政策金融公庫四日

市支店、（公財）三重県北勢地域地場産業振興センター、楠町商工会と連携し「四日市志創業応

援隊」を設置。短期集中的に創業計画書の策定方法等を学ぶセミナー「創業塾」や、創業計画書

の策定に向けた業界動向やビジネスアイデアの抽出等を学ぶセミナー「創業カフェ」等の集団講

習と個別窓口相談によって、創業計画書の作成を支援し、現在まで約 100名の創業者を創出した。 

目標項目 
H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

事業計画策定件数 96件 96件 98件 103件 105件 
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「四日市志創業応援隊」の認知度も徐々に高まってきており、創業希望者が直接金融機関等へ

赴かず、当所の創業窓口相談を経て創業に至るケースも増加しつつあるが、認知度の向上は未だ

課題であり、創業前のいわゆる一般市民に向けた情報提供ツールが不足している。 

 

図表 11．3年間の実績と見込み  

※1 （ ）は目標値を示す 

※2 平成 29年度については、8月末現在の数値を示す 

※3 創業における事業計画の策定支援件数は、図表 9.にて計上 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

「四日市志創業応援隊」や「創業塾」、「創業カフェ」等について、従来の周知方法に加え地域

情報誌への掲載等や各連携機関から周知の実施によって、創業相談窓口としての認知度を高め

る。そして創業を志す相談者に対して創業計画書策定の支援を継続していく。 

 

(3) 具体的内容 

①集団講習【継続】 

(ア)創業セミナー「創業塾」開催による創業計画書策定支援 

事 項 内 容 

実施対象 創業志望者や創業間もない小規模事業者 

支援方法 短期集中的に創業計画書の策定を学ぶセミナー「創業塾」によって以下の項目

を学習する 

●創業に関する心構えや経営理念、経営環境情報の収集方法等の創業計画書の

策定に必要な基礎的知識 

●現在考えているビジネスアイデアを基にした創業計画書策定の指導 

●策定した創業計画書に対する講師のブラッシュアップ 

●セミナー開催後には経営指導員のフォロー等によって創業計画書の完成を

進める 

●融資が必要である方には、創業計画書に融資による資金計画を盛り込む 

開催頻度 年 1回 

活用方法 ●事業コンセプトの明確化によって、創業時に陥りやすい不安定な経営状況を

回避するよう促す 

●融資が必要である方には、金融機関への説明資料とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 H27年度 H28年度 H29年度※2 

創業塾参加者数 19名（40名）※1 34名（40名） 27名（40名） 

創業カフェ 

述べ参加者数 
171名（250名） 180名（250名） 67 名（250名） 

創業者数※3 17名（25名） 25名（25名） 10名（25名） 
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(イ)「創業カフェ」開催による創業計画書の策定支援 

事 項 内 容 

実施対象 創業志望者や創業間もない小規模事業者 

支援方法 毎月様々なテーマでセミナーを開催し、創業計画書策定に必要な以下の項目に

ついて学習する 

●創業に関する心構えや経営理念、経営環境情報の収集方法 

●業界動向や自身の強み・弱みの発見方法 等 

●開業に必要な資金計画 

開催頻度 毎月 1回開催 

活用方法 ●事業コンセプトの明確化によって、創業時に陥りやすい不安定な経営状況を

回避するよう促す 

●融資が必要である方には、創業計画書を基に創業融資制度への斡旋を実施 

 

②個別窓口相談【継続】 

事 項 内 容 

実施対象 創業志望者 

支援方法 以下の項目をヒアリングし、創業計画書の策定を支援する 

●自己の経験、事業についての強み・弱み、外部環境 

●上記項目の分析を基にした事業コンセプトの設定 

●資金計画や収支計画、アクションプラン 等 

●キャッシュフローを意識した資金繰りの指導 

●策定した計画を基にチラシ・DM配布やホームページ作成等、有効な販路開拓

手法を指導 

●策定した創業計画書は個社支援データとして蓄積し、組織で共有する 

活用方法 ●事業コンセプトの明確化によって、創業時に陥りやすい不安定な経営状況を

回避するよう促す 

●融資が必要である方には、創業計画書を基に創業融資制度への斡旋を実施 

 

(4) 目標（回数） 

図表 12．創業計画書策定支援の目標 

 

 

 

 

目標項目 
H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

①集団講習 

(ア)創業塾 

開催回数 

参加者 

(イ)創業カフェ 

開催回数 

参加者(述べ) 

②個別窓口相談 

創業計画策定者数 

 

 

1回 

30名 

 

12回 

150名 

 

10名 

 

 

1回 

30名 

 

12回 

150名 

 

10名 

 

 

1回 

30名 

 

12回 

150名 

 

10名 

 

 

1回 

30名 

 

12回 

150名 

 

10名 

 

 

1回 

30名 

 

12回 

150名 

 

10名 
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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) 第 1期からの取組と成果 

3-1.既存の小規模事業者 

事業計画策定支援後、定期的な巡回訪問や電話連絡を実施し、小規模事業者の状況確認を行っ

た。実績としては、図表 13 の通り、目標を達成、あるいは達成する見込みであるが、事業計画

を策定した小規模事業者のほとんどが小規模事業者持続化補助金の採択や、融資を目的とした事

業計画策定であり、目的達成以後のフォローは不足していた。 

 

3-2.創業者 

 創業計画書の策定によって、融資が必要な創業者に対して創業融資制度を斡旋した。 

 また開業後は、定期的な経営指導員の巡回等によって、創業計画書に基づく事業の実施状況を

確認しているが、創業以降は上記 3-1.既存の小規模事業者と同様な支援内容となっていくため、

定期的な接触ができていない創業者も存在することから、フォローの不足という課題は共通して

いる。 

 

図表 13．3年間の実績と見込み 

※1 （（ ）は目標値） 

※2 平成 29年度については、8月末現在の数値 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

実施支援は創業計画を含む事業計画を策定した小規模事業者すべてを対象として、4半期に1

回程度の訪問や電話連絡を行い、「目標の売上に達しているか」、「計画した事業が実施できてい

るのか」、「事業を実施していく上で新たな課題はないか」等、進捗状況の把握やその時々の課題

を明確にしていく。 

売上・利益が目標に達していない場合は、「どうすれば達成できるのか」等、事業計画の見直

しを伴走しながら行っていく。 

また、事業を進めていく上で、高度な経営課題が発生した場合は、当所の定期相談や三重県、

ミラサポの専門家派遣を通じた課題解決に取り組む。 

 

(3) 具体的内容 

①経営指導員によるフォローアップ【継続】 

事 項 内 容 

実施対象 事業計画を策定した全ての小規模事業者 

頻度 4半期に 1回程度 

方法 巡回訪問及び電話連絡 

指導内容 ●小規模事業者が策定した事業計画書について、進捗状況の確認及び実施  

支援、成果の確認及び新たな課題の抽出と今後取り組むべき改善策を提案 

●解決が困難な課題に対しては、下記②以降の支援メニューを紹介し、他の 

支援機関とも連携の上で課題を解決 

●融資が必要である方には、創業計画書を基に創業融資制度への斡旋を実施 

 

 

支援内容 H27年度 H28年度 H29年度※2 

巡回及び電話による 

フォローアップ（述べ件数） 

381回（66回）

※1 
125回（88回） 45回（110回） 
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②専門家によるフォローアップ 

経営指導員で解決困難な課題を持つ小規模事業者には、以下の専門家による支援を実施する。 

(ア)専門家の定期相談 

事 項 内 容 

頻度 当所にて毎月、窓口相談を開催 

指導内容 

 

①法律相談 (弁護士)※ 

②不動産・会社法人登記相談 (司法書士) 

③記帳継続指導・税務相談 (税理士会派遣税理士) 

④貿易ビジネス相談 (ジェトロ三重貿易情報センター) 

⑤特許相談 (弁理士) 

⑥労務相談 (社会保険労務士) 

⑦IT 窓口相談・よろず相談 ((財)三重県産業支援センター) 

※相談項目の( )は対応する専門家を表す 

経営指導員のフォローアップから継続した定期相談の対応時には経営指導

員も同席し、後日、相談後のフォローを実施 

 

(イ)三重県の専門家派遣制度 

事 項 内 容 

申請先 三重県 

支援対象 経営・生産・技術・IT 等の課題を抱える小規模事業者 

頻度 随時 

指導内容 ●委嘱・登録された各種の専門家を直接派遣し、課題を解決 

●専門家派遣時には当所の経営指導員が同席 

●後日、専門家派遣後のフォローを実施 

 

(ウ)ミラサポによる専門家派遣制度 

事 項 内 容 

申請先 中小企業庁 

支援対象 様々な分野の課題を抱える小規模事業者 

頻度 随時 

指導内容 ●各分野の専門家を直接派遣し、課題を解決 

●専門家派遣時には当所の経営指導員が同席 

●後日、専門家派遣後のフォローを実施 

 

(4) 目標 

 図表 14．事業計画策定支援目標 

目標項目 
H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

事業計画策定件数 

（図表 9.及び 12.より） 
106件 106件 108件 113件 115件 

フォローアップ回数 

（述べ回数） 
424回 424回 432回 452回 460回 
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5. 需要動向調査に関すること【指針③】 

