
経営発達支援計画の概要 

実施者名 津商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日（5か年計画） 

目標 

５年間で小規模事業者に 1,740 件の経営計画指導を行い、経営計画支援事業者

580 件（詳細下表）を目標とする。 

 
 

年度 Ｈ27
年度 

Ｈ28
年度 

Ｈ29
年度 

Ｈ30
年度 

Ｈ31
年度 

計 

経営計画指導延べ件数 300 300 360 360 420 1,740 

経営計画支援事業者数 100 100 120 120 140 580 

事業内容 

1.経営発達支援事業の内容 

Ⅰ経営状況の分析に関すること 

1）経営分析シート等を活用した経営分析 

2）財務分析の実施 

3）専門家による経営診断 

Ⅱ事業計画策定・実施支援に関すること 

1）経営計画策定支援事業 

①経営指導員による経営向上計画・経営革新計画の作成支援 

②経営計画策定支援セミナー等の集団講習会及び個別相談会を開催 

③各種補助金の申請に必要な事業計画の策定支援 

2）融資制度の活用にあたっての事業計画の策定支援 

3）策定した計画の実施支援 

①経営指導員による販路開拓プロモーション支援 

②専門家チームによるバックアップ支援 

4）創業支援事業 

Ⅲ市場調査支援・経済動向の把握に関すること 

1）地域の経済動向調査（経済動向の把握） 

2）小規模事業者の実態把握を行うための調査の実施 

3）需要動向に関する情報収集・提供等（需要動向支援） 

Ⅳ新たな需要の開拓に寄与する事業の実施 

1）津商工会議所ビジネス交流会 

2）小規模持続化補助金を活用した販路開拓支援 

3）ＩＴを活用した取り組み 

4）マスコミ等の活用支援 

5）地域イベント等への出店による販路開拓支援 

6）展示会などへの情報提供及び支援 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

1）関係団体との連携による各種イベント開催 

2）地元商店街等との連携による各種支援 

3）地元高等学校等との連携 

4）事業者の経営意欲向上への取り組み 

連絡先 

・津商工会議所 中小企業相談所 
住 所 三重県津市丸之内 29-14 （代表）☎059-228-9141 
・津商工会議所 中小企業相談所 久居支所 
住 所 三重県津市久居本町 1347-1    ☎059-255-2343 
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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 

Ⅰ．経営発達支援事業の目標 

１．津市の現状と課題 

津市は三重県の県庁所在地であり、伊勢平野のほぼ中央部に位置し、伊勢湾に面する

都市として海沿いに市街地がある臨海都市である。 

古くは安濃津として文献にも記される良港であり、平安京にとって重要な港だったが

1498 年（明応 7年）の明応地震（東海地震）に伴う津波のため港は崩壊し、壊滅的打撃

を被った。しかし江戸時代以降は津藩藤堂氏の城下町、また伊勢神宮に向かう主要街道

の結節点として伊勢音頭の歌詞に「伊勢は津でもつ 津は伊勢でもつ 尾張名古屋は城で

もつ」と歌われる程栄えた。明治 22 年 4 月 1 日に日本で最初の市制が施行されたが、

その中の市の一つであり、その後数度の編入を経て、平成 18 年 1 月 1 日に周辺 9 市町

村と合併して現在の津市が誕生し、面積は 710.81 ㎢と三重県下最大となった。 

交通面においては、鉄道がＪＲ・近鉄・伊勢鉄道、道路は伊勢自動車道、国道 23 号

をはじめとした主要道が通り、名古屋に約 1 時間、大阪にも約 1 時間 30 分でアクセス

できる。平成 17 年 2 月に中部国際空港（セントレア）の開港に伴い、高速船（津エア

ポートライン）が就航して、津市から 45 分の最速最短ルートが確保されており交通ア

クセスが便利な都市である。 

津商工会議所は、市の合併に先立ち平成 17 年 4 月に久居商工会議所と合併し、新「津

商工会議所」としてスタートしている。津市管内には、津商工会議所と商工会（津市商

工会と津北商工会）が共存しており、人口の約 7割を占める旧津市・旧久居市地域が津

商工会議所の管轄区域となっている。 

津市の人口は約 28 万人（2014 年 12 月推計）と三重県内第 2位であり、ほぼ横ばいで

推移してきたが、近年は緩やかに減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 津市の人口統計より 
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日本の人口は減少に転じており、津市の人口においても緩やかに減少傾向にある。下

図の人口ピラミッドからも少子化が長期的に総人口、生産年齢人口（15～64 歳）の減少

につながるとともに急速に高齢化が進行することが予想されている。このような状況

は、若年層の採用難や従業員の高齢化等といった雇用問題の深刻化や、経営者の高齢化

による事業承継や技能承継の困難化により地域経済の衰退につながることが懸念され

ている。 

 

 

かつての津市には、官公庁や出先機関を取引先とする分業型の家内工業が数多く存在

した。バブル崩壊以降、厳しい経営環境が続く中、支社・支店の統廃合や機能の見直し

によって関連する地域の事業者は淘汰され、廃業、倒産により商工業者数の減少がみら

れる。さらに、リーマンショック以降、商工業者には厳しい経営環境を強いられている

現状がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済センサスより 
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また、津市の業種については、運輸業、製造業、金融などの分野で有力企業は存在す

るものの、かつての紡績業など地域をけん引するような地場産業は姿を消し、商業・サ

ービス業などの多種多様な事業者が分布しており、消費者ニーズが多様化していること

から小規模事業者に求められるニーズも複雑多岐なものとなっている。 

 

 

直近の小規模事業者数の現状は、最新の統計データが不足しているため断定できない

ものの、津市内の商工業者と同様に小規模事業者数は減少しているものと推測する。商

工業者のほとんどが小規模事業者であることから小規模事業者の持続的経営を支援す

ることが地域経済の活性化につながることは間違いない。しかし、巡回指導を通して市

内の小規模事業者の実情をみると、新たな取り組みを行いたいと考える小規模事業者は

確実に存在しているが、その手法がわからずに想いを実現できずにいることが常態であ

る。また、強みを持つ小規模事業者が、その強みを活かしきれずに勘や経験に頼る経営

を継続してきたことから、新たな販路開拓や新商品・新サービスの開発に取り組めなか

ったことも事実である。ますます厳しくなる環境下では、小規模事業者が現状のままで

は経営を継続・向上させることが難しくなる一方であり、まず経営者の意識を変えるこ

とが大きな課題である。この意識を変えることが商工会議所の支援機関としての役割で

ある。 
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平成 18 年事業所・企業統計調査より 
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Ⅱ．中長期的振興の在り方 

１）津商工会議所の基本方針 

津商工会議所は、平成 25 年 11 月から新体制となり「中小企業の活力強化・地域経済

の活性化のミッションのもと、中小・小規模事業者への支援を拡充し、会員との「絆」

を強化するとともに、誰からも選ばれる津のまち実現、定住・交流人口増加、社会貢献

活動に積極的に取り組む。」ことを基本方針としている。 

 

２）小規模事業者の地域での役割 

商工業者の内、大多数を占める小規模事業者が元気に経営を続けることが、まちの賑

わいであり、個性豊かな小規模事業者が経営する店舗がまちの特徴にもなっている。さ

らに小規模事業者が自治会、商店街、ＰＴＡ、子供会などの中心的な役割を担うと同時

に、神社の氏子や寺院の檀家の世話方などそれぞれの団体等の運営を担っていることも

あり、地域社会の大部分を支えていると言っても過言ではない。小規模事業者が将来に

わたって事業を持続的に発展していくことが、誰からも選ばれる魅力ある津のまちの実

現につながると考えている。 

 

