
経営発達支援計画の概要 

実施者名 名張商工会議所 （法人番号 3190005006269） 

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

目標 

当地域の特徴である大規模な住宅地開発に伴い、関西圏のベッドタウ

ンとして発展し、急激に人口が増加した。その後、人口減少傾向が続い

ており、この間、小規模事業者の生活関連内需型需要は縮小しているが、

近畿・東海両圏の結接点にある当地域の立地の利便性を活かした

販路拡大「地産外商」、観光需要の取り込み「外需内商」支援に対応して

いくため、地域の小規模事業者へ地域の総力を挙げて切れ目のない伴走

型支援を行うことで、小規模事業者の需要拡大を実現し、売上と利益を

増進させていく。 

 

事業内容 

○地域の経済動向調査 

  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・分析し提供する。 

○経営状況の分析 

 経営状況の見える化を通じて小規模事業者の持続的発展に繋げる。 

○事業計画策定支援 

 経営分析結果を基に小規模事業者の経営計画策定支援を行う。 

○事業計画策定後の実施支援 

計画策定後に専門家派遣事業等を活用し、計画実施支援を行う。 

○新たな需要の開拓に寄与する事業 

 展示会出店支援等を通じ、小規模事業者の販路開拓支援等を行う。 

○地域経済の活性化に資する取組み 

 人口減少・高齢化が進む当地の地域経済活性化を図るための各種事業

を関係機関と連携しながら行う。 

○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 

 関係機関との相互情報提供により、支援力向上を図る。 

○経営指導員等の資質向上等 

 勉強会、研修参加を通じ、経営指導員の資質向上を図る。 

○事業の評価及び見直しをするための仕組み 

 本計画実施するに当たり、ＰＤＣＡサイクルにのっとり、毎年度事業

実施し、状況の評価、検証、見直しを行う。 

連絡先 

担当者名：名張商工会議所経営支援課 課長 住田 厚志 

三重県名張市南町 822-2 

電話番号 0595-63-0080  FAX 番号 0595-64-3211   
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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 

1.地域の概要 

 

（１） 位置と地理的特徴と課題 

名張市の地理的な特徴としては、名張市は三重県の北西部（奈良県との県境）に位置

し、大阪市へ約 60km、名古屋市へは約 106kmの距離にあり、近畿圏と中部圏の両圏域
の結節点に位置している。 
市域が山地に囲まれた盆地となっており、電車では、大阪、名古屋圏への利便性はよ

いが、道路は、高速道路が近隣になく、市外とは主要道路となる国道165 号、368 号の2

本であり、比較的限られた方面との連絡が主体となっており、市外への連絡において地

形的な制約を受けている。また、平野部が狭く台地や丘陵地が広く分布している。 

電車では、近鉄大阪線の沿線で、大阪都市圏へ約 60分の位置にあり、中部圏（名古屋ま
で 1 時間 30 分）より利便性が高い為、行政区域は中部圏となっているが、生活動向は、
関西圏となっている。 
また、明日香・奈良の都に近く、古くは万葉の時代から東西往来の要所、初瀬街道の

宿場町として栄え、江戸期から続く中心市街地の周辺に農山村地帯が広がり、日本の滝

百選や森林浴の森百選に指定された赤目四十八滝や香落渓など自然豊かな景勝地にも恵

まれている。 

 

〇課題：名張市は近畿圏と中部圏の両圏域の結節点に位置している地域であり、大阪

のベットタウンとして発展した地域の特性として、通勤による電車での利便性はよいが、

道路の面では、大阪、名古屋間をつなぐ名阪国道と、30 分程度の距離があり、物流効率

面の弱さから、他地域と比較し、製造業の企業数が少ない[後掲 P5 製造業の事業所数・

従業者数（従業者 4名以上の事業所）（平成 25 年工業統計）]ため、雇用が少なく、昼間

流入人口 6,407 人に比べ、昼間流出人口 18,464 人と 12,057 人の流出超過（国勢調査 平

成 22 年）となっており地域産業の創出や幹線道路網の整備等による昼間人口流出の減少

阻止への取り組みが課題である。 

 

名張市の面積 

 

名張市の位置図 

 
 



- 2 - 
 

（２） 人口動態分析と課題 

 名張市は、昭和 30 年代の大規模住宅地開発を皮切りに、宅地開発が進むにつれ、大阪

のベッドタウンとして発展してきた。大阪から特急で１時間程度の近距離に位置するこ

とから、市内の桔梗が丘地区を中心に多くの住宅地が造成され、昭和 50 年代後半から人

口が急増してきた。 

しかし、人口は平成 12 年（2000 年）にピーク（85,362 人）に達し、平成 52 年（2040

年）には 60,042 人（国立社会保障・人口問題研究所 推計値）に減少する見込みである。

人口動態の内訳では、転入者は昭和 63 年（1988 年）～平成 2 年（1990 年）頃がピー

ク（ピーク時は、年間約 5,300 人～6,300 人の転入）であり、平成 12 年に転出超過（転

入者数 3,170 人 ＜ 転出者数 3,342 人）に転じている。たとえば、平成 12 年（2000

年）には 170 人程度であった転出超過が、平成 13 年には約 300 人の転出超過となり、

ここ数年では約 400 人～500 人規模の転出超過となっている。 

その内訳として、転出の約 7～8 割が 20 歳代、またその約 6 割が 20～24 歳と若年者

に多く、関西への転出先が約 6 割。次いで、愛知が約 2～3 割、兵庫が約 1 割で、主に

大学や専門学校、就職を機に転出している。 

一方、県内移動は転入超過で、近隣の伊賀市よりは約 100～150 人転入超過（転入約

400～450 人、転出約 300 人）であるが、より人口や市勢規模の大きな津市、四日市市、

松阪市には転出超過となり、雇用等の理由で吸収されている。 

性別では、15～29 歳の男性は、大幅な転出超過で、大阪等関西圏への転出が約 40％、

三重県内が約 25％、東京圏へ約 15％、愛知県約 10％の順になっている。進学や就職、転

職が主な理由と推測できる。15～29 歳の女性は、大幅な転出超過で、大阪等関西圏への

転出が約 50％、三重県内が約 20％、東京圏へ約 10％、愛知県約 7％の順になっている。

 人口全体では、生産年齢人口の減少率が総人口より高く、老年人口が年少人口と逆転

した平成 12 年（2000 年）以降その格差は拡大傾向にある。 

 

名張市の人口の推移と今後の推計値 

 
 

〇課題:特に若年者の県外転出の多さから、生産年齢人口の減少と高齢化が急速に進み、

その結果、地域内での小売、サービス、建設業等地域住民対象の小規模事業者の事業に

対する需要の減少が懸念されるため、持続的発展をしていくためには新分野進出や新サ

ービスの提供など差別化を行い、既存顧客の深堀だけでなく、周辺地域への商圏拡大支

援を進めることが課題である。 
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（３）雇用動向 

雇用情勢については、伊賀管内の平成 27 年 10 月の有効求人倍率は 1.31 倍、名張市単

独での平成 27 年の有効求人倍率は 0.75 倍となっており、全国の平成 27 年の有効求人倍

率 1.24 倍を大きく下回る厳しい状況である。 

 

〇課題：地域内の雇用情勢の厳しさと、人口減少傾向が続いている中、近年の事業所数

増のデータと平成 27 年 8 月に当会議所が行ったアンケート結果から、個人、法人とも直

面する経営ニーズで最も多いのは、「営業・販売力の強化」であり、また、必要な支援策

の 2 番目に「販路拡大支援等」が上がっている。そのことから、小規模事業者は、競争

激化の状態となっていると見て取れ、定住者をターゲットとしている小売業、住民向け

建設、サービス業などは、縮小する商圏に対して、新たな商品やサービスの提供を進め

ると共に、近隣の都市圏（大阪や、名古屋など）との利便性を活かした地域外に対して

の需要獲得が課題である。 

同時に、地域内人口急減の現状を踏まえた地域外への外商による小規模事業者の需要

拡大・販路開拓の取組が当地域の小規模事業者の持続的発展にとって必須の条件である

ことから、当商工会議所は、地域を支える小規模事業者が人口減少時代に対応した新し

いビジネスモデルの構築等の課題解決に向けた継続的な支援を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業所数の推移 

事業所・企業統計調査によると、事業所数は、平成 13 年より徐々に減少、増加を繰り

返したが、平成 24 年経済センサス・活動調査によると、2,818 事業所数と、廃業が開業

の約 3倍と大きく落ち込んでいる。直近の平成 26 年経済センサス基礎調査によると、142

事業所数が増加しており、近年は開業が促進していると見て取れる。 

 

名張市事業所数の推移 

 事業所数 

平成 13 年 3,261 

平成 16 年 3,173 

平成 18 年 3,257 

平成 21 年 3,148 

平成 24 年 2,818 

平成 26 年 2,960 
出典：平成 18 年以前は事業所・企業統計調査  

   平成 24 年以降は経済センサス 

伴走支援事例１ [経営計画策定支援] 

