
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 桑名商工会議所 

実施期間 平成 28 年４月１日～平成 33 年３月 31 日 

目標 

 

 当所では地域の小規模事業者の課題を克服するために既存の小規模事業者への

支援はもちろん、創業者への支援にも積極的に取組むという小規模事業者支援の考

え方の下、地域の特性を見つめ直し、地域の活性化を目指し、他の支援機関等との

連携を含めて各種事業に取組んでいく。 

事業内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１． 地域経済・需要動向等の調査及び情報提供 

小規模事業者の自発的発展に向けて、需要の開拓に結びつくよう、景気動向

のほか、小規模事業者が抱える課題の解決がなされるよう課題抽出調査を実

施し、地域の小規模事業者の経営状況等情報収集を行う。また、一方で課題

解決に必要とされる情報を収集、分析し、広報誌やソーシャルメディア、マ

スメディアを利用し、スピーディーに発信する。 

２． 経営状況の分析 

小規模事業者との相談を通じて、事業者が持つ資源、ノウハウ、経営状況を

分析し、その結果をフィードバックするとともに、小規模事業者が自らの強

みを把握し、需要の創造や掘り起こしができるよう支援する。そして、事業

者の課題や可能性を抽出することで次の支援を検討し、寄り添った事業活動

を実行する。また、定期的に事業者との接触回数を増やすことで信頼関係を

構築する。    

３． 事業計画策定及び策定後実施支援 

時勢にあった各種施策を展開するとともに、個々の小規模事業者の課題を解

決するために、専門家派遣、巡回相談等を通じ、現状の需要を見据えた事業

計画を策定、実施支援する。特に事業計画策定後に意欲的な取組みを支援す

ることはもちろん、自発的に展開できない事業者についても、個々のニーズ

に合った伴走型支援をすることで、小規模事業者のビジネスサイクルを高め

る。 

４．小規模事業者販路開拓及び需要開拓支援 

  新たな需要開拓を目指す小規模事業者のために、マスメディアや各種広報誌

等による広報の実施、商談会や展示会の出展支援、ホームページ等のＩＴ活

用支援を通じて、小規模事業者の需要開拓を積極的に支援する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   地域の小規模事業者は、販路開拓等に経営課題を抱えており、それらを解決

するための売上機会の増加を目指し、各種事業の展開、他の支援機関等との

連携を一層密にし、需要を創造して地域経済の活性化を図る。 
 

連絡先 

 

連絡先：桑名商工会議所 中小企業相談所 

〒511-8577 三重県桑名市桑栄町１番地１サンファーレ南館２Ｆ 

(TEL 0594-22-5155   FAX0594-21-5156） 

   ホームページ http://www.kuwanacci.com 

      メール    info@kuwanacci.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 

 

桑名地域の現状 

１．地域の現状 

桑名市は、三重県の北部、木曽・長良・揖斐の三大河川が注ぐ伊勢湾の最奥部に位置している

（図１）。東名阪自動車道、伊勢湾岸自動車道といった高速道路や幹線国道のほか、ＪＲや私鉄が集

中する交通の要衝であり、桑名駅は名古屋市中心部から鉄道で約 20分、中部国際空港からも１時間
以内で交通の利便性は高い。また、桑名駅周辺部におけるマンション開発や、直通高速バスで約 40
分にある西部丘陵地における新興宅地の開発は継続しており、当市においても人口の高齢化は進展

しているものの、地方都市の中では珍しく人口が横ばいに推移しているという特徴がある（図２）。

平成 27年 11月現在の人口は約 14.3万人（出典：桑名市ホームページ）となっている。 
なお、行政としては平成 16年 12月に旧桑名市と旧長島町・旧多度町が合併し、新たな桑名市と

してスタートしている。 
 図１ 桑名市の位置関係         図２ 桑名市の人口推移 

   
                       出典：「桑名市ホームページ 統計データ」より 
                          元データは国勢調査および人口推計 

 

２．商業の現状と課題 

桑名市は、上記に記載した通り、交通利便性の高さから、郊外部に大規模小売店舗（売場面積1,000
平方メートルを超える店舗）が31店舗営業している。また、店舗面積10,000平方メートル以上の店
舗は５店舗立地しており、特に、イオンモール桑名、ジャズドリーム長島は売場面積が広く、高い

集客力を有している。地元資本の小規模事業者の中には、これら商業施設内に出店する事例もあり、

競争は厳しいものの販売機会と捉える事業者もある。 
一方で、旧来からの小売店舗の状況を見ると、商店数は平成６年に1,646店であったものが、平成

16年には1,385店と15.9%減少している（平成19年は1,292店）。このうち、中心市街地では同期間で
30.0%減少している。（出典：桑名市統計） 
当所が会員向けに定期的に実施している、小規模事業者向け景況調査で自社の課題を質問したと

ころ、商業を営む事業者からは「売上受注の停滞減少」「競争激化」が課題であるとの回答が引き続

き大半を占めた。また、その他では「人材確保」が課題との回答が以前にも増して多くなっている。

この現状から検討される課題としては、 
（１） 当地の商業は、郊外型商業施設の充実から、中心市街地をはじめ商業機能が低下、もしく

は空き店舗化している。大都市に隣接する地域性から商圏が広く競合も多い。地域の小規模

事業者の一部では売上減少により廃業を選択、または余儀なくされた事業者が増えている。

今後の地域活性化を図るには、創業の支援強化による開業率アップが必要である。また小規 
模事業者は、自社の強みを把握し大型店に負けない事業計画策定とその実行が必要である。
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３．工業の現状と課題 
桑名市の主要産業は、「機械工業」と「金属工業」が二大産業である。機械工業の中心は自動車部

品製造業で大手自動車メーカーの下請けが多くある。また、江戸時代から鋳造業が盛んで地場産業

として認知されている。平成 24年の工業統計調査によると、桑名市には 343社が立地し、約 1万 2
千人が勤務している。事業所の規模を従業者数別で見てみると、市内 343社のうち従業員数 300人
以上の大規模事業所はわずか４社（１.1%）で残りの 339社（98.9%）は中・小規模事業者となって
いる。なお、中・小規模事業者の内訳を見ると 19名以下の小規模事業者が 68.2％を占める一方で、
20名以上 99名までの事業所が 25.5％と一定数存在しており、当地の雇用を下支えしている。 
また、「製造品出荷額等」は 4,924億円となっているが、従業者数が多い事業所ほど多くなる傾向

 がみられ、従業者数が 300人以上の事業所４社で桑名市全体の約 49.2%を占めている。 
 当所が実施している小規模事業者向け景況調査で自社の課題を質問したところ、工業を営む事業

者からは「売上受注の停滞減少」が課題との回答が引き続き大半を占めた。その他には「人材不足」

「人材育成」が課題との回答が以前より増加している。 
この現状から検討される課題としては、 
（１）当地の製造業は小規模事業者がほとんどであることが読み取れ、また下請け企業が多いた

め、自社技術のＰＲなど販路開拓、商品開発まで至っていない。このことから、需要開拓面

を中心に支援を要する事業者が多いことが考えられる。 
（２） 技術継承のため人材育成の重要性は認識されているが、技術・技能を円滑に承継していく

ための整備、事業承継や事業継続のための施策等が重要である。 
  
図３ 桑名市の産業別民営事業所数の推移       図４ 桑名市内の企業等に関する集計 

 

 
出典：平成 21 年、平成 24 年 経済センサス基礎調査より 

 

※桑名市の小規模事業者数 

平成 24 年度「経済センサス」活動調査によると、事業所に関する集計－産業横断的集計（事業所

数、従業者数）による桑名市の小規模事業者数（学校・宗教等除く）は、3,535 事業所（事業所数 

5,922 事業所）である。なお、「会社以外の法人」とは、法人格を持っているもののうち、会社以外

の法人（宗教法人、組合等）をいう。 

 
 
 
 
 

経営組織 企業等数 事業所数 

法人 2,056 2,903 

    (法人内訳) 

    会社企業 
 1,752 2,519 

(法人内訳) 

 会社以外の法人※ 
  304  384 

個人 2,376 2,406 

桑名市総数 

(経営組織) 
4,432 5,309 
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４．観光の現状と課題 

観光では、１市２町の合併により、これまで以上に豊富な観光資源を有することとなった。代表

的なものとしては、旧桑名市は、七里の渡しに代表される「東海道」や国の重要文化財である「六

華苑」、また、日本一やかましい祭りとして知られる「石取祭」も夏の風物詩として広く知られて

いる。多度町は、「多度まつり」や「流鏑馬まつり」で知られる「多度大社」、長島町は、全国的

に有名な総合レジャー施設である「長島温泉」、そして、木曽三川の雄大な流れや焼き蛤に代表 

される「食文化」などが挙げられ、県内はもとより全国から多数の観光客が訪れる。このように桑

名市には、全国的にブランド力のある観光や食のスポット、歴史的資源を数多く抱えている。ただ

し、多くは資本力がある、または認知度が高い観光施設への集客が主で、中心市街地への入込客は

横ばいである（出典：桑名市統計）。 

 このような状況のもと、平成 28 年４月に伊勢志摩サミットの付帯事業であるジュニアサミットが

桑名市を主管地として県内一帯で開催されることとなった。今後は、この一大イベントをこの期間

だけの一過性に終わらせることなく、長期に経済効果を発揮するためにも、桑名市の知名度の向上

を図り、桑名市の観光振興を一層発展させることが必要である。 

この現状から検討される課題としては、 

（１） 魅力ある観光地域づくりを目指し、地域独自の価値ある観光資源を掘り起し、それらと集

客力の高い施設を繋ぎ、周遊性と滞在性を高める取組みが求められる。 

 
 ５．桑名商工会議所の現状と課題 

桑名商工会議所は昭和 22 年４月に設立し、平成 16 年 12 月の１市２町合併前のいわゆる「旧桑名

市」を所管地区とし、会員数は 2,265（平成 27 年９月末現在）である。旧 2町(多度町、長島町)の

商工会は桑名三川商工会として合併・存続し、市内に商工会議所と商工会が併存している。 

当所の現状として業種別部会は、機械鉄工、建設、総合商業、日用品商業、食料品商業、サービ

ス庶業を始めとする 10 の業種部会で構成されており、平成初期には会員数が 2,500 会員を超えてい

たが、事業主の高齢化による廃業・退会等により減少傾向が続いてきた。そのため、近年は創業支

援に力を注ぎ、幾分ではあるが会員数の増加に寄与している。また、プレミアム商品券事業を展開

したことで、会員メリットを理解いただいたことから、今期は上昇に転じた。 

桑名商工会議所の小規模事業者向けの支援としては、従来から融資制度の活用を通した支援を積

極的に行い、日本政策金融公庫（以下日本公庫）の三重県管内では貸付件数・金額とも最も多い実

績がある。また、三重県信用保証協会の県制度「小規模事業資金」についても取扱い実績値は比較

的高い。そのため融資の推薦を通して事業者の経営状況を分析し、経営改善に繋がるよう支援を行

っているほか、記帳指導や創業支援についても積極的な支援を行ってきた。 

そのなかで課題としては  
（１） 小規模事業者向けの相談は、融資や労働の分野が多く、時代のニーズにあった、きめ細か

な事業計画策定や販路開拓支援まで至っていない。 
（２） 創業にかかる計画策定は行っても、創業以降は自発的努力に任せきりの面があった。 
（３） 展示会等支援については、出展ありきで、需要や販路の開拓支援がなされてこなかった。