(1) 第 1期からの取組と成果・課題 

小規模事業者にマーケットインの考え方を浸透させるため、日経テレコンや POSデータ、日

経 MJ の情報等、客観的なデータに基づく需要動向の情報を収集及び提供できる仕組みを構築

し、事業計画策定支援等に活用した。 

 しかしながら、第 1期からの取組における需要動向調査は、あくまでも品目の売れ行き傾向

等が中心であり、個社の取り扱う商品又はサービスに対する直接的な需要動向の調査手段とし

ては要件を満たさないものであるため、見直しが必要である。 

 

図表 15．3年間の実績と見込み 

※1 （ ）は目標値 

※2 平成 29年度については、8月末現在の数値 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

第 2期では、より個社支援を重視するため、販売する商品・サービスに対する評価データを対

象とした調査を実施することで小規模事業者へマーケットインの考え方を継続して浸透させて

いく。 

 それに伴い、第 1期に実施した、日経テレコンや POSデータ、日経 MJ等による販売動向や今

後のトレンド等の情報提供に関する事業については、当項目の需要動向調査としては継続せず、

個社の商品・サービスに対する評価データのモニタリングを中心として、新たに以下の事業を実

施していく。 

 

 

(3) 具体的事業 

①小規模事業者モニタリング調査支援【新規】 

(ア)「メッセナゴヤ」におけるモニタリング調査 

事 項 内 容 

支援対象 日本最大級の展示会「メッセナゴヤ」（平成 28年度出展者数約 1400社、 

来場者数約 65,000人）において当所ブースから出展する小規模事業者 

（製造業又は建設業等、2～3社程度を想定） 

調査対象者 ●BtoB を想定したバイヤー  30社 

●BtoC を想定した一般消費者 30名 

※業種や提供商品・サービスによって上記いずれかを想定 

調査項目 商品・サービス評価 価格、満足度、デザイン、大きさ、意見、 

及び一般消費者については個人の属性（性別、年代、所在地等）等 

収集・分析手段 ●小規模事業者が出展ブースにおいて販売製品の展示を通じて、来場者に 

アンケート調査を行う 

●回収した調査結果は小規模事業者が経営指導員の補助のもと分析する 

支援内容 ●アンケート作成時において、効果的な評価が可能な調査項目の作成支援 

●ノベルティの付与や聞き取りの実施等、出展者の規模や業態、スタイル等

に適した回収しやすいアンケート調査の実施方法の指導 

●回収したアンケートの効果的な分析支援 

●高度な分析や活用方法の検討等に必要な場合には専門家派遣等を実施 

支援内容 H27年度 H28年度 H29年度※2 

需要動向調査件数 116社（44社）※1 109社（58社） 45社（73社） 
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活用方法 アンケート分析結果は経営指導員と小規模事業者とが共有し、マーケットイ

ン思考による事業計画の策定及び新商品開発や既存商品の改良の検討等、新

たな需要の開拓に活用する 

 

(イ)「みえリーディング産業展」におけるモニタリング調査 

事 項 内 容 

支援対象 県内最大級の「みえリーディング産業展」（平成 28年度出展者数約 200社、 

来場者数約 5,000人）において、当所合同出展ブースから出展する小規模事

業者 

（製造業・建設業、サービス業等、5社程度を想定） 

調査対象者 ●BtoB を想定したバイヤー  10社 

●BtoC を想定した一般消費者 10名 

※業種や提供商品・サービスによって上記いずれかを想定 

調査項目 商品・サービス評価 価格、満足度、デザイン、大きさ、意見、 

及び一般消費者については個人の属性（性別、年代、所在地等）等 

収集・分析手段 ●小規模事業者が出展ブースにおいて販売製品やサービスの展示を通じて、

来場者にアンケート調査を行う 

●回収した調査結果は小規模事業者が経営指導員の補助のもと分析する 

支援内容 ●アンケート作成時において、効果的な評価が可能な調査項目の作成支援 

●ノベルティの付与や聞き取りの実施等、出展者の規模や業態、スタイル等

に適した回収しやすいアンケート調査の実施方法の指導 

●回収したアンケートの効果的な分析支援 

●高度な分析や活用方法の検討等に必要な場合には専門家派遣等を実施 

活用方法 アンケート分析結果は経営指導員と小規模事業者とが共有し、マーケットイ

ン思考による事業計画の策定及び、新商品開発や既存商品の改良の検討等、

新たな需要の開拓に活用する 

 

(ウ)「四日市まちゼミ」参加者への需要動向調査【新規】 

事 項 内 容 

支援対象 「四日市まちゼミ」※ 参加店舗 20社 

（BtoC を中心とした小売・サービス業の小規模事業者を想定） 

調査対象者 「四日市まちゼミ」参加者の一般消費者 10名程度（1店舗あたり） 

調査項目 （１）個人データ      性別、年代、所在地 等 

（２）商品・サービス評価 価格、満足度(味)、デザイン、大きさ、 

     店の雰囲気、他社との比較、要望 等 

収集・分析手段 ●まちゼミ参加者の一般消費者に対して、事業実施後、参加店舗が調査した

い商品・サービスについてアンケート調査を実施する 

●回収したアンケートから、参加者の属性や商品・サービスへの評価を整理

し、好みや重視する点等の傾向を分析・把握する。 

支援内容 ●アンケート作成時における効果的な評価が可能な調査項目の作成支援 

●回収したアンケートの効果的な分析支援 

●活用方法の検討等に必要な場合には専門家派遣等を実施 

活用方法 アンケートの分析結果は経営指導員と小規模事業者とが共有し、商品・サー

ビスの訴求力の向上や広報の媒体選定における判断材料とし、販路開拓へと

つなげる 
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※「まちゼミ」とは、小売店や飲食店、サービス業をはじめとする小規模事業者が講師となり、

一般市民向けに専門店ならではの専門知識やコツを原則無料で提供し、消費者に店舗の存在や事

業主の人柄を知ってもらい、新たな顧客の開拓につなげる販路開拓手法である。 

 

(4) 目標 

図表 16．需要動向調査目標 

支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33 年度 H34年度 

需要動向調査件数 

各調査 

（ア）「メッセナゴヤ」 

 支援社数 

 調査件数 

（イ）みえリーディング産業展 

 支援社数 

 調査件数 

（ウ）四日市まちゼミ 

 支援社数 

 調査件数 

※調査件数は 1社あたり 

 

 

 

2社 

30件 

 

5社 

10件 

 

20社 

10名 

 

 

 

 

2社 

30件 

 

5社 

10件 

 

20社 

10名 

 

 

 

 

2社 

30件 

 

5社 

10件 

 

20社 

10名 

 

 

 

 

2社 

30件 

 

5社 

10件 

 

20社 

10名 

 

 

 

 

2社 

30件 

 

5社 

10件 

 

20社 

10名 

 

 

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)  第 1期からの取組と成果・課題 

 当所の様々な販路開拓支援事業について、事業計画策定から販路開拓までの一貫した支援体制

を構築し、他機関との連携の強化を目指した。 

 

図表 17．3年間の実績と見込み ※1 

 H27年度 H28年度 H29年度※2 

●出展補助金による支援者数 1社(2社) 0社(3 社) 1社(4社) 

●広報誌掲載実績 12社(3社) 9社(3 社) 11社(3社) 

●販路開拓関連のセミナー開催回数 8回(3回) 6回(4 回) 2回(4回) 

●記者クラブへの情報提供 0社(1社) 1社(1 社) 0社(1社) 

●当所海外展開支援室による販路開拓支援 4社(1社) 6社(1 社) 2社(1社) 

●リーディング産業展出展者数 5社(2社) 4社(2 社) 0社(2社) 

●リーディング産業展での商談件数 2社(10社) 3社(12 社) 0社(16社) 

●金融機関主催展示会出展件数 0件(3件) 0件(3 件) 0件(3件) 

●海外展開セミナー開催回数 5回(4回) 5回(4 回) 3回(4回) 

 ※1 事業計画策定先のみ抽出 

 ※2平成 29年度は 8月末時点での実績、展示会や海外販路開拓支援は未実施 

 

国内の展示会に関する支援としては、東海地方で開催されている日本最大級の展示会「メッセ

ナゴヤ」へ平成 28 年度から合同企業ブースによる出展を行った。また、海外展開に関する支援

においても、バイヤーとの輸出商談会等を経て、中国北京市、天津市での展示会出展、販売促進

イベントの開催や、シンガポールでの展示会に合同企業ブースを出展する等、国内外での小規模

事業者の新たな販路開拓の強化も行った。 
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しかしながら、販路開拓事業の開催や実施自体が目的となってしまった事業も多く、いわゆる

「場の提供」に留まった面があった。 

本来の目的は小規模事業者の売上拡大であり、例えば展示会において、「商談や売上を上げる

ために、その展示ブースで何を行うのか」等の効果を意識した伴走型支援の実施が課題である。 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

 経営指導員に小規模事業者の販路開拓支援をより意識づけ、事業計画に掲げた売上目標を「具

体的にどのように実現していくか」まで入り込んで支援できるように進めていく。 

また、新たなビジネスチャンスや販路拡大につながるようなビジネス交流会を実施する。 

さらに、小売業、サービス業等に対しては、一般消費者に向けた直接的な販路拡大支援事業と

して「四日市まちゼミ」を実施するとともに、商圏分析ソフトを活用した有効なチラシ配布支援

を実施する。 

 