製造業者が、新たな設備導入により自社新ブランド製品を開発し、都市圏や、海

外への販売も視野に入れて進めたいとのことから、複数回の巡回指導や、専門家派

遣活用により、事業計画策定支援を行い、国の「ものづくり補助金」に挑戦。結果、

不採択となったが、その後、継続支援により、社長と共に再度計画を練り直し、新

商品開発の実現性を高め、「経営革新」の認定、さらには、「三重県のファンド（も

のづくり部門）」の採択にもつなげることができた。約 1 年間の粘り強くおこなっ

た伴走支援により、現在は、新商品が完成し、首都圏の展示会出展が実現している。
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名張市の開廃業数 

 事業所数 

開業 161 

廃業 470 
出典：平成 24 年 経済センサス・活動調査 

 

 

（５）主要な産業の現状と課題 

名張市においては、関西圏の住宅地として開発が進む一方、第2次産業においては、産

業振興施策と就業場所の確保を目的に「八幡工業団地」をはじめ、「蔵持工業団地」、

「三ツ池工業団地」、「滝之原工業団地」などを造成し、出荷額順にはプラスチック製

品、一般機械器具、金属製品等の企業が立地されている。 

名張市を住所地とする就業者数の推移は、人口の推移とともに年々増加してきたが、

平成12 年から減少に転じている中で、産業大分類別では、第1 次産業の就業者数が年々

減少し、第2 次産業の就業者数も平成12 年から減少に転じ、第3 次産業就業者数が年々

増加している傾向がみられる。 

また、名張市の産業を産業大分類別の比率でみると、第3次産業が多くを占め、年々増

加し、次いで第2次産業となり、第1次産業の比率はごくわずかで、0.3％となっている。

 しかし、盆地特有の気候から、伊賀米、伊賀牛、ぶどうなどが三重県の地域資源に位

置付けられ、こうした地域資源を活かした農商工連携や 6 次産業化など、今後期待でき

る分野となっている。 

  

 
 
出典：名張市統計書（2014年刊行） 
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① 造業の現状と課題 
製造業は、事業所数・従業者数ともにここ 10 年はほぼ横ばいの状況である。製造の業

種別では「プラスチック製品」が最も多く、次いで「木材・木製品」、「一般機械」、「電

気機械」の順となっている。また、市民一人当たりの製造品出荷額を比較すると三重県

全体の約 10 分の 1、近隣の伊賀市と比較しても約 5 分の 1 という水準であり、工業全体

の規模としては比較的小さいと言える。 

 

〇課題: 

市内の工業用地もほぼ満杯であることから、将来の産業構造を見据え、新たな工業用

地の確保が課題となっている。また、名阪国道へのアクセスなど道路整備も課題となっ

ている。 

 
製造業の事業所数・従業者数（従業者 4名以上の事業所） 

 事業所数（所） 従業員数（人） 製造品出荷額（万円） 

名張市 107 6,691 13,310,106

伊賀市 306 16,742 69,519,527

三重県 3,726 189,161 1,040,924,881

出典：平成 25 年工業統計 

 
「製造業の事業所数・従業者数」から見た市民一人当たりの製造品出荷額（平成 25 年 3 月現在）

 人口（人） 市民一人当たりの製造品出荷額（万円）

名張市 81,760 162.7

伊賀市 97,190 715.2

三重県 1,871,619 556.1
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②商業の現状と課題 

商業については卸売・小売業の 1 商店あたりの年間販売額は、三重県全体と比較する

と若干下回っており、また、商店数は平成 9 年をピークに増加傾向から一転して、減少

傾向をたどっている。 

これは、大規模店舗の立地に伴って、従来の既成市街地や住宅地における商店数が減

少していることを示唆しており、平成9年と平成19年を比較すると約20％減少している。

従業員数においては、同様に平成 11 年まで増加傾向、それ以後減少傾向となった。近

年は商店の従業員数は微増傾向にあるが、これは地元資本の商店が減少する一方で、大

規模店舗における雇用が発生していることに起因するものと考えられる。 

平成 10 年以降で売場面積 1,000 ㎡以上の大規模小売店舗の動向については、大規模資

本による売場面積 15,000 ㎡を超える総合スーパー、ホームセンターを含むパワーセンタ

ーの 2 店舗、8,500 ㎡を超えるスーパーを含むパワーセンター1 店舗、1,500 ㎡～5,000

㎡の家電小売や、スーパー等 4 店舗の出店が相次ぐ。撤退では、地元資本による家具店

や、スーパー1,500 ㎡前後の 3店舗と、大手資本による 3,000 ㎡を超えるホームセンター

1店舗。縮小は、大手資本による百貨店 8,500 ㎡の縮小となっており、圧倒的な大手資本

による売り場面積の増となっている。（大規模小売店舗立地法届出調べ） 

 

〇課題:老舗と呼ばれる地元資本の商店における事業主の高齢化、後継者不足や、需要面

では、関西圏のベッドタウンとして発展してきた本市では、消費者の多くがスーパーや

家電量販店などの市内大型小売店又は関西圏を中心とした都市部の店舗で商品を購入し

ていること、これに加え、インターネットを利用した通信販売の発達などにより、地元

資本の商店の利用者数はますます減少傾向にあり、地域小売業の活性化が課題である。

 

商業の商店数、従業員数、年間商品販売額 

 商店数（店） 従業員数（人）
1 商店当たり

従業員数（人）

年間商品販売

額（百万円） 

1 商店当たり年間商

品販売額（百万円）

名張市 589 4,299 7.3 88,986 151.1

伊賀市 829 5,465 6.4 139,101 162.7

三重県 16,693 107,372 6.9 3,528,362 211.4

出典：平成 26 年 商業統計調査結果速報） 

 

 

 
八幡工業団地 

 
蔵持工業団地 
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市街地にあるイオン名張店 

 
郊外型のアピタ名張店 

② 観光業の現状と課題 
名張市の観光地における延べ入込客数については、平成 4 年をピークに長年相対的に

減少傾向にあり、その背景としては、県内外の新たな観光施設の登場や交通インフラの

充実による消費者の選択肢の増加、また、当地における新たな観光ニーズへの対応の遅

れや受動的運営などが要因と考えられる。 

こうした厳しい状況のなか、（一社）名張市観光協会等による宣伝・誘客活動が功を奏

し「日本の滝 100 選」や「森林浴の森日本 100 選」に選ばれたほか、観光業者とともに

新しい企画や商品の開発を行っており、異業種と連携した観光産業やエコツーリズムな

ど、観光の新しい展開への模索が始まっている。 

また、個々の事業所においても新たな視点や従来の「良さ」を再発信する流れが起こ

りつつあり、土産品や物産品等を中心に具体的な新規顧客獲得の動きが徐々に進み始め

ており、小規模事業者持続化補助金を活用した販促事業展開や、三重県版経営向上計画

を活用した中短期経営計画の策定と実践に取り組み始める事業所が増えてきている。 

 

〇課題 

名張市における観光業を取り巻く課題として、近年の観光スタイルが個人型観光にシ

フトしている点や、滞在型・体験型など多彩な観光メニューへの対応が必要であるなど

制度仕組やインフラ整備の重要性が考えられるが、一方、既述の「日本の滝 100 選」や

「森林浴の森日本 100 選」といった日本有数の観光地としての素材を持ち合わせていな

がら、これらを取り巻く近隣の事業者の取組みが「個々」の展開に頼らざる得ない状況

にあることが問題であり、市内外への情報や商品の『発信』を強化する為にも、地域全

体で関連事業者を集積できる仕組み等を整備、展開するなど、販路開拓への取組みが喫

緊の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伴走支援事例 2 [経営計画策定支援] 

「名張ブランド」育成支援として、今までも中小企業地域資源活用促進法に基

づき、小規模事業者等からの情報収集のもと、地域産業資源の指定を当商工会議

所から、市へ要望し、県へ積極的に申請を上げていただいている。最近では、平

成 25 年に「伊賀流忍者修行の地」、「江戸川乱歩生誕の地」、平成 26 年に「ひの菜

漬け」、「かたやき」が当商工会議所より要望したものが認定された。地域資源活

用の流れの中で、食品製造業者の新商品開発支援として、地域資源「伊賀忍者」

関連の和・洋菓子づくりや、伝統和菓子「かたやき」の現代風の活用、さらには、

「地酒」、「伊賀肉」や、観光資源の「ぶどう」、「いちご」を活用した新商品開発

を行うための計画策定支援を行い、完成に係る補助金獲得につなげ、複数の小規

模事業者の新商品化が実現した。
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出典：名張市観光交流室 
 

赤目四十八滝 

 
ぶどう狩り 

 

 

（６）地域の現状と課題の総括 

 