３）小規模事業者の意識改革 

小規模事業者が持続的に発展していくためには、経営環境がますます厳しくなること

を想定し、余力のあるうちに実現可能な目標設定を行い、無理のない計画を立案して、

想いを見える化（事業計画書の作成）させることが重要である。見える化により経営者

の意識が変化し経営向上への意欲が高まり、同時に目標を達成するため、自ら考え行動

するようになり、強みを活かすことで地域をけん引するオンリーワン企業となって、持

続的な経営が可能となる。 

 

４）過去の経営革新計画による伴走型の支援 

上記を実現するため平成 19 年度から当商工会議所では、小規模事業者に対して伴走

型の経営支援を実施してきた。当商工会議所の伴走型の支援とは、小規模事業者に中小

企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の作成支援を行い、その計画を実現するた

めに、情報発信、販路開拓、顧客管理などを寄り添って支援するものである。平成 24

年度からは、本所・支所に津経営革新支援プラザを設置して、経営革新の相談窓口とし、

小規模事業者の支援を行ってきた。 
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年度別経営革新計画承認数       表 1 

年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 合 計

承認件数 1 5 7 7 3 5 2 30 

伴走支援数  1 6  13 20 23 28 - 

合計 1   6 13 20 23   28 30 - 

平成 26 年 3 月末時点での経営革新計画の承認件数は累計 30 件（新商品開発 18 件、

新たな販売方式の導入 5件、その他新たな事業活動 4件、新サービス開発 3件）である。

聞き取り調査では、大半の企業が取り組んでよかったと回答している。多くの事業所の

業績向上につながっており、現時点では業績の向上に至ってないケースにおいても、経

営者の意識が変わり目標達成に前向きな経営が続いている。  

 

津方式経営計画伴走型支援のモデルとなった事例（新商品開発による販路開拓） 
●企業概要と支援の経緯 

当小規模事業者は、平成元年から洋菓子の製造小売及び卸売を営んできた。 

平成 20 年に地元の温泉旅館組合の洋菓子の試作に協力した事がきっかけとなり、経営課題で

あった売上及び利益率の向上を実現するために「地域

資源を活用した新商品の開発」をテーマに経営革新計

画を作成することとなり、経営指導員の伴走型の支援

が始まった。 

平成 21 年 6 月には三重県知事の承認を受け、計画

に基づき新商品の開発及び販路開拓を行い、女将の会

推奨商品として順調に売上実績を伸ばした。 

また、新聞等への情報発信も積極的に行い知名度も

上がったことから新規の販路開拓（結婚式場のウエデ

ィングケーキ等）にもつながり、経営革新計画の最終

年である平成 25 年には、経営革新計画の基準年であ

る平成 20 年の売上及び所得の実績に対して売上 1.52

倍、所得 2.72 倍と大幅な業績となった。 

さらに、平成２６年９月には新たな経営課題として

「店売りの売上の向上」を目指し、三重県版経営向上

計画の認定を受け、その経営課題解決に取り組んでい

る。 

●経営支援のポイント 

①経営革新計画に基づく継続的な支援  

②新商品の売上管理による実績の見える化  

③温泉旅館組合及び地元住民も喜ぶ仕組作り  

④新聞社への取材要請及び取材対応支援による情報発信  

  ⑤経営指導員並びに専門家による連携支援 
 

上記は、津商工会議所が経営革新計画に基づき支援した中で最も業績の向上を果たし

た事例であり、この成功事例を検証した上で、次の津方式経営計画伴走型支援の行動指

針を定めた。 
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５）津方式経営計画伴走型支援の行動指針 

 
津方式の伴走型の支援（津方式経営計画伴走型支援）は、「三」の漢数字が入った「３

つ」のことわざを行動指針として取り組む。 

 
 

６）まとめ 

津商工会議所では、小規模事業者に寄り添い伴走することで、いくつもの成功体験を

共有してきたが、一部の小規模事業者に過ぎないことが課題となっている。そこで、経

営計画の必要性を広く周知し、多くの小規模事業者にその重要性を浸透させ、津方式経

営計画伴走型支援行動指針にそって、より質の高い支援を行うものとする。 
 

 

 

 
 

 津方式経営計画伴走型支援 行動指針  

 
●三方よし「売り手よし、買い手よし、世間よし」 

小規模事業者の経営者の意識を変えるため、個々の強みを活かし、想いを見え

る化する手段として経営革新計画や経営向上計画などの事業計画書を作成する。

持続していくためには「売り手よし、買い手よし、世間よし」皆が幸せとなる経

営計画づくりを目指す。 
 
●「三人寄れば文殊の知恵」 

事業主、経営指導員、専門家又は、各支援団体等が一緒になってアイデアを絞

り出し連携して計画策定、実施支援を行う。 
 
●「石の上にも三年」 

経営指導員が支援先に寄り添い情熱を持って、目標達成するまで粘り強く支援

を続ける。 
さらに、計画実現に向けて小規模事業者が苦手とする販路開拓、プロモーショ

ン（顧客に対して製品の存在を知らせ、需要を喚起させるための活動）を組み合

わせて行うことで効果的な支援を行う。 
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Ⅲ．目標 

三重県では、平成 26 年 4 月 1 日全国に先駆けて中小企業・小規模企業の振興につい

て条例（三重県中小企業・小規模企業振興条例※1）が定められ、当商工会議所が実施

してきた伴走型の経営支援が行政を後押しする形で「三重県版経営向上計画※2」制度

が創設された。これらは、経営向上計画などの経営計画の策定・実行支援を経営発達

支援計画の核と位置付け、創業計画から経営革新計画まで小規模事業者の発展段階に

応じたきめ細やかな伴走支援に取り組むものである。 

経営者の意識を変える事が、最終的には強みを活かし地域オンリーワン企業となり、

持続的な経営を可能とする。当商工会議所では「経営向上」「経営革新」「創業」への

取り組みを重点項目に位置付け、津市、（公財）三重県産業支援センター、地域金融機

関等と企業情報の共有、支援策の意見交換など地域連携強化を図りながら５年間で小

規模事業者に 1,740 件の経営計画指導を行い、経営計画支援事業者 580 件（詳細下表）

を目標とする。 

 

≪支援目標の総括表≫ 

 

 

 

 

 

年度 
Ｈ27

年度 

Ｈ28

年度

Ｈ29

年度

Ｈ30

年度 

Ｈ31

年度 
計 

経営計画指導延べ件数 300 300 360 360 420 1,740 

経営計画支援事業者数 100 100 120 120 140 580 

 

①経営向上計画作成支援事業者数 20 20 30 30 40 140 

うち認定数 10 10 15 15 20 70 

②経営革新計画支援事業者数 5 5 5 5 5 25 

うち承認数 2 2 2 2 2 10 

③創業計画策定支援人数 20 20 20 20 20 100 

うち創業数 5 5 5 5 5 25 

④持続化補助金支援事業者数 30 30 30 30 30 150 

うち採択数 15 15 15 15 15 75 

⑤経営分析実施事業者数 25 25 35 35 45 165 
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※1 三重県中小企業・小規模企業振興条例とは 

