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経営発達支援計画の概要 

実施者名 桑名三川商工会（法人番号3190005008488） 
実施期間 平成28年4月1日から平成33年3月31日 

目標 

 従来の経営改善普及事業の枠を超え、企業の収益改善に直結する事業を行うことが、

さらに重要になるとの考え方に基づき支援を行う。 

今後、消費者ニーズが多様化する中で小規模事業者の独自の技術やサービス等強みを

活かした付加価値の高い新商品開発、販路開拓、人材育成等、売上や利益に直結する持

続的な発展に向けて小規模事業者に寄り添った支援することが求められている。 

そこで、地域内の他の関係機関、支援機関と連携しながらリーダーシップを執り、支

援機関の中核となり、小規模事業者への伴走型支援体制を一層高め、当地域の小規模事

業者の経営の底上げとビジネスモデルの再構築に向けて、全国統一キャッチフレーズ

「商工会は行きます、聞きます、提案します」を掲げ、小規模事業者の持続的発展、活

力ある地域の創生に向け、より頼りになる商工会として役職員一丸となって伴走型支援

に取り組む。 

事業内容 

Ⅰ経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関する事【指針③】 

四半期ごとの①全国連統一景況調査と併せて独自で②小規模事業者実態調査（会員企

業対象）を年2回実施する。さらに③景気ウォッチャー調査（内閣府）と④消費者物価

指数（総務省）⑤地域経済分布システムを適時、収集、分析、加工して、会報誌やホー

ムページに掲載する。 

2．経営状況の分析に関する事【指針①】 
戦略シートを改良し、「経営状況分析シート」を本年度に作成し、マル経融資相談時

に試験的に使用し、より汎用性の高いものに改良する。 

3．事業計画策定支援に関する事【指針②】 
「経営状況分析シート」を基本に、独自に「経営計画書」等の作成支援を行い、小規

模事業者のＰＤＣＡの仕組みを作り上げる。 

4．事業計画策定後の実施支援に関する事【指針②】 
現状の必要に応じての実施支援から定期的な巡回指導・窓口指導を通じての実施支援

に転換を行い、関連機関との連携や専門家派遣事業を活用し、伴走型支援を実行する。

5．需要動向調査に関する事【指針③】 
商工会が提供する需要動向情報等の周知を行うと同時に、必要な情報を適時収集し提

供できる体制づくりを行う。 
6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事【指針④】 
イベント推進委員会により商工会の主催の「旨いもん市」への出展、他地域へのイベ

ント、展示会、商談会への参加を促進し、商品の販路開拓支援や市場調査を行い商材、

販売方法のブラッシュアップやPRを行う。 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組み 
多度山地・木曽三川の豊かな自然、歴史・文化、温泉・レジャー施設を活用しながら

イベント推進委員会、地域活性化委員会による「旨いもん市」「多度山トレイルラン」

等活性化事業を行い、更なる桑名ブランドの発掘・磨き上げ・発信を行う。 

連絡先 

長島支所：桑名市長島町長島萱町121番地3 

 電話番号  0594-42-3111  FAX番号  0594-42-2012 

 多度支所：桑名市多度町多度871番地11 

電話番号 0594-48-2627  FAX番号 0594-48-4884 

 



- 1 - 
 

 （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（現状） 
 

（１） 位置と地域特性 

平成 16 年 12 月に桑名市、長島町、多度町１

市 2 町が合併した現在の桑名市は三重県の北

部に位置し、愛知県や岐阜県と隣接している。 

当商工会の管轄は、上記の内の長島町と多度

町で、市町村合併前にあった多度町商工会と長

島町商工会が平成 19 年 4 月に合併し、現在の

桑名三川商工会になっている。 

当商工会地域は桑名市の北部にあり、沿岸部

から丘陵部までの地域（面積 79.31 ㎢）であり、

桑名市全体（136.61km²）の面積の 58％である。 

長島町は、いわゆる輪中地帯であり、全てが

平地であるが、地盤が軟弱なことと浸水への危

惧もあり、大規模な工場の進出は見られない。 

一方、多度町の面積の大半は多度山地であ

り、丘陵地を切り開いてゴルフ場や工業団地が

造成され、工業団地には大手企業の大規模な工

場が進出してきている。 

桑名市には、当商工会以外に桑名商工会議所

があり、創業支援と地域振興事業で連携してい

る。 

桑名市は、製造業の盛んな愛知県と隣接している影響もあり、製造業の集積も見られ

るともに、ナガシマリゾート、多度大社といった観光施設や歴史文化施設もあり、交流

人口数（桑名市全体で年間約 1,000 万人）としては、三重県内でも伊勢市に次いで多い。

 

 当商工会地域は交通の利便性が高く、ナガシマリゾート、多度大社の入込客は増加傾
向であると同時に、工業団地等への製造業の集積も進んでおり、成長余力のある地域

である。 

 