（４） 観光面についてはイベントによる集客のための支援が中心で、各観光施設を結びつける支

援や新たな方策、観光やイベントを通じての販路開拓があまり検討されてこなかった。 
以上のことが主に挙げられる。 
会員をはじめとする地域の事業者全体の現状としては、小規模事業者が多いため、既存の事業所

向けにきめ細やかに経営支援を伴走して実施するほか、創業希望者に対しても様々な支援策を丁寧

に説明し、創業から創業後まで一貫したフォローを心掛けたい。 
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６．中長期的な振興のあり方 

 桑名商工会議所は、地域の小規模事業者や創業者の課題を克服するために、積極的な支援を行う

という小規模事業者支援の考え方のもと、桑名地域における小規模事業者を取り巻く現状と課題を

踏まえ、「桑名を代表する鋳物などの工業製品をさらに磨き、桑名ブランドとして誇れる取組みを行

う」「小規模事業者が有する産業技術や製品・商品開発を積極的に支援し、産業の多様性を図る」

「新たなビジネスチャレンジのために、創業者、後継者の育成に努め、特色のある個店づくりを

支援」「桑名地域独自の魅力ある観光資源をブランドとして確立」することを目指し、連携や情報の

交流拠点として、産業の活性化と情報発信力の強化に努め、効果的なプランを実行する。また、桑

名市をはじめとする行政機関、地域の金融機関、業界団体、まちづくりを担う株式会社まちづくり

桑名と連携、協力し、地域に密着した経営支援機関として、伴走型支援で、以下の目標と支援方針

を持って経営発達計画を実行していく。 
 

支援の目標 

 

（１） 経営の向上、改善を目指す小規模事業者について、実行機会の創出を促して、伴走型で事業

計画の策定と事業実施支援により、多くの小規模事業者がマスメディアへの露出、展示会等へ参

加することで商談件数の増加が図られるように取組みを進める。 

（２） 創業者支援を通じて、実際に創業に踏み出すよう取組むとともに、創業後の支援にも力を注

ぐことで、これまでより開業率を上げる。 

（３） 着地型観光事業として、地域の資源を調査し、隠れた資源、新たな資源を掘り起こすととも

に、観光ルート化や観光イベント、情報発信することで、観光入込客数の増加に寄与するための

事業を増やす。 

 
 支援方針 

 

（１） 小規模事業者や創業者（予定者含む）に対して、個々の小規模事業者が置かれている課題や

需要を把握、分析して、多様性を持って事業計画策定支援及び実行支援を行うことで持続的発展

を促す。 
（２） 創業塾と創業個別相談会を実施し、事業計画、創業支援、創業した後のフォローアップの

それぞれのステージに見合った支援に力を注ぐ。 
（３） 商業の課題で挙げた廃業率を下げるため、事業計画策定の支援に合わせて、展示会やイベン

ト等での出展による販路拡大や、テスト的な出品支援、ソーシャルネットワークサービスを利用

したＰＲ実行支援を行う。 
（４） 工業の課題で挙げた自社技術のＰＲなど販路開拓、商品開発のきっかけづくりとして、展示

会出展支援を行う。 
人材育成を鑑みて、ＯＢ人材を活用するための事業の検討や関係団体との連携によるマッチン

グ支援、事業承継のための施策を行う。 

（５） ジュニアサミット開催で桑名市の名前が全国的に取り上げられる機会が増加することから、

桑名市や観光施設の知名度を活用し、魅力ある個店、伝統産業、既存施設を繋ぐよう、周遊型、

滞在型の着地型観光事業や販路開拓に重点を置いた取組みを関係団体と連携して実行する。 
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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 28年４月１日～平成 33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） 現状と課題 

  現在、経済動向を把握するための取組みとして、県内商工会議所合同で「地域景況調査」を毎年

１月と７月に実施している。当所では、金融業を除く全会員（約 1,900事業所）を対象に調査して
おり、地域事業者の景況感や経営上の課題など、景気動向を分析している。これまでの実績も蓄積

しており、長期の景況感を捉えることができる。併せて速報性を重視した調査として、業種等から

選択した７事業所を対象に「早期景気観測（以下：ＬＯＢＯ）調査」を毎月実施している。同調査

は日本商工会議所（以下：日商）の調査事業の一環として景気動向を定点観測している。両調査と

も対象企業の最新の景況感を捉えることに役立ち、当所の会報誌やホームページで結果を公表して

地域の全体的な景況感を報告している。 

課題としては、景況調査については、業種別調査の分析が大分類しかできていないため、回答数

の多い分類業種の意見に左右された結果となりやすいこと、定例化する中で回収率が減少し、精緻

な地域景気動向の把握、詳細な情報収集までは至っていないことが挙げられる。ＬＯＢＯ調査に関

しては、ＦＡＸ以外に電話での聞き取りで、ほぼ７事業所すべてから毎月回答をいただいているが、

回答先には情報還元しているものの、会員向けに情報還元や活用ができていない。また、関係機関

等が実施する調査については、当所調査との比較分析までは実施しておらず、小規模事業者には十

分な情報が提供できていない。 

 
（２）具体的改善点   

  地域景況調査は三重県内の商工会議所が統一的に行っている特長を活かして、 

・業種別調査を中分類まで掘り下げて調査結果を集計して、業種ごとの比較、県内全般の状況と比

 較を行うなど、取り巻く経済動向の分析を行う。 

・景況調査の回答は、郵送による返信のみで、回答は事業者の意思に任せていたが、調査の精緻を

向上させるため、巡回相談や窓口相談、集団講習等の場を活用し、回答と返信の依頼をする。ま

た、メール・ＦＡＸでの回答を可能にすることで、回答しやすい環境づくりを行い、回収率を向

上させる。 

以上を通じて、継続的な情報収集や分析を実施するほか、個々の相談に活用できるよう業種別の

情報として加工し、提供する。 

ＬＯＢＯ調査は速報性を重視し、当所のホームページで情報を素早く提供する。 

  また、地域の金融機関やシンクタンク、連携する大学の協力を仰ぎ、情報の整理を行い、当所独

自の調査にプラスアルファして、行政機関等の外部統計調査、桑名市統計データ等を活用し、経済

動向全般や地元桑名市の動向を把握し、その情報を提供する。 
 
（３）事業内容の手段と調査する項目 

ａ）当所独自の調査   

事業名 事業内容、調査項目 

地域景況調査 

 

調査対象：金融業を除く全会員 約 1,900 事業所 

調査方法：郵送によるアンケート方式（年２回）    

調査項目：中分類までの業種、従業員数、現状と見通しの景況感、

現状と見通しの売上、利益状況、販売・仕入条件、 

設備投資、借入予定、経営上の問題点等 
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事業名 事業内容、調査項目 

早期景気観測調査 

（ＬＯＢＯ調査） 

調査対象：業種等から選択した 7事業所 

調査方法：ＦＡＸでの送信によるアンケート方式（月１回） 

調査項目：現状と見通しの売上高、採算、仕入単価、従業員数、 

業況資金繰り等 

 

ｂ）外部統計調査    

中部・東海・三重県地域の経済動向情報などの収集及び提供 

             

事業名 調査項目 

管内総合経済動向 

（経産省） 

中部地域の生産、需要、雇用等の経済動向 

中部地域の景況判断 

景気ウォッチャー調査（内

閣府） 

全国の家計動向、企業動向、雇用、経済活動動向 

景気現状判断、景気先行き判断 

消費者物価指数    

（総務省） 

全国の物価変動、消費者動向 

最近の金融経済情勢  

（日本銀行） 

世界経済の動向 

最近の経済、金融情勢 

三重県経済のあらまし 

（百五経済研究所） 

企業動向、需要動向、雇用等 

（三重県内産業を業種別に分析） 

賃金統計ガイド    

（同上） 

賃金動向 

（三重県内産業を業種別に分析） 

調査レポート     

（三重銀総研） 

三重県経済の特徴、人口、就業の状況 

 

    桑名地域の経済動向情報などの収集・提供 

 

事業名 調査項目 

桑名市の統計データ 

（桑名市賃金統計ガイド） 

人口、世帯数など地元動向 

地域経済分析システム・ 

ＲＥＳＡＳ（経産省他） 

経済状況、人口、世帯数等を他市と比較 

 
景況調査、ＬＯＢＯ調査は、これまで通り定例で調査を実施し、景況、売上、資金繰りの状況と

見通し、経営上の課題などを調査するとともに、必要に応じて時宜に合った調査項目を付加する。

分析方法は、業種別調査を中分類まで掘り下げて調査結果を集計することで、業種ごとの比較はも

ちろん、県内全般の状況と比較をして、それらをグラフや表を用いて分かり易く整理する。同様に

回収率の向上を目指すことで、精緻を上げるとともに、調査を深化させて、概要等を会報誌及びホ

ームページに掲載する。 
外部統計調査は調査担当者が年１回の割合で分析し、結果をまとめ、情報提供資料として支援担

当者と情報共有する。また必要都度、会報誌及びホームページに掲載するとともに、巡回等の相談

で活用する。 
 

（４）目標と小規模事業者に対する効果（成果の活用） 

  当所広報誌は毎月 2,600部を発行しており、分析結果を掲載し、全会員企業や他関係機関に配布
する。また、ホームページをはじめとするＳＮＳ、ＦＡＸマガジン（月２回発行）でも同様の情報

を提供する。調査終了後の調査結果はスピード感を持って提供することとし、地域の小規模事業者

のために、経営に有益な情報や資料を提供する。  
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各種調査を分析することは、小規模事業者にとって自社と外部の景況感の差異を認識させる効果

がある。これによって、その景況感が内部要因なのか外部要因なのか認識する契機とするほか、経

営計画の策定や資金繰り等の経営改善を検討する事業者も、その判断材料として利用できる。また、

創業予定者は、人口動向、消費動向など、地域特性等の情報を提供することで、開業の基礎材料に

利用するとともに、経営分析力の向上に繋がる効果が期待できる。 
 当所では、以下の目標数値に沿って事業に取組む。 
 
                                     

支援内容 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

景況調査（回） 2 2 2 2 2 2 
景況調査の回収率向上 
（年平均 ％） 26 29 29 33 33 35 

景況調査 
広報誌への掲載による 
情報提供（回） 

2 2 2 2 2 2 

ＬＯＢＯ調査（回） 12 12 12 12 12 12 
外部統計調査の 
分析（回） 未実施 1 1 1 1 1 

  
支援対象 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回相談・窓口相談で

の情報提供件数 
（延べ数） 

1,211 1,250 1,280 1,300 1,330 1,360 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

当所では、地域企業が抱える経営課題を不定期にアンケート調査で把握し、事業計画に反映させ

てきた。現状は定期的ではないため、今後は経営状況を把握するために定期的な実施が必要である。

個別企業に対する「経営状況の分析」は、平成 26 年４月施行の三重県中小企業・小規模企業振興

 条例に基づき創設された「三重県版経営向上計画（注）」認定制度において、経営向上計画インスト

 ラクターと当所職員が同席して、個々の事業者の計画策定支援のために経営分析を行っているほか、

関係機関とも連携した創業相談や専門家派遣相談で分析している。また、「小規模事業者経営改善資

金（以下マル経融資）」等の「金融」斡旋や「小規模事業者持続化補助金」など、国や県の扱う制度

等の申請を通じて、把握及び分析をしている。当所では、所内で統一した基準で分析は行っておら

ず、個々の支援担当者独自に分析を任せており、分析力に濃淡があった。今後は平準化した課題の

把握、支援の実行が必要である。 

 