地域の雇用を促進し、地域社会の持続的な形成及び維持に寄与している中小企業・小規模企

業の果たす役割の重要性を鑑み、中小企業・小規模企業の振興についての基本理念を定め、三

重県の責務、中小企業・小規模企業の努力及び市町、中小企業・小規模企業に関する団体等の

役割等を明らかにするため中小企業・小規模企業振興に関する施策の基本となる事項を定め、

中小企業・小規模企業が経済的社会的環境の変化に対応し、本県の経済の持続的な発展及び県

民生活の向上に寄与することを目的に平成 26 年 4 月 1 日「三重県中小企業・小規模企業振興

条例」が施行された。 

 

※2三重県版経営向上計画とは 

条例の第 16 条に基づいて創設され、小規模企業者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・小規模事業

者がその発展段階に応じて作成する計画を認定するものである。 

この三重県版経営向上計画の創設にあたっては、三重県から経営革新計画の承認及び事後指

導の実績を持つ津商工会議所に対し制度内容について意見を求められたことで、小規模事業者

の実態に即した制度となった。 
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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 5 年間）

 

（２）経営発達支援事業の内容 

1.経営発達支援事業の内容 

経営発達支援事業の実行に当たり、会員以外からも対象となる小規模事業者に周知

を図るため、当商工会議所ホームページはもとより 7 万 5 千部を発刊する三重ふるさ

と新聞等（地元紙）への定期的広告を通じて、経営計画作成に取り組む小規模事業者

を募る。接点を数多く持つことで津地区の小規模事業者全体に持続的発展に向けた事

業計画づくりを浸透させる。 

 

4 つの指針に基づく各事業の関係性 
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Ⅰ. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

１）経営分析シート等を活用した経営分析 【指針①】 

（課 題） 

小規模事業者は計数観念が乏しく経営分析に至るケースが少ない。 

 

（実施内容） 

このような状態から、小規模事業者に対して経営指導員が津商工会議所独自様式

の経営分析シート（P12 参照）やその他戦略シート等を使用して、経営者の想いや、

顧客、競合、取引先との関係など問答を繰り返しながら、経営分析シートの各項目

を埋めていくことで、比較的短時間に現状や課題を把握し、目標やあるべき姿を明

確にできる（Ｐ18 支援手順①）。そしてどのような行動（戦略）をとるかを簡易的

に作成することは、事業計画策定の基礎となるもので、時間のない小規模事業者に

マッチした手法である。 

 

・経営分析シート（津商工会議所独自様式） 

経営分析シートの項目については、教科書通りの言葉ではなく、小規模事業者が

イメージしやすいようなわかりやすい言葉に置き換えて聞き取りを行う。 

小規模事業者の顧客や競合から自社が成功する要因を見つけ（3Ｃ分析）、ＳＷＯ

Ｔ分析から自社の「Ｓ：強み」を活かして「Ｏ：機会」を捉える基本戦略を策定し、

販路開拓（特に 4Ｐ戦略の販売促進）につなげる。 

 

・このような手法をとることで、基礎的支援の記帳継続指導や金融相談（マル経、

県融資制度等）に来所される小規模事業者に対しても、経営分析シート等を経営状

況のヒアリングシートとして活用し簡易診断を行い、更に簡易診断から経営計画書

作成への取り組みを提案する仕組みを構築する。 
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２）財務分析の実施【指針①】 

経営分析シートに加え、決算書に貸借対照表まで作成している小規模事業者に

対しては、併せて財務分析を行い、同業種との財務指標の比較（中小機構の経営

自己診断システム）を行うことで、事業者が自社の経営状態を客観的に知ること

ができる。下図のとおり貸借対照表及び損益計算書から数値を入力し収益性、効

率性、生産性、安全性、成長性を分析する。 

 

 

 

 

３）専門家による経営診断【指針①】 

高度かつ専門的な相談の場合、専門家（中小企業診断士、経営コンサルタント等）

を派遣し、事業者へのヒアリングを通じて経営診断を実施する。 

 

 

（目標） 

≪経営分析件数≫ 

年度 
Ｈ27

年度 

Ｈ28

年度 

Ｈ29

年度 

Ｈ30

年度 

Ｈ31

年度 
計 

⑤経営分析実施事業者数 25 25 35 35 45 165 

※支援目標の総括表の⑤経営分析実施事業者数 

 

経営自己診断システム画面
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経営分析シート 
社名（屋号）    氏名 

経営理念・ビジョン（あるべき姿・使命） 

持っているビジネスの強み・問題点 期待されるビジネスチャンス・脅威 

経営目的・経営目標 ex）年商□□万円、市場占有率○○％ 

事業領域（誰に 何を どのように） 

戦略（商品・サービス・販売促進・価格・ブランド等） アイデアとアクション 

 

 
 
 
 
基 
本 

戦 

略 

経営環境

経営者の想い 

【 より具体的なターゲット 】 
 
 

【 想定出来る競合 】 
 

ＳＷＯＴ分
析をわかり
易く表現。 

4Ｐ戦略を記
載し、販路開
拓支援につ
なげる。 
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Ⅱ. 事業計画策定・実施支援に関すること【指針②】 

（課 題） 

 勘や経験に頼る経営からの脱却。 

 

（実施内容） 

 前述の「Ⅰ.経営分析に関すること」により、個々の小規模事業者の現状や課題を把

握し、目標を明確にした上で、小規模事業者の発展段階に応じ、経営計画策定支援事

業及び創業支援事業を実施し、津方式の経営計画伴走型支援（経営向上計画、経営革

新計画等）につなげる。 

 

１）経営計画策定支援事業【指針②】 

①経営指導員による経営向上計画・経営革新計画の作成支援【指針②】 

・経営発達支援事業の周知により小規模事業者からの支援依頼や基礎的支援（記

帳、金融、税務、労務等）において接触を持った小規模事業者に対し、巡回や窓

口相談を膝詰めで行い、経営計画を作成することの重要性を説明し、じっくり腰

を据えた計画策定の支援を行う。さらに、新規性のあるものについては経営革新

計画の承認、経営課題解決に取り組む者には経営向上計画の認定に向けて取り組

むようアドバイスを行う。（Ｐ18 支援手順②） 
このように、経営指導員が小規模事業者と対話を重ねることで、実現可能性の

高い経営計画を策定することが可能となる。 

 

※巡回から経営支援に結び付いた事例（新商品開発）【指針②】 

企業概要と支援の経緯 

当小規模事業者は、主に自動車関連部品の溶接をしていたが、平成２年頃からプラスチッ

ク製品等の粉砕業務を扱い始め、平成 16 年には粉砕業務に特化することとなった。 

平成21年経営指導員の巡回時に事業

主から「大企業に対する信用力を上げ

たい」との相談を受けたことがきっか

けとなり、経営革新計画の作成支援が

始まった。同年「ＣＤ及びＤＶＤのリ

サイクル粉砕チップの開発」をテーマ

に、三重県知事から経営革新計画の承

認を受けた。 

このことが信用力の向上につなが

り、大手石油化学メーカー、ＣＤ・Ｄ

ＶＤ製造メーカー等に加えて身体障害

者の福祉施設との連携を実現し、ＣＤ

及びＤＶＤの国内循環型リサイクルシ

ステムの構築を図ることが出来た。 
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②経営計画策定支援セミナー等の集団講習会及び個別相談会の開催【指針②】 