このような状況の中で名張商工会議所は、経営改善普及事業として経営・金融・税務

等にかかる巡回窓口相談指導や、委員会事業のうちの雇用対策事業として企業と高校と

の就職・採用に関する情報交換会や各種就職セミナーの実施、インターンシップへの協

力など、地域経済の活性化を図る取組みを行っている。 

 また、ビジネスマッチング事業として、「名張・産業まちづくりフェア」と題し、平成

24 年 10 月に 2 日間に亘って第 1 回目を開催。延べにしておよそ 5,500 人の来場者があ

った。この事業は、民産学官の「連携と支援」をテーマに、企業 PR、取扱商品の展示な

ど情報発信の場を設けるほか、支援機関による各種サポート・セミナーの実施、また、

市内の高等教育機関の有する研究・開発テーマや活動の紹介、さらに、市内 15 の地域づ

くり組織により策定された「地域ビジョン」の紹介やコミュニティ・ビジネスへの取組

支援など、各分野間の横断的な連携で実施し、隔年として、平成 28 年度に第 2回目を実

施する予定である。 

さらには、創業支援強化として、「伊賀流創業応援忍者隊」と称して、名張商工会議所、

上野商工会議所、伊賀市商工会の各商工団体に、名張市、伊賀市が加わり、伊賀地域全

体で創業支援の枠組みを構築。平成 27 年度から広域体制で創業を支援している。名張商

工会議所の要望により、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定申請書

を市が国へ提出し、認定された。現在は、市に相談にこられた創業希望者も、当商工会

議所に繋いでいただき、創業者の相談数も平成 26 年の 11 件から、平成 27 年 18 件と急
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増しており、そこから 10 件の開業につながった。 

市の施策においては、中小企業信用保険法認定や小規模事業資金保証料補給補助、商

工団体共同事業補助、企業立地推進事業、名張市オリジナル商品開発支援事業のほか、

市内事業者の新商品開発にかかる企画・提案業務を委託した起業支援型地域雇用創造事

業（緊急雇用創出事業）を実施している。また、平成 24 年 8 月には「とれたて名張交流

館」をオープンし、地場産品の直売所として農家や事業者等の振興を図るとともに、市

民と観光者との交流や、市内商店や観光施設との連携に取り組んでいるところである。

 

（７）小規模事業者の実態調査分析と課題 

 

平成 27 年 8 月、経営発達支援計画に反映させる基礎資料とすべく、当商工会議所の会

報にアンケートを同封し、実態調査を行った。 

 事業を継続させたいと回答した企業のうち、個人企業は 15.2％で、法人企業の方が事

業を継続させたい意向割合が高い。 

 また、経営計画を毎年あるいは数年に一度でも作成したことがある企業のうち、個人

企業は 12.1％。法人企業の方が経営計画を作成した割合が高いことがわかった。 

 個人企業での直面する経営ニーズで最も多いのは、営業・販売力の強化で 57.1％、次

いで人材の確保・育成が 42.9％。法人企業でも営業・販売力の強化が 73.3％とトップに

挙げ、次いで人材の確保・育成が 71.1％となっている。 

 売上高が増加している事業所は全体で 33.3％、事業形態別では個人で 26.7％、法人で

は 36.7％であった。 

 経営計画作成と売上高の関係を見ると、毎年作成している事業所で売上高が横ばい又

は増加しているところが 62.5％、数年に一度作成しているところでは同様に 77.8％であ

るが、作成していない事業所で売上高が減少している事業所は 40％であった。 

 事業所全体で必要な支援策のトップは「人材育成・能力開発支援」の 50.0％、次いで

「販路拡大支援等」の 42.9％。売上高との関係を見ると増加した企業の中で 1 位は「人

材育成・能力開発支援」で 36.2％、2 位は「経営相談体制充実」の 32.2％、3 位は「設

備投資支援」で 30.3％であった。 

 

２．小規模事業者の中長期的な振興のあり方と目標 

 

（１）中長期的な振興のあり方 

 

従来の経営改善事業支援に加えて、ここ 3 年程、直接、小規模事業者の売上や利益向

上に繋がるような支援として、事業者向け補助金事業への支援が増えており、ＰＤＣＡ

サイクルの内、「Ｐ・計画策定支援」を強化してきた。 

しかし、現在の当商工会議所では、組織の中で支援に係る体系が確立していないこと

から、前述のアンケートによる必要な支援策 2 位である「Ｄ・販路拡大支援」に至って

いないのが現状である。事業計画書を作成している小規模事業者は増収、増益率が高い

実態も日常的な支援で把握しており、今後は、本発達支援計画により、小規模事業者の

経営活動の「Ｐ・計画策定支援」から「Ｄ・販路開拓支援」につなげられるよう取り組

んでいく。 

中長期的に見ると、人口の減少、高齢化の進展に由来する課題に直面する地域内の生

活に関連した産業（小売・サービス・建設業）の小規模事業者への支援と近畿・東海両
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圏の接点にある当地域の立地の利便性を活かした市場拡大支援を行う為、地域資源

を活用し、強みを発揮することで、地域外へ商圏拡大型小規模事業者への課題解決支援

を地域に根差した総合経済団体として総力を挙げて行っていく。 

 

（２）中長期的な小規模事業者支援の目標 

 

地域内の生活に関連した産業（小売・サービス・建設業）の小規模事業者が「名張ブ

ランド」として魅力ある発展を目指す。【中長期的な振興の目標】 

 

上記の実現に向け、本計画においては「経営分析・事業計画策定支援」、「需要動向情

報の収集・提供」、「地産外商支援」、「外需内商支援」、「支援力向上」の方針を掲げ、小

規模事業者の需要拡大を実現し、売上と利益を増進させていくという目標を掲げて事業

を実施していく。 

特に地元資本の事業所に対しては、異業種への新規参入や既存事業の経営安定化、全

国を対象とした販路開拓などにかかる各種支援を実施し、地域経済の活性化を図るとと

もに、新商品をはじめとした各種商品を「名張ブランド」として全国に情報発信する体

制を整えていく。 

 

（３）実施方針 

当地域の特徴である大規模な住宅地開発に伴い、大阪府や奈良県のベッドタウンとして

急激に人口増加により発展したが、ここ 15 年間の人口減少傾向に伴い小規模事業者の地

域内の生活に関連した（小売・サービス・建設業）産業の需要が縮小している。そこで、

近畿・東海両圏の接点にある当地域の立地の利便性を活かした販路拡大「地産外

商」（※1）、観光需要の取り込み「外需内商」（※2）支援に対応していくため、地域の小

規模事業者へ地域の総力を挙げて切れ目のない伴走型支援を行うことで、小規模事業者

の需要拡大を実現し、売上と利益を増進させていく。 
※1ここで言う「地産外商」とは、地域内で加工・生産したものを地域外へ商売を拡大すること。

※2 ここで言う「外需内商」とは、地域外の方を地域内に来ていただき地域内での商売を拡大す

ること。 

 日常的な巡回・窓口相談時に加え、セミナー開催など多種多様な機会で提案し、経営
状況分析と事業計画策定支援を総力で支援 

 事業計画策定事業者に対して、経済動向・需要動向の情報収集と提供で伴走支援 
 地域内人口急減の現状を踏まえた外商による小規模事業者の需要拡大・販路開拓支援
 「名張ブランド」展開による大阪、名古屋の大都市圏との利便性を活かした地域外の
方を地域内に来ていただき需要獲得するビジネスモデルの構築を支援 

 経営指導員だけでなく、補助員等でも経営発達支援事業に取り組めるよう共通の支援
ツール作成と専門家からのノウハウ移転を通して支援力向上 
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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 指針に沿った各事業の関係性（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 経済動向調査 

・国、県、地域レベルの経済動向の把握（地域経

済・小規模事業者実態把握） 

Ⅱ 経営状況分析に関

すること 

 
・巡回、融資斡旋時などの機会

をとらえ、「経営環境分析ツー

ル」を活用した経営分析支援 

・個別指導・集団指導 

・各種補助金・創業支援 

 

啓蒙・喚起・導入段

階からスタート 

継続的な需要

開拓、新たな展

開・PDCA サイク

ルへ 

名張市、他の支援機関と連携 

近隣の会議所、商工会、よろず支援拠点等 

小規模事業者の持続的展と地域経済の活性化の実現 

地域活性化に資する取り組み 

・地域内への集客イベント 
支援力向上に対する取り組み 

・外部講習の活用 ・支援ツールの活用

状況分析・情報提

供で実効性確保 

Ⅴ 需要動向の調査と

提供 

・需要動向に関する情報 

（各種情報誌、データ活用）

 

Ⅲ 事業計画策定・Ⅳ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 

 

体制を挙げて策定

支援・実現化へ 

Ⅵ 新たな需要の開拓

に寄与する事業 

・地域内外に販路開拓支援（地

域内地場産品販売拠点、地域外

は三重テラス・大都市展示会

等） 

・IT 活用支援 

・マスコミ活用支援 

・補助金活用（国・県・市の支

援制度） 

・金融機関活用 

・専門家派遣 
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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 

 27 年度までに行っていた地域の経済動向に関する調査は、①地域（三重の）景況調査

（年 2回実施 200 事業者対象）と、②中小企業景況調査（四半期ごと 10 事業者）の 2種

類で、地域の経済状況等はある程度は把握できるが、既存の地域景況調査だけの情報提

供をしても、小規模事業者が事業を展開していく中で経営分析や、経営課題を解決する

ための必須アイテムとして捉えられていないことが、事業計画策定や新たな事業の分野

開拓等が活性化しない要因の一つとなっている。 

 