（注）三重県版経営向上計画・・ 平成 26 年４月施行の「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制度。事業者の主体的な努力を促進し、意

欲を引き出すため、多様な事業者がその発展段階に応じて作成

する計画を県が認定し、事業者の成長と地域経済の発展を図る

ことを目的とする。 

 

（２）具体的改善点 

地域企業の経営状況については、経営課題調査を年１回定期的に実施する。これにより、小規模

事業者ほか地域の会員事業者が抱える課題を把握するとともに、当所の事業計画策定に役立てる。

経営支援担当者は、巡回相談、窓口相談を通じて、自社の経営状況の把握、経営分析の重要性を

小規模事業者向けに理解させる。その中から実際に経営分析を行う事業者を掘り起こす。 

個別事業者の経営分析は、今後、企業カルテ（下記参照）を支援事業所ごとに作成し、事業者情

報のほか、小規模事業者の経営ビジョンや経営課題、経営資源をヒアリングで確認する。また、中

小企業基盤整備機構（以下中小機構）の経営自己診断システムを行い、経営分析結果を所内のカル

テ書類とともにファイル化して取りまとめ、支援に携わる者が把握できる環境を整える。 

 

企業カルテ 
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（３）事業内容の手段と調査する項目   

 

事業名 調査内容 

経営課題調査 

 

調査目的：（１）経営上の課題を抱える小規模事業者の掘り起しを 

        行う 
（２）小規模事業者の抱える課題を的確に情報として得る

調査対象：  全会員 約 2,200事業所 
調査方法：  郵送によるアンケート方式（地域景況調査に同封）

調査時期：  毎年１月に定期的に実施（年 1回） 
調査項目：  業種、従業者数、強化すべき分野、希望する支援施 

策、希望する情報、経営上の課題 

     
事業名 分析方法、調査内容 

経営分析 支援対象：経営分析を必要とする小規模事業者 

（経営課題調査からピックアップ）  

分析方法と分析項目： 

（１）ＳＷＯＴ分析、クロスＳＷＯＴ分析 

外部環境、内部環境の理解する 

経営戦略を検討する 

（２）４Ｐ分析 

     プロダクトアウトから見た、マーケティングの成功要因 

を検討する 

（３）３Ｃ分析 

     マーケットインから見た、マーケティングの成功要因を 

検討する 

 （４）財務分析 

27 の指標から個別診断を実施し、総合診断する 

（５）資金繰り分析 

    安全性から経営危険度を診断する   

 

（１）～（３）は企業カルテ 

（４）～（５）は 中小機構 経営自己診断システムで把握する 

 

（１） 当所では、経営上の課題を抱える小規模事業者の実態を把握するために、経営課題調査を 

  年１回実施し、経営分析が必要な小規模事業者の掘り起しを行うことで、ターゲットを絞る。

 

（２）経営分析を行う小規模事業者には、個々で行うＳＷＯＴ分析や、外部調査、外部分析から、

４Ｐ分析、３Ｃ分析を行い、その中で、自社の強み、弱みを客観的に認識することで、事業計

画策定の基本方針を導き出す。 
 

（３）必要に応じ、中小機構が提供している経営自己診断システム、日本公庫が提供している財 
務診断サービス等を活用し、支援事業者の財務指標の推移や返済余力の検討材料とすることで、

  自社の実力に合った計画策定を検討する。 

また、財務状況の点検のほか、業界標準値との比較など業界内での支援事業者の位置を把 
   握し、改善点を洗い出す。資金繰り分析は、融資の確実な実行と返済余力に困らないかを客 
   観的に判断する材料とする。 

 

（４） 専門的な課題は専門家派遣制度を利用して、詳細分析と発展支援策の検討を行う。これに 

   より質の高い分析を行うことができ、経営改善に繋がる。 
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また、職員は専門家派遣に同席することで能力、資質向上を図り、次への支援に活かすとともに

分析水準を一定にするために、職員間で意見交換及び、スキルアップ研修を実施する。 
                                    

（４）目標と小規模事業者に対する効果（成果の活用） 

 目標 

小規模事業者でも、特に個人事業主は、自社の経営を分析する機会や実施は中堅企業と比較する

と少ない。今後は相談のあった小規模事業者に経営分析の結果を提供することで、自社の経営状況

の把握に努めてもらうと共に、効率的な経営判断をしていただく材料として、経営分析の実施から

事業計画策定の支援に繋げることを目標とする。 

  

効果 

  小規模事業者が経営分析を行うことで、自社のどこに課題があり、いつまでに、どのようにしな

ければならないか、という改善策が明らかになり、的確で有効な経営判断を行う効果が期待できる。

 

支援対象 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回相談・窓口相談で

の経営分析説明件数

（延べ数） 
1,211 1,250 1,280 1,300 1,330 1,360 

  支援対象 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営分析 
支援対象事業者 

合計（社） 

83 122 130 137 143 150 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

 当所では、これまで事業計画の策定自体を主とした支援について、注力していたとは言えない状

況である。ただし、まったく支援を行っていなかったわけではなく、例えば補助金や助成金などの

申請を希望する先に関しては、その申請支援の一部として事業計画の作成支援を行ってきたほか、

融資を希望する先に関しては、融資斡旋のための経営分析や、それに基づいた融資実行後の事業計

画作成支援を行ってきた。創業を希望する相談者に対しても、創業に関する事業計画書の記入方法

などを含め、全体的な経営相談に応じてきた。 
 しかし、これらの事業計画策定は、あくまで補助金や融資、創業という目的があって行っている

ものであり、小規模事業者の経営全般を見渡した上での事業計画策定支援を行ってきたとは言えず、

ターゲット顧客の絞りこみに偏りがあった。加えて、経営改善に関する日常の相談や個人事業主の

申告相談など、一定の時間を要する相談と相対しているなかで、どのように個々の小規模事業者の

事業計画策定支援に時間を振り分けて、踏み込んだ支援ができるかが課題となっている。 
 

（２）具体的改善点（考え方） 

当所では、小規模事業者等に対して、事業計画策定の大切さや、自社のもつ経営資源を認識して

いただくためのセミナーを開催し、事業計画策定の意欲や意識を高めたい。その上で実際に事業計

画策定を行う事業者を掘り起し、個別相談の中で、計画づくりのフォローアップを行う。三重県版

経営向上計画といった比較的簡易な経営計画への取組みを促すことで、経営計画策定への足掛かり

として繋げたい。 

また、創業希望者向けに創業塾を開催し、事業計画書づくりの基礎知識を習得してもらうほか、

更なるステップアップを目指す、意欲ある創業者に対しては、事業の継続に繋がるような計画づく

りを支援する。その延長線上で補助金や融資といった施策を紹介し、利用者増を図りたい。 

 

（３）事業内容の支援対象、事業内容、手段 

ａ）事業計画策定セミナー・個別相談 

対象者：事業計画策定希望者、創業予定者 

事業計画の策定は、自社の強みを活かし、即効性の高い販売戦略など、業績回復・集客のさらな

るアップに直結する。そのため、小規模事業者に計画策定がいかに重要であるか、認識をさせる 

セミナーを開催し、取組みのきっかけを与えるとともに、ターゲット顧客を開拓し、支援に注力す

ることで、その事業者が事業計画策定に取組み、事業者の経営改善に繋げる。 

また、事業計画策定に取組む事業者向けに、その段階や課題内容に即した専門家をコーディネー

トし、ブラッシュアップのための個別相談（専門家派遣）を実施し、計画の熟度を上げ、より良い

事業計画が策定されるよう繋げる。 

 

ｂ）創業相談（創業塾）・個別相談 

対象者：創業予定者、創業間もない事業者 

当所では創業塾を年１回開催する。創業塾では、創業に関する基礎知識やノウハウを学ぶと共に、

創業者（予定者）同士のグループワーク等を通じて、マーケティングの調査方法や事業計画を検討

する。創業塾最終日には、創業者（予定者）自らが事業計画策定を発表する場を設け、創業意欲を

高める。（当所の創業支援事業に関しては、別表４の通り、連携体を組織してサポートしている）

 創業塾以外の創業相談者に対しては、中小機構が提供しているJ-NET21サイトの「業種別スタート

アップガイド」を活用するとともに、ミラサポの「事業計画作成サポートツール」の活用提案を行

い、事業計画策定の準備段階から、書き方や考え方の支援をする。 

また、創業者（予定者）向けに専門家個別相談を年間10回程度開催し、事業計画策定のブラッシ

ュアップを通じて、計画の熟度を上げることで開業率のアップに繋げる。 
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ｃ）事業計画策定支援 

対象者：事業計画策定相談を行う小規模事業者 

事業計画策定を行う小規模事業者には、その計画が実際に実行されるよう、事業所のニーズに応

じて、中小機構が提供している「中小企業会計関連ソフトウエア」の活用を行い、小規模事業者と

当所が伴走した支援を行う。「三重県版経営向上計画」の相談事業者に対しては、「地域インストラ

クター制度」を利用し、インストラクターとともに当所経営指導員が同席し、計画策定のための相

談と、実際の計画策定、申請のための支援を行う。 

また、金融相談を行う小規模事業者に対しては、適切な融資がなされるよう、その融資制度に即

した事業計画の策定を支援する。日本公庫のマル経資金や普通貸付、他の融資制度では、日本公庫

が提供する事業計画書を相談者とともに作成の手助けを行う。なお、マル経資金の貸付枠を超えた

案件で、事業計画の策定を積極的に実施し、持続的発展に取組もうとする小規模事業者については、

新たに創設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」の斡旋を日本公庫と連携協力して、幅広

く対応したい。 
 

対象者：空き店舗対策事業申請事業者 

 当所では、桑名市、桑名市商店連合会、株式会社まちづくり桑名と連携し、中心市街地活性化の

空き店舗を解消するために空き店舗対策事業を実施し、家賃等補助を行っている。空き店舗対策事

業を通じた入居希望者には、資金繰り計画や事業計画書の提出を求めているが、当所を通じて申請

する事業者には、入居のための資金繰り計画、事業計画策定の必要性を説明し、事業計画を策定し

てもらうことや、事業計画が策定できている事業者には、そのブラッシュアップを行うことで、よ

り良い策定を支援し、入居率のアップと継続的な経営が図られるように繋げる。 

  

 なお、上記に記載した事業内容以外でも、窓口相談や巡回相談で事業計画策定支援を希望される

事業者があれば、伴走型で事業計画策定を支援する。 

 

（４）目標と小規模事業者に対する効果 

 当所では、事業計画策定に取組むすべての小規模事業者に対し、事業計画策定後の効果的な事業

実行がなされるようフォローアップまで支援する。 

なお、事業計画の策定は、当所がこれまで行った策定支援の場合、ある小規模事業所では後継者

が今後の売上計画を策定したケースがある。この支援の事後指導によると、代表者より後継者の事

業意欲が向上したとの意見があった。また、外部調査でも、平成 27(2015)年版の小規模企業白書で

「小規模事業者持続化補助金」の採択者の半数程度が「自社の強み・弱みが明らかになった」「新

たな事業を企画できた」「事業の見直しを行うきっかけとなった」など、様々な「気づき」が生ま

れており、経営にプラスの効果がある。 

                 