(3) 具体的な事業内容 

①展示会出展支援事業【継続・改善】 

 

 

 

事 項 内 容 

事業の種類 ア）共同出展ブース設置（メッセナゴヤ、みえリーディング産業展） 

国内最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ」や、県内最大級の展示会

「みえリーディング産業展」に共同出展ブースを設け、1社単独では出展

が困難な小規模事業者の出展を支援 

イ）その他の展示会や見本市への出展費用補助 

東海規模以上の展示会や見本市について、出展費用を補助 

支援対象 近隣地域や大都市圏に対し、新たな販路を求める事業所 

改善点 共同出展ブース設置や出展費用の補助等、「場の提供」に加えて、展示会の

情報提供や出展前の検討事項の整理、当日対応の支援、展示会等開催後のフ

ォローに至るまで、売上拡大に効果が上がることを目的に支援を実施 

手法 ●事前勉強会の開催 

●経営指導員が出展者に事前ヒアリングを実施 

●専門家による効果的な展示指導を実施 

●地域の金融機関と連携し、金融機関が主催する各種展示会（例、「しんき

んフェア」等への出展促進 

支援項目 ●展示会情報の提供 

●出展目的の整理、目標の設定 

●効果的な商品の展示・説明手法 

●来場者とのコミュニケーション手法 

●出展時の効果的なマーケティング手法 

●来場者への出展後フォロー対策 

●効果の確認と課題の抽出 

訴求対象 県内という近場のみならず、大都市圏である愛知県等の受注拡大を視野に入

れる 

頻度 ア）各展示会 年 1回 

イ）随時 
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②四日市商工会議所ホームページ掲載等による販売促進【継続・拡充】 

事 項 内 容 

事業の種類 ア）当所ホームページ「会員からのお知らせ欄」への掲載 

 小規模事業者等がＰＲしたい商品・サービス内容を掲載し周知を支援する 

イ）一般向け建設関連事業者の検索コーナーの開設 

一般消費者向けに、リフォーム・増改築、水回りトラブル、電気工事等、

様々なサービスを依頼できる建設関連事業者の検索コーナーを開設し、小

規模事業者の販路開拓を支援する 

支援対象 近隣地域の事業者及び一般消費者に向けて、新たな販路を求める事業所 

改善点 これまでの当所ホームページでは、小規模事業者の情報は会員検索機能が主

であった。今後は各小規模事業者がＰＲしたい商品・サービス内容のタイム

リーな掲載や、一般消費者からの受注に繋がるような建設関連事業者の検索

機能を加え、小規模事業者の売上拡大を目的としたコンテンツの充実を図る 

支援項目 ア）当所ホームページ「会員からのお知らせ欄」への掲載 

ＰＲしたい商品・サービスの強みやターゲットを整理し、掲載と共に下記

④プレスリリース支援へとつなげる 

イ）一般向け建設関連事業者の検索コーナーの開設 

商品やサービスの説明について、一般消費者向けにわかりやすく表記する

等、より効果的な掲載を支援する 

訴求対象 四日市市内外地域の事業者や一般消費者 

頻度 随時 

 

③販路開拓関連のセミナーの開催(チラシ・SNS等)による販路開拓【継続】 

事 項 内 容 

支援対象 チラシやＳＮＳ等の活用による販路開拓を求める事業所 

改善点 セミナーの開催のみに留まらず、セミナー開催後の実践状況の確認、個別対

応を実施し、本来の目的である販路開拓への効果を求めていく 

支援項目 ●チラシやＳＮＳ等の活用による販路開拓手法に関するセミナーの開催 

●セミナー開催後には参加事業所へのヒアリング等によって実践状況と 

課題解決に対する効果を確認する 

●高度な課題に対しては、ミラサポ等専門家派遣制度を活用する 

開催頻度 年 6回程度 

 

④プレスリリース支援【継続】 

事 項 内 容 

支援対象 市場に対してアピール力のある製品やサービスを持っており、新たな販路を

求めているものの、マスメディアの活用度が低く、どのようにプレスリリー

スすれば良いかわからない小規模事業者 

改善点 ●単純な投げ込み支援に留まらず、記事として取り上げられやすい商品・ 

サービスの説明原稿の書き方についてブラッシュアップする 

●プレスリリース当日は経営指導員等が立会い、補足やアドバイスを行う 

支援項目 ●効果的なマスメディアの選定や紹介 

●記事として取り上げられやすい商品・サービスの説明原稿の書き方の支援 

●プレスリリース時に立ち会い補足やアドバイスを行う 

開催頻度 随時 
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⑤四日市まちゼミの開催【新規】 

事 項 内 容 

支援対象 近隣地域の一般消費者に向けて、新たな販路を求める小規模事業者 

（主に小売業や飲食店、サービス業を想定） 

まちゼミにつ

いて 

「まちゼミ」とは、小売店や飲食店、サービス業をはじめとする小規模事業

者が講師となり、一般市民向けに専門店ならではの専門知識やコツを原則無

料で提供し、消費者に店舗の存在や事業主の人柄を知ってもらい、新たな顧

客の開拓につなげる販路開拓手法である。 

支援項目 ●テーマや講義内容等の選定、案内の作成や受付方法等、開催までの支援 

●講義の進め方や、開催後に新規顧客に繋げる対応方法等、開催当日の運営

にかかる支援 

開催頻度 年 1回 

訴求対象 四日市市内外の一般消費者 

 

⑥海外展開支援室による販路開拓支援【新規】 

事 項 内 容 

支援対象 海外に新たな販路を求める小規模事業者 

支援手法 ●海外での催事・展示会等への出展による販路開拓支援として、ASEAN諸国

等の主要都市を中心とした百貨店・ショッピングセンターでの催事や展示

会において、地場産品の出展を支援する 

●海外展開にかかる事前の勉強会やバイヤーによる輸出商談会等を開催し、

海外で売れる商品の選定や海外商慣習の学習等を行う 

支援項目 ●販売商品について、海外のニーズに合う商品作りをアドバイス 

●海外の展示会での販売補助 

●商品の輸出手続きに関するアドバイス 

開催頻度 年 2回程度 

 

⑦ビジネス交流会の開催【新規】 

事 項 内 容 

支援対象 新たな販路やビジネスチャンスを求める小規模事業者 

支援手法 ●三重県下最大の産業都市というスケールメリットを活用し、「新しい人脈

作り」、「異業種交流」をテーマとした交流の場を創出する 

●参加者が他の参加者から刺激を受け、ビジネスに関するヒントの獲得や、

新たな販路の開拓に繋げられる事業を目指す 

●商品の展示やパンフレット・チラシ等の配布、自社ＰＲタイムによって、

自社や商品・サービス等のＰＲを行う 

支援項目 ●自社の強みや商品の特長等、ＰＲ内容の整理やブラッシュアップを支援 

●開催後のアンケートによって、課題の抽出や意見の分析、今後の販売促進

方法のブラッシュアップ 

頻度 年 1回程度 

 

⑧商圏分析ソフトの活用による効果的な DM配布支援【新規】 

事 項 内 容 

支援対象 新規顧客の獲得を狙う小規模事業者 

主に小売・サービス業等を想定 
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支援手法 ●商圏分析ソフト「マケプラ」を活用し、個社の顧客データ等と組み合わせ、

顧客層に合わせた DMやチラシの配布地域の絞り込みを行う 

支援項目 指定地域の世帯数、年収、ライフスタイル、年齢層、等 

頻度 随時 

 

(4) 目標 

 図表 18．新たな需要の開拓に寄与する事業の目標 

 H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

①展示会出展支援事業 

●メッセナゴヤ出展支援数 

 商談件数 

 成約件数 

 

2社 

10件 

2件 

 

2社 

10件 

2件 

 

3社 

15件 

3件 

 

3社 

18件 

3件 

 

3社 

18件 

3件 

●リーディング産業展出展支援数 

 商談件数 

 成約件数 

5社 

8件 

5件 

5社 

10件 

5件 

5社 

10件 

5件 

5社 

10件 

5件 

5社 

10件 

5件 

●その他の見本市・展示会出展支援者数 

 商談件数 

 成約件数 

3社 

3件 

3件 

3社 

3件 

3件 

5社 

5件 

5件 

5社 

5件 

5件 

5社 

5件 

5件 

②ホームページ掲載等による販売促進 

「会員からのお知らせ」欄 新規掲載件数 

 取引獲得件数 

 

3件 

3件 

 

3件 

3件 

 

4件 

4件 

 

4件 

4件 

 

4件 

4件 

建設関連事業者 新規掲載件数 

 取引獲得件数 

2件 

2件 

2件 

2件 

2件 

2件 

2件 

2件 

2件 

2件 

③販路開拓関連セミナーの開催 

開催回数 

参加者数(1回あたり) 

 

6回 

20社 

 

6回 

20社 

 

6回 

20社 

 

6回 

20社 

 