経営コンサルタント又は中小企業診断士がメイン講師を務め、数人の経営指導

員がサブ講師となり、指導が行き届くように少人数制（約 10～15 人程度）で集団

指導を行う。 

単なる知識の補充に留まることなく、経営計画の立案に必要なノウハウを学び

ながら集団指導と個別指導を繰り返し行うことで、経営分析シートから経営計画

への落とし込み、実際に作り上げるところまでを寄り添って指導していくことが

特徴である。 

これにより、経営計画を立てることに不慣れな小規模事業者でも効率的な経営

計画策定につながる。 

 

③各種補助金の申請に必要な事業計画の策定支援【指針②】 

補助金・助成金等を活用しようとする場合、基本的に事業計画策定は必要不可

欠であるが、小規模事業者においては事業計画の作成方法がわからず苦慮してい

ることが多く見受けられる。このような小規模事業者に対して事業計画の策定支

援を行い、ブラッシュアップを重ねて実現可能な計画とする。 

また、経営指導員では解決できない高度な課題が発生すれば専門家を派遣し課

題解決にあたる。 

 

２）融資制度の活用にあたっての事業計画の策定支援【指針②】 

   小規模事業者は、自己資本比率が低いため変動する景気動向によって、たちまち

資金繰りが悪化することがある。経営計画の実施により不足する資金に素早く対応

するため低利な融資制度である小規模事業者経営発達支援融資制度や小規模事業

者経営改善資金（以下「マル経」）などの活用を提案する。具体的には、2,000 万円

以下の資金需要についてはマル経を斡旋し、2,000 万円を超える（但し、上限は 7,200

万円以下）場合には、日本政策金融公庫津支店と協議の上、小規模事業者経営発達

支援融資を推薦する。 

≪金融支援目標≫ 

 
Ｈ27

年度 

Ｈ28

年度 

Ｈ29

年度 

Ｈ30

年度 

Ｈ31

年度 
計 

経営発達支援融資制度 
 斡旋件数 

2 2 3 3 3 13 
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３）策定した計画の実施支援【指針②】 

   ①経営指導員による販路開拓プロモーション支援 

計画実現に向けて小規模事業者が苦手とする販路開拓について 4P（製品・価格・

流通・プロモーション）のプロモーション戦略（顧客に対して製品の存在を知ら

せ、需要を喚起させるための活動）を重点的に支援する。 
 
・経営革新計画承認、経営向上計画認定後、新商品の開発等の取り組みを新聞等

に取り上げてもらうよう津市や三重県の記者クラブに情報提供を行う。（Ｐ18

支援手順③） 

 

・取材に不慣れな小規模事業者に対しては、有効な記事となるよう取材問答集の

作成や取材対応を経営指導員がサポートする。 
 
・新聞や雑誌への記事掲載やＮＨＫ及び民放のテレビ放映が契機となって、新た

に訪れた顧客をリピーターにつなげるため、顧客情報の収集を目的としたアン

ケートを実施するよう作成指導・助言する。（Ｐ18 支援手順④） 

 

・アンケートにより収集した顧客情報を基にエクセル等を活用した顧客管理を行

い、ターゲットとなる顧客に対して商品提案するピンポイントの販促指導（Ｄ

Ｍ作成、メール等）を行う。（Ｐ18 支援手順⑤） 
 

・リアル店舗だけでなく電子媒体であるホームページやＳＮＳ（ツイッター、フ

ェイスブック、インスタグラムなど）を活用した情報発信について支援をする。

（Ｐ18 支援手順⑥） 

 
・販路開拓については、それぞれの小規模事業者が無理なく参加できるよう、地

域で開催される物産展や各種イベントへの出展情報を提供することで身の丈に

合った販路開拓を提案する。必要に応じて専門家（経営コンサルタント）を交

えて、三者で検討を行う。（Ｐ18 支援手順⑦） 
 
・新商品や新規事業に係る実績を集計し、成果を数値に表す（見える化）ことで、

事業主のやる気を引き出す。（Ｐ18 支援手順⑧） 
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・定期的な訪問により計画の進捗状況を把握し、やる気になった事業主から第２

弾、第３弾の取り組みを引き出して計画のＰＤＣＡサイクルにより成果がでる

まで支援を行う。（Ｐ18 支援手順⑨） 
 
・ビジネス交流会やイベントへの参加を促し、経営者相互の連携やマッチングを

図る。（Ｐ18 支援手順⑩） 

 

※マスコミを活用した市場開拓の経営支援事例（新製品の開発・知財戦略支援）【指針④】

 

 

 
 
 

 

●企業概要と支援の経緯 

当小規模事業者は、真宗高田派の本山、専修寺の門前町において、農業倉庫や工場さらに

アパートなどの鉄骨建築を営んできた。事業主は、厳しい経営環境に危機感を持ち、独自製

品の開発を模索していたところ、自治会長から地域住民がカラスにゴミを荒らされて困って

いるとの相談を受け、新製品の開発を行っていた。経営指導員が巡回時に試作品を目にし、

経営革新計画の作成支援を行うこととなった。 

試行錯誤の上、コンパクトに折りたため、蓋の部分を看板として利用することで景観にも

配慮した折タタミ式ゴミ集積装置「タタメール」を開発した。 

平成 24 年 10 月には、三重県知事から経営革新計画の承認を受けた。また、三重県産業支

援センターの知財担当者とも連携を図り、平成 25 年 8 月には特許取得を果たした。 

各種専門家派遣制度も活用しながらカタログの作成を行い、経営指導員が新製品のＰＲに

つながるよう新聞社などのマスコミに取材要請及び対応支援等を行った。ＮＨＫをはじめと

した各マスコミにも取り上げられ、知名度を上げることに成功し、新たな市場の開拓に成功

しただけでなく、地域貢献を果たした事例となっている。 
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②専門家チームによるバックアップ支援 

計画策定後、取り組みをフォローアップするため地域に密着した専門家（販路

開拓、顧客管理、ＩＴ活用等）でチームを組みバックアップ体制を構築する。ま

た、経営指導員はその専門家と協調し、支援先に同行するなど質の高い支援につ

なげると共に専門家の高いスキルを活用し幅広く支援にあたる。今後、不足する

人材を補うために商工会議所ＯＢ人材（退職者等）の活用も検討する。   

 
（支援による効果） 

計画実行に成果が出ることで、経営者の意欲も高まり、意識も変化する。経営者

の高齢化による後継者の問題が顕著化しているが、魅力ある事業を展開することで、

事業承継の問題も解決することになる。 

 

（支援目標） 

  ※支援目標の総括表の①経営向上計画作成支援事業者数 ②経営革新計画支援事業者数 

 

上記目標を達成するために経営指導員が巡回指導、窓口相談を通じて経営計画の作

成普及・指導を実施する。 

※支援目標の総括表の経営計画指導延べ件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
Ｈ27

年度

Ｈ28

年度

Ｈ29

年度

Ｈ30

年度

Ｈ31

年度 
計 

①経営向上計画作成支援事業者数 15 20 20 30 30 40 

うち認定数 7 10 10 15 15 20 

②経営革新計画支援事業者数 3 5 5 5 5 5 

うち承認数 2 2 2 2 2 2 

年度 
Ｈ27

年度

Ｈ28

年度

Ｈ29

年度

Ｈ30

年度

Ｈ31

年度 
計 

経営計画指導延べ件数 300 300 360 360 420 1,740
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４）創業支援事業【指針②】 