支援内容 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定 
セミナー（回） 1 1 1 1 1 1 

事業計画策定 
個別相談事業者（社） 未実施 21 22 22 22 22 

創業塾（回） 1 1 1 1 1 1 
創業個別相談会（人） 22 22 22 22 22 22 
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支援対象 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

創業支援者数（人） 22 30 30 30 30 30 
事業計画策定者（社） 25 42 48 55 61 68 
三重県版経営向上 
計画申請承認（件） 3 8 9 10 11 12 

事業計画策定 
支援対象事業者 

合計（社） 

50 80 87 95 102 110 

 

なお、事業継承者がなく事業計画策定が困難な小規模事業者には、事業継続支援として、専門家

派遣相談や三重県事業引継ぎ支援センター、三重県よろず支援拠点へ繋ぎ、事業継続がなされるよ

う促すこととする。 

（目標値はＰ１５参照 専門家派遣相談に含む） 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

当所では、事業計画策定のターゲットや支援の考え方が十分でなかったことから、計画策定が一

つの到達点となってしまい、本来の目的である事業計画策定後の実施支援への踏み込みに“ばらつ

き”があり、必ずしもすべての事業者に十分な支援ができていなかった。 
本来、事業者は、事業計画の策定に沿った、事業計画の実施のための細やかな支援を求めている

のであり、そのための継続的で効果的な支援への取組み方が課題である。 
 
（２）具体的改善点  

当所では、事業計画策定後の実施支援を行うため、事業計画の策定が済んでいるすべての事業者

に対しては、計画の進捗確認や継続的な実行支援を行うとともに、経営状況全般の確認と事業計画

に沿った事業の実施をフォローする。 

また、専門的な事業計画遂行上の課題は専門家派遣事業を活用し、専門家相談で対応することで、

よりレベルの高い事業となるよう支援する。 
 
（３）事業計画の目的 

平成 27(2015)年版の小規模企業白書では、事業計画を策定し、実行した事業者の約 51%が「新た

な取引先や顧客を獲得した」としており、それ以外に約 46％が「獲得する見込み」と回答している。

売上についても約 35%が「増加した」としており、約 55％が「増加する見込み」と回答している。

以上のように事業計画の策定は効果が上がることが分かっているので、巡回等様々な機会を通じて、

経営計画策定後も計画通り進んでいるか、計画通りに進んでいない場合には、その対応策を事業者

とともに考えることで、「計画倒れで終わらせない」ことを目的とする。 

 

（４）事業内容の支援対象、手段 

担当する職員は「経営の発達」と「経営の改善」のバランスを取りながら、効果的な成果が出る

ように進捗状況の把握と事業計画策定後の経営発展に応じたフォローを行う。 

 

ａ）創業者、創業５年未満の創業者 

創業者は開業当初に課題が発生することが多いので、初期には月２回以上、その後も月に１回は

進捗状況を確認し、軌道に乗るまで支援を継続する。また、開業率を高めるために創業者同士の連

携と創業者のビジネスプラン発表の場として「創業フォローアップセミナー」を開催し、モチベー

ションの向上を図る。併せて個々のステージに見合った相談の場として、専門家による「創業フォ

ローアップ相談会」を現地で同時開催し、開業率のアップと経営の定着に繋げる。 

 

ｂ）事業計画の策定済みの小規模事業者 

事業計画の策定済みの小規模事業者は、既存事業に関してはある程度の経営知識を有しているの

で、事業計画策定後は初期には月１回、計画実行後は四半期に１回を目途に巡回・窓口相談で進捗

状況をフォローする。さらなる支援が必要な場合や、事業計画策定後の延長線上で補助金や融資を

利用する事業者には、ミラサポや県などの専門家派遣制度を活用し、専門家との連携で、より良い

事業展開を図るための支援を行う。 

 

空き店舗対策事業申請を通じて事業計画策定をされた小規模事業者は、開業当初に課題が発生す

ることが多いので、特に初めて事業を行うものは、創業者同様に、初期には月２回以上、その後も

月に１回は進捗状況を確認し、軌道に乗るまで支援を継続する。 
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同様に、新たな事業活動を展開しようとする中小企業、商工業者同士や農業者との連携など専門

的な相談にも対応し、専門分野は、中小機構の農商工連携、地域資源活用の活用を図り、事業計画

策定後も経営が持続的に発展されるよう支援する。 

また、よろず支援拠点、ミラサポ、各専門家派遣事業に関しては、すべての小規模事業者が利用

 できることを広報誌やメディア、巡回等を通じて積極的に活用するようＰＲする。 

 

  

（５）目標と小規模事業者に対する効果     

当所がこれまで行った事業計画策定後支援の一つとして、小規模持続化補助金等の補助金承認後

の実行支援が挙げられる。事後指導では、ほとんどの事業者が「補助金の効果があった」、「売上が

アップした」と回答している。 

また、小規模企業白書で、「顧客・市場ニーズを踏まえた新商品・サービスの開発・投入」、「自社

の製品・商品の市場分析」などに取組んでいる事業者は、足下の売上は増加傾向とのことである。

他方、多くの事業者が取組んでいる顧客への売込みなどは、売上増加に繋がっている割合が高く 

ないことから、事業者以外の視点を入れ、「気づき」を得た先に効果が生まれると考えられるため、

支援を通じて計画の進捗管理を行い、絶えず顧客視点の改善を図りながら事業計画を実行すること

により、高い効果が期待される。 

 

             

支援内容 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

創業フォローアップ 
セミナー（回） 1 1 1 1 1 1 

創業フォローアップ 
相談会（人） 20 20 20 20 20 20 

事業計画策定後の支援

にかかる専門家派遣相

談（社） 
17 17 17 17 17 17 

       
 

支援対象 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定後 
フォローアップ 
支援対象事業者 

合計（社） 

50 80 87 95 102 110 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

小規模事業者が、事業計画策定後に事業計画に沿った事業を実施するには、需要の把握が必要と

 なる。当所では、三重県版経営向上計画等の事業計画策定時には、個々の事業者の課題に応じた業

 界動向や消費者ニーズの収集、分析などを行っているものの、支援には濃淡がある。一方で、外部

統計調査による情報収集や分析などは実施しておらず、組織として体系的な取組みに至っていない

ところが課題である。 

 

（２）具体的改善点   

小規模事業者が発展するために、経済動向調査や経営状況、各種情報誌から得た需要動向などを

 分析するとともに、消費者ニーズの把握のための各種ヒアリング等調査を行い、併せて小規模事業

者の経営資源を勘案し、小規模事業者に調査結果等の情報を、タイムリーに提供、発信する。 

  外部統計調査については、インターネットで把握できるので、相談ごとに検索するなど情報収集

するとともに、普段から需要動向に関する情報の収集のため、調査結果を整理し、小規模事業者へ

の相談時に情報提供ができるよう取組む。  

調査は経済動向調査同様に、地域の金融機関、連携する大学の協力を仰ぎ、情報の整理を行い、

当所独自の調査にプラスアルファして、外部統計調査等を活用し、需要動向全般や地元桑名市の動

向を把握する。調査概要は情報を必要とする小規模事業者等へ提供するほか、会報誌で報告する。

 

（３）事業内容の手段と調査する項目  

ａ）主催する事業内容  

 

事業名 調査内容 

展示会での新製品 

（商品）ニーズ調査 

           

 

調査目的  市場の需要を見据えた新製品（商品）の開発に役立つ

情報を小規模事業者等に提供し、需要開拓に役立てる

調査対象  バイヤー、消費者、潜在顧客 
調査方法  各種展示会等に出展者等と共に参加し、購買にかかる

意向調査をヒアリングで実施 
活用方法  バイヤーの意向に沿った、新製品（商品）の開発支援

調査項目  新製品（商品・サービス）及び、パッケージの 

ブラッシュアップ 

希望する価格帯、導入や購入の条件 

派生できる新製品（商品）の可能性 

調査数見込 １品あたり 20～25 件 

テストマーケティン

グ事業での製品 

（商品）ニーズ調査 

調査目的  市場の需要を見据えた新製品（商品）の開発に役立つ

情報を小規模事業者等に提供し、需要開拓に役立てる

調査対象  消費者 
調査方法  テストマーケティング出展者等と共に参加し、購買に

かかる意向調査をヒアリング及びアンケート調査で 
実施 

活用方法  消費者の意向に沿った、新製品（商品）の開発支援 
調査項目  新製品（商品・サービス）及び、パッケージの 

ブラッシュアップ 

希望する価格帯、導入や購入の条件 

派生できる新製品（商品）の可能性 

調査数見込 １品あたり 20～25 件 
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事業名 調査内容 

桑名商工会議所の 

会員交流会で発表さ

れる新製品（商品、 

サービス）ニーズ調査 

調査目的  市場の需要を見据えた新製品（商品）の開発に役立つ

情報を、事業計画で発表される事業者等に提供し、需

要開拓に役立てる 
調査対象  バイヤー 
調査方法  会員交流会にバイヤーを呼び、購買にかかる意向調査

をヒアリングで実施 
活用方法  バイヤーの意向に沿った、新商品・サービスの開発 
調査項目  新製品（商品・サービス）のブラッシュアップ、 

パッケージのブラッシュアップ 

希望する価格帯、導入や購入の条件 

派生できる新製品（商品） 

調査数見込 バイヤー数による 
ゆめはまちゃん製品

（商品）ニーズ調査 

調査目的  市場の需要を見据えた、キャラクターの新商品の開発

に役立つ情報を、イラストを利用する事業者等に提供

し、需要開拓や新商品開発に役立てる 
調査対象  ・ゆめはまちゃんが出演するイベントや展示会への 

来場者 

      ・キャラクターグッズ購入者 
調査方法  ヒアリング及びアンケート調査 
活用方法  消費者の意向に沿った、新製品（商品）の開発 
調査項目  ゆめはまちゃんを活用した新製品（商品）の可能性 

希望する価格帯や条件 
 

各種展示会では、バイヤー、消費者、潜在顧客向けにヒアリングによるアンケートを実施し、製

品（商品）ごとのニーズ調査や、それらの資源を使って派生、活用できる製品（商品）などを調査

し、出展事業者、出品事業者に還元する。展示会出展以外にも、当所も出資し事業協力している株

式会社まちづくり桑名が運営する「くわなまちの駅（注）」が中心市街地にある商店街の中で地元商

品を中心に販売を行っているので、そこでテストマーケティングを行い、その際に同様のアンケー

ト調査を実施し、出展事業者、出品事業者に情報を還元する。その他の事業についてもニーズ調査

を行い、関係する事業者に情報還元する。 

 

（注）くわなまちの駅・・桑名市の中心市街地に立地する寺町通商店街内で、桑名市ほか県内

の地場産品や特産品を販売する店舗。株式会社まちづくり桑名（桑

名市や桑名商工会議所ほかが出資する第三セクター）が運営し、常

時 30社程度が出品する 
 

ｂ）外部統計を活用した事業内容 

 