6回 

20社 

④プレスリリース支援件数 

 商談件数 

2社 

5件 

2社 

5件 

2社 

5件 

3社 

7件 

3社 

7件 

⑤四日市まちゼミの開催 

 参加者小規模事業者数 

 顧客開拓件数 

1回 

30社 

30件 

1回 

32社 

32件 

1回 

34社 

34件 

1回 

36社 

36件 

1回 

38社 

38件 

⑥海外展開支援室による販路開拓 

 展示会出展回数 

 参加企業数 

 商談件数 

 成約件数 

 

2回 

5社 

10件 

5社 

 

2回 

5社 

10件 

5社 

 

2回 

5社 

10件 

5社 

 

2回 

5社 

10件 

5社 

 

2回 

5社 

10件 

5社 

⑦四日市ビジネス交流会の開催 

参加者数 

商談件数 

1回 

10社 

2件 

1回 

11社 

4件 

1回 

12社 

6件 

1回 

13社 

8件 

1回 

15社 

10件 

⑧商圏分析ソフトによる効果的な DM配布支援 

支援件数 

顧客獲得件数 

 

6社 

6件 

 

6社 

6件 

 

6社 

6件 

 

6社 

6件 

 

6社 

6件 

※ 事業計画策定先を想定 
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II.地域の活性化に資する取り組み 

 

1. 第 1期における取組と成果 

県内の他市にアクセスし易い近鉄四日市駅周辺は、県内最大の商業集積を誇り、飲食店、宿泊

施設も多数立地している。三重県は、移動手段に自動車を利用することが多いことから、ロード

サイドに飲食店、宿泊施設が多く立地しているが、近鉄四日市駅周辺は飲食店と宿泊施設がとも

に多数立地し、この特徴は、県内他市では見られない特徴を有している。 

第 1期ではこの特徴を活かし、小規模事業者が多数を占める飲食店の活性化を図る為、近鉄四

日市駅周辺の中心市街地を対象とする「まちづくり」を主に中心市街地の各商店街振興組合、四

日市観光協会、四日市菓子工業組合等と連携し、以下の通り地域活性化事業に取り組んだ。継続

開催により市内の一大イベントとして中心市街地の活性化に資する事業として認知されつつあ

る事業を実施した一方、外部環境の動向を踏まえ計画期間中に終了した事業や取組体制の見直し

等により未着手の事業がみられた。 

 

(1) まちなかバル、スワビ・アミューズ（ビアガーデン）の開催 

まちなかバルは、四日市まちなかバル実行委員会（当所、諏訪栄まちづくり協議会、一番街・

諏訪西・諏訪商店街の各振興組合、四日市観光協会）主催により、平成 27 年 1回、平成 28年 2

回、平成 29年 1回、中心市街地にて開催。飲食店で 1ドリンク 1品が提供されるチケットの販

売を通じて中心市街地への誘客に取り組んだ。 

平成 29 年で 6回目となり、認知度も高まっていることから市街地に集客できる一大イベント

になりつつある。参加店のアンケートでは、新規のお客様へのＰＲになり、来店者数が増加して

いるとの回答も多い。一方、未だ周知不足である、内容がマンネリ化しているとの意見のほか、

これまで出店者の 9割以上が居酒屋等夜の店に偏っていることもあり、地域のイベントとしては

参加する来客者の属性が狭まっている等の課題がみられた。 

スワビ・アミューズは、四日市に見られなかったビアガーデンを通じて中心市街地の賑わい作

りと活性化を目的に、スワビ・アミューズ実行委員会（所属：当所、一番街・諏訪西・諏訪商店

街の各振興組合、二番街発展会、（一社）日本バーテンダー協会三重県本部、四日市観光協会ほ

か）を立ち上げ、平成 23 年より中心市街地に所在する諏訪公園を会場に毎年開催。昨今は中心

市街地のホテル屋上等を活用したビアガーデンが夏季に複数開催されるようになり、その役割を

終えたことから平成 27年 9月をもって事業を終了した。 

 

(2) お菓子フェスタの開催 

 お菓子フェスタ実行委員会（当所、表参道スワマエ発展会、三重県菓子工業組合四日市支部、

市内製菓専門学校、四日市観光協会、菓子店）主催により、平成 27年・平成 28年 5月によっか

いちお菓子フェスタを中心商店街にて開催（平成 29 年は同時期に伊勢でお菓子博が開催された

ことにより開催見合わせ）。お菓子の即売やお茶のふるまい、お菓子作りの体験イベント等を実

施した。 

イベント開催時は通常期と比べ商店街への来客が増加したこと、各お菓子店の知名度が向上し

たこと、お菓子店は多くのお客様と接することにより商品開発に活かせること等の成果がみられ

た。一方、出店するお菓子店が家族的経営の小規模店が多く拘束時間の長いイベントの出展が敬

遠されること（出店者数が 18店舗から 15 店舗に減少）、主体が商店街かお菓子店か事業コンセ

プトが曖昧であること等の課題がみられた。 
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(3) 「よっか市」開催の検討 

 四日市の名称の由来でもある「市」を再考するため、よっか市検討実行委委員会（仮）を立ち

上げ、商業者、四日市観光協会、四日市市関係者と「市」のあり方を学び、まちなかの賑わいづ

くりができる「市」を開催する計画であった。しかし、支援計画策定後に当所の組織再編等によ

り着手できていない状況にある。当事業については、現状の内部・外部環境を踏まえ事業のあり

方を再考する。 

 

(4) 産業観光の取り組み 

平成 27 年、四日市市立博物館内に「四日市公害と環境未来館」が開館したことを契機に、環

境学習を学び、四日市の自然環境を知り、環境を改善した臨海部コンビナート企業を体験するこ

とをテーマに四日市を広く全国にＰＲするため、当所、四日市市、四日市観光協会、コンビナー

ト企業、ＪＴＢ四日市支店と連携し、新たに「四日市もっと知り隊産業観光」のプランを造成。

周知協力を得るため全国 514か所の商工会議所に案内チラシを送付し、㈱ＪＴＢ中部四日市支店

を旅行実施事業者に指定し受入を行った。 

実績は予算の制約上広く周知を行ったのが当初 1回のみで、受入はこれまで平成 27年 10月に

30名、平成 28年 10月に 70名の受入に留まっている。現状、当取り組みについては地域経済の

活性化に資する事業として成り立っているとは言えず、今後も見通しが立たないことから当事業

を見直し、四日市の産業観光のあり方を再考する。 

 

(5) 四日市のお土産開発 

平成 26年度・27年度に地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト事業を活用し、四日市の魅

力を発信することを目的に、四日市菓子工業組合四日市支部、水沢茶農協共同組合、四日市観光

協会、四日市市、市内和菓子店と連携し、四日市の農産品等を使った新たなお土産品の開発に取

り組んだ。四日市市内の和洋菓子店 6店舗が製造した商品を詰め合わせにし、平成 28年 10月よ

り販売価格 1,000円、3,000 個限定で近鉄四日市駅構内、百貨店、市内のホテル、サービスエリ

ア、当所等で販売し、平成 29年 3月末までに限定個数を完売した。 

しかし、当所主体で新たな土産品を開発・販売することに捉われ、品質管理（購入者からカビ

が生えていたとの苦情が複数有り）・費用（補助金を活用して商品開発していたが販売に係る最

終損益は赤字）・納期（納期・在庫の管理ができず、売り場により売り切れや在庫過多が見られ

る等の機会ロスを生じていたこと）や、四日市の居住者・勤務者が手土産に持参する為なのか、

来市者がお土産として購入する為なのかターゲットの絞り込みが曖昧等、様々な課題がみられた

ことから、同商品の継続販売は中止した。 

 

2. 今回の申請における取組の方向性 

第 1期での取組みは、県内他市にはみられない駅周辺地域に飲食店と宿泊施設がともに多数立

地している特徴を活かし、小規模事業者が多数を占める中心商店街の飲食店の活性化を図る為の

「まちづくり」を主にした取組みであった。しかし、実施した事業は中心市街地に範囲が限定さ

れていることから地域活性化の視点では効果が薄く、今後はより広域的に効果が見込める事業を

実施していくことが必要と考えている。 

一方、当地域は後述のとおり県内で唯一大型船が入港できる港があり、年々クルーズ船の寄港

回数が増加している状況にある。国土交通省を中心にした施策と四日市港客船誘致協議会の取組

みもあり、今後も寄港の増加が見込まれている。 

第 2期ではこの外部環境の機会を捉え「観光」を主とし、四日市周辺の商工会議所・商工会や観

光協会、四日市港客船誘致協議会等関連団体との密な連携によって、地域活性化に対する意識の

共有化を図り、広域的に取り組んでいく。 
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(1) 観光に関する取り組み 