新規創業者を育成することは新産業の創出や雇用機会の創出、ひいては地域経済

の活性化につながることから、創業支援事業は経営発達支援計画の一角を担う事業

である。平成 24 年 7 月から津市においては、津市（津市産業振興センター）、津商

工会議所、商工会（津市商工会、津北商工会）、三重県信用保証協会、日本政策金融

公庫津支店を構成メンバーとした「創業サポーターソケッ津※」が創業者への支援

を行っており、今後も構成メンバーの連携を深め、創業者が事業継続できるよう寄

り添って支援を実施する。 

    

  （支援内容） 

①創業セミナー等を開催し、経営、財務、人材育成、販路開拓など創業の基礎知識

の習得、創業計画の策定支援を実施 

②創業サポーターソケッ津の構成機関や経営指導員によりフォローアップ、専門分

野におよぶ場合は専門家を活用 

③国県などの創業補助金等に必要な創業計画の策定支援 

  （創業支援目標） 

年度 
Ｈ27

年度 

Ｈ28

年度 

Ｈ29

年度 

Ｈ30

年度 

Ｈ31

年度 
計 

創業計画策定数※ 20 20 20 20 20 100 

うち創業件数  5 5 5 5 5 25 

※支援目標の総括表の③創業計画策定数 
 

※創業支援事例 

「産業競争力強化法における認定創業支援計画に基づき創業を支援したケース」 
 

法人事業者 建築設計業  役員 2名 従業員１名 
  相談者は一級建築士として一般住宅の設計施工を行ってきた。また、配偶者（妻）は
整理収納アドバイザーやカラーコーディネーターの資格を有していた。施主への暮らし
全般のアドバイスを取り入れた住宅づくりを提案する事業を夫婦で立ち上げる相談を受
ける。 
●支援の経緯 
 ・配偶者は当商工会議所主催の「創業スクール」に参加し、経営・財務会計・マーケテ
ィング・人材育成・公的資金制度などの知識を習得。また、ビジネスアイデアをもとに
学んだ知識を活かし事業計画の作成を行った。 
 ・「創業サポーターソケッ津」と連携し、情報共有を図りながら、個別相談を行い、事業
計画のブラッシュアップを図った。 
●支援の成果 
平成２６年１２月に創業の運びとなった。津市から「特定創業支援事業」による証明
書の交付を受け、法人設立時の登録免許税の減免措置が確定した。 
●創業支援ポイント 
  創業スクールにおける創業支援（知識の習得）をきっかけに、「創業サポーターソケッ
津」の構成メンバーである津市と連携したことで支援施策を活用しながらスムーズに創
業させることができた。 
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「創業サポーターソケッ津」連携図 

 
 
 
※創業サポーターソケッ津は平成 24年 7月に創業志望者の発掘、相談者の多様なニーズへの対応を
目的として組織された連携体である。通常の窓口相談に加え、ソケッ津では「津創業道場」（白帯編・

黒帯編）と題した起業セミナーを実施しており、平成 24年度では「白帯編」13名の参加で 3名の創
業者を輩出し、平成 25年度では「白帯編」15名、うち 2名創業、「黒帯編」9名、うち 2名創業の
実績を残している。 
 このほか、「ミナツドエ」in津と題した創業・ビジネス交流会を年に一度実施。講演・プレゼン大
会・ブース展示による交流会で構成されたビジネスイベントを開催し、創業志望者から起業後 5年以
内程度の事業所を対象に交流の場を提供している。平成 24年度では 115名、平成 25年度では 96名
の参加者の来場があった。 
 こうしたセミナーやイベントを通じて、創業志望者及び起業後数年経過した事業者同士のつなが

り、またソケッ津構成組織とのつながりは増えつつあり、創業までの期間にするべき準備や起業後直

面する資金繰りなどの経営課題の解決の仕方について意見交換が交わされている。 
 また、連携体では情報共有を密にするため、定期的に会議を開催し相談者のレベルや経営課題に応

じた対応ができるよう支援体制の構築を行っている。 
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Ⅲ.市場調査支援・経済動向の把握に関すること【指針③】 

 （課 題） 

 顧客ニーズの的確な把握。 

 

（実施内容） 

業種や地域による景況などを把握し、個々の小規模事業者に市場のトレンド及び潜

在需要などの情報提供を行い、新商品・新サービスなどのヒントにつなげるために以

下の調査等を行う。 

 

１）地域の経済動向調査（経済動向の把握）【指針③】 

市内の小規模事業者の業種別の景気動向を把握するため下記の調査を実施する。 

（目的・調査時期） 

管内小規模事業者の景気動向を総合的に把握することを目的として管内小規模

事業者の景況調査を上期（1 月～6 月を 7 月）、下期（7 月～12 月を 1 月）の年 2

回実施する。 

 

（調査項目） 

売上の状況・見通し、利益状況、販売状況、仕入条件、設備投資の有無、資金

繰りの状況、借入の難易度、今後の借入予定、経営上の課題について調査を行う。

 

（実施内容・活用方法） 

    会員企業 約 2,000 社（金融保険関係を除く）に対し調査・集計（調査票をＦ

ＡＸで送信、回答を得る。）を行い、規模別・業種別（製造業・建設業・卸売業・

小売業・飲食業・サービス業・交通運輸業・その他業種）に小規模事業者を抽出

し、集計を行う。（集計は外部委託） 

専門相談センターに配属されている中小企業診断士が集計した結果を分析し、

小冊子にまとめ公表する。 

また、小規模事業者に調査結果をフィードバックするため会報誌に掲載し、巡

回時に情報提供するとともに各マスコミにも情報提供する。 

さらに、三重県下 12 商工会議所がその結果を持ち寄り、三重の景況調査として

も取りまとめた上で公表（プレス発表）する。 
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２）小規模事業者の実態把握を行うための調査【指針③】【指針①】 

地域経済動向調査の調査項目である「売上受注の停滞・減少」「商品単価の下落」

「人手不足」「設備の老朽化」「債権回収の悪化」「人件費の増加」「人件費以外の経

費増加」「原材料高および不足」「競争激化」「人材育成」等の経営上の問題点を業種

ごとに絞り調査（アンケート調査）を実施する。 

また、小規模事業者に影響を与える事象が発生した場合には、当商工会議所独自

で（内部の中小企業診断士がアンケート内容を作成）アンケート調査（FAX 通信に

よる調査）を実施する。平成 26 年度は、消費税導入による影響調査を平成 26 年 5

月に実施し、調査結果を会報誌に掲載するとともに、マスコミに対しプレス発表を

行い、情報を提供した。このような景気動向の把握のみならず、小規模事業者にと

って必要な景気動向などの情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）需要動向に関する情報収集・提供等（需要動向支援）【指針③】 

