
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
(法人番号) 

亀山商工会議所（法人番号 3190005003175） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1日から平成 33 年 3 月 31 日 

目  標 

 
「亀山市の特徴である歴史観光都市･内陸工業都市の強みを生かし、小規模事業者の経
営ホームドクターとして、地域の総力を挙げて切れ目のない伴走型支援で、計画的な
企業経営の実践と需要開拓の実現による売上･利益の増進を図る。」 
 
 今後 5 年間で小規模事業者に対し、経営状況分析、事業計画策定支援、事業計画策
定後の実施支援 375 社を主な数値目標とする。 

項    目 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 計

経営状況分析   (社) 65 70 75 80 85 375

事業計画策定支援 (社) 65 70 75 80 85 375

事業計画策定後 
の実施支援    (社)

65 70 75 80 85 375

 
 

事業内容 

 
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 
  小規模事業者の持続的な発展等に資するため、地域の経済動向を調査･分析し、情報
提供する。 
2．経営状況の分析に関すること 
 小規模事業者の取り組みを喚起するため、支援対象事業者を掘り起し、経営状況の
見える化によって、気付きと納得を与える。 
3．事業計画策定支援に関すること 
 経営分析結果等をもとに、小規模事業者のタイプ別でのプランニング支援等を行う。
4．事業計画策定後の実施支援に関すること 
プランの実効性を担保するため、策定したプランについて、各種施策･専門指導等を
活用し、定期的な実施支援を行う。 
5．需要動向調査に関すること 
 プロダクトアウトからマーケットインへの発想の転換を図りながら、小規模事業者
の支援ニーズに即した需要動向調査等を行う。 
6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 展示会出展をはじめ、様々な出口支援事業を通じ、小規模事業者の新たな需要開拓
につなげていく。 
・地域経済の活性化に資する取組み 
 当地域経済の活性化を図るための各種事業について、関係諸機関等と連携し、面的
支援を行い、個社支援との相乗効果を創出していく。 
・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 
 本計画の遂行に当たり、ＰＤＣＡサイクルに即して、毎年度、事業の実施状況･成果
報告と、その評価･検証･見直し等を行う。 
 

連 絡 先 

 
商工会議所名 部署名 担当者氏名  亀山商工会議所 中小企業相談所 所長 宮崎博功
住所 三重県亀山市東御幸町３９番地８ 
電話番号 （０５９５）８２-１３３１、ＦＡＸ番号 （０５９５）８２-８９８７ 
ホームページアドレス ｈｔｔｐ：//ｋａｍｅｙａｍａ‐ｃｃｉ.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 
 
 
[中長期的な振興の在り方] 

 

「地方経済やコミュニティを支える小規模事業者の事業継続と、新たな活力の源泉である創業等を促

進し、小規模事業者の減少傾向に歯止めをかけるとともに、亀山市の将来の商工業の担い手を増やし、

市内の雇用･消費人口･交流人口を維持･拡大するなど、持続可能な地域社会を創造する。」 

 

 亀山市の第一次総合計画では、商工業振興に関し、快適な都市空間の創造（産業の振興）を目指し、

この後期計画では、基本施策の大綱にて、人が行き交う快適な都市空間と交通交流拠点として発展す

るまちをイメージしており、その際、当所がその推進役として中心的な役割を担っている。 

 中でも小規模事業者支援に関連する分野では、「企業活動の促進･雇用の創造、にぎわいの場の創造･

商店街の活性化、まちづくり観光の推進」の３つの基本施策を掲げている。 

 これらを踏まえたうえで、地域唯一の総合経済団体、また、中小企業支援機関として担うべき役割

に鑑み、亀山商工会議所では、上記の長期振興ビジョンを掲げているが、この長期的な展望に基づき、

以下の通り、今後 5年間の本経営発達支援計画の目標･方針を定める。 

 

[支援目標] 

 

「亀山市の特徴である歴史観光都市･内陸工業都市 の強みを

生かし、小規模事業者の経営ホームドクターとして、 地域の総

力を挙げて切れ目のない伴走型支援で、計画的な企 業経営の

実践と需要開拓の実現による売上･利益の増進を図 る。」 

 

 当市は、中部圏と関西圏を結ぶ三重県の陸上交通 のハブ拠

点都市であり、人口動態、多種･多様な工業集積、東 海道関宿

等の観光資源、コンパクトな商業集積等、商工業･ 観光面の

バランスの取れた恵まれた経済環境にある。この総 合的な強

みを活かし、目標達成に向け、亀山市、観光協会、 商業団体

等と連携し、オール亀山にて結束し、小規模事業者 の持続的

発展と地域振興を図っていく。 

  

［主要数値目標］ 

 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営状況分析      （社） 30 65 70 75 80 85

事業計画策定支援    （社） 30 65 70 75 80 85

事業計画策定後の実施支援（社） 30 65 70 75 80 85

需要動向調査      （社） 6 20 30 40 50 60

需要開拓支援      （社） 31 50 55 60 65 70

合 計 127 265 295 325 355 385

 

そこで、上記の目標を達成するため、以下の支援方針のもと、小規模事業者を支援する。 
 
 
 
[基本方針] 
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 １：外需型産業（※）の小規模事業者の新市場開拓支援等を通じ、外貨獲得により、内需を刺激し、

   地域を活性化させる。 

 ２：内需型産業（※）の小規模事業者のニッチな域内市場深耕支援等を通じ、新たな地域経済循環 

   を創出し、地方の活力を維持する。 

 なお、中期的には双方の相乗効果の創出を図るとともに、その際、小企業者（小規模企業振興基本

法において、その振興に配慮が必要とされる常時使用する従業員数が 5人以下の小規模事業者）が多

い当地域の実態に鑑み、零細な事業者には、よりきめ細やかな対応に努める。 

  

[実施方針]  

 

 １：計画的な企業経営を実践するべく、巡回等、様々な機会を捉えて啓蒙･提案し、小規模事業者の

   経営状況分析と事業計画策定を推進する。 
 
 ２：計画の実効性を担保するため、計画策定した小規模事業者の欲する需要動向情報の提供と、 

   伴走型の実施支援を展開する。 
 
 ３：成長産業である観光等を軸に、ネットワーク力を発揮し、外需獲得型ビジネスの拡大を図る。 

 

 ４：基幹産業である様々な生活直結型の事業者の内需循環型ビジネスモデルの再構築を促進する。 

 

 ５：当所職員の切磋琢磨と情報共有等を通じて、個社支援・面的支援力の向上を図る。 

 

 

［亀山市の現状分析と支援方針の根拠］ 

 

 １．地理的な産業特性と支援の方向性 

   

 平成17年に旧鈴鹿郡関町と行政合併した亀山市は、三重県

の北勢地域に位置し、総面積191万ｋ㎡、人口4万8670人でス

タートし、このところは、液晶関連産業の集積と既存企業の

活発な生産活動により、順調に成長し、平成20年には人口が5

万人を超え、さらに新名神高速道路が一部開通するなど、三

重県における陸上交通網の要衝としての性格を強め、工業立

地や物流拠点として、地理的優位性を発揮できる環境にあり、

製茶やローソク等の伝統的な地場産業に加え、昭和40年代以

降に進出した古河電工、日東電工、リケンテクノスなど、日

本を代表する大企業をはじめ、その優位性から自動車部品関連の他、多岐に渡る多種・多様な産業の

集積が進み、近年ではシャープを中核とした先進的技術を持つ最先端の液晶工場も立地している。 

 このように、三重県と亀山市等が連携･協調し、製造業を誘致した結果、新たに大規模な工場が進

出し、地域経済は著しく活性化したが、激しい国際競争の中で、今後、新たな企業立地のみに依拠す

る経済では現状維持が厳しい状況下にある。 

 次に、元来、当市は北西部にある鈴鹿山脈の鈴鹿峠を境に、三重県と滋賀県、また、三重県伊賀地

(※)外需型産業 外部からの流入客や域外への拡販･遠距離サービス等､域外貨を域内に呼び込む産業｡ 

        （例）飲食･サービス業(来訪客向け)､小売業(土産物等)､宿泊業､旅行業､製造業(BtoC)等｡ 

(※)内需型産業 住民ターゲットの日常に欠かせない生活直結型産業や､ローカルバリューチェーン産業｡ 

        （例）サービス･小売業(身回り関連)､飲食業(住民向け)､医療福祉､建設業､製造業(BtoB)等｡ 
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方との繋ぎ目という立地条件から、古来より人々が行き交う街道の要衝としての役割を担ってきた。

 中でも特筆されるのが、東西交通の幹線である「東海道」から伊勢方面への分岐点、東日本への玄

関口という当地の位置付けが確立された点で、その後、明治時代以降に入ると、鉄道が主流になるが、

当市はその時流に乗り、現在もＪＲ亀山駅は紀勢線と関西本線が通り、ＪＲ東海とＪＲ西日本との境

界駅となっている。 

また、戦後は、国道1号線等の他、東名阪自動車道や伊勢自動車道、自動車専用道路名阪国道（国

道25号線）に加え、近年、当地域と京都方面とを結ぶ新名神自動車道が新たに接続し、このほどフル

ジャンクション化の整備の進展もあって、広域的な道路網が完成するなど、様々な人びとが行き交う

陸上交通の結節点としての役割はさらに増している。 

 そして、当地域には、鈴鹿関や東海道三宿、日本武尊の能褒

野御陵、また、旧国鉄の町としての鉄道遺産等もあって、近代

的なものと歴史的なものを併せ持つ市となっており、特に亀山

宿、関宿、坂下宿の東海道三宿、中でも第47番目の宿場町であ

る関宿は、全長約1.8ｋｍに約200棟もの町屋が軒を連ね、旧東

海道の宿場の中で唯一、国の重要伝統的建築物郡保存地区に指

定されるほど、街並みの保存状態が良く、観光シーズンには多

くの来訪者で賑わい、最近では関宿を中心に、内陸工業都市の

みならず、年間30万人が来訪する歴史観光都市としての性格も

有するなど、近年の産業観光･インバウンド観光や、街道･ウォーキングブームもあって、多くの観光

資源を持つ当市にとっては、サービス、物販部門において、外部環境の大きな機会となっている。 

 

◎地域の地理的な特徴と、産業構造の変化にあった小規模事業者支援策が必要になる。 

 

 

 ２．人口動態分析と支援の方向性 

 

 平成17年の市町村合併後、亀山市の人口はほぼ5万人を維持し続けている。（図表1） 

 上述の大規模な製造業や、隣接する鈴鹿市の影響で自動車関連産業も多く立地しているため、20歳

代で、外国人の割合が多く、また、人口動態としては、平成22年をボトムに自然減が少なくなり、社

会的動態は年々増加傾向にある。（図表2・3） 

 

  

 図表１ 男女別人口の推移         図表２ 生産年齢別日本人と外国人の人口 

 

 産業別就業人口は、第一次産業が3％、第二次産業が42％、第三次産業が55％（平成22 国勢調査）

で、全国・県平均と比較し、第二次産業の占める割合が高くなっている。特に行政合併後の平成17年

以降は一転して流入増加となり、平成23年の亀山市商業活性化調査研究報告書によれば、昼夜間比率

は103％と夜よりも昼の方が多い。（図表3） 

 産業就業者割合では、第一次産業は少なく、第三次産業の割合は年々増加している。（図表4） 

 また、先頃策定された当市の亀山市人口ビジョンによれば、国では2008年、三重県では2007年をピ
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ークに各々減少に転ずる一方で、亀山市は2000年から逆に増加のペースが速まり、国･県よりも10年

ほど遅れた2020年をピークに人口減少に入ると推計されるなど、域内の内需型の消費人口の基礎であ

る市内の定住人口は、当面、大きく減少しない安定した人口動態見通しとなっている。 

 

 
 図表３ 自然・社会動態の推移       

図表４ 産業別就業者数 

 

◎社会的増加と昼間人口比率が高く、域内の消費人口も当面減少しない安定した人口構造になってお

り、外部環境を強みとした小規模事業者支援策が必要になる。 

 

 

 ３．小規模事業者の全体像 

 

平成18年事業所･企業統計調査によると、亀山市内の企業の全体像について、まず従業員数規模別

では、当市内の全企業数1,773社のうち、小規模事業者は1,301社で、全体の約4分の3程度であるが、

そのうち、より伴走型の支援が必要な小規模企業振興基本法に定める小企業者（常時使用する従業員

数が5人以下の零細な小規模事業者）の割合が当市の全事業者の約3分の2近くを占めるなど、非常に

高く、逆にそれ以上の規模の小規模事業者の割合は低く、また、大･中企業の割合が全体の4分の1以

上もある。（図表5） 

 次に、業種別の内訳をみると、商業27％、サービス業31％、飲食店業7％、製造業14％、建設業17％、

運輸業4％という構成比率で、小規模事業者のうち、いわゆる5人業種である商業･サービス業を合わ

せると、全体の約3分の2弱となっている。（図表6） 

 また、最近の平成24年経済センサス活動調査では、市内の全企業数は1,726社となっており、中で

も直近の小規模事業者数は、創業が少ない製造業の影響で、20人業種では年々減少傾向にあり、また、

5人業種も一部にサービス業の創業は増えているものの、総じてやや純減であることなどを勘案する

と、構成割合はともに前回調査時とほぼ同様で、全体数はやや減少傾向にあるものと推定される。 

   
 図表５  当市内全企業の従業員数規模別内訳   図表６ うち､小規模事業者の業種別内訳 
 
 
 
 ４．小規模事業者実態調査等による現状と課題 
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 ⑴小規模事業者の現状と課題（全体） 

 

 まず、本計画の策定にあたり、平成27年8月に当商工会議所地区の小規模事業者561社を対象にアン

ケート実態調査を行い、187社から回答があった（回収率33.3%）。この結果からは、経営計画未策定

が全体の約60％あり、そのうち70％の企業で、その業況は「横ばい」、もしくは「減収･減益」とな

っている。（実施方針：１･２の根拠） 

 

項 目 現   状 

従業員数  有・無を「0人」、「1人」と回答した方が、家族従業員では 26％、29％、正社員
数では 45％、12％と、合計はともに全体の過半数を占めた。 

◎ 回答企業では零細な小規模事業者が半数以上を占めている。 

主な商圏 

・取引先の

地域 

 お客様や販売先、得意先の所在地、商圏を聞いたところ、第１位を「亀山市」と
回答した割合が 64％と最も高い結果になった。 

◎ 人口 5万人であるが、総じて亀山市商圏への依存度が高い。 

事業の 

継続 

 事業の状況を聞いたところ、「後継者がいる」が 35％、「いない」が 47％、「承継
済・承継中」が 13％で、「廃業見込み」も 10％あった。 

◎ 地域経済や生活を支える小規模事業者の事業継続のための支援が必要である。 

経営計画 

の作成 

 経営計画を毎年作成している企業は 14％で、「数年に一度作成」が 24％、合計す
ると 38％が作成。反面、作成経験のない企業が 59％ある。 

◎ 59％の小規模事業者は経営計画を策定していない。 

ニッチ市場 

の深耕 

 従来からの市場開拓は、「積極的に取組」が 16％、「多少の取組」が 47％で、合
計すると営業活動を行っている事業者は 63％あった。 

◎ 約 3 分の 1の小規模事業者は従来から市場の販路開拓をほとんど行っていない。

新規市場 

の開拓 

 新規の市場開拓は、「積極的に取組」が 12％、「多少の取組」が 48％で、総じて
新規市場の開拓への取組は、既存市場よりも取組がやや少ない結果になった。 

◎ 約 40％の小規模事業者は新規市場の販路開拓をほとんど行っていない。 

売上高の 

推移 

 売上は回答割合順に「増加」の合計は 35％、「横ばい」32％、「減少」の合計は

32％になる。20％以上減少している企業も 10％ある。 

◎ 約 3 分の 1の企業が現状維持か、減収の状況下にある。 

利益額の 

推移 

 利益は回答割合順に「横ばい」36％、「増加」の合計は 34％、「減少」の合計は

28％になる。20％以上減少している企業も 10％ある。 

◎ 約 3 分の１の企業が現状維持か減益の状況下にある。 

直面する 

経営課題 

(複数回答) 