①クルーズ船寄港の機会を捉えた連携事業【新規】 

【現状と課題】 

三重県北勢地域（５市５町／桑名市、いなべ市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、東員

町、朝日町、川越町）は、約 84 万人の人口を擁し（三重県全体の約 4 割）、域内製造品出荷額

が約 7 兆円（三重県全外の約 7 割）を超える等、三重県経済を支える重要な役割を担っている。

観光面では、県下一の入込客数を誇るナガシマリゾート・鈴鹿サーキット等のレジャースポット、

椿大神社・多度大社・関宿・六華苑等の歴史・文化施設、御在所岳等の鈴鹿山系・御在所ロープ

ウェイ等の大自然が満喫できる観光を楽しめるエリアでもある。 

また、北勢地域に所在する国の指定する国際拠点港湾「四日市港」は、県内で唯一大型貨物船

が入港でき、1899年開港以降、国際物流拠点として地域産業を支える役割を担ってきた。 また、

近年はクルーズ船の入港もみられ、2008 年には国内最大の「飛鳥Ⅱ」が寄港、以降「飛鳥Ⅱ」

と「にっぽん丸」が伊勢志摩エリアを中心とした観光を目的に継続して寄港している。 

クルーズ船の寄港は一度に多くの観光客が訪れ、グルメ、ショッピング等地域での消費が生ま

れるとともに、外国人観光客との交流が進展する等、地方創生に大きく寄与すると考えられる。

国内では、2016年の訪日クルーズ旅客数が前年比 78.5%増の 199.2万人、クルーズ船の寄港回数

は前年比 38.8%増の 2,018 回となり、いずれも過去最高を記録、国土交通省が「訪日クルーズ旅

客を 2020 年に 500 万人」の実現に向けクルーズ振興に取り組んでいることから、今後も寄港は

増加すると見込まれる。 
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このような環境以前より、四日市では当所を筆頭に県民・市民に親しまれる港づくり・観光振

興のため、四日市港に更なる客船の誘致を図り、地域の活性化に寄与する目的に「四日市港客船

誘致協議会」を 2011 年 5 月に設立、客船の誘致や寄港時の歓迎セレモニー・イベントを実施し

てきた。設立以降、誘致活動に取り組んだ結果、2018 年に初めて外国クルーズ船の寄港が決ま

る等、四日市港は三重県観光における海上のゲートウェイとしても地域に大きく貢献している。 

四日市港は周辺高速道の整備により各方面への観光地まで交通アクセスの利便性の高さが寄

港地として選定される要因にもなっている。その結果、クルーズ船のオプショナルツアーは県内

では南勢地域の伊勢方面、県外では京都・奈良方面で組まれることが多く、オプショナルツアー

に参加しない乗船客や乗組員が船外に出掛ける際の受入態勢が未だ整っていない、これまでクル

ーズ船寄港時の岸壁での物販は当所管内の事業者に限られていたこともあり、北勢地域にもたら

される経済効果は限られていた。 

今後は域内の地域経済活性化と小規模事業者がこの機会を捉えることを目的に、北勢地域の商

工会議所（四日市・桑名・鈴鹿）、商工会（北勢商工会広域連合・桑名三川・木曽岬町・いなべ

市・東員町・菰野町・楠町・朝明）、四日市港客船誘致協議会（三重県、四日市市、四日市商工

会議所、四日市港振興会、四日市港管理組合、四日市船舶代理店会、四日市観光協会）が連携し

て以下の取り組みを行う。 

 

【事業内容】 

(ア)北勢地域の地場産品・商品のＰＲ・販売 

北勢地域の地場産品、地域資源を活用した商品等に強みを有する事業者を各商工会議所・商工

会を通じて募り、クルーズ船寄港時に岸壁にて商品の販売・ＰＲを行う。商品はお菓子や食品、

酒類、伝統工芸品等を中心に、ＰＲは試食・試飲、伝統工芸体験が行えるイベントを実施する。 

この取り組みにより、これまで限定的であった寄港時の経済効果をより広域に波及させること

ができるほか、四日市港の一か所で千人以上もの乗船客に対して商品のＰＲができ、出店事業者

の新たな販路開拓に繋がること、乗船客は域外の日本人や外国人が混在して乗船しており、商品

のＰＲ時に客層による反応を商品にフィードバックして開発・販売を繰り返すことにより出店事

業者の持続的な発展に繋がる等の効果が期待できる。 

 

(イ)北勢地域の観光地情報等魅力の発信 

北勢地域の商工会議所・商工会、四日市観光協会の協力を得て、域内の観光地等の情報を岸壁

や観光案内所にてクルーズ船寄港時にオプショナルツアーに参加していない乗船客に対して観

光案内する。また、北勢地域の観光地等がオプショナルツアーに組み込んでもらえるようクルー

ズ船運航会社やオプショナルツアーを企画・運営しているエージェントにＰＲする。 

特に小規模事業者が今回のビジネスチャンスを捉えられるよう観光地は「着地型観光」を中心

に、観光プロデューサー等の専門家、地場の旅行会社と連携して観光商品に造成する。 

この取り組みにより、今まで北勢地域に埋もれていた観光資源を再発見し、その情報を域内で

共有することによって着地型観光の基礎をつくる。また、事業者に気づきを与え、更に新たな観

光商品が造成できる可能性のあるほか、観光資源相互の新たな結びつきの中で新たなビジネスが

生まれることが期待できる。 

上記取り組みの協力依頼は北勢地域の商工会議所・商工会に対して既に済ませ、了承を得てい

る。今後、更に実効性を高めるため、四日市港客船誘致協議会では定期的に担当者会議を開催し、

その情報を各商工会議所・商工会に発信、状況に応じて担当者を集めて情報共有を図る。また、

出店者には出店による効果を確認し、特に小規模事業者に対しては改善に取り組めるよう各支援

機関を通じて支援をしていく。 
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【計画値】 

 30年度 31年度 32年度 33 年度 34年度 

関係機関との協議回数 6回 6回 6回 6回 6回 

寄港時のイベント回数（※） 3回 3回 4回 4回 5回 

  （※）予算制約上、クルーズ船寄港回数、時期によりイベント開催有無を選定 

 

②訪日外国人向け地域の情報発信事業【新規】 

【現状と課題】 

四日市市は国内有数の産業都市として、臨海部にはコンビナート企業、内陸部には自動車部品、

電気・電子部品メーカー等が集積していることから、多くの出張者が来市し、市街地を中心に市

内の宿泊施設や飲食店を利用している。四日市シティプロモーション協議会による市内宿泊施設

稼働状況調査では、稼働率は調査開始以来 8割超を維持、宿泊施設利用者の 8割超はビジネスユ

ースとなっている。また、市内の外国人宿泊者は宿泊者数の 1割にも満たないが実数では増加傾

向にあり、利用目的の殆どがビジネスユースという結果となった。 

一方、外国人の受入体制では、当所が平成 28年に実施した宿泊施設・飲食店におけるインバ

ウンド実態調査によると、外国人客の受け入れの必要性は感じている、受け入れに取り組みたい

との回答が多く見られたが、館内表示やメニュー・案内等の外国語表記の対応が 50％に満たな

い、外国人向けのメニューも用意していない等、受け入れ体制が十分整っているとはいえないの

が現状である。 

四日市に隣接している菰野町は「湯の山温泉」を擁し、御在所岳等の雄大な自然の玄関口であ

ることから良好な観光地として古くから知られている。主要産業は観光産業で、湯の山温泉は、

県内はもちろん、名古屋等の東海圏や大阪等の近畿圏の旅行客に古くから親しまれ、ピーク時の

平成元年には宿泊客数が 59 万人を超えていた。その後は観光客のニーズの多様化、旅館の相次

ぐ廃業もあり、現在では宿泊客数 18万人（平成 26年度）まで落ち込んでいる。しかし、昨今は

台湾・香港からの観光客が増加傾向であることに加え、平成 31 年 3 月に開通予定の新名神高速

道路には菰野ＩＣが備えられていることもあり、菰野町にとって好機を迎える。 

一方、湯の山温泉の旅館を中心に菰野町商工会が行った調査では、インバウンド誘客に関する

取組はほとんど行われていない、夜市の文化圏にある台湾や香港の観光客が夜に利用できる店が

なく物足りないと感じているということが判明し、インバウンドに関しては未だ取組不足である

のが現状である。 

この状況を踏まえ当所と隣接する菰野町商工会が連携し、平成 28 年度に互いの外国人観光客

の交流人口を増やしていくことを目的に多言語版（英語・中国語観光案内パンフレット及びウエ

ルカムステッカーを作成、四日市市と菰野町内の宿泊施設・飲食店に配布した。コンセプトは「昼

の菰野町、夜の四日市」に設定し、昼間は湯の山温泉の宿泊施設を中心に御在所ロープウェイ等

周辺の観光スポットを、夜は四日市の中心商店街の飲食店を掲載した。しかし、作成したパンフ

レットは紙媒体であるため、配布先でしか入手できないこと、観光庁の訪日外国人消費動向調査

では訪日外国人の 5 割以上がネットで情報収集するというニーズに合致していない課題がみら

れるため、今後は以下のとおり取り組んでいく。 

 

【事業内容】 

(ア)四日市・菰野インバウンドサイトの開設 

海外からの出張ビジネスマン、観光客を対象に英語版・中国語版に切り替えできるインバウン

ドサイトを菰野町商工会と連携して開設する。内容は四日市市内の外国人受け入れ可能な飲食

店、菰野町内の宿泊施設や観光スポット掲載ほか、インスタグラム等のＳＮＳ機能の利用や画面

提示クーポンを掲載できる等、各事業所自ら更新できる機能を付加し、ＷＥＢの強みを活かして
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情報鮮度を高める。また、サイトへのアクセスを誘導するため、宿泊施設等のカウンターにはサ