（実施内容） 

需要動向を把握するために行う市場調査は、時間も費用も要する一方、市場動向

自体も日々変動することからタイムリーな情報を得ることは非常に困難であるとい

える。そこで日本経済新聞デジタルメディアが提供する日経ＰＯＳ情報、売れ筋商

品ランキングの情報（日経テレコンの専門情報・ＰＯＳデータ）を活用し、トレン

ドを掴んだうえで、経営指導員同士のネットワーク（県内外の経営指導員同士が行

う電話・メール等での情報交換）や日々の巡回相談の中で経営者や他の支援機関（三

重県産業支援センター、市内金融機関等）から得た情報を総合して小規模事業者に

提供し、アドバイスする。 

津地区の景況調査の冊子         三重の景況の冊子    6月 12日中日新聞より抜粋 
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（活用方法・効果） 

自社が提供する商品・サービスに自信を持つあまり、シーズ志向が強く消費者に

受け入れられない商品やサービスを提供してしまうことがある。そこで、東海地域

の大手スーパーマーケット（イオン、ユニー等）、中小スーパーなどから毎日集計さ

れたＰＯＳデータを提供することで、今、どのような分野で、どのようなモノが売

れているかのトレンドを事業者が把握することができることとなり、小規模事業者

の意識をシーズ志向からニーズ志向、マーケティング志向に変える有効なアプロー

チとなる。また、経営指導員の情報だけに依存するのでなく明確な根拠を示すこと

で説得力のある提案が可能となる。そのことで小規模事業者の関心が高まり、信頼

関係を構築することで伴走支援へつながり、新商品・新サービス開発のヒントにな

る。 

   

Ⅳ.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】  

  （課 題） 

販路に関する情報が少なく、自ら開拓することが苦手。 

（実施内容） 

地方都市の小規模事業者が、販路を開拓することは容易ではない。そこで、「Ｂto

ＢからＢtoＣ」又は、「ＢtoＣからＢtoＢ」へ商流を変化させる機会を提供するため、

地元企業同士のビジネス交流会の開催や小規模事業者持続化補助金などを活用した販

路開拓支援、また、県内外で開催する展示会などの情報提供や出展支援を行う。 

 

１）津商工会議所ビジネス交流会【指針④】 

小規模事業者に異業種交流、情報交換、人的ネットワーク構築や販路拡大等を主

な目的とした交流会を開催する。 

具体的には、各社数分程度の自社ＰＲ時間を設け、パンフレット配布や商品展示

を行う。 

特に経営革新等の経営計画を立て前向な

経営を行う小規模事業者には、新しい人脈作

りや異業種交流、新規の取引先の開拓の場と

して、参加するよう促す。 

平成 27 年 2 月に開催したビジネス交流会

では 39 社（小規模事業者 20 社）の参加があ

った。 
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（目標） 

 
現状

Ｈ27

年度

Ｈ28

年度

Ｈ29

年度

Ｈ30

年度 

Ｈ31

年度

参加企業数 39 40 50 60 70 80 

うち小規模事業者数 20 30 35 40 45 50 

 

２）小規模事業者持続化補助金を活用した販路開拓支援【指針④】 

集客につながる具体的な取り組みに対して補助金を活用した販路開拓支援を小規

模事業者と一体となり実施する。 

小規模事業者の身の丈には大変マッチした補助金であり、経営計画を立てるきっ

かけとしても特に有効な制度であることから積極的な活用を勧める。 

（小規模事業者持続化補助金を活用した販路開拓支援目標） 

 Ｈ27

年度 

Ｈ28

年度 

Ｈ29

年度 

Ｈ30

年度 

Ｈ31

年度 
計 

④持続化補助金支援事業者数 32 30 30 30 30 30 

うち採択数 9 15 15 15 15 15 

※支援目標の総括表の④持続化補助金支援事業者数 

 

３）ＩＴを活用した取り組み【指針④】 

小規模事業者の取り組み内容（新商品、新サービス等の開発や新たな取り組み）を

当商工会議所ＨＰから情報発信を行える仕組みづくりを構築する。さらに、ビジネス

モールなどインターネット上で取引先を探すことが出来る商取引支援サイトなどの

活用も併せてアドバイスする。 

 

４）マスコミ等の活用支援【指針④】 

経営革新計画承認、経営向上計画認定後、新商品の開発等の取り組みを新聞等に取

り上げてもらうよう津市や三重県の記者クラブに情報提供を行う。また、取材に不慣

れな小規模事業者に対して、有効な記事となるよう取材問答集の作成や取材時に経営

指導員が同席しサポートする。 
 

５）地域イベント等への出店による販路開拓支援【指針④】 

小規模事業者の実態は、マンパワー、資金面、ノウハウ等が不足していることから

大都市の展示会や物産展に出展することは難しく、なかなか出展できないのが現状で

ある。そこで、当商工会議所では、これまでの支援の経験から小規模事業者の身の丈
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にあった小さな販路開拓や商品及び店舗のＰＲの手段として、地域経済の活性化に資

する取り組みで後述するイベント、各地で開催される物産展（津市物産振興会から得

られる情報など）に出展することで、小規模事業者の商圏内の顧客への商品や店舗の

ＰＲにつなげてきた。地道な方法ではあるが、小規模事業者への負担も少なく当日の

売上につながるだけでなく、その後のリピーターにもなりやすいことから有効な販路

開拓の方法である。 

 

６）展示会などへの情報提供及び支援【指針④】 

規模や業種によっては、県内外の物産展やイベントへの出展が有効な場合もあり、

当商工会議所としては、三重の新たなビジネス展開を応援するため参加企業の募集

や情報提供を実施する。特に、三重テラス〔※１〕、みえリーディング産業展〔※２〕

の出展に関する情報提供を会報誌で行うとともに三重県産業支援センター等関係機

関のメニューも活用し、出展支援を行う。 

 

 

〔※１〕三重テラス 

三重県が「食」「観光」「歴史」「文化」など三重の魅力を発信するため平成 25 年 9 月に東京日

本橋にあるテナントビル内（東京都中央区日本橋室町２－４ 浮世小路千疋屋ビル）に営業拠点を

設置した。三重テラスでは三重ゆかりの店舗や企業等の連携など、さまざまな人々との交流と出

会いから新たなアイデアの創出につながり、関東市場へのテストマーケティングなど様々な活用

が提案できる。 
 
〔※２〕みえリーティング産業展 

三重県が主催となり先端産業から地域資源を活かした地域密着の産業まで多彩な企業の魅力

発信の場となる本展示会の特徴を活かし、商談はもちろん、広く業種を越えた企業の連携・交流、

企業と人との結びつきが生み出す、三重の新たなビジネス展開を応援する産業展である。 
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２．地域経済の活性化に資する取り組み 

津市がオープンディスカッションを開催し、さまざまな関係機関や市民の意見をまと

め（提言書）、実現に向けてプロジェクト（中心市街地活性化タスクフォース）が始動

している。 

津商工会議所では、行政をはじめとした関係団体と連携し、ビジョンの共有を図り各

種事業を展開することで小規模事業者の持続的発展を促し、地域経済の活性化につなげ

ていく。 

 

 