事業名 調査方法と活用方法 

日経テレコン  

ＰＯＳ ＥＹＥＳ 

需要動向調査として、日経テレコンを活用する。日経テレコンは、

小規模事業者が提供する商品におけるトレンドを把握すること

で、業界動向や市場シェアの分析等に活用できるので、需要開拓

に取組む小規模事業者の事業計画策定を支援することができる 

Ｊ－ｎｅｔ２１  

ジェグテック 

及び 

ザ・ビジネスモール 

ジェグテックやザ・ビジネスモールは、小規模事業者の需要開拓

に役立つので、事業者の持つ製品、技術情報をＷＥＢ上に公開し、

大手企業からのニーズ（技術課題やパートナー募集）を受け、提

案や商談に繋がり、需要動向を掴むことができる 

Ｊ－ｎｅｔ２１ スタートアップガイドは、経営の課題を、テーマ別、業種別に検
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スタートアップガイ

ド 

索できるので、小規模事業者や創業者に向けて、市場分析、販路

拡大、海外展開等の情報や、需要動向の情報を提供することに役

立つ 

            

 外部を活用した事業は、小規模事業者が事業計画を策定したタイミングを見計らって、以上の

調査や情報発信を支援する。 

 

（４）目標と小規模事業者に対する効果   

需要動向調査の分析結果については、市場の動向を見据えた、新製品（商品）の開発や販路開拓、

新たに参入する分野を検討している事業者、展示会やテストマーケティングの出展者に対し、情報

を提供することを目標とする。一方、外部を活用した事業では、新分野へ進出する支援のために、

物価の見通し、市場統計、業界動向など、小規模事業者が地域の需要動向を知るための手助けとな

るように情報提供や情報発信の取組みを支援する。これらは、巡回や窓口での相談で随時利用する

ことで、顧客目線に合った製品（商品）の開発を行うことができるので、各種事業の計画作成・実

施に反映させることで、売上向上に寄与し、経営基盤強化に資する効果が見込まれる。 

 
              

支援内容 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

各種展示会等での 
ニーズ調査（回） 0 3 4 5 5 5 

       
 

支援対象 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

需要動向調査 
支援対象事業者 

合計（社） 

50 80 87 95 102 110 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  

（１）現状と課題 

小規模事業者が事業計画に基づき新たな取組みを進めるには、対外的な情報発信が必要となる。

当所では、基本的な情報提供ツールとして「毎月発行の広報誌」、不定期の情報提供ツールとして 

「ホームページ」「ＦＡＸ通信」で各種情報を発信しているほか、マスコミへの投げ込みなど、広く

情報提供を行っている。しかし各事業ごとに情報提供の濃淡があり、一元化した情報提供の実施は

実行できておらず、個々の職員の対応に委ねられている面が課題であると考える。また、当所のホ

ームページには会員情報があるがアクセス数分析までは行っておらず、販路開拓には活用してこな

かった。展示会等についても出展支援等を行ってきたが、中堅規模の事業者は自社で対応している

反面、小規模事業者は出展するための余力がなく、例年、出展者の掘り起しに課題がある。 

 

（２）具体的改善点   

昨今は地方創生が求められる時代背景もあり、地域で生み出された特色ある商品やサービスを広

く周知し、企業の発展に繋げる必要がある。そのために、「マスメディア、各種広報誌等による広報、

商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、

需要の開拓に寄与する事業」を行い企業の発展に資することが必要である。特に小規模事業者が新

規に取組む事業については、販路開拓や需要開拓を行い、それらを提供するための支援が必要であ

る。  

当所の考え方としては、それを支援するために、小規模事業者にとって、受入しやすい、より良

い事業を模範として、下記に記したとおり、当所独自の事業を展開したい。また、有効な施策を小

規模事業者に届けていくために、他の支援機関や施策を立案する行政機関と連携し小規模事業者を

あらゆる面から支援できるよう強化、協力する。 

 

（３）事業計画の手段及び目標 

ａ）マスメディアの活用 

小規模事業者のマスメディア活用は不十分な点があるため、プレスリリースセミナーを年１回開

 催し、マスメディアの重要性を認識させ、個々の事業者の支援に繋げる。当所としてもマスメディ

ア活用に資するため中小機構の実施する「メディア戦略支援」研修に職員を派遣しノウハウの取得

に努めており、今後はプレスリリース等の体系的な支援を行う。 

 支援メニュー 

プレスリリースセミナーの開催・・業種業態に合ったプレスリリースの仕方や、プレス向け 

記事の作成法などを学ぶ。 

メディアへの発信・・小規模事業者のトピックス的な情報を都度、当所支援担当者がメディア

にリリースする。リリース先については中日新聞、中部経済新聞など記

者クラブへ投げ込みによる情報発信と重要な内容に関しては、桑名市の

関係各部署と連携し、記者クラブ宛てに掲載依頼を働きかける。 

  支援対象 

   事業計画策定を通じて新商品・新サービスを提供する小規模事業者 

事業計画策定を通じて自らの強みをＰＲできていない小規模事業者 

  

支援内容と対象 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

メディア対策セミナー

（回） 未実施 1 1 1 1 1 

メディアに発信し 
掲載に至った事業者 
（社） 

統計 
なし 6 6 6 6 6 
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※目標数値の根拠 
メディア対策セミナー 年一回開催 
メディアに発信し 
掲載に至った事業者 

小規模事業者の強みである隠れた製品（商品）を開拓しメディ

アに寄稿しＰＲを行う 
  

ｂ）ゆめはまちゃん事業 
当所では、「はまぐり」を地域資源とした活性化事業を展開しており、その展開にあたって「ゆめ

はまちゃん」という商工会議所独自のキャラクターを平成 20年に公募し、現在は着ぐるみの貸し出
しをはじめ、キャラクターグッズ販売などを通じて桑名市のＰＲに役立てている。当キャラクター

は桑名市より桑名市宣伝部長に任命され、「ゆるキャラグランプリ」においても三重県内のキャラク

ターで最上位に位置するなど広く浸透している。そのため、同キャラクターイラストの使用につい

ては、市内を始めとする２００件超の事業所、団体等がパッケージや商品デザインなどに活用され

ている。小規模事業者にとっても販促支援に繋がっており、今後もイラスト使用を広めつつ、桑名

市と連携しＰＲしていきたい。（参考：当所が作成したキャラクターによる販促・ＰＲ支援） 

     
  さまざまなグッズ販売とキャラクターをデザインした商品を支援  桑名市長、議長表敬訪問 

     
ｃ）ＷＥＢ商工名鑑を活かした商談事業 
当所では、ホームページ上に「ＷＥＢ商工名鑑」として掲載を希望する会員の名簿を掲載してい

る。ここには事業所名等、基本的な企業情報を掲載し、併せてホームページのリンクを貼っており

取引照会に対応している。今後はアクセス数の分析ができるよう、大阪商工会議所が実施している

「ザ・ビジネスモール」にその機能を移管する。同サイトには全国で企業件数 25 万件の登録があ 

るが、桑名地域から 23 企業の参加に留まっていた。今後はより多くの企業が参加されるよう推進を

注視しながら、セミナーを通じて利用方法を周知し、小規模事業者のＷＥＢ活用意識の向上を図り、

製品・サービスのＰＲや販路開拓に結び付けたい。 

 支援メニュー 

ＷＥＢ商工名鑑を活かしたセミナー・・事業所名簿だけでなく、写真の掲載や詳細な会社ＰＲ

を行うことができる。また、ＰＲはＮＴＴタウンページともリンクし

ており、ビジネスモールだけでなくｉタウンページでもＰＲすること

に繋がる。また、全国の買いたい案件が情報提供され、見積書を提示

することも可能となり商談に繋がれば、売上にも寄与すると考える。

そのための活用セミナーを開催 

支援対象 

 当所会員事業所 2,225 事業所（ビジネスモール全体の登録は 246,705 事業所） 

 

支援内容 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ＷＥＢ商工名鑑を活か

したセミナー（回） 未実施 1 1 1 1 1 

 

【以上 ＢｔｏＢ，ＢｔｏＣの支援】
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 ｄ）「会員交流会」の実施 
会員間の交流とビジネスマッチングの場を提供するため会員交流事業を開催し、会員企業が持つ

技術、新製品の発表の場及び会員相互の交流の場として年１回開催する。これまでは会員事業所約

120社が参加し、そのうち 10社程度が自社商品、サービスの発表を行ってきたが、その後の連携 
や販売まで結びついたか不透明であった。今後は小規模事業者の販路開拓に位置付ける為に、会員

事業所の大手スーパーのバイヤーや担当者にも参加依頼し、会員企業が持つ技術、新製品等を掘り

起こし、販路開拓や会員間のマッチングの場になるよう実施し、営業力が乏しい小規模事業者を支

援する。必要に応じてよろず支援拠点や各種専門家派遣を通じ販路開拓の専門相談に繋げる。 
 
支援メニュー 

  会員交流だけでなく、会員事業所の大手スーパーのバイヤーや担当者に参加依頼し、商談会を

  実施。また、会員間での商談（相談）を推進する。 
 支援対象 

技術、新製品等を持っているが、営業力が乏しい小規模事業者 
販路開拓や会員間のマッチングの場を求める小規模事業者 

 
支援内容 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

会員交流会内での商談

や相談の実績（件） 未実施 2 3 4 5 5 

 
※目標数値の根拠 
会員交流会内での商談や

相談の実績 
これまで実績がないため、参加者増加への取組みとバイヤーの参

加働きかけからはじめ、実績を積みあげる 
   
ｅ）展示会等出展支援（地場産業振興支援を含む） 

平成 23年、24年度の２年間、日本商工会議所が国の補助を受けて実施している「地域力活用新
事業∞全国展開プロジェクト」の採択を受け、桑名市、三重県鋳物工業協同組合と共に地元の伝統

産業である鋳物をテーマに「くわな鋳物新商品開発事業」を展開し、家庭向け製品の開発に取組ん

だ。一般消費者向け製品を製造している事業者は地域に少なく、また販売力、営業力に乏しいこと

が分かり、事業終了後も同事業の行う展示会に出展するなど継続的な支援を行ってきた。今後も桑

名市、三重県鋳物工業協同組合、関係する事業者と連携し様々な展示会への出展支援を行い、事業

者が自立して経営に取組みできるよう補助金申請等、ニーズに合った支援をする。 
また、当所では各機関が実施する様々な産業展等への出展支援も継続的に行っており、なかでも

三重県が主催する「リーディング産業展」および名古屋商工会議所等が主催する「メッセナゴヤ」

へ平成 21年より出展支援を行っている。これまでは当所がブースを買い上げ小規模事業者に安価で
参加いただいていたが、販路開拓に繋がるような支援まではできていない。今後は展示会の周知に

注力し、参加を希望する事業者に対して、連携機関の専門家相談、専門家派遣を利用し、展示会で

の営業の基本となる名刺の管理など取るべき手法をはじめ、販路開拓を中心とした支援をする。ま

た、当所が持つキャラクター“ゆめはまちゃん”を展示会へ参加させ、展示物のみでなく、桑名市

のＰＲにも役立てる。 
 
 支援メニュー 

  当所が斡旋を行う展示会への出展・・ 
「リーディング産業展」先端分野から地域密着型の産業まで多彩な企業・団体が一堂

に会して魅力発信と交流を行う三重県内最大級の規模を誇る

展示会（出展者数 約 220） 
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       「メッセナゴヤ」   業種・業態の枠を超え、各出展者の持ち寄る製品やサービス