 課題としては、回答割合順に、「営業・販売力強化」が 57％、「人材の確保・育

成」が 44％、「財務体質の改善」が 21.9％、「技術力強化」の 21％と続いている。

多くの小規模事業者は「需要拡大」に直面している。 

必要な 

支援策 

(複数回答) 

 支援としては、回答割合順に、「販路拡大支援等」が 45％、「設備投資支援」の

32％、「人材育成・能力開発支援」の 19％と続いている。 

◎ 支援ニーズとしても販路拡大が高い。 

 

 ⑵小規模事業者の現状と課題（業種別） 

 

 1)定量的な現状分析 

 

次に、上記の全体の分析に続き、ここでは、業種別のクロス集計の分析結果を見てみることにする。

このデータからは、以下のような現状にあるといえる。 
 
 
業 種 現  状 
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製造業  主たる取引先は26.8％が亀山市内。後継者がいないが46.3％ 
 経営計画策定では、「毎年作成」が 12.2％、「作成実績なし」が 61.0％ 
 既存市場の深耕では、「積極的」が 22.0％、「取組なし」が 41.5％ 
 新規市場の開拓では、「積極的」が 19.5％、「取組なし」が 43.9％ 
 売上高では、「10％以上増加」が 26.9％、「10％以上減少」が 24.3％ 
 利益額では、「10％以上増加」が 24.4％、「10％以上減少」が 17.1％ 
◎ 地域内取引の企業は 4分の１。経営計画の策定が約半分。増収及び増益企業が

約 4分の 1割程度ある。 

建設業  主たる顧客の 71.0％が亀山市内内。後継者がいないが 41.9％ 
 経営計画策定では、「毎年作成」が 13.3％、「作成実績なし」が 73.3％ 
 既存市場の深耕では、「積極的」が 10.3％、「取組なし」が 34.5％ 
 新規市場の開拓では、「積極的」が 9.7％、「取組なし」が 35.5％ 
 売上高では、「10％以上増加」が 32.4％、「10％以上減少」が 12.9％ 
 利益額では、「10％以上増加」が 32.3％、「10％以上減少」が 16.1％ 
◎ 総じて内需型の企業が多く、経営計画の未策定が 4分の 3あり、増収及び増益

企業が約 3分の１程度ある。 

小売業  主たる商圏は 88.6％が亀山市内。後継者がいないが 43.2％ 
 経営計画策定では、「毎年作成」が 14.3％、「作成実績なし」が 61.9％ 
 既存市場の深耕では、「積極的」が 13.6％、「取組なし」が 40.9％ 
 新規市場の開拓では、「積極的」が 9.1％、「取組なし」が 45.5％ 
 売上高では、「10％以上増加」が 11.4％、「10％以上減少」が 29.5％ 
 利益額では、「10％以上増加」が 11.3％、「10％以上減少」が 29.5％ 
◎ ほとんどが亀山市の商圏で内需型。経営計画の未策定が 60％を超える。増収、

増益企業が約 10％程度ある。 

サービス業  主たる商圏は約 85％が亀山市内。後継者がいないが約 40％ 
 経営計画策定では、「毎年作成」が約 17％、「作成実績なし」が約 63％ 
 既存市場の深耕では、「積極的」が約 15％、「取組なし」が約 41％ 
 新規市場の開拓では、「積極的」が約 15％、「取組なし」が約 42％ 
 売上高では、「10％以上増加」が約 30％、「10％以上減少」が約 10％ 
 利益額では、「10％以上増加」が約 20％、「10％以上減少」が約 10％ 
◎ 総じて地域内取引の内需企業。経営計画の未策定が約 63％、増収が 30％、増

益企業が約 20％程度ある。 

※サービス業は「専門サービス業」、「生活関連サービス業」、「その他サービス業」の平均値を使用。

 

 2)定性的な現状分析 

 

 ①工業の現状と課題 

 

 最近の県工業統計によれば、当市の製造品出荷額は約1兆310億円と対前年で約34％の伸びを示し、

近年進出した液晶メーカーの製品が当時、地域ブランドとして「亀山モデル」と呼ばれるなど、一大

集積地となったが、当地域は従前より交通の便等、立地条件が良く、また、大震災後、東日本エリア

に製造拠点のあった企業が当地にシフト移動してきたところもあって、製茶･ローソク等の地場産業

に加え、液晶･電子デバイスの他、各種金属製品、石油化学や、ゴム等の自動車関連等をはじめ、多

様な大企業が立地し、また、このところ新たに幅広い産業が集積するなど、企業情報のブラックボッ

クス化等、戦略上の理由や、国内産業の空洞化の影響で、近年、発注条件は厳しいものの、円安基調

に伴う国内回帰の動きもあるため、小規模事業者にとっては、近くに新たなビジネスチャンスもある。

 具体的には、自動車分野では、ワイヤーハーネス等、ルーティーンワーク中心の下請け加工事業者

は、多くがその元請企業の国外への生産拠点の移転の際、海外展開への対応、または下請けからの脱
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却ができず、加えて創業環境も厳しかったため、バブル経済崩壊の頃から年々減少し続けているが、

一方で、当所が支援し、自社の強みを生かし、これまでの自動車関連産業とは全く違う業界の取引先

を新たに開拓し、受注の多様化を進めている金属加工業者の例もある。 

しかしながら、一般にはリーマンショック後は新たな受注獲得は容易でなく、起業も少ない現状で、

かろうじて生き残った事業者を取り巻く経営環境も、国内市場の低迷で、下請けの部品メーカーでは、

数年前に軽自動車に特化した隣の鈴鹿市にある大手自動車メーカーの度重なる生産調整による受注

減の影響で、関連の物流業者等も含め、依然厳しい状況が続いている。 

これからは、単に元請先等の求めに応じていれば売れるといったプロダクトアウトの発想から脱却

し、市場性、エンドユーザーの消費ニーズを捉え、売れるものを作り、売り方にも創意工夫を施して

いる一部の革新的なニッチトップ企業や、これまでとは違う業界の取引先を開拓し、受注の多様化を

進めている事業者のように、マーケットイン思考で今後いかに自社の技術やノウハウ等を発揮できる

場をどのように確保するかが課題である。 

 

 ②商業･サービス業の現状と課題 

 

当市は、江戸時代から城下町、宿場町として栄え、中心市街地では、戦前より100年以上続く亀山

大市等も継続開催しているが、全体のうち、多くを占める商業･サービス業では、後継者難や、大型

店他との競争激化等により、総じて厳しい状況にあり、ＪＲ亀山駅前や中心商店街及び周辺市街地で

は、空き店舗が目立っている。平成23年の亀山市商業活性化調査研究報告書によれば、地元購買率は

45.5%と依然低迷が続いている一方、隣接する鈴鹿市に近い当市東部には、全人口約5万人のうち、約

3分の2が集中し、特に北東部地区で人口・世帯数が増加傾向にあり、その周辺では新たな商業開発の

動きもあるなど、総じて小規模事業者が減少傾向にある中で、サービス業を中心に新たなニーズに対

応した創業による増加要因もあって、このところ一部に事業者間の新陳代謝の兆しも見受けられる。

こうした中で、平成に入り、隣接市に大型商業施設ができたため、買い物客の流出が続いているが、

近年はベットタウンから働くまちへと変貌し、昼間人口は増えるなど、市勢の好転も見られ、最近の

県商業統計によれば、年間商品販売額は約540億円と2年前と比較し、約21％の伸びを示している。 

 その結果、高級品や趣味･嗜好品等、大都市圏まで買い物に出かけて行くケースや、ネット通販等

で購入するものを除くと、生活必需品や接客型サービスを提供する多くの囲い込み型の商売にとって

は、小規模なマーケットではあるが、コンパクトでまとまった一定程度の市場規模はあり、現状では

チャンスロスとなっている市内消費者の市外流出を、今後、どのように食い止め、この市場の潜在的

な新しいニーズをいかに深掘りするかが課題である。（実施方針：４の根拠） 

 

 ③建設業の現状と課題 

 

当市の土木業は、このところ新名神自動車道の亀山～四日市間の高速道路工事や、近年の度重なる

水害への治水対策等が増えたこともあって、景況感はまずまずであるが、人材難と建設資材価格の高

騰がコスト上昇要因となり、単価が低く、採算が合わないため、入札の不調も多く見受けられる。 

また、森林資源に富む当市の建築業では、近年は震災後の沿岸地域から内陸地域への回帰傾向や、

消費税率の引き上げの影響もあって、当地で一部に新工場建設や住宅の需要もあるものの、戦後の高

度成長期に近隣都市のベットタウンとして建てられた亀山市東部の多くの中古物件や、重要伝統的建

造物群保存地区（昭和 59 年選定）の指定を受けている東海道関宿のように立て替えが困難な建物に

対する修繕ニーズが潜在的に多くあり、また土地柄もあって、大手ハウスメーカー以外に、地域の工

務店に依頼する傾向もあるため、今後は新築のみならず、リフォーム分野への深耕が課題である。 

 

 ④飲食･観光業の現状と課題 

 

 当市には年間約30万人超の集客力を持つ観光地と、「食」の分野で集客力のある名物料理がある。
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 地域活性化の切り札である地域資源活用では、平成23年に中日本･東海Ｂ－１グランプリｉｎ豊川

でゴールドグランプリを受賞した「亀山みそ焼きうどん」に続き、

当所が三重県フードイノベーション課やサンヨー食品㈱と連携

して手掛け、ぐるなびの全国ご当地ラーメングランプリ2013で初

代グランプリを獲得した「亀山ラーメン」のご当地グルメ二枚看

板に結実している。 

 次に、観光面では、亀山市西部の関町エリアを中心に、数多く

の町屋が現存し、東海道の宿場町で唯一の国の重要伝統的建造物

群保存地区（昭和59年選定）の指定を受けるなど、美しい街並み

が保存され、また、最近では、20年に一度の伊勢神宮式年遷宮の

内宮宇治橋鳥居の建替え後、譲り受けた旧材を住民総出で曳く

「お木曳き」行事が行われた東海道関宿をはじめ、日本武尊の終

焉の地とされ、宮内庁が管理する能褒野王塚古墳や、様々な鉄道

遺産など、希少価値が高く、貴重な種々の遺跡等が未だ市内には

多く点在しており、潜在的な集客力もある。 

また、最近は、市内の7つのビジネスホテル等では、ビジネス

客に取って代わって、インバウンド観光客の利用が急増し、また、

歴史･文化に興味がある方々や、これまでの発地型観光のように

開発等による従来型の観光地化された場所に飽きた方々が、その

魅力に惹かれ、市内を自由に散策されるようになり、その動きに

比例して、その付近にて新規出店する事業者も徐々に増えている

にもかかわらず、全ての方々を顧客として取り込むことが出来て

いない課題もある。（実施方針：３の根拠） 

特に市外からの観光客等への対応は、亀山市観光協会とも連携

しながら、その体制作りを進めてはいるものの、未だチャンスロ

スの状況が続いており、今後、当地域の新たなビジネス発展の可

能性を秘めているインバウンド･歴史まちづくり観光において、

様々な規制や地域事情、その他の要因もあって、現状では未だこれらの「遺産」を「資産」として、

十分には生かし切れていないといった課題がある。 

 

 ５．当所における小規模事業者支援の現状と課題 

 

 こうした中、管内の小規模事業者について、当所では、これまで毎年、全会員との面談訪問をはじ

めとした対話型の巡回相談を積極的に行う中で、金融機関とのリレーションシップバンキングや近年

の各種補助金の積極的な活用支援等と併せて、他の商工団体に先駆けて、平成18年度のスタートと同

時に中小企業庁の地域資源∞全国展開プロジェクトを毎年度のように積極活用し、事業者の新事業展

開を支援するとともに、三重県などと連携し、ご当地グルメによる事業者の需要開拓等、集団･面的

支援でも様々な事業を行ってきている。 

 しかし、個社支援では、一部の制度融資のように、事後指導を行う伴走的な支援もあるが、多くは

従来からの経営改善普及事業の基礎的支援が中心であり、需要開拓に関しては、上述の地域資源活用

や、三重県北勢地域名物「亀山大市」･「百円商店街」事業等の販促イベント等の地域活性化事業を

通じた面的支援が多く、これまで必ずしも十分とは言えない状況であった。 

 また、当所は旧亀山市と旧関町との行政合併に伴い、平成18年10月に旧関町商工会と組織統合した

が、それでも依然、小規模な少人数の商工会議所であり、税務･労務等の基礎的支援では、税理士や

社会保険労務士資格を有する専門支援可能な者も一部に在籍するなど、ポテンシャルはあるものの、

構成としては職歴10年未満の若手職員がほとんどで、ベテラン職員等と比較して、指導力にばらつき

があり、総じて経営指導の経験値が不足しているといった課題がある。（実施方針：５の根拠） 
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 ６．まとめ（今後の支援の概要） 

 

 これまで見てきたように、当市は、内陸型工業都市･歴史観光都市の性格を併せ持ち、人口約5万人

の小都市ではあるが、日経グローカル（平成22年1月）の全国都市サステナブル（持続可能）度調査

でも、「経済的豊かさ度」の項目で、小都市の部第1位、全体でも第3位、そして総合ランキングでは、

小都市の部第1位という上位にランクインしたなど、環境、経済、社会が調和し、持続的に発展でき

るポテンシャルの高い、潜在的なビジネスチャンスを有する地域である。 

 また、当所では、経営計画の策定経験がある事業者は、ない事業者に比べ、増収･増益の割合が高

いことをこれまでの支援を通じて経験的に把握していたが、今回の小規模事業者実態調査によって、

より計画的な営業活動がその後の経営成績に直結するなど、プランニングの有効性が改めて裏付けら

れた形となっており、加えて、製造業を除き、計画を策定している事業者の割合が依然低いことや、

また、出口支援ニーズが高いことも明らかとなった。 

 このことは、計画的な企業経営や、顧客重視のマーケティングといった大･中企業では、既に行わ

れている当たり前のことを、小規模企業の経営者がその有用性を理解していない、もしくは、策定し

たくても何らかの事情で未だ出来ていないことを意味しており、逆に言えば、機会を捉えてやるべき

ことをしっかりやりさえすれば、まだまだ伸び代は十分あるし、それによってチャンスロスの現状を

解消することができれば、売り手と買い手のみならず、地域社会全体にとってもプラスとなる。 

 今後、当市の小規模事業者のほとんどを占める零細な小企業者をはじめ、少しでも多くの小規模事

業者の計画的な企業経営を促進し、Ｐ⇒Ｄ⇒Ｃ⇒Ａサイクルが回るようにするには、需要を見据えた

自社分析からビジネスプラン策定･実行等を一連の流れとして捉え、切れ目のない支援で、三重県よ

ろず支援拠点、三重県事業引き継ぎセンターがあり、また、経営革新計画や三重県版経営向上計画(※)