１）関係団体との連携による各種イベント開催 

①津まつり 

津市の交流人口増加に寄与している大きなイベントとして「津まつり」があり、

370 有余年の歴史を誇る伝統行事、また 2 日間で県内外から約 40 万人の来場者が

訪れるイベントとして市民に親しまれている。 

津商工会議所は津市、津市観光協会、津市商業団体連

合会、津青年会議所、各マスコミ、多数の市民団体等と

ともに津まつり実行委員会を組織し、ビジョンの共有を

行うことで津の魅力発信、賑わいの創出と中心市街地の

活性化を目指し、事業実施にあたっている。 

津商工会議所は、練受け、市民総おどり、演舞出演者の

企画・進行などの管理運営を行っている。特に青年部に

おいては特設ブース「YEG 祭」を設置してイベントや小規

模事業者による飲食物販などの出展等の企画管理運営に

あたっている。 
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②高虎楽座 

    高虎楽座は津市中心部の 2 商店街振興組合が中心となっ

て津市、津商工会議所等が実行委員会を組織し、春と秋の年

2回、津市中心部で開催されるイベントであり多彩なステー

ジイベントや地元物産販売、フリーマーケット等が行われて

いる。当商工会議所においては実行委員会への参加を通じて

関係各機関と意思共有を行うとともに青年部や女性会によ

る出店参加、人的支援とともに小規模事業者の出店促進を通

じて、商店街の賑わい創出、地域活性化に取り組んでいる。 

 

③新町フェスタ 

    新町フェスタは津新町通り商店街振興組合が実施し、平成２６年で第 35 回を

数えるイベントである。当日には一般募集から選ばれたカップルが和船山車「安

濃津丸」で船上結婚式を挙げる他、様々な催しが行われ市民に定着したイベント

となっている。津商工会議所も後援しており、商店街振興組合とビジョン共有に

努めることで商店街の賑わい創出とともに商店街活性化の一翼を担う取り組み

となっている。 

 

④久居まつり・ひさい緑の風マルシェ 

    久居まつりは久居地区の秋祭りの伝統を受け継ぎ、久居

二ノ町商店街周辺他を会場として開催されているイベント

で、津商工会議所は津市、地元商店街組織、各種市民団体

等とともに実行委員会を組織し久居地区の地域経済発展へ

のビジョンを共有するとともに、地元小規模事業者の出店

促進を通じて地域商店街の賑わい創出に取り組んでいる。 

    近年では実行委員会を通じてビジョンを共有した地元商

業者を中心とした市民団体により地元事業者･生産者・特産

物などの魅力発信イベント「ひさい緑の風マルシェ」が毎月開催されるなど、拡

がりをみせている。 
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  ⑤スイーつフェスタ 

    スイーつフェスタは津市内のスイーツや銘菓を 

広めるため津市物産振興会スイーツ部会を中心と 

して津商工会議所や津市、関係諸団体等が実行委 

員会を組織し開催しているスイーツイベントであ 

り、参加企業を含めたビジョンの共有とテーマを 

絞った新作スイーツの発表を兼ねることで、販売 

促進のみならず新商品開発にも寄与している。 

 

 ２）地元商店街等との連携による各種支援 

  ①空き店舗対策（商店街等活性化推進事業に係る経営計画支援） 

    商店街等の活性化を図るため地元商店街組織等と連携し、商店街の空き店舗等

を新たな店舗や集客に役立つ施設等として小売業、飲食業、サービス業を営む事

業者が活用する場合、それにかかる経費の一部を補助する制度を津市が行ってお

り、その出店者の経営計画の妥当性を当商工会議所が指導することで、出店者の

持続可能な経営が可能となり空き店舗防止に寄与するとともに、商店街地域の活

性化や新規創業者への支援にもつながっている。 

 

②久居てくてく店めぐり 

    久居てくてく店めぐりは久居商店連盟が地元商店街の魅力を一般市民に知っ

てもらい賑わいを創出するべく実施しているイベントであり、一般募集した参加

者約 150 名が久居地区の商店街を巡り、参加店で様々なおもてなしを受けるもの

である。津商工会議所では企画段階から参画することで商店街メンバーと意思共

有を図るとともに募集受付・開催当日の人的支援まで一貫した後方支援を行うこ

とで商店街活性化の一翼を担っている。 

 

③久居地区共通商品券発行事業 

    久居地区における事業所の活性化並びに消費者

サービスの向上及び消費拡大を目的として地元商

店街の協力も得ながら、久居地区共通商品券を発行

するとともに年一回 5％プレミアム付き商品券（平

成 26 年実績 2,500 万円）も発行して地域活性化に

取り組んでいる。 



２９ 
 

④㈱まちづくり津夢時風を通じた取り組み 

    ㈱まちづくり津夢時風は平成 12 年 3 月に津市、市内各商店街振興組合、津商

工会議所 他の出資により設立された第 3セクターであり、津市中心市街地活性

化を図るため、関係各機関等と連携してまん中ウォーク（津市中心部を一般市民

に歩いてもらうことで、まちなかを知ってもらい来街動機の喚起につなげる）、

大門いこにこ広場（空き店舗を活用し未就学児童の遊び場及び保護者間のコミュ

ニケーションを提供して商店街への来街動機を喚起し、商店街の賑わいを創出す

る）、津ウォーカーの発刊（㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡと連携し津市の情報を全国発信

する）、学生向け情報誌の発刊（三重大学と連携し学生目線での情報誌を発行す

ることで学生の来街を促し活性化を図る）等、様々な事業を展開している。当商

工会議所では出資はもとより事務局機能を担い地域活性化への取り組みを行っ

ている。 

 

 ３）地元高等学校等との連携 

①インターンシップ事業・ｗｅｂ作成支援事業 

    当商工会議所では従来から地元高等学校と連携してインターンシップ事業を

展開しており、平成 26 年度は 3高等学校 140 名の学生が市内企業 43 社でインタ

ーンシップを体験した。また、県内高等学校と地元企業の就職・採用に関する情

報交換会も実施し 39 高校 37 社が参加した。これらの取り組みは高校生に地元企

業の魅力を知ってもらうとともに若者の地元定着を図り今後の地域活性化につ

ながる取り組みとなっている。 

    更に近年では上記で培った高等学校との連携を契機として高校生による地元

商店のｗｅｂページ作成支援事業にも取り組んでおり、現在地元高校生が商店街

振興組合及び組合員各店のＨＰ作成に取り組み、商店街活性化の一助となってい

る。 

    今後は地元企業と高校との連携をさらに促進し、地域全体の活性化に結び付け

ていく。 

  

 ４）事業者の経営意欲向上への取り組み 

  ①津商工会議所優良会員企業表彰制度 

津商工会議所では、平成 21 年度から管内企業の経営意欲を高め、地域経済の活

性化を図ることを目的として、自社の経営改善、環境改善あるいは地域・社会の

発展などに著しく貢献した中小企業・小規模事業者など、他の規範となる企業を
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３つの分野（経営革新分野・環境改善分野・地域貢献分野）にて表彰している。 

受賞企業には、小規模事業者も含まれており、経営向上の意欲をさらに押し上

げる効果やＰＲにつながることから毎年実施する。 

 

３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

Ⅰ．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）他の支援機関との連携 

三重県産業支援センターに設置されているよろず支援拠点のコーディネター、

「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく三重県版経営向上計画取り組

み促進のために設置された地域インストラクターなどの支援機関と経営指導員が

共に小規模事業者の支援にあたることで経営指導員の支援能力向上につなげる。

さらに双方が持っている情報を持ち合い、支援現場において情報共有を図ること

で効率的な支援が可能となる。 

連携内容 

   ・事前に支援企業に関する情報交換を兼ねて打合せする。 

   ・両者が支援先に訪問し共同して支援にあたる。 

   ・訪問終了後、支援機関同士で意見交換を行い、今後の支援の方向性を検討する。

・支援した内容を経営カルテに記載し、情報の共有化を図る。 

 