を国内外に広く情報発信し、販路拡大や人脈形成を図る国際

総合展示会（出展者数 約 1,200） 
 

「feel NIPPON」    feel NIPPONプロジェクトの成果として開発された商品を販
路拡大に向けて展示会として開催するもの。他の展示会と共

同により実施（feel NIPPONの出展者数 42） 
 
 支援対象 

  くわな鋳物新商品開発事業に取組む事業者 
  新商品・新サービスを展開する小規模事業者 
 

 

※目標数値の根拠 
展示会出展支援 
 

平成 26 年度までは、当所が出展費用の大半を負担し、出展希望があれ

ば業種にかかわらず、斡旋して展示会へ出展してきたが、平成 27 年度

より、商談に繋がるような事業者を中心に募集したこと、出展者にあ

る程度の費用負担を求めたこと、当所は濃密な出展支援に力を注いだ

ことなどから、出展支援の目標値は下がっている。 
  

【以上、ＢｔｏＢの支援】

 

ｆ）桑名名物「はまぐり」を扱う飲食店紹介事業 

桑名市は「その手は桑名の焼きはまぐり」と言われる「はまぐり」が有名であり、観光客や出張

等で当市へ訪れるビジネスマン等から食事や購入ができる店舗の問い合わせが多い。当所ホームペ

ージ上には、「はまぐり」を食べることができる飲食店等を紹介するページを平成 23 年より作成し

ているが、桑名で「はまぐり」を食べることができる店舗をまとめ、閲覧できることから、来所さ

れる場合にはチラシなどで説明するほか、問い合わせの際はホームページをご覧いただいている。

このため、お店紹介については小規模事業者、消費者双方から好評であり、今後も掲載数が増える

よう桑名市商工観光課、桑名市観光協会と協力して広報等を通じてＰＲし販売促進に繋げたい。 

（現在 32 店舗を紹介） 

 

支援対象 

 はまぐりを取扱う事業者 

支援内容 26 年度

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

登録件数（新規追加分） 
（社） 1 1 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 

支援内容 26 年度 

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

展示会出展支援（件） 
 14 5 5 6 6 7 

展示会商談件数（件） 調査 
せず 20 22 25 27 30 
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  ｇ）「新店舗出店（空き店舗対策事業）」への支援 
桑名市・桑名市商店連合会・株式会社まちづくり桑名と協力して実施している空き店舗対策事業

は新規創業者だけでなく、創業者以外の事業者が中心市街地に新規出店する際も助成対象となって

いる。引き続き新規創業や新店舗展開へのチャレンジに繋がるよう補助金支援を継続するとともに、

出店した小規模事業者に対し経営段階に応じて支援を実施する。 
 

【以上、ＢｔｏＣの支援】
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 
  桑名市総合計画の計画期間は、平成 27（2015）年度から平成 36（2024）年度までの 10 年間で
 ある。基本構想は、総合計画の基本理念と桑名市が目指す将来像、それを実現するためのまちづく

りの基本視点７つのビジョン（施策の大綱）に分かれている。 
  産業振興に関するビジョンでは、次のような記載がある。 
「地理的優位性を活かした元気なまち」・・・地理的優位性を活かすために、都市構造としての環境

整備をおこないつつ、広域道路網へのアクセス向上および公共交通の活用といった地域交通の円滑

化を図り、観光、交流資源の連携、中心市街地の魅力向上などに取組む。 
「桑名をまちごと『ブランド』に」・・・ブランドづくりの基本となる資源の発掘、磨き上げて、す

そ野の拡大を進める。農林水産業やものづくり産業の振興、商業の活性化、文化・スポーツ活動の

向上、生涯学習活動による人づくりに、市民や企業とともに取組む。さらには、まちの景観や良好

な住環境の整備など、都市のイメージが向上する取組みを市民と協働で進める。桑名をまちごとブ

ランド化するためのプロモーション活動を積極的に行う。 
この桑名市総合計画を踏まえて、以下の通り桑名市ほか、関係団体と連携を深め地域活性化活動

 を実行する。 
  
（１）目標と具体的事業 

（ア）観光活性化事業 

ａ）「桑名フィルムコミッション」の構成団体としての協力 

桑名市は、明治時代の地元出身経営者の邸宅を由来とする「六華苑」をはじめ歴史的に重要な文

化財がいくつもあり、また美しい自然・レジャースポットとロケーションは豊富にある。 
当所では、映像産業を誘致することで関連事業への波及が図られるよう、桑名市の「桑名フィル

 ムコミッション」に支援、協力して、ロケーションの紹介や撮影支援を通じて観光客を誘致し、小

 規模事業者へのＰＲ・販売促進効果に繋がるよう取組む。 
 

ｂ）着地型観光事業の展開 

 桑名市は歴史的な文化財が多く、また、海、山、川など自然にも恵まれている。産業では、機械

金属、地場産業の鋳物などの製造業、桑名発祥である都まんじゅうなどを扱う和菓子店、時雨蛤製

造販売業など、多岐に渡った業種がある。中には地域にはあまり知られていないものの観光的な価

値の高いものも多い。当所では、桑名市の関係部署と連携し、それらの様々なものをニューツーリ

ズムとして、まずは掘下げて洗い出すための調査を行うとともに、それらを分類し産業観光ルート

等を模索し、併せて実施事業者のプロモーション認知度向上を図り、情報発信力を強化するよう取

組むことで全国展開事業にしていきたい。 
また、今後インバウンドへの取組みが強まることが予想されるが、桑名市が持つポテンシャル（観

光資源、食文化など）でもまだ知られていない事象を掘り起しし地域資源の認定を受けることや販

路開拓等支援から実際の販売に結び付けたい。現在、揖斐・長良川河口地区にて国土交通省による

国営木曽三川公園「河口地区」の整備が始まっており歴史散策の拠点として計画されている。観光

客向けの施設も整備される予定であり整備が具体化する時点で当所としても協力を検討したい。 

 

（イ）地域商工業振興事業 

ａ）地域産業、会員事業所紹介のための展示会・交流会等の開催 

これまで各団体が個々に開催していた物産展や個店の商品販売、イベントなどを一つのイベント

として開催する「桑名フェスティバル（仮称）」を、桑名市・桑名市観光協会・駅前商業研究会・寺

町通り商店街振興組合と調整していく。各団体が主催するイベントを一つにすることで来場者の分

散化を防ぎ、また、効果的な事柄に集中的に資源を投資することが可能になり、スケールメリット

を活かした事業を展開することができる。 

なお、当所としては、開催の主体を若手後継者である青年部とともに担うことで、参画者の拡大

を図るほか、会員事業所向けのブースを設け、商品・製品をＰＲする場を設け販路拡大に寄与する。

イベント内では、桑名を代表する祭りである「石取祭」を紹介することも検討し、観光客誘致に繋
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げる。「桑名フェスティバル」事業に関しては数値化した目標はないが、地域にとって初めての取組

みであり、継続した事業が展開できるよう支援を強化したい。 

会員交流会については、これまで年１回実施しているが、今後も継続して実施するとともに、参

加者数の増加を図るよう、大手スーパーバイヤーの参加を呼び掛けるなど、新規取引機会の提供に

努める。交流会については前年対比で参加者数を５％程度伸ばすよう努力するとともに、事業者の

マッチングを支援も目標数値を設定して、目標達成のため、内容を工夫したい。 

 

ｂ）商店街等活性化事業 

桑名市、桑名市商店連合会、株式会社まちづくり桑名とともに実施している空き店舗対策事業に

ついては、補助対象者のフォロー体制が必ずしも十分でなかったため、会員加入を必須とすること

で継続的な支援を行うこととする。また、平成 27 年 3 月に選定された「がんばる商店街 30 選」に

選定された「桑名市寺町通り商店街振興組合」が実施している「寺町トータルプラン作成支援事業」

に参加しており、今後も勉強会はもちろん、商店街活性化支援に引き続き連携をとっていく。 

 

（ウ）若手後継者を絡めた事業 

 ａ）くわな商工まつり展示即売会 
「くわな商工まつり」は当所が主催するイベントであるが、テントブースを設け、地域の特産品、

物販を即売することを目的として開催し、地域住民の交流や地元事業所のＰＲに繋がるように取組

んでいる。例年は２０事業所程度の出展であるが、今年度は「桑名フェスティバル」の一環として

より趣向を変えて桑名地域一体の秋のイベントを同日開催することで６０事業所程度を目途に参加

店を増やし、販売ＰＲ強化に努める。 

なお、この事業は当所主催事業として、当所青年部とともに実施し、併せて桑名駅前商業研究会、

寺町通商店街振興組合にも協力を働きかけ、桑名市の秋の一大イベント化を目指す。小規模事業者

にも広く参加を働きかけ販路開拓の一助にしていただくよう、継続的に実施する。 

 
   ｂ）ふるさと名物事業を通じた名物の発掘および桑名市のブランド事業の支援 

地域のイメージに合ったブランド資源を長いスパンで掘り起すなど、新しいブランド構築に繋げ

るために、ふるさと名物を発掘することを目的とした事業に取組み、桑名市の活性化を支援したい。

また、若手後継者事業として、青年部では昨年実施した三重テラスでの商談会同様、地域の地場

産品の展示販売や、イベントを通じて「桑名の殿様 しぐれうどん」の販売などを行ったが、引き

続きさまざまな機会を通じて出品販売し、ふるさと名物となるよう取組む。女性部では、昨年青年

部が実施した桑名ブランド化事業を引き継ぎ、桑名市のブランドについて考察する。ふるさと名物

や桑名市のブランド展開は、外部視点はもちろん、若手や女性視点を取り入れて検討することが必

要であり、ブランド展開を模索し、適宜、関係機関に提言する。 
桑名市は「本物力こそ桑名力」をキャッチフレーズに、全国に向けてＰＲするよう取組みを行っ

ているが、連携協力し、その取組みを後押しできるよう事業展開したい。 
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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り組み 

 １．他の支援機関との連携を通した支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１） 現状について 

（ア）産学連携 

 ・技術支援連携 

   これまで、三重大学、三重ＴＬＯ、名古屋工業大学といった大学と、製造業者を結んだ技術相

談会を数回開催しており、今後も小規模事業者が抱える「研究開発」や「技術開発」に関した課

題が解決されるよう大学との連携強化を図る。 

 

・地域振興連携 

 桑名市では、南山大学の支援を得て 2027 年に開業が予想されるリニア中央新幹線の観光交通に

与える影響について研究している実績がすでにあり、当所もその研究会に属している。今後は地

域経済の影響に関する支援ほか、販路開拓やメディア支援など南山大学が持っている資源や情報

など提供、協力いただき、小規模事業者の活性化に繋がるような連携強化を図る。 

 

・インターンシップ連携 

 当所では、平成８年より桑名工業高校と桑名地域の製造業者を結ぶインターンシップ事業に取

組んでおり、毎年２年生全員を地元企業 70 数社で受け入れている。この事業は桑名方式のインタ

ーンシップとして全国に広く知られている。今後も地域の学生が地元企業に就職するために一層

の連携強化を図る。 

 

（イ）支援団体連携 

 ・（公財）三重県産業支援センター 

経済産業省の「ものづくり改善運動」に基づき、（公財）三重県産業支援センターの主催により

開催する「三重ものづくり改善インストラクター養成スクール」に協力して、タスクフォースを

組んで企業に専門家を派遣し、企業診断、改善指導を実施する。その他の経営支援策についても

「三重県よろず支援拠点」「三重県事業引継ぎ支援センター」を運営する、同センターと連携して、

地域の小規模事業者の発展に寄与するよう支援体制の強化を図る。 

 