の審査機関である三重県産業支援センターをはじめ、（別表４）創業等支援ネットワーク構成機関で

ある各専門支援組織の他、中小企業基盤整備機構、大･中小企業等とも連携して、中小企業庁のミラ

サポの専門家派遣制度等も活用し、まずは「Ｐ：プランニング支援」に着手する必要がある。 

 そして、変化する現代社会に即応するため、過去の成功体験に引きずられることのないよう、それ

に加えて、冒頭に掲げた「需要動向情報の収集･提供と、伴走型の実行」、「外需獲得型ビジネスの拡

大」、「内需循環型ビジネスモデルの再構築」、「支援力向上」の方針のもと、地域活性化につながる面

的支援を併せて行い、当地域の小規模事業者の需要開拓の実現を後押しし、その売上、利益増進とい

う目標達成に向け、経営発達支援事業に取り組んでいく。 

 

 (※)三重県版経営向上計画（三重県中小企業･小規模企業振興条例） 

 平成 26 年 4 月に三重県が施行した県中小企業･小規模企業振興条例に基づき、創設した三重県独自

の経営計画認定制度で、地域企業の成長と地域経済の活性化を目的に、多様な企業の発展段階に応じ

て、次の３段階の申請ができる。 

 それに伴い、三重県産業支援センターに、

地域ごとにインストラクターが駐在し、その

普及･啓発を図るとともに、認定段階に応じ、

専門家派遣制度や、融資･助成金等のインセ

ンティブ措置が講じられている。 

 

･ステップ 1…自社の経営課題を把握･整理､ 

       解決へとつなげる計画 

･ステップ 2…自社の経営課題の解決に向け､ 

       具体的に取り組む実施計画 

･ステップ 3…自社の経営課題の解決策を 

       本格的に実行する計画 
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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 

 

[４つの基本指針に即した各事業の関連性（イメージ図）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

小規模事業者 

・地域経済を下支える役割

・雇用の受け皿の役割 

・住民サービスの担い手 

・地域活性化のプレイヤー

Ⅰ 経営状況の分析に関すること 

・巡回、融資斡旋時等の機会をとらえ、「経営環境分析

ツール」を活用した経営分析支援 

Ⅱ 事業計画策定 

 ・実施支援 

経営指導員を軸に､支援機関、

専門家を連携した支援体制 

・金融指導 

・個別指導・集団指導 

・各種補助金・創業支援 

Ⅳ 新たな需要の開拓

に寄与する事業 

・地域内･外の内需深耕･外需獲

得向け拡販支援（地域内の観光

拠点、地域外は三重テラス等） 

・IT 活用支援 

・補助金活用（国等の支援制度） 

・ミラサポ等の専門家派遣 

Ⅲ 需要動向・地域経済動向調査に関

すること 

・経済動向の把握（地域経済・小規模事業者実態把握）

・需要動向情報の活用（各種情報誌、専用データ提供、

内需深耕・外需獲得向け支援） 

 

啓蒙･喚起･

導入段階か

らスタート 

体制を挙げ

て 策 定 支

援・実現化

へ 

状況分析・情

報提供で実効

性確保 

継続的な需要

開拓、新たな

展 開 ・ PDCA

サイクルへ 

三重県、三重県産業支援センター、中小企業庁三重県よろず支援拠点、地域金融機関や、 

亀山市、亀山地域創業等支援ネットワーク、亀山市観光協会、その他の支援機関との連携 

小規模事業者の持続的発展と地域経済の活性化を実現！！ 

地域活性化に資する取り組み 

・地域の集客イベント

支援力向上に対する取り組み 

・外部研修の活用 ・支援ツールの活用 
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１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

 小規模事業者の最重要課題である計画的な企業経営による需要開拓等において、経営発達支援事業

をより効果的に行うには、まずは当市の小規模事業者とそれを取り巻く地域全体の経営環境や、広域

のマクロ的な経済動向に関する的確な現状把握のための調査･情報提供が不可欠である。 

 

 ⑴現状と課題 

 

当所では、これまで年2回、半期ごとの市内企業の景況感等に関する「①小規模企業景気動向調査」

を小規模事業者のみを対象に行ってきたが、広く地区内の景気動向の全体像を的確に把握するには、

その取引企業の動向等も踏まえたうえで、小規模事業者のデータを抽出することが課題である。 

次に、当地の基幹産業である自動車関連業者や、小規模事業者の多くを占める商業･サービス業者

が直面する最大の課題である需要開拓に関する実態把握が十分ではない。中でも、前者は関係事業者

も多い裾野の産業であり、当地域への直接･間接的な影響も大きいことから、特にその動向を注視し、

適時、的確な支援を行うための情報収集を強化していくことが課題である。 

そこで、「①小規模企業景気動向調査」ではカバーできない項目や上記の課題を解決するべく、地

域経済動向と併せて、企業経営の実態を同時に、かつ、より正確に捕捉する目的で、平成27年新たに

「②小規模事業者経営実態調査」を実施した。現状では、この2種類の調査を行い、地域の経済状況

や課題等は把握しているものの、三重県外等、より広域での経済動向情報までは提供できていない。

 

 ⑵具体的な改善点 

 

 これまで、業種、地域等の偏りのないよう、巡回･窓口相談の直接相談時等に日常的に行っている

ヒアリング調査の折にも情報提供しているが、三重県下の全商工会議所と合同で行っている「①小規

模企業景気動向調査」については、今後、ＢtoＢ取引等、発注側の企業にまで対象を拡大して行い、

それを当所で独自に取りまとめ、現状と今後の見通し等を、業種別、従業員規模別で把握、経営上の

問題点等を抽出する。その際、特に自由記入欄に記入のあった企業にはすぐに訪問し、フォローアッ

プを行うことで、今後の直接的な個々の支援ニーズへの迅速な対応につなげていく。 

 そして、平成 27 年度から調査を開始した「②小規模事業者経営実態調査」は、従来の調査や巡回

を通じた地域経済の動向把握を補完するためのものであるが、小規模事業者の詳細な実態把握には最

適であり、平成 28 年度以降も継続的に調査する。その際、回答企業には、今後の個社支援に活かす

ため、経営指導員等が巡回で詳細なヒアリングを行い、その実態把握と、具体的な経営課題の抽出等

にもつなげる一方、未回答の企業には、回答の協力要請と情報提供を兼ねて、積極的に直接訪問する。

また、製造業等に関しては、隣接する市外の取引先の下請け企業も多く、当市を含む三重県の中心

的な工業地帯である北勢地域等の経済動向も参考になるため、③三重県下の民間金融機関のシンクタ

ンクの調査結果等も、適時、収集･分析のうえ、経営に必要な情報をピックアップしていく。 

さらに、上記に加え、県外の業種別等の経済動向を、定性情報としてわかりやすく提供するため、

④内閣府の景気ウォッチャー調査といったタイムリー、かつ、信憑性の高い情報源を活用し、データ

収集するとともに、その内容が広く地区内の事業者に行き渡るよう、積極的に情報発信していく。 

なお、上記の情報は、可能な限り、隔月発行の当所会報等に掲載し、それを市の公共施設や金融機

関等に置いてもらうなど、広く広報したり、ホームページにアップする情報は、巡回時等に各職員等

が手持ちのタブレットを使って、その場でわかりやすくポイントを説明しながら、情報提供していく。

 

 ⑶目的 

 

 小規模事業者の課題解決や持続的発展を達成するため、各種地域の経済動向を調査・分析し、小規

模事業者支援のための情報を蓄積し、その情報開示をタイムリーに行うことで、小規模事業者の経営

計画策定や、新事業展開の際の参考に資するようにすることを目的とする。 
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 ⑷具体的な内容 

 

調査名 内容 

①小規模企業

景気動向調査

（三重の景況） 

[既存調査] 

・目的 県下１２商工会議所合同で県内の小規模事業所の景況を把握し、当所 
経営改善普及事業（経営発達支援事業を含む）活動の参考とする。 

・現状 回 数：１年に２回（７月、１月に実施） 
方 法：アンケート方式 
対 象：当市内の小規模事業者等 
回答数：120 社 
内  訳：製造 20 社､建設 25 社､小売 35 社､サービス 25 社､その他 15 社
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､資金繰り状況､借入難易度､今後の借入予定､経営課題 等 
   現在は当所が調査し、三重県商工会議所連合会が報告書にまとめている。

県内の各市の集計結果と比較でき、毎年ほぼ同じ調査項目で実施している
ため、過去の集計結果との時系列での比較も可能であるが、各商工会議所
への割り当て部数が少なく、ページ数が多いこともあって、回答企業への
配布にとどまっているが、各指導員の手持ち資料として活用している。 

・改善点 今後、調査対象企業を拡大し、独自の集計分析を行ったうえで、提供
     しやすいダイジェスト版にまとめ、巡回時等に配布等するとともに、
     当所会報に掲載する。また、全文はホームページにて情報提供する。

②小規模事業

者実態調査 

[平成 27 年度

新規調査] 

・目的 三重の景況調査を補完し、市内小規模事業者の実態を把握する。 
・現状 回 数：１年に１回 

方  法：アンケート方式  
対 象：当市内の小規模事業者 
回答数：187 社 
内  訳：製造 24 社､建設 31 社､小売 53 社､サービス 52 社､その他 27 社
項 目：従業員数、主たる取引先、経営課題、売上、利益の増減、事業
承継、販路の開拓取組状況、支援ニーズ 等 

平成 27 年度は 187 社から回答があり、回収率は 33.3％であった。各設問
のクロス集計を行い、多角的に小規模事業者の現況を捉え、前述の三重の
景況調査のみでは把握できない課題の掘り起こしを可能にする。 

・改善点 今後、回答率を上げる等、調査回答数 300 件を目標に増やすとともに、
完成時点で経営指導員会議を開催し、そこで読み取れる事や地域への
応用を検討した上で、調査結果はホームページに掲載する。それと 
併せて、提供しやすいダイジェスト版にまとめ、巡回時等に配布する。

③地元金融機

関等調査  

[新規調査] 

・目的 当地域の産業特性に合わせて、上記調査を補完する。 
・今後の取り組み 
主に調査事業担当職員が第三銀行並びに百五銀行･三重銀行のシンクタンクが
定期発行している調査レポートを発行時に収集し、発行元の了解を得たうえで
提供する。 
・提供方法 
ホームページにて、各機関が発行の都度、随時、リンク先のＵＲＬを新着情報
として掲載するとともに、巡回時等に提供する。 

④景気ウォッ

チャー調査 

[新規調査] 

・目的 最新の景気動向等、業界ごとの定性的な情報を提供する。 
・今後の取り組み 
企業動向（製造業従業員等）、家計動向（百貨店店員やレジャー産業従事者等）
雇用動向(人材派遣会社経営者等)等について、景気に敏感な職種の関係者への
インタビュー結果をまとめたもので、三重県の他、愛知･岐阜･静岡といった
製造業の盛んな地域を含む「東海版」をベースに毎月収集し、消費者動向、 
企業活動動向など、タームリーな業界動向の情報提供を行う。 
・提供方法 業種に合わせて、必要部分をデータ加工し、会報や巡回時等にて 
 提供する。 
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 ⑸調査目標数 

 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①三重の景況調査   （回） 2 2 2 2 2 2
②小規模事業者実態調査（回) 1 1 1 1 1 1
③地元金融機関等調査 （回） 未実施 随時 随時 随時 随時 随時
④景気ウォッチャー調査（回） 未実施 12 12 12 12 12

合 計 3 15 15 15 15 15

 

 ⑹調査･分析結果の活用と情報提供目標 

 

 事業者が地域の景況感や各業界動向等を敏感にキャッチし、自社を取り巻く経営環境への認識を新

たにし、自社の立ち位置を客観的に捉えることができるよう、調査･分析結果を活用し、積極的に情

報提供する。そして本計画を機に、上記の調査内容をホームページリンク等にて情報発信していく。

 また、当所では、定期的に当所地区内の全小規模事業者約 1000 社（うち、約 4分の 3程度が会員）

を年 1回以上訪問しており、各種調査の集計結果等の最新データをもとに、可能なものはダイジェス

ト版を作成し、当所ホームページを通じた情報発信とは別に、隔月 1回の会報誌への情報掲載の他、

巡回時等の際、積極的な情報提供を行う。 

 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①巡回時等の提供   （回） 20 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

②ホームページでの提供（回） 250 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

③会報による提供   （回） 未実施 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

合 計 270 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250

 

算出根拠：①巡回等による提供件数 1000 回（1000 件×1回） 

      ②ホームページによる提供回数 3000 回（1000 件×3回） 

      ③会報による提供回数 2250 回（750 件×3回） 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  

大･中企業では当たり前に行われている計画的な企業経営を、少しでも多くの小規模事業者、中で

も零細な小企業者が実践するためには、事前の分析段階から計画策定・実施等までを一連の流れとし

て捉え、切れ目のない支援で、「どんぶり勘定」的な経営から脱却できるよう、まずは対象事業者を

掘り起し、経営者に「気付き」と「納得」を与え、その自覚を促すという意味で、的確な現状分析が

必要である。その際の支援ツールとして、新たに作成した「経営分析･戦略シート」を活用していく。

 

⑴ 現状と課題 
 

 現状では、自社分析を行い、企業経営に生かしている小規模事業者も一部にあるが、依然、多くの

事業者がこれまでの経験と勘に頼ったままの経営ぶりである。当所では、日本政策金融公庫のマル経

資金（商工会議所等が推薦する無担保･無保証人の融資制度）の申し込み時や各種補助金の申請時等

に行っているが、特定の経営分析フォーマットはなく、審査書類の必要項目に沿った内容（企業概要、

売上、利益率、取引先等）のみ、ヒアリングしているので、販路開拓の有無等までは踏み込めて分析

しているのが実態である。今後、少しでも多くの事業者が経営分析を行うには、零細な小企業者でも

容易に理解し、十分納得でき、かつ、広く実効性のある経営分析ツールが必要である。 
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 ⑵具体的な改善点 

 

 従来は、融資時等、不定期に経営分析を行っていたが、小規模事業者が本当にビジネスモデルを見

直す契機とするには、まずは経営者自身で「気付き」、「納得」することが重要であり、それには結果

を整理し、可視的にわかりやすく伝える必要がある。そこで、今回、定性分析フォーマットとして、

新たに「経営分析･戦略シート」を作成した。それを実際の相談に試験的に使用したが、分析ツール

として使いやすいと事業者からの反応も良く、今後、それに加え、支援機関等、外部の各種経営診断

オンラインサービスも併用し、説得力のある客観的なデータ提供等を行うべく、定期的な分析を行う。

 

 ⑶目的 

 