また、小規模事業者の資金需要に素早く対応するため地域金融機関との連携は

必要不可欠である。地域金融機関の行員と経営指導員の現場レベルでの連携をさ

らに進展させるため、当商工会議所と地域金融機関や三重県信用保証協会等が経

営支援に関する連携協定を締結する。 

  

２）経営指導員等ネットワーク会議 

三重県産業支援センターのよろず支援拠点のコーディネター及び経営向上計画

支援の地域インストラクター、県下商工会・商工会議所の経営指導員、三重県の

商工担当者による支援事例発表や分科会での事例研究、情報交換を行い、支援力

向上を図る。 

この経営指導員等ネットワーク会議については、三重県の担当者から企画段階

から意見を求められ、小規模事業者の経営支援に直結するような内容となるよう

提案を行っている。特に分科会については、7～８名の少人数のグループワークを
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行っているが、各地の経営指導員が現在支援している事業所の事例を持ち寄り、

ディスカッションを行うことで、小規模事業者へのフィードバックを可能とする

形に変えることで、各指導員の課題解決にも貢献出来る内容とし、さらにＯＪＴ

を兼ねた県内の経営指導員の資質の向上にも直結している。 

 

Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

１）支援戦略会議の開催（支援ノウハウを組織内で共有する仕組み） 

所内の経営指導員が、個々の小規模事業者の経営課題を共有し、持続的発展に

向けた支援方法（中小企業施策、金融制度、補助金等）を検討するため月 1 回戦

略会議を開き、支援ノウハウを共有すると共に経営指導員の資質向上を図る。 

また、高度かつ専門的な課題に対しては外部から専門家を招いて知識の習得を

行う。 

 

２）専門スタッフ研修会 

・専門スタッフ研修を、県下１２会議所の経営指導員等を対象として集団講習会

形式で、年 4 回を 2 班に分けて 20 時間/人程度で実施する。この研修は、経営

指導員のスキルアップ（基礎的支援に関する施策等の知識習得及び専門的支援

の知識、手法等）を目的とした研修会である。 

 

・当商工会議所専門相談センターが研修内容についてアンケート調査を実施し、

その結果を県下中小企業相談所長会議で内容を検討し、専門相談センターが企

画・運営を行う。 

 

・単なる受講するだけの研修ではなく、今後は経営指導員が講師を務め自らの経

験を基にした指導事例を解説するなどの改善を行い、経営指導員同士の支援手

法の共有化を図り、更なる支援能力向上に努める。 

 

３）ＷＥＢ研修の受講 

全国の経営指導員等が、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、

創業・経営革新につながる提案型指導ができるよう、経営指導員等の専門化や資

質向上に必要な知識を習得できるシステムを活用し、計画的な受講（受講時間、

進捗管理）することで支援能力の向上を図る。 
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４）その他研修の受講 

日本商工会議所が主催する研修、中小企業大学校の主催する研修に経営指導員

が必要に応じて参加することで支援能力の向上を図る。 

 

Ⅲ．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 

 

本計画に記載の事業については下記の方法によりＰＤＣＡを行い、評価及び見直

しを行っていくものとする。 

 

１）Ｐ，Ｄ：上記支援計画（１-Ⅰ～Ⅲ及びⅣ-②）については毎年度当初に経営指導

員が 4半期別年間計画を作成し、それに基づいて各支援を実行する。 

 

２）Ｃ，Ａ：経営指導員は毎月 1 回開催する支援戦略会議において上記各支援の進捗

状況について報告を行うとともに 4 半期別年間計画との整合性を検証し、

必要に応じて 4半期別年間計画の見直しを行う。 

 

３）Ｃ ：各事業毎に事業成果検証シートを作成して、事業成果を明確化する。 

 

 

４）Ｃ ：毎月 1 回、管理職会議において本事業の進捗状況及び実績について報告を

行い、事業内容の改善に向けた検討を行う。 

 

５）Ｃ ：半期に一度、正副会頭会議及び常議員会に実績を報告する。 

 

６）Ａ ：実績につながった経営発達支援事例を会報、ＨＰに随時掲載するなど、広

く実績を公開するとともに今後の事業実績につながるＰＲとする。 

 

７）Ｃ，Ａ：半年毎に外部有識者（三重県内企業の実情に精通しつつ経営支援に多く

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中小企業診断

士等を予定）に成果検証シートによる成果検証の確認を実施して外部評価

を受け、次年度事業計画に反映させるとともに、その評価結果及び見直し

の概要については小規模事業者にも閲覧できるようＨＰにも掲載する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（Ｈ27 年 3 月現在）

（１）組織体制 

 津商工会議所 組織図 

 
経営発達支援事業の実施体制 

中小企業相談所（本所・久居支所）に設置し、中小企業相談所が主体となり経営指

導員 8 名が実施する。また、専門的な相談に対しては専門経営指導員 3 名（内 中小

企業診断士２名）や専門家と連携して実施する。 
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津経営計画伴走隊（仮称）の体系図 

 

 
 

 

（２）連絡先 

 

津商工会議所 中小企業相談所 
住所 三重県津市丸之内 29-14  （代表）☎059-228-9141 
担当者名 多氣・村田 
 
津商工会議所 中小企業相談所 久居支所 
住所 三重県津市久居本町 1347-1    ☎059-255-2343 

 担当者名 岩崎 

ＨＰアドレス http://www.tsucci.or.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） 

 Ｈ27 年度 
(H27 年 4 月以

降) 

Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 

必要な資金の額 119,600 121,600 123,600 125,600 127,600

 

1.人件費 

2.事業費 

3.委託事業費 

4.一般事業費 

5.一般管理費 

6. 商工振興費 
7. 会員ｻｰﾋﾞｽ事業費 

102,000 

6,500 

2,000 

1,000 

7,000 

500 

600 

104,000

6,500

2,000

1,000

7,000

500

600

106,000

6,500

2,000

1,000

7,000

500

600

108,000 

6,500 

2,000 

1,000 

7,000 

500 

600 

110,000

6,500

2,000

1,000

7,000

500

600

（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 

県補助金、手数料収入（共済・記帳機械化手数料）、雑収入（講習会等手数料）、 

一般会計（会費収入等） 

 

 

（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 

①経営計画策定支援 

②創業支援 

③金融支援 

連携者及びその役割 

①（公財）三重県産業支援センター 
（理事長 山川進 住所：三重県津市栄町 1丁目 891 番地 三重県合同ビル内 ☎059-228-3326） 

小規模事業者の発展段階に応じて地域インストラクターと経営指導員が二人三脚となって作成・実行

支援を行う。 

②創業サポーターソケッ津 

（事務局 津市産業振興センター住所：三重県津市あのつ台 4-6-1 あのつピア１階☎059-236-3355）
津市、津商工会議所、津市商工会、津北商工会、三重県信用保証協会、日本政策金融公庫津支店が構

成メンバーとなり創業準備から資金調達、創業後のフォローアップまで一貫してサポートする創業支

援を実施する。 

③市内金融機関  
地域の中小企業・小規模事業者が効果的・効率的な経営支援を展開、地域経済の安定・発展に寄与す

ることを目的に、津市内金融機関、日本政策金融公庫津支店、三重県信用保証協会が経営支援に関す

る連携協定を締結する。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