（２） 具体的改善点 

 上記の地域景況調査に、平成 27 年より試験的に開始した小規模事業者実態調査と、巡

回や窓口相談を通じた地域経済の動向把握を加味し、さらに、本年度より業種別審査辞

典を購入し業界動向、業界知識の情報を合わせて提供することで、小規模事業者のポジ

ショニングを明確にしていくことが出来ると考える。 

 さらに28年度からは、③小規模事業者実態調査（本格稼働による継続的な調査とする。）

と④みえ DataBox（県内経済の動きや、景気動向指数、消費者物価指数等）の情報提供や

会報誌、ホームページ等に掲載し周知していく。 

 

（３） 目的 

 小規模事業者の課題解決や持続的発展のツールとなるよう、各種地域の経済動向の調

査・収集・分析とあわせて、業界動向の情報を提供することで、より身近な情報と捉え

ていただき、小規模事業者に情報の活用を促進することを目的とする。 

 

（４） 具体的内容 

支援のための情報を蓄積し、かつ、分析や加工を経て情報開示を行い、小規模事業者

がタイムリーにそれを活用できるようにする。 

地域経済状況を分析・提供することで、小規模事業者の経営分析や経営計画策定の基

礎となることを目的に、下記の①～④の調査を実施する。 

調査名 内容 

①三重の景況調査 

 内容 
事業者 200 社を対象に郵送で年 2回調査を行っている。 

※三重の景況調査は県下の 12 会議所が合同で、上期（1～6月）

と下期（7～12 月）の 2回景況感や今後の見通し等の調査を小

規模事業者中心に実施している。近年の調査では、当地域は

県下の他地域より悪い結果が出ている。 

 提供方法 
地域特性に関する情報を巡回や窓口相談を通じて提供すると

同時に、会報誌やホームページに掲載し周知する。 

②中小企業景況調査

 内容 
全国の商工会議所のうち 152 商工会議所において、中小企業

約 8,000 企業を対象とした景況調査を実施している。当地域

を代表する 10 事業者（サービス 4社、小売 4社、製造 1社、

卸売 1社）を対象に巡回により四半期ごとに調査を行う。 
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 提供方法 
結果については独立行政法人中小企業基盤整備機構より送付

される調査報告書を調査対象企業に配布すると同時に、会報

誌やホームページに掲載し周知する。 

※近畿や、中部の業種別業況判断 DI も掲載する。 

③小規模事業者 

実態調査(新規事業)

 内容 
1 年に 1回 6月に郵送により実施、対象は約 1,150 の小規模事

業者 

※雇用状況、事業承継、経営課題、売上、利益状況、取引先、

販路開拓状況等を調査、分析し、かつ、支援ニーズを把握し

て事業者支援に活用する。 

 提供方法 
データの量的確保とデータの有為性を高める工夫をし、「名

張版小規模事業者実態調査結果」としてホームページ等に掲

載する。 

④みえ DataBox 

（新規事業） 

 内容と提供方法 
三重県の統計情報（県内経済の動きや、景気動向指数、消費

者物価指数等）が掲載されているみえ DataBox のリンク先を

ホームページにバナー登録する。（常時提供） 

 

（５） 調査目標（回数） 

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 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

②中小企業景況調査 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回

③小規模事業者実態調査 未実施 1回 １回 １回 １回 １回

合  計 6 回 7 回 7 回 7 回 7 回 7 回

 

 

（６）調査内容情報提供目標 

上記の各種調査結果については、会報、ホームページ等を活用し提供する。 

ホームページには、①三重の景況調査は三重県商工会議所連合会のホームページに毎

回掲載されているので、当会議所のホームページにリンクを貼り付けておく。②は独立

行政法人中小企業基盤整備機構からの調査結果を PDF データ化し、ホームページに掲載。

③は PDF データ化し、ホームページに掲載。④はリンク先をホームページにバナー登録

し小規模事業者が経営分析を行う際に使用できる様にしていくことを目標にする。 

 また、提供方法として上記の他、巡回時や窓口相談時にも小規模事業者にとって①～

④の内の必要な情報を加工、ミックスさせた情報提供を行い、経営計画策定の資料とし

て活用する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 ［現状と課題］ 

 今までの経営状況の分析においては、経営革新や、三重県版経営向上計画、マル経融
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資や、小規模事業資金、各種補助金申請時に一過性の分析となってしまっており、小規

模事業者にとって計画策定後の継続的な分析などの見直しがなされない状態であった。

一方、経営分析をしていない小規模事業者は、事業経営を行う中で経営分析や事業計

画作成の優先順位を総じて後回しにしがちであり、金融や、補助金申請の相談を受ける

時でも決算書類や、口答での聞き取りから経営分析していくのが現状であり、小規模事

業者が容易に作成できる、実効性のある分析シート等のツールの作成が必要である。 

 

（１） 具体的改善点 

 「経営状況分析シート」を本年度に作成し、会議所推薦による日本政策金融公庫のマ

ル経融資などの金融相談時や、創業相談時に試験的に使用し、より汎用性の高いものに

作り替えていくことで、小規模事業者が取り組みやすく、継続的に活用いただけるよう

にする。 

 

（２） 目的 

 小規模事業者の経営状況分析を頭の中や、口答で導くのではなく、書面にアウトプッ

トすることで「見える化」を図り、その後、深堀、整理することで明確な課題の抽出や、

今後の事業の方向性を導くための基礎づくりとする。 

 

（３） 具体的内容（経営分析を行う小規模事業者の掘り起しは以下のシーンで行う。）

分析のシーン 内   容 

① 金融相談時 
マル経、小規模事業資金を中心とした融資の相談時に分析を

行う。 

② 各種補助金申請時 持続化補助金、ものづくり補助金等の相談支援時に行う 

③経営向上計画・経営

革新計画策定時 

（経営向上計画）三重県独自の計画策定認定制度の相談時に

行う。（経営革新計画）年間にすると、0～2件程度であるが、

相談時に行う。 

③ 創業相談時 
創業融資、創業補助金等の相談時や、開業の基礎的な税務、

労働支援と合わせて経営ニーズや、販路開拓取り組み状況等

該当する項目のみ活用して行う。 

⑤経営計画セミナー、

創業セミナー時 
年に 2回程度開催するセミナー時に分析を行う。 

 

（４） 目標（経営分析を行う小規模事業者の目標数は 32 年度の 78 社とする。） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①金融相談時 未実施 10 社 10 社 15 社 15 社 20 社

②各種補助金申請時 23 社 23 社 23 社  25 社 25 社 25 社

③経営向上計画・経営

革新計画策定時 

6 社 7 社 8 社 9 社 10 社 10 社

④創業相談時 2 社 3 社 4 社 5 社 5 社 5 社

⑤経営計画セミナー、

創業セミナー時 

16 社 16 社 16 社 18 社 18 社 18 社

合  計 47 社 59 社 61 社 72 社 73 社 78 社
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（５）経営状況分析シート 

 経営状況の把握には、下記の「経営状況分析シート」を活用して行う。小規模事業者

においては、口頭での業況確認では限られた項目だけの分析、又は、偏った分析となっ

てしまう可能性があると考える。そのため、「売上状況」、「利益状況」、「直面する経営ニ

ーズ」、「販路開拓・市場開拓の取組状況」、「資金繰り、資金需要」、「必要な支援内容」

等の複数項目の確認、分析を行うことで、その後、深堀し、事業計画策定につなげてい

くことができる。 

 また、決算書類を基にした財務分析等の経営分析は、国民政策金融公庫や中小機構の

ホームページに掲載の分析ツールを活用して行う。 

 

※今年度実施した小規模事業者実態調査の内容を基にした経営状況分析シート 

経営状況分析シート（表面） 経営状況分析シート（裏面） 

 

（６） 活用方法 

 経営状況分析シート等を活用して経営分析を行った小規模事業者の中で、未だ事業計

画を策定していないが事業計画の策定に前向きな事業者（同時に計画的に経営手法マイ

ンドの向上も行っていく。）に対して事業計画の策定に繋げる。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 前述の「経営状況分析シート」を基本に、はじめて計画書を策定する小規模事業者は、

A4 の大きさ 1 枚の簡易版の戦略ワークシート（経営計画書）等の作成支援、また、それ

以外の場合には、下記作成シーンに沿った計画書の作成支援から事業実施支援へと繋げ

る。 

 

売上・利益の状況と要因 

資金繰り・資金需要 

販路開拓取組状状況 

直面する経営ニーズ 

必要な支援策 
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（１） 現状と課題 

 過去 3 年程は、小規模事業者側から補助金申請に向けた経営計画策定相談が増えてい

るが、組織内での体系的な支援体制ができていないことから、積極的な働きかけができ

ていない。 

 

（２） 具体的改善点 

 経営計画セミナー時に使用した戦略ワークシート（経営計画書）を、より汎用性の高

いものに作り替える為の検討を進めており、今後は、経営状況分析シートと合わせて使

用していくことで、より多くの小規模事業者の伴走型支援ができる。 

 

（３） 目的 

 上述の地域経済の動向調査、経営分析、市場動向調査の結果を踏まえ、実施支援を行

う目的で作成支援を行う。 

下記以外のシーンにも会報等で周知することで作成先事業所の掘り起こしを行う。 

 