イトのＱＲコードを記載したカードを設置するほか、外国人がＳＮＳ機能を使って同サイトに写

真等をアップした場合は店舗で割引が受けられる等の機能を付加する。 

この取り組みにより、外国人は紙媒体より目当ての店や観光地の検索、店や観光地までのルー

ト検索が容易になる、クーポン利用でお得に利用できる等の効果が、掲載店等は海外の来客が増

える、来客した外国人がインスタグラム等ＳＮＳにアップすることによって、その外国人の友人

に紹介され、さらに来店促進に繋がる等の効果が期待できる。 

上記取組は引き続き菰野町商工会と連携し実施する。サイト構築時には当所、菰野町商工会、

ウェブ制作業者で進捗状況に応じて随時、運用後はアクセス数や利用状況を向上するために年 2

回以上の協議を行って運用効果を高め、域内の活性化を図る。 

 

【計画値】 

 30年度 31年度 32年度 33 年度 34年度 

関係機関との協議回数 5回 3回 3回 3回 3回 

サイトアクセス件数（※） 1,200件 5,000件 5,500件 6,000 件 6,500件 

（※）平成 28年市内外国人宿泊者数を参考に算定。30年度は期中にサイト立ち上げ。 

 

③四日市のお土産品発掘事業【継続】 

【現状と課題】 

四日市に来市した人がどのようなお土産品を望んでいるのか、平成 26 年に行ったインターネ

ット調査の結果によると、商用で四日市を訪れていてもお土産品の購入目的となる対象者は家族

が半数以上を占めている。購入するお土産品の価格帯は 1,500 円未満が最も多く、購入場所は近

鉄百貨店が半数を占め、自動車での来訪も多いことから高速道路のＳＡでの購入もみられてい

る。また、来市した人があれば良いと思う四日市のお土産は「まんじゅう、おもち、大福」の意

向が高く、年齢が若くなるにつれ「ケーキ、シュークリーム」といった洋菓子の意向が高くなっ

た。 

 四日市市は先述のとおりビジネス客が多く来市しているが、そのビジネス客が購入するお土産

品の選択肢が少なく、また「かぶせ茶」等、四日市の特産品を使用した四日市をＰＲできるお土

産品も少ないのが現状である。 

これらの状況と前回のお土産品の開発・販売をした際にみられた品質管理、・費用・納期（在

庫）管理、ターゲットの曖昧さ等の課題を踏まえ、事業内容を以下のとおり改善し実施する。 

 

【事業内容】 

(ア)四日市お土産コンクールの開催 

四日市市の特産品を活用してお菓子事業者等が開発した商品の中から、四日市のＰＲに繋がる

魅力あるお土産品を選定し、近鉄四日市駅近隣やＳＡ等でビジネス客をターゲットに販売してい

く。 

前回との違いは、店舗等と交渉して売り場を確保すること、コンクールを開催してお土産品を

選定することに当所の役割を限定し、売り場への納品や請求等の商取引は当所を介さず売り場と

選定された事業者が直接行うようにする。それにより、品質管理、費用、納期の課題を解決する。

また、前回曖昧であったターゲットを来市しているビジネスマン等に明確に設定し、四日市の特

産品を活用かつターゲットに合致した商品・価格・パッケージで応募が集まるよう、募集要項を

作成、商品を選定していく。選定された商品はコンクールでの認定商品と表示する。 
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この取組みは当所が販路を予め確保するため、お菓子事業者等は商品開発に注力することがで

き、市内のお菓子事業者等業界の活性化が期待できる。また、お土産品の選択者にとっては認定

を受けた商品として安心して商品を購入することができ、お菓子事業者等の売上に寄与する事業

と考えられる。 

上記取組は、四日市市、四日市菓子工業組合四日市支部、当所の観光・まちづくり委員会が連

携して事業に取り組む。四日市市に対しては、四日市市のプロモーションに繋がる商品開発にか

かる助成制度を設けてもらえるよう、関係部署に要請していく。 

 

【計画値】 

 30年度 31年度 32年度 33 年度 34年度 

関係機関との協議回数 4回 3回 3回 3回 3回 

コンクール開催回数 1回 1回 1回 １回 １回 

 

(2) まちづくりに関する取り組み 

①四日市まちなかバルの開催【継続】 

【現状と課題】 

 四日市市の中心市街地は、近鉄四日市駅、JR 四日市駅、バスターミナル等の公共交通の拠点、

四日市市役所、商工会議所、文化会館、博物館等の公共サービス施設、近鉄四日市駅西側に大型

商業施設、東側に商店街が形成されており、県内最大の商業集積地として賑わってきた。しかし、

郊外の住宅開発に伴い居住人口が中心市街地から拡散したことや、近隣市町村の商業環境の整

備、車社会の進展、中心市街地から大型店の撤退、郊外型の大型ショッピングセンターの台頭に

より中心商店街の商圏人口の縮小、求心力・魅力の低下に伴い活力を失っている。 

一方、道路交通法の改正等の環境変化により、駅前商店街の空き店舗に居酒屋を中心に飲食店

が数多く出店し、市内に勤務するサラリーマンや出張者を中心に飲食需要に応える等、中心商店

街は商店中心の街から居酒屋等の飲食店中心の街に変貌しつつある。この立地上の強みから中心

市街地への出店を求める飲食事業者は未だ多く、フランチャイズ店の出店も加速していることか

ら、競合店との差別化や知名度が不足している地場の小規模飲食店は苦戦を強いられている。 

この状況を受け始まった四日市まちなかバルは、普段行かない、行ったことがない、知らない

飲食店に気軽に立ち寄らせ、多くの人が街を周遊し中心市街地が活性化することを目的に、四日

市まちなかバル実行委員会（諏訪西商店街振興組合、一番街商店街振興組合、二番街発展会、三

番街発展会、諏訪栄町地区街づくり協議会、四日市観光協会、四日市商工会議所、㈱アティス、

ＡＲＯＵＮＤ４）を立ち上げ、平成 25 年から開催されている。 

 

四日市まちなかバルでは、出店各店舗が店自慢の料理と１ドリンクのセットを 750 円で提供、

750 円×4 枚綴りのチケットを前売り 3,000 円で販売している。まちなかバルはイベントを通じ

て広く宣伝することができ、新規顧客の獲得につながることから、出店者の評価は総じて高い。

来客者からは「行ったことのないお店に行くことができて楽しめた」等の声を得ている一方、出

店者アンケートでは未だ周知不足である、内容がマンネリ化している等の意見が挙がっている。

これまで出店者の 9 割以上が居酒屋等の夜の店に偏っていることもあり、地域のイベントとし

ての認知は高まっているが参加する来客者の属性が狭まっていることが課題となっている。今後

これらの課題を踏まえ、以下のとおり改善し継続実施する。 
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【事業内容】 

(ア)コンビナート夜景クルーズと四日市まちなかバルをセットにした「まちなかバルクルー

ズ」の実施 

四日市コンビナート夜景クルーズは、四日市の工場夜景を新たな観光資源として船上から四日

市のコンビナート夜景を楽しむことができる。平成 22年度からスタートし平成 28年度には累計

乗船客数が 1万人を突破、現在も年々乗船客数が増加している。乗船客の属性は県外が 70％超、

うち愛知県からの乗船客が最も多く、四日市が広く市外から誘客できる観光資源の一つとなって

いる。 

この四日市コンビナート夜景クルーズと四日市まちなかバルをセットにし、夜景クルーズを催

行している㈱第一観光からツアー商品として販売し、市外に広くＰＲして四日市まちなかバルへ

の誘客に繋げる。 

 

(イ)ランチやカフェタイムの需要に対応できる出店者を開拓 

ランチタイムに営業している飲食店や喫茶店にイベントへの出店を促し、夜間外出し難い主婦

層等来客者の属性の拡大を図る。実現にあたり昼間営業している飲食店にはランチを、喫茶店に

はカフェとスイーツ、又は軽食のセットメニューを 750円で提供するよう依頼する。 

この取り組みにより、これまで夜の賑わいという限られた効果を昼間の賑わい創出へと活性化

の効果を時間的に拡大することができ、地域の活性化イベントとして質を高めることができる。 

 

上記取り組みはイベント開催時の半年前から月 1 回の頻度で四日市まちなかバル実行委員会

にて関係者間で協議し情報共有を図っていく。また、イベント終了後は出店者アンケートの結果

を踏まえ、次回以降のイベントのあり方について検討する。 

 

【計画値】 

 30年度 31年度 32年度 33 年度 34年度 

関係機関との協議回数 6回 6回 6回 6回 6回 

イベント開催回数 1回 1回 1回 １回 １回 

イベント参加者数（※） 1,500枚 1,600枚 1,600枚 1,700 枚 1,700枚 

（※）まちなかバル参加用チケット販売枚数 

 

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為の取り組み 

 

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)  第 1期からの取組と成果・課題 

①「三重県中小企業・小規模企業振興条例」による連携 

同条例において設置された「北勢地域みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会」（※下記メ

ンバー参照）及び同協議会に内包されている「地域内連携ワーキンググループ」において、当所

と、温泉街として宿泊施設が多い菰野町商工会とが連携し、多言語版観光案内パンフレット及び

ウエルカムステッカーを作成、外国人旅行者の周遊を促す等の成果があった。 

また「事業承継ワーキンググループ」についても、三重県産業支援センター内の事業引き継ぎ

センターと共同でのセミナー開催に加え、当所に事業承継に関する定期相談窓口を設置し、小規

模事業者の事業承継の支援体制を構築した。 
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※北勢地域みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会メンバー 