 事業計画策定･実施を見据えた経営分析からの一連のプロセスは、事業者の課題を浮き彫りにする

のみならず、その強みの発見にもつながる。大企業等に比して経営資源に限りがある小規模事業者に

とっては、自社の強みを生かした企業経営が基本戦略であり、経営環境の「見える化」を図り、経営

者に「気付き」と「納得」を与え、ビジネスモデルの再構築の契機としてもらうことを目的とする。

 

 ⑷具体的な内容 

 

 分析手法は、個別に詳細なヒアリングと財務諸表等をもとに、定性分析と定量分析を併せて行う。

 定性分析では、新たに後述の⑸「経営分析･戦略シート」を活用する。零細な小企業者でも、自覚

していないだけで、必ず何らかの強みはあり、内部･外部環境分析等を事業者と一体で行うことで、

経営者に「気付き」を与え、改めて「誰に⇒何を⇒どのように」の順にて、事業ドメイン（事業者と

して生き残る術）の明確化と経営戦略の決定に反映させるなど、次の計画策定段階での基礎資料とし

ても活用する。その際、４Ｐ戦略策定時に併せて、地域経済情報・需要動向情報の提供を行う。 
 定量分析では、設備投資等にあたり、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善貸付（マル経資金）

等を活用する場合や、経営革新等のような高度な分析が必要な場合など、予めのちの実行支援策等を

意識して、融資とその他の場面に分け、日本政策金融公庫の「財務診断サービス」や中小企業基盤整

備機構の「経営自己診断分析」等を使い分けながら財務分析を中心とした分析を行う。 

 そして、分析後は、スコアリング結果等を事業者に直接対面で手渡し、その意味を説明して提供す

る。そこで、事業者が気付き、納得し、職員と一緒に今後を模索することで、双方の信頼関係も深ま

り、その後のスムーズな計画策定･実施支援にもつながる。 

 なお、定性･定量情報ともに分析内容はデータベース化し、当所サーバー内で共有化して、分析結

果の事業者へのフィードバック等、今後の同社支援に加え、他社の支援でのベンチマーキングにも応

用していく。 

 項目 

＊定性分析：企業概要。３Ｃ分析（市場･顧客（Customer）、競合（Competitor）、自社（Company））。

 ＳＷＯＴ分析（強み（Strength）、弱み（Weakness）、機会（Opportunity）、脅威（Threat））。 

 ４Ｐ分析（製品（Product）、流通･立地（Place）、価格（Price）、宣伝（Promotion））。 

＊定量分析：収益性。成長性。生産性。安全性等。 

 

 その際、巡回指導時等の他、様々な機会を捉えて、積極的に対象者の掘り起しを行い、提案し、そ

の後の計画策定･実施支援へと導くよう、これらを一連の流れで推進する。 

 また、経営分析の機会として、以下のシーンを想定している。 

 

経営分析シーン 内容 

巡回･窓口指導時

（記帳･決算指導

時等） 

経営指導員等による巡回･窓口指導の折に、対象者の掘り起しを図りながら行

う。特に日々の記帳指導･決算期の指導時に財務会計ソフト等を活用し、財務

分析を中心に行うとともに、時系列にてその推移を対前年で比較する。 
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集団･個別指導事

業時（セミナー･

相談会時等） 

年に 2 回程開催する経営計画セミナー時に対象者を掘り起し、経営分析を行

い、必要に応じて、2ヵ月に一度、年に 6回程定期開催する中小企業診断士の

経営個別相談会時等も活用するよう促し、個々に対し、分析結果の説明･提供

を行う。 

経営向上計画時 

前掲Ｐ9(※)の通り､三重県独自の計画認定制度で､三重県産業支援センターの

地域インストラクターと連携し､経営指導員等が毎月１回同行巡回し､パンフ

レット等にて制度の普及を図りながら､対象者を掘り起し､分析を行う｡ 

経営革新計画時 
年間に数件であるが、同じく高度専門的な支援においては、三重県産業支援セ

ンターとの連携の他、必要に応じて専門家派遣制度を活用する。 

金融斡旋時 

・現状と課題 

日本政策金融公庫のマル経融資の相談時等に分析しているが、現状では推薦書

の必要記載事項（売上、利益率、取引先等）に関するヒアリングが中心で、新

たな需要開拓への取り組み等までは踏み込めていない。 

・改善 

今後は、融資に必要な項目以外のヒアリングも広範囲に行い、同公庫の「財務

診断サービス」にて財務分析等を行うとともに、それを日本政策金融公庫総合

研究所の業種分類別平均データである「小企業の経営指標」と対比しながら分

析結果を提供する。特に、マル経資金の上限 2000 万円を超える高額な資金調

達を要する場合等には、後述の⑸経営分析･戦略シート等のフォーマットにて

定性分析を併せて行うなど、同公庫と事前相談し、利用可能な場合には、小規

模事業者経営発達支援資金を案内する。 

各補助金申請時 

各種補助金、中でも、小規模事業者持続化補助金（新たな販路開拓事業補助金）

の申請書類作成支援時には、所定の様式である「様式２」をベースに、新たに

独自に作成した経営分析ツール等を活用する。 

創業相談時 
相談時にまずは創業予定の事業概要等の他、勤務経験･自己資本の有無等、こ

れまでの準備状況等を総合的にヒアリングして分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

支援事例 1（定量的な経営分析等からそれを踏まえた計画策定等、一連の支援へ） 

 

｢経営革新計画時の経営分析･原価管理を通じた収益性･生産性の向上等による販路拡大事例｣ 

 

 和菓子を製造販売するA社は、利益貢献度の高い三重県産米100%使用の製品が主力であった。

少子高齢化社会にて食生活の欧米化が進展する中、今後経営環境が厳しくなることを見越し、

昔ながらの製法のノウハウを活かした新企画品を定番化するため、当所とともに財務分析を行

なった結果、潜在的な収益性･生産性は高いものの、これまで季節商品だったことによるロス

率の高さ等、通年販売化と製造原価管理による向上の余地があることから、その必要性を説き、

新事業展開に経営革新計画を提案･支援したところ、県の認定を受けた。 

 次に、当所で専門家派遣制度活用と、地元新聞社への新商品開発のプレスリリースによるパ

ブリシティを行い、商品開発と販路開拓に取り組んだところ、｢和｣のテイストが、他の｢食材｣

として新たなシーンで蘇り、また、商業者から製造業者へと飛躍し、メディアで取り上げられ

たこともあって、企業としての信用力も増し、大型量販店での取扱いが増えたため、食品衛生

管理の手法である HACCP の専門家のアドバイスも受け、生産管理のノウハウを身につけたとこ

ろ、取引先もさらに増えるなど、相乗効果で、売上、利益ともに目標を大きく上回っている。
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 ⑸経営分析・戦略シート 
 

 
 
 
 
 

経営分析・戦略シート（小規模事業者需要開拓用）         

企業名：         
 

事業ﾄﾞﾒｲﾝ 
 
 
  誰に 
 
 
 
 
 
  何を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ど 
 
  の 
 
  よ 
 
  う 
 
  に 
 

 

３Ｃ分析（現状分析） 

主な顧客(既存･新規) 競合先・比較優位性 

企業の特徴商品･ｻｰﾋﾞｽの特徴 

S(強み):有利な点 

ＳＷＯＴ分析 基本戦略（ＳＯ戦略） 

W(弱み)：不利な点 

O(機会):ﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽ T(脅威):ピンチ 

 

  

 

自社(企業概要) 
｜ 
｜ 
｜ 
｜

 

４Ｐ分析（マーケティング戦略） 

主力製品･商品･ｻｰﾋﾞｽ 

販促価格(原価＋利益) 

販路･販売ルート 
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 ⑹支援目標数 

 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回･窓口相談時   （社） 5 20 22 24 26 28
集団･個別指導事業時 （社） 10 20 22 24 26 28
その他の支援時    （社） 
(うち､小規模事業者経営発達支援資金支援時) 

15
(未実施)

25
(2)

26
(3)

27 
(4) 

28 
(5) 

29
(6)

合 計 30 65 70 75 80 85

 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 小規模事業者の計画策定にあたっては、まず経営者の自助努力が大前提であるが、特に零細な小企

業者が自分だけで行うとなると、なかなか進まないのが実態である。このまま何も取り組まなければ、

人口減少･需要縮小傾向にある下りのエスカレーター状態の地方経済･地域社会は衰退してしまう。 

 そもそも現状を維持するだけでも大変な努力を要する経営環境の中で、今後、実現可能性の高い計

画策定支援をより合理的･効果的に行うには、前段の経営分析結果を十分踏まえ、経営者とともに考

え方を整理しながら、今一度ビジネスモデルを見直すとともに、その際、支援ニーズを掴み、のちの

実施支援を意識して対象事業者を類型化し、個々の実情に応じた支援を行う必要がある。 

 

 ⑴現状と課題 

 

 当所での計画書の作成支援は、これまで経営革新、三重県版経営向上計画、各種補助金等の申請時

や、創業融資等の金融相談を受けた事業者からの要請の折に、経営指導員等が各々指定された各種様

式でその都度対応するというのが実態で、その書式は策定シーンごとに異なり、全てをマンツーマン

で個別対応するだけでは、特に一部の公募期間限定補助金の申請の際など、多くの事業者を一度に支

援するのには限界がある一方、各計画書の作成の際、求められる内容は共通項が多いのも事実である。

 現在、当所から積極的に働きかけを行っているのは、計画策定セミナー時等に限定されており、従

来からの経営改善普及事業での基礎的支援のように、日常的な支援としてはまだ定着していない。 

 当域の小規模事業者の多くを占める持続的発展型の小規模事業者全体の計画策定支援の量･質をい

かにして高めるかについて、少人数でマンパワーに限りがある当所の職員数等を踏まえ、今後どのよ

うに持続的発展に向けた計画作りを浸透させていくかが課題である。 

 

 ⑵具体的な改善点 

 

 上記の課題を受けて、予め書式が指定された経営革

新等、規定様式利用の場合とは別に、このたび零細な

小企業者でも策定でき、また、のちの各種実施支援施

策にもつながるよう、簡易で汎用性が高く、需要開拓

に必要な最小限度の共通項を網羅した当所独自の小規

模事業者用の経営計画書（簡易版）の雛型を作成した。 

 前述の通り、「経営分析･戦略シート」をもとに、基

本戦略･マーケティング戦略から具体的な目標を立て、

計画を策定し、その後の実施支援につなげていくが、

その際、イメージ図１のように、支援対象者を三方向のべクトルに合わせて、下記の通り分類し、各々

の経営実態に即した支援をより効果的に行う。 

 

 ⒜成長発展：右肩上がりの成長を志向する事業拡大型のスピンアウト(独自性のある）事業者 

  Ｐ⇒Ｄ⇒Ｃ⇒Ａサイクルがある程度機能し、既に自律的な経営を実践しているため、引き続き、

 
(出典：ﾐﾗｻﾎﾟ総研 Vol.28 記事より)
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 小規模企業施策等の情報提供の他、ミラサポ他の専門家派遣を活用する等、経営革新等を支援する。

  

 ⒝持続的発展：規模の利益を追求しない事業継続型のサステナブル(持続可能な)事業者 

  当地域の小規模事業者の多くを占めるが、現状では、Ｐ⇒Ｄ⇒Ｃ⇒Ａサイクルが未だか、または

 十分機能していないため、分析結果に基づき、集団･個別相談事業等を通じて、Ｐ(プランニング) 

 に着手するよう促す。その際、融資･補助金等、のちの実施支援と併せて、セミナー･個別相談会の

 開催等を通じ、小さな成功体験を積み重ねる中で、意欲を喚起しながら、持続的な発展支援を行う。

 

 ⒞下りのエスカレーター(地方の実態)：現状維持･地域密着型のセーフティネット(安全網の)事業者

  上記⒝の支援に努める他、企業のライフサイクルにおいて、成熟期を過ぎ、最終ステージの衰退

 期に差し掛かっている小規模事業者については、新陳代謝を促進する観点から、支援ニーズに応じ、

 持続的発展の余地が残されているビジネスモデルで、事業継続が可能なケースは、当所がパイプ役

 となって専門家派遣制度を活用し、Ｍ&Ａ、または、後継者のいない場合は、三重県事業引き継ぎ 

 センター等と連携し、事業承継マッチング等を支援する。 

 

 ⑶目的 

 

 小規模事業者が生き残りを図り、自律的に発展するためには、必要に応じてビジネスモデルを再構

築したうえで、Ｐ⇒Ｄ⇒Ｃ⇒Ａサイクルを始動させる必要があり、地域経済動向や需要動向調査、経

営分析等の結果を踏まえた計画的な事業展開によって、その実現可能性を高めることを目的とする。

 

 ⑷具体的な内容 

 

 1)既存事業者の場合 

 

 第二創業（⒜経営革新、⒞事業承継）等、より高度な支援を要する場合は、上記の通り、ミラサポ

等を活用し、専門家と連携して計画策定を行う。 

 その他、⒝事業継続等、全体の多くを占める持続的発展型の事業者には、計画策定支援を日常的な

支援に定着させるべく、年 1 回の計画書作成セミナー･個別相談会の開催頻度を、今後、年 2 回に増

やし、その際、個別支援にも長けた専門家を招き、集団指導では、初めての方向けの集団セミナーと、

過去に策定経験のある方向けの集合個別形式のセミナーの 2 種類に分けて開催し、「鉄は熱いうちに

打て」の諺のごとく、その後に個別相談会を開催することによって、間髪入れずにブラッシュアップ

を行い、完成にまで導く。これによって、事業者全体の計画策定支援の量･質をともに高めることが

できる。その際、新たに後述の⑸「経営計画書（簡易版）」のフォーマットを積極活用する。 
 
 
 2)創業者の場合 

 

 既存事業者とは異なり、スタート自体は切ることができても、開業後、事業が継続できなかったり

することが往々にしてあるため、（別表４）当地域創業等支援ネットワーク構成機関である各専門支

援組織と連携し、産業競争力強化法に基づく亀山市の創業支援事業計画の「創業支援セミナー」等の

特定創業支援事業を通じて、当所が中心となって、「経営」、「販路開拓」支援の他、「財務･資金調達」

は日本政策金融公庫や三重県信用保証協会が、「人材育成」は三重県社会保険労務士会が、それぞれ

対応するとともに、その他、三重県産業支援センターをはじめ、創業支援機関等の全面的な協力のも

と、ワンストップ相談を行うことで、準備不足のまま、見切り発車させることなく、事業継続性の高

い創業計画を立て、のちの実施支援につなげていく。 

 

 なお、全事業者に共通するが、事業者が計画策定を行ったら、のちの実施施策を案内し、スムーズ

な計画実施段階への移行を促す等、切れ目のない支援を行う。 

そして、計画策定の機会として、経営分析と同様、以下のシーンを想定している。 
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計画策定シーン 内容 