（４） 具体的内容 

経営計画作成のシーン 内   容 

①金融相談時 
マル経、小規模事業資金等の相談時に計画作成を行う。 

 

②各種補助金申請時 

各種補助金、助成金等の相談支援時に行う。 

※27 年度は、みえコミュニティファンド、ものづくり補助

金、持続化補助金、省エネ補助金の申請補助を行っており、

計 39 件（内 12 件は経営計画セミナーから波及した）の事業

計画策定支援を行った。 

③経営向上計画・経営

革新計画策定時 

相談時に分析と合わせて行う。 

※三重県版経営向上計画は平成 26 年度に施行された「三重

県中小企業・小規模企業振興条例」第 16 条に基づき創設し

た制度で、経営計画を策定し県知事の承認を受ける。 

④ 創業相談時 
本年度相談件数が増えており、相談時に分析と合わせて行

う。 

⑤経営計画セミナー、

創業セミナー時 

創業事業計画書の作成支援と並行して行う。 

 

（５） 目標 

 上記の経営状況分析シートを活用し、分析を行った小規模事業者 78 社（32 年度）を総

数（分母）にし、合計で 63 社（32 年度）を目標にする。 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①創業相談時 2 社 3 社 4 社 5 社 5 社 5 社

②経営計画セミナー、

創業セミナー時 

16 社 16 社 16 社 18 社 18 社 18 社

③上記以外の計画策定

時 

29 社 32 社 34 社 36 社 38 社 40 社

合  計 47 社 51 社 54 社 59 社 61 社 63 社
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（６）経営計画書 

 小規模事業者、創業予定者を対象に所定の書式がある経営向上計画や経営革新計画等

以外の経営計画は下記戦略ワークシート（経営計画書）を活用する。 

 小規模事業者の課題に応じて、構成部分を使い分ける。 

 構成内容は、3Ｃ分析（カスタマー、コンピティーター、カンパニー）、ＳＷＯＴ分析、

基本戦略であるＳＯ型（強みと市場の機会）と課題解決型に区分し戦略を立て、目標売

上高と目標利益の設定、それを実現するための 4Ｐ戦略（プロダクト、プロモーション、

プレース、プライス）に区分する形式になっている。 

 
 

（７）活用方法 

 戦略ワークシート（経営計画書）を作成し、マーケティング戦略が明確になった小規

模事業者の実施支援に繋げる。 

 

 

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 

 現状では、経営状況の分析支援の現状と課題に記述したことと同様、計画策定も一過

性の取組みになってしまっており、融資申込みや、補助金申請などのときに経営計画策

定支援後のフォローが体系的にできていない。特に、小規模事業者から再度、支援要請

を受けたときには、その時点でさらに資金繰りがひっ迫しているなど財務面で大きな課

題が生じていた小規模事業者も複数見受けられた。 

 

（２） 具体的改善点 

事業計画策定後において、創業予定者は毎月、小規模事業者は 4 ヶ月の期間の間で 1

回は、巡回や電話等で状況把握を行い、伴走支援を手厚く実施し、課題の解決や、リス

クを低減させ、さらには、販路拡大等、新たな需要拡大支援につなげていきたい。 
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また、課題内容によっては、三重県産業支援センター、三重県よろず支援拠点や、各

種専門家派遣制度を活用し、販路拡大等の実施につなげたい。 

現状の必要に応じて実施支援を行うスタイルから以下の様に転換を行う。実施にあたっ

ては、地域金融機関との連携や下記の表（※）のように今後も各種専門家派遣事業を積

極的に活用し、伴走型支援を実行していく。 

 

※平成 26 年 専門家派遣 活用件数実績 

専門家派遣制度 事業者数 派遣回数 

三重県制度：専門家派遣事業 11 20

国制度：中小企業・小規模事業者ワンストップ

総合支援事業（ミラサポ専門家派遣事業） 
7 15

合   計 18 35

 

（３） 支援内容 

 事業計画策定後、課題に応じて様々な支援機関につなげていくなど長期的な伴走とな

るため、1事業者に対してマンパワーでの支援では、支援が途中で途切れてしまう可能性

がある為、指導カルテなど当商工会議所で情報共有を強化し、担当の変更にも対応が出

来るような仕組み作りと、指導員も含め全職員のレベルアップを図り、長期間に渡る伴

走型支援の対応ができる商工会議所を目指す。 

 

（４） 目標（フォローアップ事業者数の目標は 32 年度の 63 社とする。） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①創業相談時 2 社 3 社 4 社 5 社 5 社 5 社

②経営計画セミナー、

創業セミナー時 

16 社 16 社 16 社 18 社 18 社 18 社

③上記以外の計画策定

時 

29 社 32 社 34 社 36 社 38 社 40 社

合  計 47 社 51 社 54 社 59 社 61 社 63 社

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

需要動向調査は、エンドユーザーのニーズや、市場の規模、市場の見通しなどを様々

な切り口で調査していくと、後述の伴走支援事例 3 に記載したように、小規模事業者の

進む方向の自信にはつながるが、現実問題として、時間も費用もかさむことから、動向

調査を網羅することは難しく、当然、いくつかに絞った調査となっている。ただし、提

供するには小規模事業者の個別具体的な取組内容が定まっていないと、明確な方向での

需要動向調査とならないこともあるが、トレンドを把握してもらうことも重要であり、

幅広く情報提供アイテムを用意していく必要があると考える。 

 

（１）現状と課題 

  既存小規模事業者が、経営革新策定支援、三重県版経営向上計画や、小規模事業者

持続化補助金、ものづくり補助金、三重県の各種ファンド事業（補助金）活用支援など

の計画策定をする中で、当該商品の需要動向調査が必要とされる要件がある場合には小
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規模事業者が計画を作成時に行うことはあるものの、求められた場合に限定されており、

需要動向調査の重要性の高い創業者、創業予定者などは、開業直前や、開業後等、時間

的にせっぱつまった状態での融資相談が多く、需要動向調査まで至っていないのが現状

である。 

さらには、情報提供不足により商工会議所が需要動向に関する相談を行っているとの

認識は小規模事業者には乏しい。 

 

（２）具体的改善点 

 当商工会議所が提供できる需要動向情報等の周知を行うと同時に、以下の情報を適時

収集し提供できる資料と体制づくりを行う。 

 

（３）目的 

 経営計画書を策定し、マーケティング戦略を立案した小規模事業者であっても、新分

野進出や新商品開発を想定する場合、プロダクトアウトの発想からマーケットインの発

想に転換してもらうには、適切な需要動向の提供が必要であり、そのために必要な情報

を収集するために調査を行う。収集した情報は、当該小規模事業者に提供する以外、他

の事業者の経営判断に資すると思われる情報は、新たな取組を啓発する動機づけにも活

用できるので、巡回時の提供や会報、ホームページ等に掲載して周知活動を行う。 

 

（４）具体的内容 

 各種の情報を収集し、毎月発行している「会議所ニュース」や巡回、窓口相談時に小

規模事業者に需要動向を適時情報提供する。 

情報源 内容 

日経テレコン 

（新規事業） 

 収集方法と提供方法 
過去 30 年分の新聞・雑誌記事、企業情報、業界・市場情報など

様々な情報を入手できることと、業界・市場情報については、

毎月更新される業界レポート、調査会社のレポートやデータ、

公的機関の統計情報、POS の売れ筋ランキング、日経各紙に掲

載されたランキング情報、市場調査、アンケート調査などがあ

ることから、小規模事業者の経営計画策定時及び、計画実施時

にリアルタイムで収集し、提供する。 

 調査項目 
キーワード検索での調査項目は該当する小規模事業者の求めに

応じて適時実施し、提供する。 

楽天売れ筋 

ランキング 

（新規事業） 

 収集方法と提供方法 
総合ランキングの他、期間(デイリー、リアルタイム、週間、月

間)、性別、年齢、ジャンルなど様々な条件でのランキング情報

を入手できる。また、売れ筋商品のページを見ることで、売れ

る商品の見せ方(キャッチコピー、写真、ページの構成)の情報

を得ることができることから、経営計画策定時にリアルタイム

で収集、又は、巡回指導時の相談内容によって収集し、提供す

る。 

 調査項目 
小規模事業者の要望に応じて項目は臨機応変に対応する。 



- 20 - 
 

家計調査年報（新

規事業） 

 収集方法と提供方法 
個人消費の動向についての情報を入手できる。世帯の属性別(単

身、2人以上、勤労者など)の消費金額、品目別の消費金額、地

域別の消費金額など項目が細かく分かれていることから、調査

年報を時系列で整理し、経営計画策定時の有効な資料として小

規模事業者に提供する。 

 調査項目 
品目別購入金額が主な項目で、地域の自社のシェアも推測でき

る 

日経ＭＪ新聞 

（新規事業） 

 収集方法と提供方法 
消費、流通、マーケティング情報に特化した新聞であり、新製

品、新しい取り組みに加え、売るための企業の取り組みや売場

の工夫などの情報を入手できることから、発刊時に内容、特集

の概要を把握し、継続的に支援している小規模事業者を念頭に

情報の収集を行い、経営計画策定時や巡回時も提供する。業種

的なまとまりがあるものは、当商工会議所会報でも提供する。

 調査項目 
商品のトレンド、売れ筋、特集などの中から、小規模事業者に

必要性が認められる項目をピックアップする。 

業種別審査事典 

（新規事業） 

 収集方法と提供方法 
全国の金融機関、シンクタンク、実務家のノウハウを結集し、

業界動向や業務・商品知識はもとより、最新のデータ・情報に

基づいて徹底分析されており、内容として 1472 業種の「I． 業

種の特色、II ．業界動向（業況や主要企業の紹介・分析、課題

と展望など）III ．業務知識（製品、商品、サービスの特性な

ど）、IV ．審査のポイント（財務状況の見方、収支モデルなど）、

V ．収益向上・経営改善アドバイス（事業再生のポイントなど）、

VI ．取引推進上のポイント、VII． 関連法規制・制度融資等、

VIII． 業界団体（業界主要団体の連絡先）」を一度に得られる

為、本年度、DVD－ROM データを購入。今後も最新版が出るごと

に購入し、巡回や、窓口相談時に提供する。 

 調査項目 
キーワード検索での調査項目は該当する小規模事業者の事業計

画策定に応じて適時実施し、提供する。 
 

（５）目標 （需要動向情報提供目標は 32 年度の 25 社とする。） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