 ・桑名信用金庫 

  信用金庫は地域の活性化のため、地域で事業を営む人や働く人、暮らしている人たちとともに

歩んでおり地域経済や社会・生活基盤の活性化への取組みに力を注いでいる。当所としては地元

金融機関である桑名信用金庫と連携し、その知見を共有することで、地域の小規模事業者に対し

てより良い支援を提供する。 

 

（ウ）その他連携 

・行政機関等連携 

   桑名市とは、ゆめはまねっと（別表４参照）ほか、鋳物事業や空き店舗対策事業など産業振興

やフィルムコミッション事業など観光振興、販路開拓事業など随時連携しているが、今後も更な

る連携を図る。 

   三重県雇用経済部地域資源活用課とは現状でも鋳物事業で連携しており、今後も更なる連携を

図る。 

 

・「三重県中小企業・小規模企業振興条例」による連携 

三重県中小企業・小規模企業振興条例において設置された、以下の各会議で支援ノウハウの情

報交換を行っている。また、「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」に参画している。 
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・「三重県連商工会議所中小企業相談所長会議等」による連携 

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」、また、年数回開催される「事務局長会議」

において各商工会議所の支援内容について情報交換を行うとともに、他の県内の商工会議所と「中

小企業・小規模事業者の経営支援の連携に関する協定」を締結し、県内の商工会議所はもちろん

地域の金融機関と連携し、効果的な経営支援を展開し地域の活性化に繋がるよう、新たな支援体

制の構築について検討する。 
 

  ・専門家との連携 

   三重県商工会議所連合会のエキスパートバンクによる専門家派遣については例年、割当数を全

て活用しているほか、ミラサポ制度を活用した専門家派遣も利用し、経営指導員と様々な分野の

専門家が連携して小規模事業者の支援にあたっている。 
また、創業塾や創業フォローアップ相談会などの創業者支援についても地域の専門家と連携す

ることで身近で継続的な支援に繋げている。 
今後も専門家との連携を深化させると共に経営指導員の支援力向上にも繋げたい。 
 

（２）今後について 

  行政機関や金融機関の支援担当者、県下商工会議所・商工会の経営指導員と情報を積極的に共有

することで、共催など事業の連携を実施し、広く事業展開を図りたい。 
また、上記の各種会議等において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、

平成 27年度に新設された「三重県中小企業・小規模企業地域課題解決プロジェクト支援事業補助金」
等の活用を検討し、他地域、他団体との連携により、地域における中小企業・小規模企業の抱える

課題解決に向けた取り組みや新たな支援メニューについて検討する。 
なお、人材が乏しい中小、小規模事業者の課題解決支援として、関係機関との連携協定を図るな

ど関係を強化して、専門性の高い人材の育成とネットワークの構築を図るよう取組む。 
 
・地域のＯＢ人材の活用 
製造業の海外シフトが進む一方で円高の是正が進み、中国をはじめとする海外の拠点における

  人件費高騰など生産コストが増加しており、ものづくりの国内回帰の動きが見られる。 
今後は海外に移った技能、技術を時代の変化に合わせ、経験豊富な人材を即戦力として活用す

  ることが重要な課題となっている。しかしながら、この分野の人材が決定的に不足しているため、

  各機関でＯＢ人材の再教育が図られるよう取組みがなされている。当所では地域に在住するＯＢ

人材を積極的に地域企業に派遣できるよう地域のＯＢ人材を活用し様々な専門家派遣事業を利用

し、小規模企業向けに派遣強化を図りたい。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状について 

  補助対象職員の現状、研修の現状 

経営指導員で比較的経験の少ない者については、中小企業基盤整備機構が主催する「基盤機構研

修」に年１回参加し、時宜に合った講座を選んで経営支援に必要な基本的知識や能力を実践的に習

得させている。また、経営指導員には簿記２級取得を内規で定めており、経営指導員を含めた中小

企業相談所所属の職員は全員取得済である。 
三重県連商工会議所連合会が主催する出席必須の「経営指導員研修」は経営指導員ほか、候補生

にも受講させ、中小企業の経営課題の解決に結びつくよう支援能力の向上に努めている。 
金融推薦書や専門家派遣、各種補助事業の申請書など、相談・支援に関するものについては、中

小企業相談所内でそれぞれ個人が全経営指導員の案件を閲覧できるようファイル化して保存するこ

ととしており、情報の共有化を図っている。 
所内では総務課職員を含めて職員全員が、日本商工会議所が運営する「経営指導員ＷＥＢ研修」

を随時受講しており、毎年効果測定を実施していることから自身の強み弱みを把握することができ

ている。自身が弱い部分について次年度の受講研修内容に役立て、更なる資質向上に努めることで、

求められる人材になるよう組織として能力の向上を今後も継続して図っていく。 
また、中小企業相談所長経験者である職員をシニアアドバイザーとして再雇用しており、支援ノ

ウハウの継承に努めている。 
なお、当経営発達支援計画について今後の取組みを実際に担う職員が中心になって作成するとい

う考えに基づき 30代、40代の職員を中心に原案を作成、現状分析、目標を検討する機会とした。
 

（２）今後について 

 （ア）従来からの取組みで資質向上に大きく繋がるもの 

当所では、事業者支援上、役立つ各種資格については資格手当を充実させており、各自、自己啓

発により取得を励行する。 
シニアアドバイザー（記帳指導職員）は、これまで得た技能、経験を活かすために、若手職員へ

のフォロー役を担当し、職員のスキル向上や経験の継承に繋げる。また、経験から培った会員事業

所との信頼関係を、若手職員に上手く繋げる役割を担う。 
 

（イ）新たな取り組み 

ａ）需要の開拓に繋げるための取組み 

平成２７年度は中小機構研修のうち時宜に合ったテーマを受講させた。今年度は「メディア戦略

支援（広報の知識を学び、自社でプレスリリースを行うことができる手法の習得、“販路開拓”に繋

がるメディア戦略を学び、効率的に販路拡大を図るための手法を習得し、支援能力を向上させる）」

と「創業・第二創業支援研修（中小企業が厳しい経営環境下において、新たな成長・発展を目指す

契機になる新規事業・第二創業を支援する方法の習得）」に経営指導員を派遣、研修を受講させ、小

規模事業者の支援力の向上を図る。また、次年度以降も継続して複数の若手、中堅経営指導員に小

規模事業者のニーズに合ったテーマに合わせて派遣し、支援力を身に付けたい。 
 

 
 

 

 

 

 

内容 

 

26 年度 

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

中小機構研修（専門コー

ス）への参加（人） 3 3 3 3 3 3 
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ｂ）経営分析及び、事業計画の策定支援に繋げるための取組み 

巡回時には、小規模事業者とのコミュニケーション力を深めるために、相談者である、小規模事

業者の課題や現状を傾聴し、また、支援を通じて強みや経営向上に向けた可能性を見つけ、当所や

他の支援機関とともに、その課題を解決し、強みを活かす取組みを実践、協力したい。 

職場内では支援事例や巡回時の課題や強みについての意見交換会を四半期に一回以上開催するこ

とで、個々の職員のスキルアップを商工会議所全体のスキルとして蓄積できるように実行する。具

体的には経営指導員が伴走型支援で取組んで効果のあったと考えられる相談内容や専門家派遣事業

への同行から得たスキルを、毎月実施している職員全員参加の月例ミーティング後に報告し、意見

交換する。（一回の開催で１事例を目途）また、適宜開催される各種の研修会、講習会に参加した者、

需要動向や消費動向調査についても、研修や分析等で得たスキルを発表する場として利用し、支援

する職員間の情報の共有化を図る。 
 

 
経営指導員と補助員が有する経営分析の結果については、融資、事業計画に基づいた補助金支援

など起案と同時に提出し、所属長もしくは専務理事に提出し、内容については個々の担当者から事

業者へ提供するものとする。（目標はＰ10参照） 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 

 

26 年度 

実績 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

スキルアップ報告 
（回） 0 2 4 4 4 4 

研修内容報告 
（回） 1 1 2 2 2 2 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状について 

  内部機関による事業評価の現状について 

当所では随時開催されている正副会頭・監事による三役会議の他、年３回の常議員会、および最

高議決機関である年２回開催の議員総会の場において各種取組みを報告し、承認を受けている。 
一方で事業ごとの外部評価については実施をしておらず、組織外部の視点による評価の仕組み作

 りが課題になると考えている。 
 
（２）今後について 

（ア）計 画  

事業実施スケジュールを事業内容・予算とともに起案し、専務理事（必要に応じて正副三役）、各

課の役席が承諾してから実施するものとする。特に小規模事業者目線を心掛けるとともに、コスト

意識を持って事業を展開する。 
 
◆事業成果評価のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
事業成果の評価では、「事業概要」から見た「活動状況」「成果状況」「投下したコスト」の指

標を設定し、評価の判断基準にするが、必ずしも費用対効果だけでなく、小規模事業者視点で

有効な事業は継続されるよう参加者の意見も反映する。 
 

（イ） 実 行  

事業達成の状況はミーティングの場で報告するなど今後の展開の修正を図る。四半期ごとに事業

報告とブラッシュアップを行い、役席会議で関係する役席が進捗状況を確認し報告する。また、事

業内容に変更等が生じた場合は必要に応じて再起案し、目標達成が図られるよう軌道修正する。 
 

◆事業行動プラン表のイメージ  
○○事業行動プラン表

CH AC

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

所内会議

調査実施

事業計画立案

実施計画起案

事業実施

PLAN DO

外

部

委

員

会
 

 

事業の 

計画実施 

事業目的や手

段・効果、コス

ト意識を持った

事業計画を作成

し、小規模事業

者のニーズに沿

った事業を展開

する。 
 
 
 

事業成果等を外部委員に評価いただき、より良い事業を実行する 

(1) 担当者の内部評価や会員事業者アンケートからの意見など評価
表を作成する。 
内部での評価と参加者の効果など、評価点を明らかにする。 

(2)「事業成果」「事業状況」について、評価表を作成し見える化する
ことで事業の自己評価をする。 
小規模視点の目的達成度を示す「事業活動と成果」を設定し、事業

の進捗状況や費用対効果を客観的に検証する。 
(3)PDCAのサイクルが機能するよう事業を展開する。 
事務事業の目的や達成度を「成果指標」、「事業コスト」で明示し、

進捗評価することで事業成果等を把握し、有効性、効率性の面から、

PDCAサイクルが機能するよう意識改革するとともに、小規模事業
者の持続的発展に寄与する。 

評価の視点 

反省と実行 

「事業成果の評価」

は、進捗評価を行

い、実施後の「有効

性」、「効率性」を小

規模事業者視点で

評価し、課題や改善

点を明らかにして

次回への実行に繋

げる。 

PLAN・DO   ⇒     CHECK       ⇒     ACT（次の PDへ） 
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（ウ） 評 価  

事業終了後は、事業報告と収支決算、参加者のアンケートを集計し、次回の実施に際して改善す

べき点を明らかにして事業評価表とともに専務理事、役席に起案、報告する。 
本件についての仕組み作りが課題と考えていたことから平成 27年４月に日本商工会議所が実施 