巡回･窓口指導時

（記帳･決算指導

時等） 

経営指導員等による巡回･窓口指導の折に、経営分析対象者の計画策定フェー

ズへの移行を促しながら行う。特に毎月の記帳指導時や決算期の指導時に、財

務分析等の結果をもとに、収支計画等、計数面での計画内容の質的向上を図る。

集団･個別指導事

業時（セミナー･

相談会時等） 

年に 2回程度開催する経営計画セミナー時に対象者を掘り起し、計画策定を行

うとともに、2ヵ月に一度、年に 6回定期的に開催する中小企業診断士による

経営個別相談会時に個々の計画のブラッシュアップを行う。 

経営向上計画時 

前掲Ｐ9(※)の通り、三重県独自の計画認定制度であるが、北勢地域駐在の三

重県産業支援センターのインストラクターと連携し、毎月１回同行巡回し、パ

ンフレットを配布、制度の普及を図りながら、計画策定を促す。 

経営革新計画時 
年間に数件であるが、同じく高度･専門的な支援においては、三重県産業支援

センターとの連携の他、必要に応じて専門家派遣制度を活用し、推進する。 

金融斡旋時 

・現状と課題 

日本政策金融公庫のマル経融資の相談時等に策定しているが、現状は、過剰投

資か否かと資金の設備投資効果を事前検証する意味で、設備資金の場合に設備

投資計画を作成しているのみで、全てのケースではない。 

・改善 

今後は、資金使途を問わず、同公庫の「財務診断サービス」等にて行った財務

分析等の結果をもとに、今後の目標値を設定し、融資の返済計画を含む計画策

定を行う。中でも、マル経資金の上限2000万円を超える高額な資金調達等を要

する場合には、同公庫の小規模事業者経営発達支援資金の計画フォーマットに

て、事業者が計画内容及び資金使途において定量的な成果目標等を設定する

他、資金計画や雇用維持･拡大予定、収支計画(業績見通し)等を作成したもの

を、当所にて指導･助言を行い、所見を加えるなど、同公庫とともに三位一体

で、事業計画策定型融資を進めていく。 

各補助金申請時 

各補助金、中でも、小規模事業者持続化補助金（計画策定型の新たな販路開拓

事業補助金）の申請書類作成支援時には、所定の様式である「様式２」をベー

スに、新たに独自に作成した経営計画フォーマット等を活用する。 

創業相談時 

相談時にまずは創業予定の事業概要等の他、勤務経験･自己資本の有無等、こ

れまでの準備状況等を総合的にヒアリングし、事業性等の有無を判断し、事業

計画、収支計画の他、資金計画等の作成を行う。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

支援事例 2（設備投資計画から本格的な経営全体の計画へ：二段階での計画策定） 

 

「設備投資計画･中期計画を含む経営計画策定等、段階的･計画的な攻めの事業展開事例」 

 

 建築関連資材を扱う家族経営の B 社は、人口減少社会における核家族化･住生活の洋風化の

中、今後経営環境が厳しくなることを見越し、後継者はまずは今後の設備投資計画を含む事業

計画を策定し、創業 100 周年を機にコンピュータシステム化と並行して、折り込みチラシ、Web

等で「待ち」の商売から「攻め」の商売への転換を進めた結果、これまでのＢtoＢ取引のみか

らＢtoＣ取引が新たに増加し、売上は三期連続で増加するなど、早速投資効果が顕著に表れた。

 計画策定後の具体的な支援では、融資の他、小規模事業者持続化補助金への取り組みに際し、

改めて中期計画を含む経営全体の計画として策定し直し、今度は全国の同業他社に先駆けて素

材メーカーとタイアップした新製品化とその販路開拓に取り組んだところ、新ジャンルでの施

工実績も作り、新たな取引先･雇用も増えるなど、さらなる増収増益が続いている。 
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 ⑸経営計画書（簡易版） 

 
 

 ⑹支援目標数 

 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回･窓口相談時   （社） 5 20 22 24 26 28
集団･個別指導事業時 （社） 10 20 22 24 26 28
その他の支援時    （社） 
(うち､小規模事業者経営発達支援資金支援時) 

15
(未実施)

25
(2)

26
(3)

27 
(4) 

28 
(5) 

29
(6)

合 計 30 65 70 75 80 85

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 せっかく経営分析を踏まえて立てた事業計画もただ策定しただけでは、単なる「絵に描いた餅」に

なってしまう。小規模事業者が本当の意味でビジネスモデルを再構築するには、経済社会情勢の変化

に即応し、その計画を速やかに実行に移す必要があるが、その際には、当然何らかのリスクも伴うた

め、往々にして過去の成功体験に引きずられ、なかなか前に踏み出せずにいることも多い。 

 そこで、事業者の実施支援を提案･伴走型で行うことによって、その実効性を担保していく。 

 

 ⑴現状と課題 

 

 現状では、計画策定支援は、前述の通り、主に各種申請時等とその機会は限定的であり、その後の

実施支援は、事後指導以外では、新たな課題発生時の相談業務が中心で、各種実施支援施策のＰＲは

（左記の記載内容） 
 
（１）今後の具体的な目標 
 目標売上高 
 目標利益 
 その他の目標 
 
（２）目標達成に向けて重点的に取り組むこと

 
（３）３年程度目指すこと（中長期目標） 
 
（４）収益の改善に関すること 
 新たな顧客の開拓、獲得したい顧客 
 削減したいコスト 
 
（５）実現への公言 
 計画の実効性を担保するとともに、経営者

本人の自覚を促す意味で、小規模事業者に

署名を求め、次年度以降の実現を確約して

もらう。（ＰＤＣＡのスタート） 
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しているものの、融資の事後指導等を除き、その多くが受動的な「待ち」の状態で、事業者側から具

体的な要望等がなければ、頻繁には実施指導を行なっていない。その意味では、少なくとも何らかの

結果が出るまでは、根気よく「伴走型支援」を実施することが課題である。 

 

 ⑵具体的な改善点 

 

 今後、徹底した「伴走型支援」スタイルへの転換を図る。まずは、事業者ごとに異なる多様な支援

ニーズを捉え、施策等の違いを具体的に説明･提案し、最適なメニューとのマッチングを図るなど、

実施前後を通じて、きめ細やかな対応に心がけることを基本的なスタンスとし、各事業所の進捗状況

の把握に努めながら、その実施にあたって、金融機関等との連携の他、ミラサポ等を活用し、各種補

助金等の情報提供や専門家派遣等、経営指導員等が経営者に伴走しながら、策定した計画の目標の実

現に向け、継続的に事後指導等を行う。施策活用シーンによって頻度は異なるが、今後、当所が支援

し、計画策定した全小規模事業者には、少なくとも最低四半期に一度、年4回以上、定期的に経営指

導員等によるフォローアップを切れ目なく行う。   

 その際、支援施策の中心の資金調達では、補助金等の他、当所では金融支援において、既に本計画

の数年前から日本政策金融公庫四日市支店とのリレーションシップバンキングを強化してきている。

 具体的には、去る平成23年に、事業者との距離を縮め、かつ、対象者を伴走型でフォローアップす

るため、三重県北勢地域初の当所コラボレーション第一弾「亀山スピーディ融資」（対象制度：マル

経融資以外の一般･特別貸付）の連携スキームの創設に続き、平成26年には、その第二弾「亀山マル

経スピーディサービス」（対象制度：マル経融資）の取り扱いを開始し、共同でプレスリリースした

ところ、地元新聞社や全国メディアに取り上げられたこともあって、利用者が増加しており、今後、

引き続きこの既設スキームをフル活用し、このたび新たに創設された同公庫の計画策定型融資である

小規模事業者経営発達支援資金の制度利用も促進し、同公庫職員との同行により、全面的にバックア

ップするとともに、その際、計画実施後の成果の有無について、売上･利益等の目標と実績との差を

経営者とともに確認し、今後の要因検証作業へとつなげ、Ｐ⇒Ｄ⇒Ｃ⇒Ａサイクルを始動させていく。

 

 

 

日本公庫との連携スキーム第一弾 
「亀山スピーディ融資」 
（出典：中日新聞 地方版） 

日本公庫との連携スキーム第二弾「亀山マル経スピーディサービス」

（出典：中小企業基盤整備機構ポータルサイト） 
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 ⑶目的 

 

 当所を中心とした支援スキーム等、ネットワーク力の活用や、鮮度の高い施策情報の提供、各分野

の専門支援等にて、小規模事業者に不足しがちなヒト･モノ･カネ･情報等の経営資源を資金調達等で

補い、実効性を担保するとともに、巡回等のフォローアップにて進捗状況を確認し、計画を実施する

中で適切な指導･助言を行うことによって、着実に遂行されるようにすることを目的とする。 

 なお、その際、補助金等の実施施策はあくまでも「手段」であって、それ自体が目的化することの

ないように留意し、計画的な企業経営の意義を今一度確認しながら、事業者の成長･持続的な発展の

ためであることの理解を得ながら行う。 

 

 ⑷具体的な内容 

 

 前述の計画策定を支援した全小規模事業者を対象に、計画策定時同様、類型化した事業者カテゴリ

ーごとに分け、経営指導員等が必要に応じて連携しながら、定期的に巡回等にてフォローアップし、

きめ細やかな伴走型の支援を遂行する。その際、まずは、計画策定後、実際に事業に着手したか否か、

次に分析･計画策定に引き続き、各施策活用前後の状況を定量･定性の両面で継続的に確認する。 

 

 1)既存事業者の場合 

 

 第二創業（⒜経営革新、⒞事業承継）等、より高度な支援を要する場合は、必要に応じてミラサポ

等を活用し、各種施策情報の提供と併せ、各分野の専門家と連携してフォローアップを行う。 

 その他、⒝事業継続等、全体の多くを占める持続的発展型の事業者には、計画策定を支援した経営

指導員等による巡回など、進捗状況のヒアリングと、その際、実施支援施策として、ミラサポ等、各

種補助金の情報提供や専門家派遣制度活用の他、平成 27 年度の新規事業として、当所が三重県中小

企業診断士協会の中小企業診断士による 2ヵ月に一度、年 6回開催する経営相談や、上述の日本政策

金融公庫四日市支店の融資担当との「亀山スピーディ融資」の連携スキームをフルに活用し、毎月第

2 火曜日に金融相談をといったように、様々な定期相談窓口を常設するなど、新たな問題発生時の専

門相談によるフォローアップ体制も既に整備しており、今後、マル経融資をはじめとした金融制度や、

小規模事業者持続化補助金をはじめとした各種補助金等、これまでにも増して、こちらから積極的に

情報提供し、ヒト･モノ･カネ･情報等、特に経営資源に限りがある零細小企業者の計画実施にあたり、

不足する点を少しでも補完できるよう、直接提案し、施策活用も併せて促す。 

 中でも、マル経融資の上限である 2000 万円を超える大規模な設備投資に伴う多額の設備資金を要

する場合等には、同公庫と連携し、小規模事業者経営発達支援資金の活用を促すとともに、高額な融

資につき、計画した事業の進捗状況をチェックながら、必要に応じて同公庫職員と同行し、指導･助

言を行うなど、償還面からも極力利益を確保し、事業者の成長･持続的な発展につなげていく。 

 

 2)創業者の場合 

 

 上記のような資金調達支援の他、支援ニーズに応じ、例えば、最近、開業の多い飲食店業等の仕入

では、当地の自然薯や和紅茶を含む亀山茶等の地域資源をはじめ、地産地消の取引先の斡旋を、不動

産では、空き店舗情報等の提供を、また、人脈作り･経営スキルアップは、創業塾等への参加を促す

とともに、既存事業者にもまして定期的なフォローアップを行い、特に創業前･後はその都度、進捗

状況を的確に把握する必要性が高い時期につき、その頻度を 2ヵ月に 1度、年 6回程度へとさらに引

き上げ、場合によってはアクションプランの一部修正等、策定した計画の見直しも行うなど、実現可

能な計画の着実な実施を促す。その際、創業者との関係性を重視する観点から、計画作成支援後の実

施支援は、直接対面でスタートアップ･フォローアップを行う。 

 

 なお、全ての事業者に対して共通するが、定量的には直近の試算表等をもとに、また、定性的には
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モニタリングにて計画実施支援を行う。特にスケジュール等、進捗状況の大幅な遅れや、設定した目

標売上･利益と大きく乖離し、下振れした場合等は、再度迅速に専門家派遣や、別表４当地域創業等

支援ネットワーク構成機関の支援を再活用し、計画を変更するなど、トライ＆エラーを繰り返す中で、

売上･利益等、少なくとも検証可能な一定の結果等が出るまでは、粘り強く伴走支援を継続していく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸支援目標数 

 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

金融斡旋後   （社） 
(うち､小規模事業者経営発達支援資金支援時) 

14
(未実施)

16
(2)

18
(3)

19 
(4) 

20 
(5) 

21
(6)

各補助金実施時 （社） 15 15 15 17 18 20
上記以外の実施時（社） 1 34 37 39 42 44

合 計 30 65 70 75 80 85

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 人口減少･需要縮小傾向の中で、小規模事業者が新たな需要を開拓するには、エンドユーザーや消

費者のニーズを捉えた戦略的な企業経営が求められる。需要動向情報が分析･計画策定･実施のどの段

階で必要かは事業者によって様々であるが、その際の共通ポイントは、需要動向を調査･分析し、提

供するデータを活用して、プロダクトアウトからマーケットインへと発想を転換できるかどうかにあ

り、個社ごと、個々の商品･サービスごとに異なるターゲットに合った情報の提供が不可欠である。 

 

 ⑴現状と課題 

 

 小規模事業者が新商品開発や新分野進出を考える場合、往々にして過去の成功体験に引きずられる

など、プロダクトアウト（作れるものを作り、それを売りたい）の発想が根強いため、今の消費動向

と乖離し、的外れとなってしまいがちである。ニーズに即したマーケットイン（売れるものを作る）

への発想の転換が必要であるが、現状では、事業者の多くは、事前情報の収集機会も少なく、過去の

実際の売買がテストマーケティングを兼ねていたり、商品開発や経営判断も、過去の経験値に基づく

ことが多いのも実態で、そもそも既存顧客リストさえ整理できていないところもある。 

支援事例 3（二度の計画策定･実施サイクルに則り、国内から海外へと新市場を拡大・広域展開へ） 

 

「経営革新によるＢtoＢからＢtoＣ取引への新分野進出によるニッチトップ･海外展開事例」 

 

 革新志向型の C 社は、有数の加工技術から業績は良好であったが、リーマンショックが自動

車産業を直撃した。そこで、レース用パーツ製作で培ったノウハウを活かし、第二の売上の柱

としてレジャー分野への進出を目指し、当所とともに経営革新計画を策定した結果、三重県の

認定を受け、下請脱却後、完成品メーカーへと飛躍し、見事Ｖ字回復を果たした。 

 その間、商標権や販路開拓では、当所を通じ、専門家派遣事業や市独自の亀山市見本市等出

展事業助成金の活用を促し、また、計画期間終了後も逐一進捗状況を確認するなど、実施支援

の結果、ニッチなアウトドア用品ではあるが、国内ではカスタマイズされたオンリーワン商品

で確固たるオリジナルブランドの地位を確立し、最近は海外からの引き合いもあるなど、多角

化戦略で成長しており、これを受けて「小規模事業者持続化補助金」の申請を提案し、海外市

場開拓を支援した結果、採択された。現在、当所を通じてジェトロ三重とも連携し、まずはア

ジア圏を足がかりに、各国へと未ださらなる成長発展途上にある。 
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 当所では、過去の各種補助金の際や、地域資源∞全国展開プロジェクト事業の支援対象者の需要動

向調査を支援することはあるものの、事業者から求められた場合が中心で、周知不足もあって、当所

が需要動向に関する個社支援を行なっているとの認識が、事業者側には乏しいのが現実である。 

 