合  計 23 社 23 社 23 社 25 社 25 社 25 社
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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 

 当地域の人口減少に対し、交通の利便性を活かした、大阪、名古屋の大都市圏に需要

拡大していく為には、地域外への発信強化・営業強化が不可欠である。 

現状の取組みは、小規模事業者の新商品開発、新役務提供や、既存商品、サービスの

改良に伴う事業計画策定支援、補助金活用支援のほか、小規模事業者から問い合わせが

あった時の展示会紹介までにとどまっている状況であり、マンパワー、資金面、ノウハ

ウ、ネットワークの不足により新商品販売時などのプロモーション機会をのがしている

ところが多い小規模事業者にとって、販路開拓に必要な営業ツールの確立支援と、有効

的な販路開拓支援を行うことが課題。 

 

（２）具体的改善点 

今後、地域内とともに、地域外への需要開拓に寄与する支援を以下の内容で実施して

いく。 

当商工会議所のポータルサイトでの企業・商品紹介のほか、需要開拓に係る国、県、

市の施策や、展示会などの情報提供と共に、小規模事業者が販路開拓のため、出展する

展示会等に経営指導員も同行しての販路開拓支援や展示会出展後のブラッシュアップを

行う。 

小規模持続化など補助金活用による特産品の開発支援と同時に、「名張ブランド」をテ

ーマにした商品・サービスの認証制度と、認定による PR パンフの作成を検討していく。

それを活用して間接的ではあるが需要の開拓に取り組む。 

実施にあたっては、行政、三重県産業支援センター、金融機関等との連携や展示会、

販売イベントなどの情報収集を行い、小規模事業者が販路拡大のため、参加できるもの

伴走支援事例３ [経営状況分析・事業計画策定・経済動向、需要動向調査に関

する支援例]  

 小規模持続化補助金の募集に合わせ、集団による事業計画セミナーを実施し、

セミナー終了後、ほとんど初めて計画作りをされる小規模事業者 36 件の事業計

画策定支援を行う。計画策定にあたり、経営状況分析、経済動向、需要動向調

査は必須として、計画作りに盛り込むようアドバイスを行う。【経営状況分析】

どのような製品やサービスを提供しているか、また売上げが多い商品・サービ

ス、利益を上げている商品・サービスをそれぞれ具体的に分析し、記載。【需要

動向】市場の全国的な動向、地域独自の動向、自社固有の動向を整理して記入。

マクロ的な需要動向調査として本、雑誌や、新聞、インターネットに掲載され

ている業界情報・調査結果調べや、ミクロ的な需要動向調査として、同業者や、

異業種、取引先、顧客からの情報、競合との比較（他社のホームページや、新

聞広告、売れ筋商品との比較）、消費者アンケートなど様々なツールを提案し、

各小規模事業者で上記の中から、いくつかの需要動向調査を盛り込んだ計画作

りを行ったことで、小規模事業者の新たな取組への自信につなげることができ

たことと、23 件の採択にもつながった。 
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を提案、共に検討し、各々の事業者にとって有効な需要開拓を実現する。 

 

（３）目的 

 小規模事業者の販路拡大を最大の支援策として、対外的商工会議所の信用力とネット

ワーク力を活用し、小規模事業者の販路の拡大等と地域全体の活性化を目的とする。 

 

（４）具体的内容 

新たな販路開拓をするために必要な営業用ツール（企業概要書、商談シート、名刺等）

の作成、また、アピールの仕方、バイヤーとの商談の進め方、魅力的な展示ブースの作

り方支援に関しては、集団セミナーの開催を行い、以下の活動内容につなげていくこと

で、伴走効果を高めていく。また、独自の「名張ブランド」認定制度創設による地域資

源を活用した各種商品を、全国に情報発信していく体制づくりを検討する。 
 

販路開拓のシーン 内容 

①名張ばりばりタ

ウンへの登録（既

存事業の拡充） 

当商工会議所で運営する事業所や商品紹介のポータルサイト。ホ

ームページ作成（製作費は無料。サーバー管理料 1,500円/月の
み）サービスを実施している。また、独自でホームページがある

事業者は、無料でポータルサイトへの登録による事業者の PR支
援に努めている。対象：地域内の生活に関連した（小売・サービ

ス・建設業）を中心とした小規模事業者全般 

②とれたて名張交

流館（既存事業の

拡充） 

「とれたて名張交流館」は、名張のとれたて地場産品、物産品と

人々が集まる「まちの駅」。平成 24年 8月にオープンし、野菜・
伊賀米・地酒・特産品・伊賀牛・加工食品・花・福祉施設商品な

どを出品者からの委託販売方式で取り扱っており、名張商工会議

所、名張市、伊賀南部農協、名張市物産振興会、名張市観光協会、

名張市社会福祉協議会で協議会を立ち上げて運営管理を行って

おり、商品の PRと販路開拓支援を行う。対象：地域の加工食品、
地酒、伝統工芸品等の小規模事業者 

③三重県展示会 

（新規事業） 

三重県主催のリーディング産業展。毎年 11 月頃に四日市ドーム
で開催され、先端分野から地域密着型の産業まで、多様な分野の

企業等が一堂に会する。既存の取組みでは、会報での案内だけで

あるが、小規模事業者の要望で同行することも検討する。また、

事前支援や、事後確認を行う。対象：小規模事業者全般 

④大都市展示会、

三重テラス 

（新規事業） 

大阪、名古屋等の都市部での商談会、展示会や、東京における三

重県のアンテナショップ。既存の取組みでは、会報での案内だけ

であるが、小規模事業者の要望で同行することも検討する。また、

事前支援や、事後確認を行う。対象：小規模事業者全般 

⑤プレスリリース 

（新規事業） 

小規模事業者が、伴走支援で新商品や、新サービスを完成した場

合に各報道機関に積極的にＰＲを行う。対象：小規模事業者全般

 

（５）目標 

 経営計画の策定、伴走型支援、需要動向の提供など、切れ目のない支援を通じて 

32 年度で 24 社の支援を行う。  
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項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

① 名張ばりばりタウ
ン 

2 社 3 社 3 社 4 社 4 社 4 社

②とれたて名張交流館 1 社 1 社 3 社 4 社 4 社 4 社

③三重県展示会 未実施 1社 2社 4社 4 社 4 社

④大都市展示会、三重

テラス 
未実施 1社 2社 4社 4 社 4 社

⑤プレスリリース 未実施 4社 4社 8社 8 社 8 社

合  計 3 社 10 社 14 社 24 社 24 社 24 社

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

（１）現状 

 人口の急激な減少がみられる当地域経済の活性化には、魅力あるイベントなどを実施

することにより外需をいかに取り込み、経済活動を促進するかにかかっている。 

現在商工会議所が参画している地域活性化に資する事業としては以下の通りである。

 

現在の地域活性化に資する事業（既存事業） 

事業名 内容 主体 

名張桜まつ

り 

 

本年 4月に第 22 回を迎える名張桜まつりは、名張市、名張

市観光協会、名張市物産振興会、三重県宅地建物取引業協

会伊賀支部等で「名張桜まつり実行協議会」を立ち上げて

実施。毎年桜開花の季節に名張中央公園桜並木で提灯を設

置し、歩行者天国にして一般市民に開放。そのうち一日だ

け体育館及びその周辺でダンスや歌を披露する舞台イベン

ト、フリーマーケット、企業やサークル団体等による模擬

店の出店を展開。飲食を中心とする模擬店では地元商業者

が各店の名物を販売しているが、中でも伊賀牛を使った忍

者バーガーは大好評。イベント日だけで 3 万人程度の来場

者があり、今後も本事業を活用し地域経済の活性化に結び

付けていく。 

名張商工会

議所青年部

（実行委員

会方式） 

名張川納涼

花火大会 

参宮急行電鉄（現在の近鉄）開通を記念し、昭和６年から

始まった花火大会は、戦時中こそ一時中断したものの、平

成 28年 7月で第 74回を迎える伝統的行事。5年前に組織
を再編し、名張商工会議所、名張市、名張市観光協会、名

張市地域づくり代表者会議（市内を 15地域に分け、各地域
のまちづくり組織の代表者で組織する会議）で「名張川納

涼花火大会実行委員会」を組織する。6 万人規模の来場者
を迎え、5,000発を超える花火が夜空を彩り、山間部で打ち
上げる花火大会としては県内随一の規模。この日は「あい