する「経営発達支援計画策定推進事業」の採択を受け、外部専門家等によるヒアリングを受け計画

を策定したが、今後も外部委員を選任し、実行する事業について内容の評価・見直しを行っていく。

 

◆事業成果の評価表イメージ 

     

                           活動指標・・対象者から見た実行状 

況・進捗状況を記載  

                           成果指標・・対象者の参加状況など 

                                 目標との対比を記載 

                           コスト指標・費用対効果を記載 

                           成果  ・・小規模視点で効果を記 

                                 載。アンケート結果や 

                                 意見を反映 

 

 

 

    

 

 

◆経営発達支援計画にかかる外部委員 予定者（案） （敬称略） 

 

※玉津裕史、辻龍範は会員内有識者としてアドバイスいただく 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 所属・役職 
専門分野 又は

業種・従業員数
役割・選定理由等 

奥田隆明 南山大学 経営研究センター長

ビジネス研究科教授 

都市環境学 
都市地域経済学

都市地域計画 
座長・学識経験者 

水谷哲也 
水谷ＩＴ支援事務所 代表 
(公財)三重県産業支援センター
コーディネータ 

中小企業診断士

情報処理技術者

 

ビジネスプラン作成支援(創
業、経営革新計画【第二創業】

など)  
公的施策、支援策の活用伝授

松本圭史 合同会社地域創造研究所  支援コンサルタ

ント コンサルティング支援 

玉津裕史 玉津税理士・経営コンサルタン

ト事務所 
税理士 
 

中小企業の現場改善支援 
コンサルティング支援 

辻 龍範 三重くわな法律事務所 弁護士 コンサルティング支援 
 

事業成果の評価表 
事業名称 
 

活動状況の指標 

事業の目的・概要 
 

成果状況の指標 

事業の実行・手段 
 

投下コストの指標 

小規模視点の成果 
 
中長期計画 
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（エ）改 善  

事業評価結果は改善点を明らかにし、桑名商工会議所三役会議（正副会頭、監事、専務理事）に

報告するとともに都度職員にも公表し、次回の事業に活かすこととする。これら一連の仕組みは毎

年度実施する。 
 当所の組織、事業推進に係るものについては総務運営委員会に付議することとする。 
一般会員や地域事業者については、計画、事業実施状況、成果の評価、見直し案を都度当所ホー

ムページ（http://www.kuwanacci.com）及び当所広報誌に記載することとする。 
 
◆桑名商工会議所経営発達計画のＰＤＣＡ 
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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 28 年１月現在）

- 

（１）組織体制 
総務課は、事業に掲げた会員ニーズ調査、展示会、メディアへのＰＲ告知、労務面、地域イベ

ントである桑名フェスティバル（くわな桑名まつり）など、主に集団として事業所をとりまとめ

て実施する事業を企画、実行する。また、新たにふるさと名物事業などへ取組みを広める。 
（総務課６名 うち事務局職員６名） 
中小企業相談所は桑名商工会議所経営発達支援計画全般の実行を行うとともに、個別小規模事

業所の支援のほか、事業計画書の作成、補助金支援などそれぞれの事業所にあった施策を支援、

実行する。 
（相談所８名 うち経営指導員５名、補助員２名、記帳指導員１名） 
 組織体制は以下のとおり 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 
桑名商工会議所中小企業相談所 
三重県桑名市桑栄町１番地１サンファーレ南館２Ｆ（℡0594-22-5155） 
     ホームページ   http://www.kuwanacci.com 

               メール      info@kuwanacci.or.jp 

 
常議員 

 
議 員 

 
監事 服部 醇 

佐藤 強 

 
会  頭 横井敬之 
 
副会頭 伊藤邦明 

中村 研 
     中澤康哉 

 専務理事 
   森下充英 

 事務局組織 本業に携わる職員（役割） 
 

事務局長                 （桑名商工会議所 経営発達支援計画 総括） 

     

◇総務課（計６名）：    

     総務課長      （担当する事業の管理） 

      ほか総務課職員   （経営発達支援事業の実行）  

◇中小企業相談所（計８名）： 

中小企業相談所 所長 （経営発達支援計画進捗管理、評価委員会の運営、

評価後の事業計画策定と見直し） 

      中小企業相談所役席者（担当する事業の管理） 

      ほか経営指導員、補助員、記帳指導員 

（経営発達支援事業の実行） 

※事務局組織内で一体感を持って、経営発達支援事業に取組む 
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〇経営発達支援事業の担当 

 

 ■地域経済動向調査、経営状況分析、事業計画策定支援、事業計画実施支援、需要動向調査の担当

 

  当所では経営指導員５名、補助員２名、シニアアドバイザー（記帳指導職員）１名によって中小

企業相談所を構成し企業からの相談・支援業務にあたる。 

 

  すべての支援内容について実績数を四半期ごとに把握し、所内で蓄積された事業計画策定の実施

方法や計画内容などの状況、地域経済動向を担当者レベルで情報共有やディスカッションを行い、

支援担当者として計画のブラッシュアップや次への改善計画の一助とする。事業が停滞している事

業者には、特に事業計画の策定を勧め、販路開拓やメディア支援など経営向上に結び付けるよう支

援する。 

  

 

 ■経営状況の分析（経営課題調査）の担当 

 

  経営課題調査は総務課が所管し、経済環境を的確に把握し、当所の次年度の事業計画策定に結び

 つけ、実行計画を作成することとしたい。 

 

 

 ■新たな需要の開拓に寄与する事業 

 

  総務課所管 

   （ａ）マスメディアの活用（メディア発信） 

   （ｂ）ゆめはまちゃん事業 

（ｃ）ＷＥＢ商工名鑑を活かした商談事業 

（ｄ）「会員交流会」の実施 

（ｅ）展示会等出展支援 

   （ｆ）桑名名物「はまぐり」を扱う飲食店紹介事業  

          

  中小企業相談所所管 

（ａ）マスメディアの活用（メディア対策セミナー） 

   （ｅ）展示会等出展支援 

 （ｇ）「新店舗出店（空き店舗対策事業）」への支援 

 
 ■地域経済の活性化に資する取組み 
   
総務課所管 
（ア）観光活性化事業 
 （ａ）「桑名フィルムコミッション」の構成団体としての協力 

  （イ）地域商工業振興事業 
（ａ）地域産業、会員事業紹介のための展示会・交流会等の開催 

   （ｃ）ふるさと名物事業を通じた名物の発掘および、桑名市のブランド事業 
 
  中小企業相談所 
  （ア）観光活性化事業 
   （ｂ）着地型観光事業の展開 
（イ）地域商工業振興事業 
（ｂ）商店街等活性化事業 
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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） 

 27 年度 
(４月以降)

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

必要な資金の額 86,130 89,600 91,200 91,400 91,400 91,700

 

①人件費等 

 

②旅費、事務費 

 

③事業費  

 
（事業費内訳） 
創業塾等開催費 

 

経営改善普及事業費 
（セミナー開催費含む） 

若手後継者等支援費 

（青年部・女性部） 

まちづくり支援費 
（㈱まちづくり桑名） 

 

調査研究費 

 

イベント事業費 

 

展示会・販路開拓 

事業費 

 
観光ブランド事業及び

ふるさと名物事業費 

人材育成等事業費 

 

ＯＢ人材活用事業費 

 

 

事業評価実施費 

 
IT・メディア支援費 

60,000

9,610

16,520

(3,040)

(3,000)

(2,100)

 

(3,900)

(700)

(2,000)

(430)

(0)

(1,250)

(0)

(100)

(0)

60,000

9,610

19,990

(3,040)

(4,000)

(2,100)

 

(3,900)

(1,000)

(2,000)

(500)

(1,500)

(1,250)

(100)

(100)

(500)

60,000

9,610

21,590

(3,040)

(4,000)

(2,100)

 

(3,900)

(1,000)

(2,000)

(500)

(3,000)

(1,250)

(200)

(100)

(500)

60,000 

 

9,610 

 

21,790 

 

 
(3,040) 

 

(4,000) 

 

(2,100) 

 

(3,900) 

 

(1,000) 

 

(2,000) 

 

(700) 

 

(3,000) 

 

(1,250) 

 

(200) 

 

(100) 

 

(500) 

60,000 

 

9,610 

 

21,790 

 

 
(3,040) 

 

(4,000) 

 

(2,100) 

 

(3,900) 

 

(1,000) 

 

(2,000) 

 

(700) 

 

(3,000) 

 

(1,250) 

 

(200) 

 

(100) 

 

(500) 

60,000

9,610

22,090

(3,040)

(4,000)

(2,100)

 

(3,900)

(1,000)

(2,000)

(1,000)

(3,000)

(1,250)

(200)

(100)

(500)

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

①三重県「小規模事業支援費補助金」 三重県より調達 

②桑名商工会議所会費収入 

③桑名商工会議所事業補助金、くわな商工まつり補助金  （桑名市） 

④「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト補助金」  （日本商工会議所） 

⑤伴走型小規模事業者支援推進補助金 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 
「創業支援事業」・・・平成 24 年８月 20 日に桑名商工会議所を運営事務局とする７機関で構成す

る創業支援の連携体「くわな創業支援 ゆめはまねっと」を開設し、横断的な連携体を構成すること

で「創業塾」等の創業支援に取り組んでおり、今後も地域を挙げて創業者支援を行う。 

連携者及びその役割 
横断的な連携体を構成し、ワンストップで対応できる体制を構築した。平成 26 年３月には、産業
競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の第１回認定に桑名市が認定されており、構成機関と連

携して、桑名市の計画に沿って、創業希望者、創業者後５年未満の者に対する創業支援を実施する。

（１）連携体名称「くわな創業支援 ゆめはまねっと」 

（２）連携者の名称、住所、役割 

①桑名市＜経済環境部商工観光課＞ (三重県桑名市中央町２丁目 37 番地）市長：伊藤 徳宇 
・市民向け広報協力 ・商工観光課内に相談窓口の設置 ・「ゆめはまねっと」への創業支援事業補助 

②桑名商工会議所＜運営事務局＞（三重県桑名市桑栄町１番地１） 会頭：横井 敬之 
・「ワンストップ」創業相談窓口 ・桑名創業塾 ・創業フォローアップ相談会 

・創業フォローアップセミナー＆起業家交流会 ・創業補助金（策定支援） 

③桑名三川商工会（三重県桑名市長島町長島萱町 121 番地３：長島支所）会長：水谷 正 

（三重県桑名市多度町多度 871 番地 11：多度支所)  
・創業相談窓口 ・創業補助金(策定支援） 

④桑名信用金庫（三重県桑名市大央町 20 番地） 理事長：中澤 康哉 
 ・創業融資相談 ・相談会（相談員）派遣 

⑤(株)日本政策金融公庫 四日市支店（三重県四日市市元町９番地 18） 支店長：坂番 勝太郎
 ・創業融資相談 ・創業塾(講師)、相談会(相談員)派遣 

⑥三重県信用保証協会（三重県津市桜橋３丁目 399 番地） 会長：安田 敏春 
 ・創業塾(講師)、相談会(相談員)派遣 

⑦(株)まちづくり桑名（三重県桑名市桑栄町１番地２）  社長：伊藤 新吾 

 (出資：桑名市、桑名商工会議所、桑名信用金庫 他) 
 ・空き店舗対策(入店者に家賃補助) ・管理物件での起業家支援事業 

（平成２８年１月３１日現在）

連携体制図等 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