自治体… 

三重県、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝

日町、川越町 

商工会議所・商工会…  

四日市商工会議所、桑名商工会議所、鈴鹿商工会議所、亀山商工会議所、桑名三川商工会、

いなべ市商工会、木曽岬町商工会、東員町商工会、菰野町商工会、朝明商工会、楠町商工

会、北勢商工会広域連合、 

金融機関… 百五銀行、三重銀行、第三銀行、桑名信用金庫、日本政策公庫 

教育機関… 三重大学、四日市大学、鈴鹿大学、鈴鹿工業高等専門学校 

その他支援機関…  

三重県中小企業団体中央会、三重県経営者協会、三重県中小企業家同友会、三重県商店街

振興組合連合会、三重県信用保証協会、三重県技能士会、三重県職業能力開発協会、三重

県観光連盟、日本労働組合総連合会三重県連合会、中小企業基盤整備機構中部本部、三重

県産業支援センター 

 

②「商工会議所中小企業相談所長会議」による連携 

県下 12 の商工会議所の中小企業相談所長が集まる「商工会議所相談所長会議」において、各

商工会議所の支援事例や、商工会議所間の商談会実施についての情報交換を行い、当地域の小規

模事業者支援の参考とした。 

 

③「四日市志創業応援隊」の構成団体による連携 

四日市市、三重県信用保証協会四日市支店、日本政策金融公庫四日市支店、（公財）三重北勢

地方地場産業振興センター、楠町商工会によって構成される「四日市志創業応援隊」において、

創業に関する支援の状況、及び支援ノウハウについて継続的に情報交換を行った。 

課題としては、創業支援では、「四日市志創業応援隊」は公共団体の連携体であるため、個社

の販路開拓に結びつく支援体制が構築できていないことが挙げられる。 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

 情報交換の場として上記の連携はすべて継続し、引き続き支援ノウハウの情報交換を重ねるこ

とで当所の支援能力の向上を図る。 

特に効果的であった上記①における「地域内連携ワーキンググループ」での連携では、観光面

での集客を目的とした連携を引き続き強化していく。また上記③の「四日市志創業応援隊」では、

より販路開拓が進められるような連携の構築について検討を重ねる。 

 

(3) 具体的な事業内容 

①「三重県中小企業・小規模企業振興条例」による連携【継続・拡充】 

 同条例における以下の各会議で支援ノウハウの情報交換を行うとともに、他地域との連携によ

る新たな支援策を検討する。 

(ア)「地域内連携ワーキンググループ」、「創業・事業承継ワーキンググループ」 

 県下北勢地域における各団体の実務者レベルが参加。「各地域で実施されている地域活性化事

業の連携」と「創業・事業承継」にテーマを絞り、各支援団体が実施している支援内容の情報共

有を図るとともに、他地域、他団体との連携による新たな支援メニューについて検討する。「地

域内連携ワーキンググループ」では上述のクルーズ船寄港による地域活性化を目指し、連携を深

める。 
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(イ)「北勢地域みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会」 

各団体の部長レベルが参加。上記「地域内連係」、「創業・事業承継」のテーマの他、県内北勢

地域の各支援団体が実施している中小企業・小規模事業者の支援内容について情報交換を行い、

他地域、他団体との連携による新たな支援メニューについて検討する。 

 

②「商工会議所中小企業相談所長会議」による連携【継続】 

 三重県商工会議所連合会主催で 2～3ヶ月に 1回の割合で開催される県下 12の商工会議所の中

小企業相談所長が集まる「商工会議所相談所長会議」において各商工会議所の支援内容について

情報交換を継続するとともに、他の商工会議所との連携による新たな支援体制の構築について検

討する。 

 

③「四日市志創業応援隊」の構成団体による連携【継続・改善】 

 「四日市志創業応援隊」の構成団体である、四日市市、三重県信用保証協会四日市支店、日本

政策金融公庫四日市支店、（公財）三重北勢地方地場産業振興センター、楠町商工会に加え、産

業競争力支援法に基づく創業支援事業計画で連携をしているサイバー・ネット・コミュニケーシ

ョンズ㈱と必要に応じ創業に関する支援の状況、支援ノウハウについて情報交換を継続するとと

もに、創業者の販路開拓支援について、金融機関を通じた展示会への出展支援や地場産品の取り

扱いの実施等、連携による支援体制の構築について検討する。 

 

2. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1) 第 1期での取組と成果・課題 

①専門知識の向上 

三重県商工会議所連合会が主催する年 4 回の経営指導員研修会に全経営指導員が参加すると

ともに、日本商工会議所（web研修を含む）主催の研修によりマーケティングやブランディング

等、小規模事業者の販路開拓に関する専門知識を学習した。また、平成 26 年度より協定を結ん

だ第三銀行主催の研修会では、職員のコンサルティング機能や経営分析力等、金融機関の視点に

よる小規模事業者支援に関する専門知識を学習した。 

また、金融機関 OB の雇用に伴い、商工振興部の会議において融資判断ノウハウの研修を開催

した他、実務での融資審査についてアドバイスをもらう等、実務に携わった金融機関の知識を各

経営指導員に教育した。なお当雇用については平成 27年度に満了を迎えている。 

 

②支援スキルの向上 

高度な課題の解決に向けた専門家派遣の際には経営指導員が同席し、傍で支援手法を学び他社

の支援に活用した。また、経験の浅い経営指導員は日々の経営指導について、ベテラン経営指導

員の指導のもと優先的に相談者の対応を行うことで、支援経験の積み上げと支援スキルの底上げ

を図った。 

さらに毎月１回開催する商工振興部会議では、各経営指導員が取り組んでいる支援内容につい

て、工夫した点や効果のあった点等を報告し、支援ノウハウの共有を図った。ただし当初予定し

ていた支援の方向性や課題解決の検討については、会議の開催が月１回であり、支援スピードを

求める必要から支援実施後の報告と情報共有に留まった。 

これらに加え、三重県商工会議所連合会主催による、中小企業診断士を講師とした経営診断研

修に参加し、実際の企業診断を通じて診断スキルを学んだ他、中小企業基盤整備機構が主催する

研修では、実践的な経営分析や効果的なプレスリリース手法を習得する等、支援スキルの強化を

図ることができた。 
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しかしながら、個社の販路開拓支援に目を向けた場合、経験不足による応用力が不足している

ことが課題である。 

「知識を支援現場でどのように“応用”して実践するか」は、支援経験の蓄積によってもたら

されるものであるが、特に販路開拓支援では、これまで「場の提供」の色合いが強かったことか

ら、各経営指導員が支援経験を積む機会が少なかった。 

また、現在の支援ノウハウの共有は、課題や支援内容が主であり、今後の伴走型支援において

は、経営分析の結果や策定した事業計画等の蓄積と共有化も必要である。 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

当所の目指す伴走型支援は、例えば展示会出展においては、出展の目的確認から、商品の絞り

込み、顧客の想定、効果的な展示ブースの作成、商談の仕方、顧客情報の取り方、商談後のフォ

ロー、出展効果の測定と今後の対策等といったように、個社の状況把握から、支援とその効果の

測定に至るまでの一連の支援であり、個社の売上拡大に結びつく効果を求めるものである。 

そのような支援を実施していくために、従来の研修の継続とともに、個社の販路開拓支援能力

の向上を主眼においた研修の強化と応用力を醸成する支援経験を積む機会の提供を行っていく。 

また、経営分析や事業計画を含めた個社支援に必要な情報・ノウハウの蓄積と共有が可能な仕

組みを構築する。 

 

(3) 具体的内容 

①専門知識の向上【継続・拡充】 

(ア)各種研修会への参加と勉強会の実施 

三重県商工会議所連合会が主催する年 4回の経営指導員研修会に全経営指導員を参加させる。 

また、日本商工会議所（web研修を含む）や中小企業基盤整備機構が主催する研修への参加に

加え、平成 26年度より協定を結んだ第三銀行主催の研修会に参加し、職員のコンサルティング

機能や経営分析力等専門的支援手法の学習によって、金融機関の視点による小規模事業者支援を

習得する。また販路開拓支援能力の向上に向けて、新たに「商談件数を増やす展示会の出店方法」

等の勉強会を実施し、経営指導員もこれに参加、実践的な知識を学ぶ。 

 

(イ)当所専門家派遣への同行による OJT教育 

展示会出展時の支援等、販路開拓に直接繋がるような支援を実施する際や、専門的な課題の解

決にあたっては、当所の専門家による定期相談や専門家派遣を通じ支援を実施していくが、この

時必ず経営指導員が同席し、個社の状況把握から効果の測定に至るまでの一連の支援手法を学

び、他社支援にも活かしていく。 

 

②支援ノウハウ等を組織内で共有・蓄積する仕組みの改善【継続・改善】 

(ア)参照しやすい支援情報の構造化 

エクセルや経営分析ソフト「BIZミル」等を用いて、小規模事業者の経営分析情報及び策定し

た事業計画を当所サーバーに整理して保存、当所の会員データ管理システム「ＴＯＡＳ」と併せ、

継続した伴走型支援に活用する。 

 