のり」と称して、開催場所の中心市街地商店街では店を開

け、来場者を迎え入れており、今後も本事業を活用し地域

経済の活性化に結び付けていく。 

名張商工会

議所 

（実行委員

会方式） 
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なばり 

街道市 

名張地区まちづくり推進協議会（市内 15地域の市民レベル
のまちづくり組織の一つで、旧町を統括）主催、商工会議

所共催により、毎年 11月頃に開催。今年で 11回目を迎え
るが、平成 23年から名張商工会議所食品商業部会を中心に
上本町サンロード（商店街）エリアを担当し、参画。小規

模事業者への出店機会の提供と企画・運営を行うことで販

促につなげている。 
今後も本事業を活用し地域経済の活性化に結び付けてい

く。 

名張地区ま

ちづくり協

議会 

婚活事業 

～「なばコン」なばりでまち婚～と題し、昨年 11 月 22 日

（土）に実施。男性 97 名、女性 43 名の応募の中から抽選

で各20名が参加。４グループに分けてまちなかへ繰り出し、

クイズに挑戦しながら食べ歩きを楽しんだ。これまで名張

商工会議所が取り組んできた中心市街地活性化の延長線上

に「なばコン」を位置付けるとともに、古い歴史を持つま

ちなかで、参加者にはまちやお店の魅力を発見してもらい、

まちには賑わい創出のきっかけを提供。また多くの独身男

女の出会いの場を設けることにより、地域社会全体でカッ

プリングを応援する機運を高めることを目的に実施してお

り、今後も本事業を活用し地域経済の活性化に結び付けて

いく。 

名張商工会

議所 

産学官連携

伊賀研究拠

点 WG 会議 

伊賀地域の企業の高度化や新産業の創出を実現するため、

三重大学の有する「知」と企業や地域が有する「地域資源」

が、人・もの・情報・知識の各段階で有機的に連携・協働

し、「環境・食・文化」に関する調査、高付加価値型の新商

品開発研究等を軸とし、地域的優位性等もいかした新産業

育成を図るとともに、文化的啓発活動を通して地域活性化、

大学の教育・研究領域の拡充、学生の雇用機会の増大など

を目指す。国立大学法人三重大学、伊賀市、名張市、公益

財団法人三重県産業支援センター、上野商工会議所、名張

商工会議所、伊賀市商工会、伊賀北部農業協同組合、伊賀

南部農業協同組合、上野都市ガス（株）、百五銀行、北伊勢

上野信用金庫、公益財団法人 伊賀市文化都市協会で構成。 

三重大学伊

賀研究拠点

名張市民産

学官連携推

進協議会 

技術系の高等教育機関である、近畿大学工業高等専門学校

が有する専門的知識、技術や研究機関等と地域産業界、市

民及び行政が連携し、地域産業の活性化や活力ある地域づ

くりの推進を図る。名張商工会議所、名張市八幡工業団地

管理組合、伊賀南部農業協同組合、近畿大学工業専門学校、 

三重県、名張市で構成。 

名張市産業

部商工経済

室 
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みえ中小企

業・小規模

企業振興推

進協議会分

科会 

地域の経済の実情に応じた中小企業・小規模企業振興を具

体的かつ計画的に推進するため、伊賀地域の関係者が一堂

に会し、中小企業・小規模企業が抱える課題の把握、解決

策を検討することで、連携体制の強化や必要な施策を構築

することを目的に設置。伊賀管内の市、商工会、商工会議

所、金融機関等の実務者並びに三重県で構成。 

みえ中小企

業・小規模

企業振興推

進協議会 

名張市雇用

創造協議会 

雇用の創出（起業・就職・就農）を目的に設立。地元食材

を使った新商品開発の提案も行い、事業拡幅による雇用の

増大も視野に入れている。名張商工会議所、名張市、伊賀

南部農業協同組合、名張市シルバー人材センター、社会福

祉法人 名張市社会福祉協議会、三重県で構成。 

 

名張市雇用

創造協議会

 

 

 

（２）今後の地域活性化に資する事業内容（新規事業） 

事業名 内容 主体 

政策特別委

員会 

地域の活性化を目的に、26 年度に「政策特別委員会」を

立ち上げ、3 つの小委員会を設置。地域全体の活性化策

を検討する。 

① 地域経済や産業の拡大強化を進める「地域・産業活性
化小委員会」 

② 地域資源（ぶどう）の活用を進める「資源活用小委員
会」 

③ 地域を元気にし、まちの賑わいを創出する「まちなか
活力創出小委員会」 

今年度からは、上記の事業以外に当経営発達支援計画の

実行段階のチェックから次年度計画策定について検討す

る。※年に 2回開催 

名張商工会

議所 

就職面接会 名張市内で就職を希望している求職者との出会いの場、

面接の場として「就職面接会」を開催する。開催にあた

っては、名張市雇用創造協議会（構成団体：名張市・名

張商工会議所・伊賀南部農業協同組合・名張市シルバー

人材センター・名張市社会福祉協議会・三重県）と連携

して運営していく。 

[目標] 

〇年間 2回の就職相談会の実施 

〇年間就職者 30 名を目標 

名張市雇用

創造協議会・

名張商工会

議所 
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（３）目標 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32年度

地域・産業活性化小委員

会（回） 
2 2 2 2 2 2

資源活用小委員会（回） 2 2 2 2 2 2

まちなか活力創造小委員

会（回） 
1 2 2 2 2 2

就職面接会実施（数） 2 2 2 2 2 2

就職相談会就職者数（人） 30 30 30 30 30 30

合     計 （回数） 

         （人） 

7 回

30 人

8 回

30 人

8 回

30 人

8 回 

30 人 

8 回 

30 人 

8 回

30 人

 

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）現状と課題 

 現状では、専門家を活用した事業支援と三重県産業支援センター、三重県よろず相談

拠点、各金融機関等からの情報提供、スタッフの派遣等を通じた支援ノウハウの等の情

報交換が主である。また、県内の商工会議所間では、日常的に情報交換を行うと共に、

分野別の専門家が在籍する三重県よろず相談拠点とは、定期的なネットワーク会議など

で情報交換の仕組と場があり、活用している。 

 しかし、地域活性化に関しては、総合的な支援力が必要であり、行政とともに、上記

の支援機関と連携することで、より専門的で効果的な支援を実現していくことが課題で

ある。 

 

（２）具体的改善点 

支援する小規模事業者の情報共有、支援の同行、支援後の意見交換が効果的な支援ノ

ウハウの獲得につながる為、今後も三重県、ミラサポ、産業支援センター等の各種専門

家派遣事業の積極的な活用を行う。これらを活用した経営指導員等の同行支援により、

専門家からノウハウを習得する。 

 更には、当商工会議所を含む県内の商工会議所が三重県の金融機関全てと事業所支援

に関する協定を結ぶことで、情報共有、相互の支援力向上を実現し、事業所支援を円滑

に進める。（平成 27 年 9 月に締結） 

 これらの連携を通じて期待できる効果は、小規模な商工会議所である当所にとっては、

人的な資源の不足を補完できること、経営指導員のスキルアップに繋げることなどであ

る。 

 

（３）支援団体連携先 

 

連携団体 連携内容 

（公財）三重県産

業支援センター 

販路開拓、知財等の経営支援案件について協力を受けている。 

また、センターと連携して当商工会議所において知財相談窓口を
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設置しており、相談内容の共有化、支援後の報告により支援ノウ

ハウの獲得を図る。（頻度）随時 

三重県よろず相談

拠点 

コーディネーターと連携し、随時経営支援案件について協力を受

けており、支援後の報告により、支援ノウハウの獲得を図る。（頻

度）偶数月 第 4水曜  

県内金融機関 

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、北伊勢上野信用金庫、）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 

（１）現状と課題 

 現状は、三重県商工会議所連合会、中小企業大学校等の研修会参加と専門家派遣事業

を中心に経営指導員等のスキルアップを図っているが、現在の支援スタイルは経営指導

員が単独で動くことが多く、職員間の情報共有と小規模事業者への支援に十分活かされ

ていないことが課題である。  

 

 