⑵ 具体的な改善点 
 

 小規模企業各社が各々の計画策定のタイミング等に合わせて、個々の商品の市場データ等、ターゲ

ットとする消費者のニーズ･市場動向を的確に捉えることができるよう、需要動向情報をマクロとミ

クロに分け、事業者に対し、必要に応じて客観的な根拠を示すなど、事業者のマーケティング発想の

転換を図りながら、まずは当所が提供可能な需要動向情報に関する周知を行うのと同時に、個社の商

品･サービスに直結する情報や、業種別･品目別の需要動向情報を適宜収集･加工し、直接提供できる

資料作りと体制を整備する。 

 中でも、零細な小企業者にとっては、小回りの利く、顔の見える強みを生かし、既存事業の周辺市

場のニッチな顧客ニーズを的確に捉え、各社が新事業を展開する中で、ターゲットに合わせた新商品･

サービスを提供することが現実的で、チャンスロスしている当地域の実情に合った需要動向へのアプ

ローチ方法であり、その際、直接接触する第一次情報がピンポイントで、的確なニーズ把握につなが

るため、地域イベント開催時等に合わせて、アンケート作成･集計･分析等の支援を行うなど、最適な

情報の提供に努め、今後の個社の商品･市場戦略の策定･実施、または見直しの際に活用していく。 

 

 ⑶目的 

 

 需要動向が刻々と変化する中で、小規模事業者が自らその調査等を自力で行うのには、時間や労力

もかかるなど、自社の商品･サービス等にマッチしたマーケット情報の入手は極めて困難である。 

 そこで、当所が、小規模事業者の販売する商品、提供するサービスの需要動向に関する情報を収集･

分析し、それらを事業者に提供し、マーケティング発想の転換を図ることで、売り手と買い手のミス

マッチの現状を解消し、事業者の需要開拓に資することを目的とする。 

  

 ⑷具体的な内容 

 

 1)日経テレコンの POS データ･売れ筋商品ランキング等、最新の外部データ活用調査【拡充事業】

  

 小売業者等、主にこれから経営分析･計画策定に取り組むＢtoＣ取引の事業者に対し、三重県の首

都圏営業拠点「三重テラス」にて、当所も出品を支援している土産物･特産品等、アンテナショップ

での数量･金額ベース別の売れ筋ランキングや、当所で契約している日経テレコンPOSEYESのPOSデー

タに基づく売れ筋商品ランキング等を活用し、事業者の主力商品や今後取り扱いたいアイテム等、カ

テゴリーごとに要望に合わせて入手し、情報収集項目として、上位ランク商品のシェア、平均価格の

データ等、消費者に支持されている商品の最新情報をタブレット提示、または、紙ベースにて、新た

な需要把握へ直結させるよう、個々に直接提供する。そこでは、需要動向等のPOSデータの他、過去

の新聞記事等や矢野経済研究所の各種レポート等も入手可能なため、各々が必要な鮮度の高い旬のト

レンド情報を個々に直接提供していく。 

 小規模事業者の多くは、自社の商品･サービスを過信し、過去の成功体験に引きずられ、消費者に

受け入れられない商品･サービスを提供し続けたりしがちであるため、経営者や経営指導員個人の独

善的･私的な情報源ではなく、客観的なデータを示すことで、より説得力のある提案が可能となり、

今後の新商品･サービス開発の際等、新たな需要開拓にも生かしていく。 

 

 2)当所の業種別部会等における域内の新たな発注ニーズ発掘調査【新規事業】 

 

 このところ、消費税の再引上げ前の建築･不動産業界の他、製造業の下請け斡旋等、市内･外から、

これまでにない新たな取引斡旋等の依頼が増えており、特に後者は、前述 P7 の金属加工業者の例や、
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同じく「①工業の現状分析」のところでも前述したように、東日本大震災後の産業構造の変化や、か

つての円高基調が続いた頃に、当地域内の受･発注取引から海外へシフトした進出企業の中には、近

年続いている円安基調に伴う生産活動の国内回帰の動きがある産業･業界が当市の中にもあるが、以

前とは受･発注環境が異なるため、新たな取引条件が提示される。 

 そこで、具体的には、工業の場合、製造業者等、主に経営分析･計画策定済のＢtoＢ取引の事業者

に対し、当地域の多様な産業集積の強みを生かし、まずは改めて新たな生産活動の動きのある進出企

業等を中心に、地元発注の可能性の有･無と、あり得る場合の発注側企業の求める業種（製造･人材･

物流）、取引内容（作業内容や必要な人材）、その他の条件等、最新のニーズについて、工業部会を

はじめ、業種ごとに開催する部会･幹事会等の機会や、訪問時に部会担当者が直接ヒアリングを行い、

その収集した情報を取りまとめ、データベース化するのと並行して、巡回時等に当所にて、受注斡旋

を希望する小規模事業者から、対応可能な業種･業務の範囲、得意分野などを具体的に聞き取り、発

注情報として、希望事業者に個々に直接提供し、その後のビジネスマッチングに結び付けていく。 

  

 3)需要開拓支援時の調査実例等、当所のネットワーク力も生かした需要動向調査【拡充事業】 

 

 飲食業者等、主に地産｢他｣消型の事業者に対し、これまでの地域資源∞全国展開プロジェクト事業

や、小規模事業者等持続化補助金等の計画策定の折等、当所が過去の実際の支援の際に調べた独自の

リサーチデータなど、当所にて情報収集したものと、ウェブマーケティングや販路開拓の専門家によ

る支援時等に提供された情報ツール等、実際の指導上の事例等に加え、経営指導員同士や金融機関等

とのネットワーク（現場の職員同士の情報交換）を生かし、日々の連携の中で他の支援機関から得た

情報を、当所職員が自由に紹介できる需要動向情報に匿名でデータ加工し、当所サーバーにて共有化･

蓄積して、販路開拓に成果のあったケーススタディーとして、事業者が本当に欲する生の情報を、ポ

イントをわかりやすく説明しながら、ケースバイケースで個々に提供していく。 

 

 4)個社の個別商品･サービスのテストマーケティングでのアンケート調査【新規事業】 

 

 食品製造業者等、主に新商品開発に取り組む事業者に対し、当地域を代表する地元住民をターゲッ

トとした域内の共同販促事業である亀山大市や、観光客等、域外からの来訪者で賑わう東海道関宿街

道まつりをはじめ、当所などが直接･間接関与する各種イベント事業において、その都度、小規模事

業者がテストマーケティングできる機会を新たに設け、外需･内需向け等、個々の小規模事業者が志

向する需要開拓の方向性に合わせてイベントを取捨選択し、その際のアンケート調査票作成も支援

し、当所と一緒に分析する等、新たな情報源にしていく。具体的には、下記の例示の内容をベースに、

事業者の商品ごとにアンケート用紙の作成を支援し、サンプル数 50 件を目標に、回収後はエクセル

にて集計の後、①単純集計、②クロス集計（年代･住所･性別）結果を事業者にフィードバックすると

ともに、その内容をもとに、小規模事業者とともに次の商品改良や、プロモーション等に活用し、売

れる商品作りに反映させていく。    

＊商品アンケートの内容（例示） 
食品（例：加工食品） 非食品（例：木工製品） 

･属性（性別・年代・住所等） 

・食味 ①良い ②やや良い ③やや悪い ④悪い

・風味 ①良い ②やや良い ③やや悪い ④悪い

・食感 ①良い ②やや良い ③やや悪い ④悪い

・価格 ①高価 ②やや高価 ③妥当 ④廉価 

・パッケージ ①良い ②平凡 ③悪い 

・ネーミング ①良い ②平凡 ③悪い 

・用途 ①贈答用 ②自家用 ③両方用 

・POP ①わかりやすい ②わかりにくい 

・改良点等（自由記載）  

・属性（性別・年代・住所等） 

・質感 ①良い ②やや良い ③やや悪い ④悪い

・機能 ①良い ②やや良い ③やや悪い ④悪い

･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ①良い ②やや良い ③やや悪い ④悪い 

・価格 ①高価 ②やや高価 ③妥当 ④廉価 

・パッケージ ①良い ②平凡 ③悪い 

・ネーミング ①良い ②平凡 ③悪い 

・用途 ①贈答用 ②自家用 ③両方用 

・POP ①わかりやすい ②わかりにくい 

・改良点等（自由記載） 
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 ⑸調査内容とリソース（まとめ） 

 

調査種別 実施機関 調査内容・項目等 手法等 

･三重テラス出品 

･日経 POS 情報､売れ

筋商品ランキング調

査【拡充事業】 

･三重県 

･日経テレコン 

･商品カテゴリー別で情報収集する。 

･数量・売上・シェア等、売れ筋商品

ランキング情報を収集する際、新聞記

事キーワード検索にて行う。 

三重テラス、又

は Web 上から月

別情報等を収集

整理・適時提供。

地域内の発注ニーズ

発掘調査【新規事業】 
当商工会議所 

対応可能な受注希望企業とのマッチ

ングのため、製造業等の受･発注情報

を取りまとめ、データベース化する。 

部会活動等を通

じて情報を収集

整理・適時提供。

実例とネットワーク

力を活用した調査

【拡充事業】 

当商工会議所と

連携支援機関 

個社が求める調査項目について、過去

の調査実例や成功事例の活用や商工

会議所が持つネットワークを生かし、

他の支援機関等とも連携して、生きた

需要動向情報を探求する。 

当所がアンテナ

を張り、随時、

情報を加工し、

収集･適時提供。

個別商品等､アンケ

ート調査【新規事業】 
当商工会議所 

試作販売時等にテストマーケティン

グ調査を支援する。調査項目は個社ご

とに異なるが、一般には上表の通り。 

機会を取捨選択

し、情報を収集

整理・適時提供｡

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑹情報提供目標数 

 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

1)外部の需要動向調査の活用（社） 4 6 9 12 15 18

2)地域内発注ﾆｰｽﾞ発掘調査 (社) 未実施 6 9 12 15 18

3)支援実例とﾈｯﾄﾜｰｸ活用調査(社) 2 6 9 12 15 18

4)個別のｱﾝｹｰﾄ調査    （社） 未実施 2 3 4 5 6

合 計 6 20 30 40 50 60

 

 

 

支援事例 4（マーケティングリサーチから新たな市場･販路開拓へ） 
 
「流行を捉えた新製品開発の新規市場への投入による新たな販路開拓事例」 
 
 当地は鈴鹿山脈等、豊かな森林資源に恵まれた木材の産地であり、国産材を扱う製材所も

多いが、近年は住宅着工数の減少、プレハブ住宅の増加もあり、建材としての用途は年々縮

小傾向にあるため、D社は、同社の強みである｢木材の目利き力｣と｢取引先が広域にある｣こ
とを活かし、｢レトロ｣な風合いの木材加工を思い立ったものの、元々問屋業であり、加工経

験もなく、従来とは異なる新市場開拓であることから、当所にマーケティング相談があった。

 そこで、新製品について見聞きしたことをもとに、全国的な最新トレンドを収集し、その

動向と、競合他社の類似品がないことを情報提供した結果、ビンテージ市場にて有望な商材

であることが判明したことから、当所にて派遣した専門家とともにマーケティング戦略を練

ったところ、業界の展示会出展やＷＥＢプロモーション展開から早速取引に結び付いたケー

スも出てきており、経営指導員がパンフレット･サンプル作成やさらなる出展も促している。
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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】 

 

 大量生産･大量消費社会から、消費者ニーズが多様化し、多品種少量生産･消費社会へと移行した成

熟市場において、新たな需要を開拓するのは簡単なことではない。ましてや、それを小規模事業者の

みで行うとなると、おのずと限界もあり、そこで、当所の出口支援事業が求められる。 

 このところ、チャンスロスの状態が続いている当地域の事業者が新たな得意先を獲得し、売上･利

益を確保するためには、出来る限り価格競争に巻き込まれないよう、ターゲットごとに異なる需要を

見据えた新商品･サービス等による差別化と、積極的なプロモーションを戦略的に行う必要がある。 

 

 ⑴現状と課題 

 

 これまで当所では、内需型事業者への販促事業や、外需型事業者の販路開拓を個社支援するため、

ＢtoＣ取引の商業･サービス業に対しては、市内小規模事業者等による商いポータルサイト「亀山商

いブログ」による共同情報発信支援を、また、完成品製造･小売業等には、三重県が平成 25 年 9 月に

東京の日本橋にオープンし、直近では平成 28 年 5 月の「伊勢志摩サミット」もあって、賑わいを見

せている首都圏営業拠点「三重テラス」のアンテナショップへの出品支援等を、また、飲食･土産物

販売業等では、ご当地グルメの他、平成 26 年度地域資源∞全国展開プロジェクトにて、四季ごとに

作成した観光リーフレットと併せて行なった独自のクーポン事業を、そして、ＢtoＢ取引の製造業等

では、三重県の「みえリーディング産業展」をはじめ、各種展示会への出展等をそれぞれ促してきた。

 しかしながら、その際、事業者側の事前準備や事後の成果の検証不足に加え、当所の支援経験もま

だまだ少なく、各種補助金等活用支援や、地域資源活用等のアウトプット事業である全国展開事業で

支援対象とした小規模事業者の販路開拓支援等に限定されており、事業者の中には、新商品･サービ

ス開発を行なっても、メインターゲットが「誰か」はっきりしていないケースもあって、営業努力は

しているものの、なかなか新たな需要開拓による個社の売上･利益成果にまで結びついていないこと

もある。 

 

 ⑵具体的な改善点 

 

今後は、「誰に」⇒「何を」⇒「どのように」の順にて、まずは他社との商品･サービスの内容、提

供方法等の差別化を図るとともに、外需型と内需型とでは、メインターゲットへのアプローチ方法が

異なるため、新たな需要開拓を外向きと内向きの２つのビジネスモデルに分け、それぞれに合った支

援事業を展開していく。 

 具体的には、上記の反省から、ブログ･お店のファン作り･観光クーポン･アンテナショップや各種

産業展への出品･出展等の際、少しでも多くの小規模事業者の販路の獲得につながり、商機をつかむ

ことができるよう、事前準備から事後の検証も含め、セミナー･専門相談等を通じて、情報発信力や

プレゼンテーション力、プロモーションの手法等の量的･質的向上を図るなど、需要開拓に直結する

下記の新規事業等を行う際、その成果をより高めるため、様々な販路開拓分野の専門家を交え、内需･

外需に共通する支援事業を併せて実施し、一社でも多くの出口支援を行い、その売上アップを実現す

る。 

 そして、その際、個々の取組の成果を把握･検証し、今後のマーケティング戦略に反映させていく。

 また、当市の産業集積等の強みを活かし、市内の小規模企業と大･中企業等とのビジネス交流の場

を設けるなど、取引に結び付く契機となる機会を提供し、そのマッチングを図っていく。 

なお、その際、個社支援に加え、グループによる対外的なインパクトや、各々の強みを活かし、弱

みを相互補完するため、必要に応じて、小規模事業者同士の様々な組織化も併せて促進していく。 

 

 ⑶目的 

 

 小規模事業者では、仮に新商品を｢製造｣できても、｢販売｣は自店に限られるなど、販路開拓が課題
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となるケースが多く、事業者の情報発信力の向上と、バックアップする商工会議所の信用力･ネット