(イ)個社支援ノウハウの形式知化による蓄積 

経営指導員が研修会、セミナーや専門家派遣等で学んだ支援手法をマニュアル化し共有する。 

例えば、「チラシ作成方法」、「無料で出来るホームページ作成方法」、「プレスリリースの仕方」

等、個社の販売促進に役立つマニュアルを作成することにより、支援ノウハウを共有する。作成

したマニュアルは、小規模事業者への配布資料や職員異動等の際の教育ツールとして活用する。 
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3. 事業の評価及び見直しをする為の仕組みに関すること 

 毎年度、本事業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、PDCAサイクルを回していく。 

 

(1) 第 1期での取組と成果・課題 

 毎月開催される部内会議において、本事業の支援目標に対する進捗状況を確認するとともに、

支援状況の情報共有を行った。 

また、外部有識者からは毎年当事業の評価と計画の見直し案の提示を受け、当所の中小企業対

策委員会によって協議の上、当所正副会頭会議の承認のもと、当所ホームページに公表し、実施

した。課題としては、当所の設定目標項目及び外部有識者の評価項目について、中小企業庁への

報告には不足している部分があったため、同庁への報告に即した項目の設定が必要である。 

 

(2) 今回の申請における取組の方向性 

第 1期に引き続き、部内での共有と有識者の評価を実施する。また、設定目標及び評価項目に

ついて、中小企業庁への報告に即した項目を設定する。 

 

(3) 具体的内容 

①部内会議による報告・共有 

毎月開催される部内会議において、以下の項目について目標に対する進捗及び支援状況を報告・

共有する。 

 地域の経済動向調査に関する実施件数 

 経営状況の分析に関する実施件数 

 事業計画策定に関する支援件数 

 事業計画策定後の実施支援件数等 

 需要動向調査に関する実施件数 

 新たな需要の開拓に寄与する事業に関する実施件数 

 地域経済の活性化に資する取組に関する実施件数 

 

②外部有識者による評価・見直し案の提示 

 毎年 1回、外部有識者（三重県内企業の実情に精通し、経営支援に多くの実績を持つとともに、

行政・団体等の状況にも見識のある識者）に以下の項目について事業実施状況の評価・検証と計

画の見直し案の提示を依頼する。 

 

 地域の経済動向調査に関する実施件数 

 経営状況の分析に関する実施件数 

 事業計画策定に関する支援件数 

 事業計画策定後の実施支援件数等 

 需要動向調査に関する実施件数 

 新たな需要の開拓に寄与する事業に関する実施件数 

 地域経済の活性化に資する取組に関する実施件数 

 

③事業の評価及び見直し案の協議と承認、公表 

 見直し案については、当所の議員で構成される中小・小規模企業対策委員会において協議の上、

当所正副会頭会議において承認を受ける。 

また、事業の成果と評価、及び見直し結果については当所のホームページ等で公表する。 
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 【事業及び見直し案の評価及び承認、公表サイクルイメージ】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４０ 

 

（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 29年 11月現在） 

（１）組織体制 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本事業に携わるスタッフ 

 【事業計画策定支援、創業支援、販路開拓支援(海外展開事業除く)】 

   商工振興部 経営指導員 11名 補助員１名 

 

【地域経済の活性化に資する取組】 

  商工振興部商工振興課 6名 

 

 【販路開拓支援(海外展開事業)】 

   海外展開支援室（各部から職員を兼任させたプロジェクトチーム） 6名 

     

（２）連絡先 

四日市商工会議所 

商工振興部経営支援課 TEL：059-352-8290 

商工振興部商工振興課 TEL：059-352-8291 

URL：http//www.yokkaichi-cci.or.jp 

 

会 頭 

副会頭 (４名) 

     

 

常議員 監 事 議 員 

【事務局】（役職員 28 名、嘱託・雇員 3 名、パート 2 名、 

ジョブ・カードセンター7 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(経営指導員 1 名) 

専務理事 

理事・事務局長 

事務局次長・商工振興部部長 

総 務 部 

総務・会員サービス課 

商工振興部 

商工振興課 経営支援課 

(経営指導員 3 名) (経営指導員 7 名) 

(補助員 1 名) 会員サービス担当課 
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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） 

 H30 

年度 

H31 

年度 

H32 

年度 

H33 

年度 

H34 

年度 

必要な資金の額 14,745 14,745 14,745 14,745 14,745 

 

 

1.地域の経済動向調査に関すること 

①三重の景況調査 

 

5.需要動向調査に関すること 

②小規模事業者の商品又はサービスの 

ニーズ調査 

(ア)商圏分析ソフトの活用 

 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に 

関すること 

①展示会出展支援事業 

③販路開拓関連のセミナーの開催 

⑤四日市まちゼミの開催 

⑥海外展開支援室による販路開拓支援 

⑦ビジネス交流会の開催 

 

II.地域の活性化に資する取り組み 

 

 

 

676 

 

 

 

 

778 

 

 

 

2,385 

1,500 

1,146 

2,860 

400 

 

5,000 

 

 

 

676 

 

 

 

 

778 

 

 

 

2,385 

1,500 

1,146 

2,860 

400 

 

5,000 

 

 

 

676 

 

 

 

 

778 

 

 

 

2,385 

1,500 

1,146 

2,860 

400 

 

5,000 

 

 

676 

 

 

 

 

778 

 

 

 

2,385 

1,500 

1,146 

2,860 

400 

 

5,000 

 

 

676 

 

 

 

 

778 

 

 

 

2,385 

1,500 

1,146 

2,860 

400 

 

5,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、参加者負担金 等 

 

（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 

3．事業計画策定支援に関すること 

3-2.創業者の事業計画策定支援 

平成 24年 2月、四日市市、三重県信用保証協会四日市支店、日本政策金融公庫四日市支店、（公

財）三重県北勢地域地場産業振興センター、楠町商工会と連携し、「四日市志創業応援隊」を設

置。創業者のワンストップ窓口として、個別窓口相談対応や創業に関するセミナーを開催し、当

市での創業を支援している。 

連携者及びその役割 

●四日市市 

代表：市長 森 智広 

住所：三重県四日市市諏訪町 1 番 5 号 

電話：担当部署(商工農水部 商工課) 059-354-8175 

役割：創業しやすい環境の整備(融資制度・補助金等)、広報 

●三重県信用保証協会四日市支店 

代表：会長 植田 隆 

住所：三重県四日市市諏訪町 4 番 5 号 電話：059-353-6014 

役割：各種融資の保証承諾、民間金融機関とのパイプ役、広報 

●日本政策金融公庫四日市支店 

代表：支店長 坂番 勝太郎 

住所：三重県四日市市元町 9-18 電話：059-352-3121 

役割：各種融資の実行、各種創業データの提供、広報 

●（公財）三重県北勢地域地場産業振興センター 

代表：理事長 藤井 信雄 

住所：三重県四日市市安島 1 丁目 3 番 18 号 電話：059-353-8100 

役割：インキュベーション施設の運営、三重県産業支援センター所属の IM による巡回指導 

●楠町商工会 

代表：会長 原田 芳夫 

住所：三重県四日市市楠町南五味塚 60 番地 電話：059-397-2046 

役割：創業後のフォロー 

●サイバー・ネット・コミュニケーションズ㈱ 

代表：代表取締役 山路 熟 

住所：三重県四日市市栄町 1-11 電話：059-329-5407 

役割：インキュベーション施設の運営、常勤の IM による指導、BizCafe 四日市の開催 

 

各創業支援機関が連携し、相談窓口を一本化し創業を支援することで以下のメリットがある。 

(1)創業相談者には、創業に関する相談をどこに行けばよいか明確になり、何ヶ所も行かなくて

済み、相談から創業計画書の作成、資金調達までスムーズな実施が可能となる。 

(2)創業支援を行う各団体には、相互の広報によって事業の周知力が高まるほか、市内での創業

予定者を一元的に管理し、継続的にフォローが可能となる。 
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連携体制図等 

 

 

　
　　　　
　　　

　

創業支援体制

について広報

経営相談、金融相談

記帳相談（個人のみ）

労務相談、助成金相談

専門家派遣、セミナー

など

（保証料補給、空き店舗

四日市における創業支援体制（「四日市志 創業応援隊」）イメージ図

創業予定者

四日市商工会議所

日本政策

金融公庫
楠町商工会

四日市市

創 業フォローアップ

四日市市の産業活性化

資金調達

四日市志 創業応援隊（創業支援の連携体）

相談窓口

（創業塾、業界情報提供、金融相談、開業手続き相談、

創業計画書作成支援、専門家による無料窓口相談）

創業環境

㈱三重銀総研

（地元シンクタンクとして、

「四日市志創業応援隊」

の運営アドバイス、情報

提供）

相談

(財)三重県産業

支援センター

（北勢支所）

（「ものづくり・地域資源

活用」等のアドバイス）

インキュベート

ルーム運営

三重県信用

保証協会

(公財)三重北

勢地域地場産

ｻｲﾊﾞｰ・ﾈｯﾄ・

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

連携

産業競争力強化法に基づく四日市市の創業支援

インキュベート

ルーム運営
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