（２）具体的改善点 

現状の資質向上研修に加えて、支援機関との連携による専門的支援業務により経営指

導員の支援スキルの向上を図り、吸収した支援スキルを共有する仕組みづくりを定期的

なミーティングで実現する。 

小規模事業者の事業計画策定スキルについては、「支援ツール」を活用し、上記ミーテ

ィングと合わせて勉強会を開催していくことで、職員全体の資質向上を実現し、伴走型

支援ができる体制を実現することと、経験の少ない職員へのアドバイスにより、支援サ

ービスの質を落とさないよう取り組む。 

また、昨年度より第三銀行と協定を結び、第三銀行の経営支援に係る研修に名張商工

会議所経営指導員が参加している。（事業計画策定、融資斡旋判断能力等の研修） 

更に、事業計画策定局面から、策定後の支援にあたり、現在、年間約 20 回程度の各種

専門家派遣事業を活用して、専門家と共に指導を行っており、それが経営指導員のスキ

ルアップに大変寄与していることから、今後も専門家派遣事業を活用することでより回

数を増やし、経営指導員等の資質向上に取り組む。 

スキルアップに関する事業は、その都度、目的、達成すべき目標等を設定し、教育訓

練効果を高める工夫を行う。 

 

 

 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）仕組み 

本計画について、ＰＤＣＡサイクルに則り、毎年度事業実施状況の評価、検証、見直

しを下記の様に行う。有識者や外部委員による計画の評価、検証を行い、計画の見直し

案の提示を実施する。また、見直し計画については定例役員会時に報告し、承認を得る。

承認された計画は期間中商工会議所のホームページ等で公表する。   
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（２）具体的内容と目標 

事項 評価・検証方法 時期・回数 備考 

定量的評価 

進捗状況を数値で把握、

評価し、必要に応じて見

直しを図る。 

年に 2回 

10 月、4月 

正副会頭会議による内部評価 

定性的評価 

進捗状況を周辺情報か

ら把握、評価し、必要に

応じて修正を図る。 

年に 2回 

10 月、4月 

正副会頭会議による内部評価 

総合評価 

計画内容全項目の進捗

と効果、今後の見通し等

を評価検討する。 

年に合計 1回

 

外部の有識者等による検討 

 

（３）外部委員名簿 

所属・役職 専門分野又は 

業種・従業員数 

役割・選定基準等 

大学教員・中小企業診断士等 
地域開発・マーケ

ティング 

地域の実情に詳しく、会議所活動、

地域開発に実績がある 

三重県産業支援センター 

経営向上班 

地域インストラ

クター 

当所と関わりがあり、地域状況にも

精通している。 

名張市産業部商工経済室 室長 名張市の担当所管 
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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 

（28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

 

専務理事以下、13 名の少人数の商工会議所のため、 

本計画の実施については全員で取り組む 

 

 

                  

              

                  

                  

 

                  

                      

            

       

     

                

                           

                         

                

                         

                          

 

 

 

（２）連絡先 

 所在地：三重県名張市南町 822-2 

 担当者名：経営支援課 課長 住田 厚志 

 電話番号  0595-63-0080 

 ＦＡＸ番号 0595-63-3211 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

課長 1名 

補助員 2名 

経営指導員 3名 記帳指導職員 1名 

経営支援課（＝中小企業相談所） 
課長（経営指導員）1名 

総務管理課

課長補佐 1名 

総務担当1名 会館運営管理担当 1名

事務局長（中小企業相談所長）1名

専務理事 1名
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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） 

 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 54,711 55,625 56,540 57,450 58,380 59,300

 

人件費 

事業費 
地域振興事業費 

受託事業費 

旅費     

その他 

50,950 

2,401 

200 

500 

 450 

210 

51,800

2,441

200

500

450

234

52,665

2,480

200

500

450

245

53,530 

2,520 

200 

500 

450 

250 

54,395 

2,560 

200 

500 

450 

275 

55,260

2,600

200

500

450

290

（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 

三重県小規模事業支援費補助金 

名張市補助金、名張市事業補助 

商工会議所会費等収入 

事業収入、雑収入 

（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。 

 

 



- 31 - 
 

（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

① 経営計画策定支援 

② 創業支援（創業におけるワンストップ支援と金融支援） 

③ 金融機関との連携 
④ 地場産品の販売 

連携者及びその役割 

連携者及び役割 

① 経営計画策定：公益財団法人三重県産業支援センター（理事長：山川 進） 
〒514-0004 三重県津市栄町 1-891 三重県合同ビル内 TEL059-228-3326 

 ・小規模事業者の発展段階に応じて、地域インストラクター、専門スタッフと経営指導

員が協力し、新産業の創出及び地域産業の経営革新等を支援する。 

 

② 創業支援：伊賀流創業応援忍者隊 
名張商工会議所（会頭：川口 佳秀） 

 〒518-0729 三重県名張市南町 822-2  TEL0595-63-0080 

上野商工会議所（会頭：木津 龍平） 

 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内 500 ハイトピア 3F  TEL0595-21-0527 

伊賀市商工会（会長：柘植 満博） 

 〒519-1412 三重県伊賀市下柘植 723-1  TEL0595-45-2210 

名張市（市長：亀井 利克） 

 〒518-0492 三重県名張市鴻之台 1番町 1番地  TEL0595-63-2111 

伊賀市（市長：岡本 栄） 

 〒518-8501 三重県伊賀市上野丸之内 116 番地  TEL0595-22-9611 

・上記の機関が構成メンバーとなり、創業準備から資金調達、創業後のフォローアップ

まで一貫してサポートする創業支援を実施する。伊賀地域の創業支援施策を活用する。

 
③ 金融機関との連携 

三重銀行（頭取：渡辺 三憲） 

 〒510-0087 三重県四日市市西新地 7番 8号  TEL059-354-7163 

百五銀行（頭取：上田 豪） 

 〒514-8666 三重県津市岩田 21 番 27 号  TEL059-227-2151 

南都銀行（頭取：植野 康夫） 

 〒630-8677 奈良県奈良市橋本町 16  TEL0742-22-1131 

中京銀行（頭取：室 成夫） 

 〒460-8681 愛知県名古屋市中区栄三丁目 33 番 13 号  TEL052-262-6111 

第三銀行（頭取：岩間 弘） 
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 〒515-8530 三重県松阪市京町 510 番地  TEL0598-25-0333 

北伊勢上野信用金庫（理事長：市川 克美） 

 〒518-0075 三重県四日市市安島二丁目 2番 3号  TEL059-352-3222 

東海労働金庫（理事長：度会 章仁） 
 〒460-0007 愛知県名古屋市新栄一丁目 7番 12 号  TEL052-243-8800 

伊賀南部農業協同組合（代表理事組合長：辻村 和郎） 

 〒518-0441 三重県名張市夏見 96 番地  TEL0595-62-3811 

三重県信用保証協会（会長：安田 敏春） 

 〒514-0021 三重県津市桜橋三丁目 399 番地  TEL059-229-6011 

日本政策金融公庫津支店（支店長：浅井 信雄） 

 〒514-0021 三重県津市万津町津 133  TEL059-227-5211 

・地域経済の発展に寄与すべく、市内金融機関、三重県信用保証協会、日本政策金融公

庫と連携しながら、企業の血液とも言うべき金融斡旋を行う。 
 
④ とれたて名張交流館運営協議会 

名張市（市長：亀井 利克） 

 〒518-0492 三重県名張市鴻之台 1番町 1番地  TEL0595-63-2111 

名張商工会議所（会頭：川口 佳秀） 

 〒518-0729 三重県名張市南町 822-2  TEL0595-63-0080 

伊賀南部農業協同組合（組合長：辻村 和郎） 

 〒518-0441 三重県名張市夏見 96 番地  TEL0595-62-3811 

社会福祉法人 名張市社会福祉協議会（会長：山本 順仁） 

 〒518-0718 三重県名張市丸之内 79 番地 総合福祉センターふれあい 2F TEL0595-63-1111 

一般社団法人名張市観光協会（会長：玉置 英治） 

 〒518-0729 三重県名張市南町 822-2 名張産業振興センター1F  TEL0595-63-9148 

名張市物産振興会（会長：杉本誠一郎） 

 〒518-0729 三重県名張市南町 822-2 名張市観光協会内  TEL0595-63-9148 

・とれたて名張交流館（愛称：とれなば）は、2012年 8月に名張商工会議所を含む市内
6 団体で作る運営協議会によってオープンした。野菜や加工品以外にも伊賀・名張名産
品や手作りの工芸品なども販売している。 
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連携体制図等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名張商工会議所 

販路拡大

 連
携 

経営発達支援事業 
経営分析＆地域の経済動向・市場調査

三重大学産学官連携 
（共同研究・共同開発（BDF、獣害対策））

三重県・三重県産業支援センター 
（よろず支援拠点・経営向上計画認定）

伊賀流創業応援忍者隊 
（名張商工会議所・上野商工会議所 
・伊賀市商工会・名張市・伊賀市） 

名張市・名張市雇用創造協議会 
雇用の創出（起業・就職・就農） 

金融機関との連携 
（市内金融機関・日本政策金融公庫 

・三重県信用保証協会） 

とれたて名張交流館運営協議会 
よってだあこ・名酒で乾杯協議会 

（地場産品、物産品と人々が集まるまちの駅） 

名張市民産学官連携推進協議会 
（近大高専の専門的知識、技術等の活用） 

小規模事業者 

（PDCA） 

＝
地域経済の活性化 小規模企業の持続的発展

地域全体で支援体制構築 

+ 
 
金融相談 
記帳指導 
専門家派遣事業 
経営計画（経営革新・経営向上・創業）

策定支援 

経営改善普及事業 

支援
相談

経営計画策定・実施 