ワーク力を活用した出口支援等を通じて、新たな需要開拓の実現に資することを目的とする。 

 

 ⑷具体的な内容 

 

 1)外需獲得に寄与する事業 

 

 ①観光パンフレットと連動し、販促クーポンを活用した拡販グローカル化支援事業【拡充事業】 

 

 当地域に流入する観光･ビジネス客等のターゲット向けに、観光･飲食業等の小規模事業者の新たな

拡販を支援するため、亀山市観光協会等と連携し、これまでインプットしてきた数々の地域資源活用

の集大成としてのアウトプット事業である平成 26 年度地域資源∞全国展開プロジェクトにて、観光

リーフレットと併せて行った独自の期間限定クーポン事業が好評で、事業者の拡販にかなりの成果が

あったので、今後、対象業種･使用可能エリアを拡大し、市内の｢道の駅関宿｣、｢亀山ハイウェイオア

シス｣等の集客施設など、主な観光拠点等にて、シティープロモーションを兼ねて、市内の鈴鹿森林

組合等に協力を依頼し、当地域の間伐材等を利用した｢通行手形｣を使い、東海道関宿を中心に街道ウ

ォークラリー事業と、制覇した散策者への特典として付す販促クーポン活用事業を新たに展開する。

 その際、実施時に併せて、観光パンフレットを全面リニューアルし、名所旧跡の案内とともに、地

域資源等を活用した特産品･ご当地グルメを提供する小規模事業者を積極的に紹介、広くＰＲし、域

内での新たな消費拡大、外貨獲得につなげていく。 

 

 ②首都圏営業拠点｢三重テラス｣や｢みえリーディング産業展｣等への出品･出展支援事業【拡充事業】

 

 地域外との取引を志向する前向きな同事業者の販路開拓を支援するため、三重県が東京の日本橋に

平成 25 年にオープンし、平成 28 年 5 月の伊勢志摩サミットもあって、盛り上がりを見せている首都

圏における物産･観光等の情報発信･営業拠点である「三重テラス」をはじめとした各種アンテナショ

ップの利用促進によるテストマーケティング･拡販の他、三重県産業支援センターの「みえリーディ

ング産業展」、名古屋商工会議所の「メッセナゴヤ」、しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア」

等、三重県、大都市圏の商工会議所、金融機関等の支援機関と連携し、今後は県内･外を問わず、当

地域の小規模事業者にとって、より費用対効果の高い各種展示会等を取捨選択し、その開催情報を提

供しながら、併せて市と協力して、数年前に制度化された当市独自の亀山市見本市等出展事業助成金

をはじめとした公的な各種助成制度等を適宜広報･案内し、その活用を促進するなど、当所の有する

ネットワーク力を発揮し、国･地方公共団体、金融機関等とも連携した新たな販路開拓の機会拡大を

支援する。 

 その際、出展等にあたって、商品や企業等の概要書、サンプル品、企業パンフレット等、プレゼン

テーションに必要なアイテム等の作成内容や、来訪者への対応の質を高める必要があるため、事前･

事後の個別相談事業等を開催するなど、個々の事前準備やブラッシュアップ、事後のフォローアップ

も行い、事業者が少しでもマッチング率を高めることができるよう、積極的に支援していく。 

 

 2)内需深耕に寄与する事業 

 

 ①｢亀山まちゼミ｣の実施による新たなファン獲得事業【平成 27 年度新規事業】 

 

 独自のノウハウを有するサービス業等の小規模事業者を対象に、近年、続いている当地域の買い物

客の市外への流出をできる限り食い止め、地元購買率の維持･回復を図るとともに、地域住民の潜在

的なニーズを顕在化させるべく、平成 27 年度新規事業として、創業支援等、これまでの当所の個社

支援の中で、実際に売上アップの成果が出ている各業種における専門分野ならではの技術･ノウハウ

を生かした新規顧客創出のための手法の一つである体験型教室の開催を通じた新たな販路開拓を各

事業者が一度に実施できるようにするため、新たな顧客獲得、及び将来の顧客予備軍への認知度向上
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等を狙って、中心商店街を中心に「亀山まちゼミ」事業をスタートさせたところ、市内の他、周辺市

町からも多数参加者があるなど、大きな反響があったため、平成 28 年度以降も継続実施する。 

 その際、少しでも多くの小規模事業者が新たなファンを獲得できるよう、今後、開催エリアを中心

商店街のみならず、周辺市街地にも拡大して、市内全域で広域実施し、体験イベントにて一般消費者

に専門店ならではのノウハウを公開し、新たなファン作りからリピーター顧客の囲い込みにつなげて

いく。 

 

 ②｢亀山商いブログ｣による逸品情報提供等、ニッチな需要の深掘り支援事業【拡充事業】 

 

 住生活関連業種の小規模事業者を対象に、自社のホー

ムページ等がない零細な事業者でも、比較的容易に広く

情報提供することができるようにと、市内の一般消費者

をメインターゲットに、数年前に当所が亀山市の協力の

もと、立ち上げ、現在、約 30 社の小規模事業者が行って

いる共同の商いポータルサイト「亀山商いブログ」事業

について、依然アクセス数も多く、消費者に好評なため、

今後、新規顧客獲得を目指す市内の対象事業者の業種を、

小売業のみならず、市内及び周辺地域へのＢtoＣ取引を

志向する全業種へと拡大し、各事業者の更新頻度の向上

等、各事業者の最近のトピックを交えたお宝などの商い

情報等、内容の充実を図るとともに、消費者が見る仕掛

け作り等、新たな対象事業者向けにスマートフォン･タブ

レット対策に関する集団･個別支援事業等を併せて行う

など、各々の情報発信力の向上によって、さらなる販路

開拓事業の輪を広げていく。 

 

 ③当所の業種別部会の活性化を通じた新たな受･発注マッチング事業【一部拡充･一部新規事業】 

 

 当地域の隠れた新たな受･発注ニーズを掘り起こし、顕在化させるため、各分野の専門家等で構成

する庶業部会が広く市内全域の小規模事業者等を対象に開催している毎年恒例の「なんでも相談会」

について、今後、相談項目を事業者向けの経営相談からエンドユーザーを含めたよろず相談にリニュ

ーアルし、建築･不動産をはじめ、各種業種の専門分野の事業者等にも協力を依頼し、専門的見地で

の知見をもってアドバイスを行うことなどを通じて、その後の受注機会等の拡大につなげていく。 

 また、当市の産業集積等を活かし、今後、新たに工業部会をはじめ、主にＢtoＢ取引の各業種部会

において、市内の企業見学会や、異業種交流セミナー等を皮切りに、様々なビジネス交流事業を開催

し、そこで市内の小規模製造業者のプレゼンテーションの場や、大･中堅企業等との交流の場を設け、

直接取引に結び付くよう、新たな受注機会を提供する。これによって、個々の企業に他社との相互理

解を深めてもらい、マッチングを図るとともに、今後、ものづくりや物産品の振興等、個別テーマご

との小規模事業者のグループ化など、将来的な共同受注や共同販売の可能性も探っていく。 

 

 3)共通する支援事業 

 

 ①プロによるマーケティング関連セミナーやＩＴ活用等、専門支援事業【新規事業】 

 

 外需･内需を問わず、経営分析･事業計画の策定に取り組む全小規模事業者の新たな需要開拓につな

がるよう、ウェブを含むマーケティングやＩＴ分野や、価格競争に巻き込まれないためのブランディ

ング･地域資源活用、差別化を図るための新商品開発･パッケージデザイン、販売ノウハウを習得する

ための営業力強化等、各分野の専門家等と連携し、販路開拓関連セミナー等を年 2回程度、テーマを

変えて開催する。 

亀山商いブログの参加企業の Topic
（出典：中日新聞 地方版） 
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 中でも、上述の「亀山商いブログ」事業との相乗効果を創出するため、自社サイトが未だの事業者

向けにはホームページ等の作成支援を、また、次に、スマートフォン対応やＳＮＳのビジネス活用が

未だの事業者向けには集団･個別支援事業等を行い、必要に応じてミラサポ活用による専門家を派遣

するなど、特にソーシャルメディアも含めた若い年代層の潜在的な需要の掘り起しを図るための支援

事業を重点的に行うことによって、これまでとは属性が異なる新規顧客の開拓につなげていく。 

 また、併せて、全国の商工会議所･商工会で運営するビジネスモール等、インターネットを介して

新たな取引先を見つけることが出来る商取引支援サイトなどの積極活用も促していく。 

 

 ②新事業展開におけるパブリシティでの情報発信等、マスメディア活用支援事業【拡充事業】 

 

 地域資源∞全国展開プロジェクトや、経営革新への取り組み等、当所ではこれまでも小規模事業者

の新たな取り組み等の際、プレスリリースによるパブリシティを提案、プロモーションを通じて出口

支援を行ってきたが、新商品･サービスを提供しようとする事業者等を対象に、今後、その対象マス

メディアを地元テレビ･ラジオ等にも拡大し、マスコミ各社へのプロモーション･情報発信を積極的に

支援するとともに、その後のインタビューや取材対応もサポートすることによって、具体的な取引の

問合せ･注文の増加へとつなげていく。 

 また、将来的には、新商品開発･経営革新等、何らかの共通のテーマのもと、同時期に並行して取

組を進める事業者を集めた共同プレス発表の機会を設けるなど、インパクトを与えることによって、

メディアに取り上げられやすくするように努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸需要開拓目標数 

 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

1)①観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ活用支援 (社) 4 7 8 9 10 10
 ②展示会等支援    （社） 1 3 3 3 4 5
2)①亀山まちｾﾞﾐ活用支援 （社） 未実施 7 9 11 11 12
 ②亀山商いﾌﾞﾛｸﾞ活用支援(社） 23 24 25 26 26 27
 ③ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ支援  （社） 1 3 4 5 6 6
3)①プロによる専門支援 （社） 1 3 3 3 4 5
 ②情報発信支援    （社） 1 3 3 3 4 5

合 計 
(うち､新規需要開拓支援による売上増加件数) 

31
(18)

50
(30)

55
(35)

60 
(40) 

65 
(45) 

70
(50)

 

 

支援事例 5（グループ化 ⇒ プロモーション等、切れ目ないハンズオンでの出口支援へ） 
 
「国･県の全国展開事業･農商工連携活用での新商品開発とパブリシティによる新規拡販事例」
 
 E 店は元来、観光地内の好立地にあり、これまでは地元住民がターゲットの食料品小売業を
営んでいた。当所の勧めで補助金活用に取り組んだこともあってプランはあったが、近年、当
所の中小企業庁 地域資源∞全国展開プロジェクトの新商品開発事業への参画を契機に、まず
は同じく参画事業者の F社、生産者のグループ Gと農商工連携体を組織することができた。 

 さらに、当所が継続支援したところ、三重県の農商工連携ファンド事業に採択され、新商品

開発が加速し、同店は観光客対応の新商品を開発･販売開始するとともに、並行してパブリシ

ティによる結果、地元新聞や亀山市の広報誌に大きく記事として取り上げられ、知名度･信頼

も増し、県内の各種イベントにも出店するなど、新規販路と商圏の拡大を実現している。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 １．地域の活性化に資する取組 

 

 ⑴地域活性化事業 

 

 小規模事業者への支援をより効果的に行うには、そのベースにおいて、地域経済全体の活性化が不

可欠である。当所では、これまで国の地域資源∞全国展開プロジェクトや、ご当地グルメ等、地域の

魅力再発見や地域資源等の活用を通じて、物産や地域等の物語性を育むとともに、亀山市内の四商業

団体との協議会の開催をはじめ、様々な機会を捉えて、地域活性化のため、検討を重ね、様々な連携

促進等に努めてきた。中でも、面的支援は個社支援や共同支援との両輪であり、特に地域を支え、持

続的な発展を図ろうとする小規模事業者にとってはその基礎となるため、これまでの取り組みに加

え、今後、中期的な観光振興のあり方を調査・研究するための連携会議の新たな設置に向け、関係機

関に呼びかけ、改めて持続可能な地域活性化の方向性を共有していく所存である。 

 また、検討結果等を参考に、まずは販売促進や地域資源活用など、地域振興に寄与する面的支援事

業を充実しながら継続的に実施し、商店街等の賑わいを創出するとともに、歴史・文化的な特色を生

かし、街道を活用した地域のブランド化等による地域活性化を目指す。その際、各種会議の開催時等

に、他の協議の進捗状況の報告や最近の事業活動などについて、逐一、説明や情報提供を行う他、必

要に応じて合同会議を開催するなど、当所を中心に、まちづくりや地域の賑わい創出と、観光等のビ

ジョンを全体で共有できるようにする。 

 

 ⑵具体的な内容 

 

 1)これまで亀山市商業団体連合会等で実行委員会形式にて協議を重ね、亀山宿にある亀山市東町商

店街一帯での三重県北勢地域の冬の一大イベントである北勢名物「亀山大市」の年一回の開催につい

て、これまでにもまして積極的に関わり、継続開催に参加協力するとともに、今後、来場者のリピー

ター化を促進するため、それとは別の時期に開催している「百円商店街」等の販促事業の他、「まち

ゼミ」事業を開催し、その際、空き店舗等を活用し、チャレンジショップブースを設けるなど、周辺

地域の店舗の参加も促していく。 

 

 2)地域の商業振興のため、また、個店の個性化による魅力度のアップを図るとともに、顧客とのコ

ミュニケーションを促進するため、これまでの販促イベント事業に加え、今後新たに広域での「一店

逸品運動」や「亀山小市」の実施の可能性を探るべく、亀山市東町商店街振興組合、亀山市商業団体

連合会、亀山ポイントカード会、関名店会の「亀山市内四商業団体との協議会」を継続開催する。 

 その際、会議の開催時に、他の連携会議の進捗状況報告や最近の事業活動について、逐一、説明や

情報提供を行うなど、まちづくりや地域の賑い創出、観光のビジョンを全体で共有できるようにする。

 

 3)地域の観光振興のため、平成２６年度に当所にて地域資源∞全国展開支援事業等にて取り組んだ

市内に点在する歴史・文化的な名所・旧跡等を繋ぎ、四季ごとの散策ルートを提案する「三重亀山物

語」の発行に続き、その総合パンフレットを新たに冊子化するとともに、亀山市や観光協会等で構成

する「亀山観光連携会議」を開催し、関係団体等に働きかけ、今後の持続可能な観光振興等のあり方

を検討する。その際、会議の開催時等に、他の連携会議の進捗状況の報告や最近の事業活動などにつ

いて、逐一、説明や情報提供を行うなど、まちづくりや地域の賑わい創出と、観光等のビジョンを全

体で共有できるようにする。そして、市内に点在する多様な歴史･文化的資産等や、平成２５年には

全国焼うどんサミットを当市で盛大に開催したブームの「亀山みそ焼きうどん」に続き、三重県フー

ドイノベーション課と連携し、当所が手掛けている「亀山ラーメン」のように、地域商社の役割を担

う中核企業を先頭に、多くの小規模事業者が参加するご当地グルメ等、様々な当地域の魅力（ストー

リー）を、街道（ストリート）で結び付け、点を線にし、観光客等を市内へ誘導し、回遊してもらえ
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るようこれまで進めてきた散策ルートの確立をはじめとした様々な取り組みをさらに推進するなど、

商品・地域としての物語力をアップさせ、一体感を醸成しながら、広くその魅力を発信し、地域全体

のブランド化と市内･外からの集客の増加を目指す。 

 また、その「亀山ラーメン」は、平成２７年１月には、サッポロ一番で有名な大手企業であるサン

ヨー食品との連携企画により、カップラーメンとなって、全国のコンビニエンスストア、スーパーマ

ーケット等にて順次発売されるなど、次なる展開を見せ、域内の小規模事業者と域外の様々な取引先

とのコネクターハブ的な機能を有するグループに成長しており、この連携支援を通じて、さらなる地

域経済の活性化につなげていく。 

 

 ⑶地域目標 

 

 可能な限り、面的支援と個社支援との相乗効果を創出できるよう事業者、連携機関、当所内等、相

互に関連する情報の共有に留意しながら、支援数等の増加を目指す。 

 

 ⑷目標数 

 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

共同販促事業開催数 （回） 3 3 3 3 3 3

同出店数      （社） 20 24 28 32 36 40

同来場数      （人） 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000 40,000

 

 

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じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

 ⑴現状と課題 

 

 他の支援機関との連携については、現状では、日本政策金融公庫と北勢地域の全商工会議所との小

規模事業者経営改善貸付(マル経資金)協議会をはじめ、前掲Ｐ9(※)の「三重県中小企業･小規模企業

振興条例」に基づく同企業振興推進協議会の分科会･各ワーキンググループの開催や、企業の三重県

版経営向上計画認定への取り組みを促進するために三重県産業支援センターにて専属で置かれてい

る地域インストラクター等、専門スタッフとの二人三脚での巡回指導の際、また、三重県産業支援セ

ンター内のＭ－Ｂｉｚ相談室（よろず支援拠点･事業引き継ぎ支援センター）のコーディネーターか

らの情報収集･情報提供等を通じた支援ノウハウ等の情報交換が主なものである。 

 また、近隣の商工会議所･商工会との間では、各商工団体の特徴的な支援事業とその際の先進的な

取り組み･ノウハウ等について日常的に情報交換を行うとともに、県連等の中小企業相談所長会議の

他、三重県下の全商工会議所･商工会の経営指導員等が一堂に会する県の「経営指導員等ネットワー

ク会議」等、定期的な情報交換の仕組みと場があり、当所としても前向きに参加し、活用している。

 しかし、小規模企業の振興･持続的発展のためには、総合的な支援力の向上が必要であり、行政や

各支援機関等との連携をさらに深め、新たな需要開拓を進める基盤の構築を図ることが課題である。

 

 ⑵具体的な改善点 

 

今後は、平成 28 年 1 月に産業競争力強化法に基づく国の認定を受けた亀山市の創業支援事業計画

の実施にあたり、今後、新たに開催予定の（別表 4）「亀山地域創業等支援ネットワーク」の構成機関

ネットワーク会議や各商工会議所の中小企業相談所長会議において、新たに情報交換タイムを設け、

あるいは既にその時間が設けられている場合には、可能な限りその機会を生かし、より積極的に話に
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加わったり、また、経営指導員等ネットワーク会議時において、他の商工団体の代表的な支援先の事

例発表から優れた知見を得るよう努めながら、逆に当所の経営指導員等も積極的に発表者に立候補

し、その場で当所が現在支援継続中の案件について、参加者によるグループディスカッションの題材

に取り上げてもらい、他の参加者から建設的な意見をいただき、その後のより効果的な支援実現のた

めの参考にするなど、各々の良い点を貪欲に吸収するべく、ベンチマークも進めていく。 

 また、平成 27 年 9 月には、当所が属する三重県商工会議所連合会が県下の全金融機関と小規模事

業者等の経営支援の連携に関する包括的な協定を締結し、情報共有と支援力の相互補完に向けた新た

な仕組みが出来上がっており、今後これも生かして経営発達支援事業を円滑に進めていく。 

 さらに、上記に加えて、支援ノウハウ等の情報交換と、企業支援の際に職員のノウハウ習得も兼ね

て、特定の専門家以外に、例えば、大手流通チェーンのバイヤー経験のあるマーケティングに強いコ

ンサルタントやネット販売に精通したＩＴ専門家、また、事業承継支援に関連する各種士業の方々等、

幅広い支援テーマに即した各方面の最適のプロを招聘し、国のミラサポ、三重県のエキスパートバン

ク、三重県産業支援センターの各種専門家派遣事業等の機会を有効活用する。 

 その際、職員等が必ず終始、専門支援に同行し、その支援に直接携わることで、その分野の経営課

題解決のための生きたノウハウ等の交換が可能となることから、特に経験年数の浅い職員の、出口支

援等に不可欠な肝となる各分野の貴重な支援情報の蓄積へとつなげていく。 

 

⑶ 狙い 
 

 地域の関係諸機関においては、当所にはない各支援機関ならではの知見や専門分野に関するノウハ

ウ等が数多くあり、経営発達支援事業を円滑に実施するにあたっては、他の支援機関との連携を通じ

た情報交換をギブ＆テイクで行う必要があり、これによって、出口支援等を含めた当所の総合的な支

援能力の向上を図っていく。 

 

 ⑷主な情報交換先とその内容 

 

構成機関名 
（組織名） 

情報交換の頻度･方法等 

亀山市、日本政策金融公庫、三重県

社会保険労務士会、三重県信用保証

協会、三重県産業支援センター 

(亀山地域創業等支援ネットワーク

『カメヤマ創業アシスト』) 

これまでの起業支援に加え、第二創業（経営革新･事業承継）

を含む創業支援を行うのにあたり、（別表 4）「亀山地域創

業等支援ネットワーク」の構成機関の会議の新規開催を予

定。（情報交換頻度：年 2回程度） 

三重県よろず支援拠点、三重県事業

引き継ぎ支援センター 

(Ｍ－Ｂｉｚ相談室) 

事業承継、その他、高度専門的支援を行う際、よろず支援

拠点･事業引き継ぎ支援センターでの支援事業の周知･実施

等にて連携しており、その際、コーディネーター･総括マネ

ージャー等との情報交換を行う。（情報交換頻度：随時）

三重県、三重県産業支援センター、

その他、県下北勢地域を中心とした

各支援機関 

(三重県中小企業･小規模企業振興

推進協議会) 

･北勢地域を担当する地域インストラクター等と経営指導

員が二人三脚となって経営計画策定支援を行い、三重県が

認定する。（情報交換頻度：毎月 1回、年 12 回程度） 

･北勢地域の商工会議所・商工会等を中心メンバーに、三重

県が中小企業･小規模企業振興推進協議会の分科会や、｢地

域内連携｣、｢創業･事業承継｣をテーマに各ワーキンググル

ープを開催。（情報交換頻度：年 4回程度） 

県内各商工会議所他 

経営発達支援事業を含む経営改善普及事業の推進にあた

り、三重県商工会議所連合会が中小企業相談所長会議を、

三重県が経営指導員等ネットワーク会議等を各々開催。 

（情報交換頻度：ともに年 3回程度） 
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県内金融機関 

日本政策金融公庫、商工組合中央金

庫、百五銀行、三重銀行、第三銀行、

中京銀行、桑名信用金庫、北伊勢上

野信用金庫、三重信用金庫、紀北信

用金庫 

マル経資金を中心とした国の公的融資制度を利用促進する

のにあたり、日本政策金融公庫四日市支店と北勢地域の全

商工会議所との小規模事業者経営改善貸付協議会を開催。

（情報交換頻度：年２回程度） 

また、三重県下に支店等を有する金融機関と中小企業・小

規模事業者の経営支援に関わる協定を締結｡ 

 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

当所では、これまでにも三重県下の全商工会議所の全経営指導員等が対象の研修への参加はもとよ

り、税務･経理、労務、融資等に関しては、税理士（全会計科目合格）、社会保険労務士等、専門知

識を有する当所の経営指導員等の職員が講師役となっての内部研修の開催の他、資格手当の検討な

ど、各種指導資格の取得推奨等の自己研鑚の促進につながるよう、その環境整備に努めてきたが、従

来の経営改善普及事業に関する資質向上などに加え、今後、本年度既に一部受講した国の小規模事業

者支援人材育成支援事業（個者・地域支援型研修）や日本商工会議所の研修、中小企業大学校の主催

する研修等に経営指導員などへ、原則、年間１回以上参加させることで、売上げや利益を確保するこ

とを重視した支援能力の向上を図る。 

 また、各々の自主性を尊重し、自己研鑚意欲を喚起するため、希望に応じて経営発達支援事業に直

接資するテーマを設定し、経営分析やプランニング、マーケティング等に関連する勉強会を適宜当所

にて開催し、経営指導員はもとより、補助員、記帳指導員、一般職員も参加し、組織内で支援ノウハ

ウ等を身に付け、共有する。 

 そして、特に支援の中心となる経営指導員においては、各自が専門家派遣をはじめとした様々な専

門家による専門相談等の折に同席し、その支援ノウハウのエッセンスの習得に努めながら、若手経営

指導員に対しては、全国統一演習研修事業（経営指導員等Ｗｅｂ研修）を積極活用するとともに、巡

回･窓口相談において、ベテラン職員とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助

言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより、提案・伴走型の支援能力の向上を図る。 

 また、逆にベテラン職員に対しては、刻一刻と変化する最近の若者などの消費者ニーズを正確につ

かむため、若手職員から新たな市場・様々な業界動向等の最新事情についてのトレンドを聞くなど、

様々なアンテナを張りめぐらし、経営に関連する様々な情報収集にも努める。 

 

 

 ３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

 毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。

 

 ⑴経営コンサルタント、地元大学教員他、外部の有識者等により、事業の実施状況や成果の評価、

見直し案の提言を行う仕組みを構築する。 

 ⑵上記の内容等を吟味し、小規模事業者の支援実態と今後の課題等、現場の経営指導員等の意見や、

相談事業時等に行う小規模事業者へのアンケート調査の結果も踏まえながら、当所内部において、こ

れについての検討会等を開催し、評価結果、見直しの方針を決定する。 

 ⑶事業の成果･評価の他、見直し案については、当所所管委員会を経て、正副会頭会議へ報告し、

承認を受ける。 

 ⑷事業の成果･評価、見直し等の概要については、亀山商工会議所のホームページ（ｈｔｔｐ：// ｋ

ａｍｅｙａｍａ－ｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ）で計画期間中、公表する。 
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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 

（平成 28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

 

 当所全体で職員11名と少人数の小規模な商工会議所であるため、中小企業相談所の経営指導員3名

の他、補助員2名、記帳指導職員1名を中心に、全員で本支援事業を実施する。（うち、社会保険労務

士資格保有者、税理士会計全科目合格者それぞれ１名ずつを配しており、経営資源の中でも「ヒト」

については、社会保険労務士資格保有者が、「カネ」については、税理士会計全科目合格者が、それ

ぞれ主に支援に応じる） 

 その際、経営指導員でもある中小企業相談所長がプレイングマネージャーとして、伴走型支援の状

況をはじめ、随時、本支援事業の現場を掌握、統括し、専務理事等に適宜、遂行状況･成果等を報告

したうえで、専務理事がその内容を把握、進捗状況等を管理し、所管委員会を経て、正副会頭会議に

報告するなど、ＰＤＣＡサイクルにのっとり、実施していく。 

 

 
 

 

（２）連絡先 

 

亀山商工会議所 

担当者名：中小企業相談所 所長 宮崎博功 

所 在 地：三重県亀山市東御幸町３９番地８ 

電話番号：（０５９５）８２－１３３１、ＦＡＸ（０５９５）８２－８９８７ 

ホームページアドレス（ｈｔｔｐ：// ｋａｍｅｙａｍａ‐ｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ/ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
専務理事 兼 事務局長1名

中小企業相談所 
所長 兼 経営指導員 1名

総務課・業務課 
一般職員 4名 

指導課 経営指導員 2名 

補助員 2名 

記帳指導職員1名



- 36 - 
 

（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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

 

必要な資金の額 

 

40,000 41,000 42,000

 

43,000 44,000

 

 

中小企業相談所特別会計 

 

一般会計 商工振興費 

 

39,000

1,000

39,500

1,500

40,000

2,000

 

40,500 

 

2,500 

41,000

3,000

（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、三重県小規模事業支援費補助金、亀山市補助金・事業受託金、参加負担金、その他の収入 

 

（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．創業等支援（亀山地域創業等支援ネットワーク『カメヤマ創業アシスト』） 
 地域の活性化･地方経済の活力の源泉である創業（第二創業(経営革新･事業承継)を含む）を支援する。 
  
2．経営計画策定支援（三重県版経営向上計画等） 
   

連携者及びその役割 
  
1．創業等支援：経営資源の中でも、重要な「ヒト」、「モノ」、「カネ」について、亀山商工会議所の他、亀山市、
三重県信用保証協会、日本政策金融公庫、三重県社会保険労務士会に、Ｍ－Ｂｉｚ相談室（よろず支援拠
点･事業引き継ぎ支援センター）を持つ三重県産業支援センターが加わり、各専門分野によって役割を分担
しながら、より高度な支援ニーズにも対応できるようにするとともに、これらが相互に連携･協調することで、ネッ
トワーク化による支援希望者へのワンストップでの対応を促進する。 
【連携者】 
亀山市（市長 櫻井義之 三重県亀山市本丸町 577） 
三重県信用保証協会（会長 安田敏春 三重県津市桜橋三丁目 399） 
日本政策金融公庫 四日市支店（支店長 坂番勝太郎 三重県四日市市元町 9-18） 
三重県社会保険労務士会（会長 若林正清 三重県津市島崎町 255） 
公益財団法人三重県産業支援センター（理事長 山川進 三重県津市栄町 1丁目 891 三重県合同ビル内）
  
2．経営計画策定支援：小規模事業者の発展段階に応じ、当所の経営指導員と三重県産業支援センターの
地域インストラクター･総括マネージャーが連携して、県中小企業･小規模企業振興条例の経営向上計画等
の策定を支援し、三重県が認定する。 
【連携者】 
公益財団法人三重県産業支援センター（理事長 山川進 三重県津市栄町 1丁目 891 三重県合同ビル内）
三重県（知事 鈴木英敬 三重県津市広明町 13） 
  

連携体制図等 
 
1．創業等支援ネットワーク図（※なお、2．は省略。） 

 
 
 

 
 

（支援の連携グループ） 
 

 

 

 

 

 

 

 
サポーター 

  

 

 
 

亀山市における地域経済の活性化

創業、経営革新･事業承継 

          スタートアップ 
亀山商工会議所 
          フォローアップ 

亀山市 
日本政策

金融公庫

三重県社会 

保険労務士会 

利子･保証料

補給､広報等
資金調達

相談窓口

（創業塾、業界情報提供、金融相談、開業手続相談、

創業計画書作成支援、専門家による無料窓口相談） 人材獲得･育成 

三重県信用 

保証協会 

創業予定者・経営革新志向者 

相 談 
創業支援体制 
について広報 

よろず支援拠点 

(第二創業支援) 

事業引き継ぎ 

支援センター 

(事業承継支援) 

三重県産業 

支援センター 

(高度専門支援) 