（２） 人口動態分析と課題 

交通の利便性が高く、名古屋のベットタウンとしての性格もある桑名市全体では、人

口が微増しており、当商工会管内の長島町は人口が減少しているが、多度町はほぼ横ば

いで推移している。 

長島町の人口減少は新たな住宅団地が造成されないことが主な要因で、多度町は新規

の住宅団地造成があり、人口を維持している。 

桑名市全体の人口は増加傾向にあり、ここ 5年間も微増を続け、推計では平成 29 年ま
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で増加した後、減少に転じるとみられている。当商工会管内の人口は、ここ 5年間では、

25,800 人前後で推移している。（人口増加率は 99.0％、人口構成比 19.0％） 

 
 

桑名市全体の人口推移 
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出典：「桑名市ホームページ 統計データ」より 

 

 人口構成比は、桑名市全体の約 19％であり当地域の人口がほぼ横ばいの地域である
 今後、桑名市の人口は比較的緩やかに減少すると想定されているが、商圏の多くを
桑名市に依存する住民サービスを主体とする小売業、サービス業が急激な人口減少

による影響を強く受ける状況下にはないとはいえ、弥富市など近隣の地域との競争

の激化に対応した支援が必要である。 

 

（３） 小規模事業者の概要と課題 

  

 １）小規模事業者数の現状と推移 

 

平成 27 年 3 月時点の当商工会管内（桑名市多度町と長島町）の商工業者数と小規模事

業者数としては、下表の通りである。 

管内の商工業者数、並びに管内の小規模事業者数は、ほぼ横ばいであるが、管内会員

数、同小規模事業者数は、減少傾向にある。 

その要因として会員の廃業数に比較して新規会員数の増加が少ないことが主な要因で

ある。今後も、より魅力ある支援を行い、地域の小規模事業者支援機関としての役割を

果たす必要がある。（支援方針（１）の根拠） 

 

 管内 

商工業者数 

管内 

小規模事業者数

管内 

会員数 

管内会員 

小規模事業者数

25 年 4 月 892 806 514 474

26 年 4 月 898 810 507 466

27 年 4 月 886 803 497 456
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 ２）小規模事業者を対象にした全数アンケートから見えてきた小規模事業者の実態 

  

本経営発達計画策定に先立って、平成 27 年 7 月に当商工会の小規模事業者 456 会員を

対象に経営実態調査を行った。（回収 154 回収率 33.8％） 

その結果と今までの巡回、窓口相談内容を総合すると以下のような状況であることが

分かった。 

 

 回答企業の売上高の推移では、27.0％の企業が「増収」、34.8％が「横ばい」、38.2％
が「減収」となっており、また、利益の推移では、28.1％が「増益」、31.7％が「横

ばい」、40.2％が「減益」と回答している。 

 「経営計画を策定している」と回答企業では、「増収」と「増益」の割合が高い結果
が出ており、経営状況分析、経営計画の作成支援が必要である。 

 回答企業の 50.7％が「営業・販売力」の強化を経営ニーズとしてとらえており、そ
の対応が必要である。 

 回答企業の内、「株式会社」の 31.0％が増収（増益は 36.6％）であるが、「有限会社」
では、42.8％が増収、（増益は 44.5％）「個人」では、増収が 13.4％（増益は 13.4％）

にとどまるなど、経営の状況はさまざまであり、企業の実態に合わせた支援策を行っ

ていく必要がある。 

 「株式会社」では、「市場の開拓・営業活動」に実施率は、「既存市場開拓」で 77.5％、
「新規市場開拓」で 75.0％であるが、有限会社では、55.6％、54.0％で、「個人」で

は、40.7％、32.2％にとどまるなど、「市場の開拓」活動が増収や増益の結果に繋が

っていることから、販路開拓支援を行っていく必要がある。 

 事業承継では、「株式会社」では 4.9％であった「事業をやめたい」が、「個人」では、
21.2％、「有限会社」では、2.6％が「事業をやめたい」と回答するなど、特に個人の

小規模事業者の廃業への対応が必要である。 

 資金需要では、建設業が借り入れ難に陥っている割合が最も高く、「借入ができない」
が 30.3％あり、また、「十分な借入ができない」が 13.9％と回答するなど、事業拡大、

成長に見合った資金調達ができないケースも見られることから、経営計画の作成な

ど、融資が受けられる環境づくりを支援していく必要がある。 

 経営に役立つ情報入手先として「取引先」からの情報を重視する回答が 60.7％と多
い。現状では、国の補助金情報や地域の動向などに対して、現在は広報紙や FAX など

で提供しているが、十分な情報提供ができていない現状もあり、今後は、国、県、市、

地域それぞれの分野の情報を収集して情報提供などの支援を行っていく必要がある。

 

（４）業種別小規模事業者の概要と課題 

 

１）小売・サービス業の現状と課題 

桑名市には大型店の集積が多くあり、延べ床面積で 15 万㎡を超す超大型ショッピング

センターが多度町に隣接する地区に出店して以来、多度町にあった小売業は衰退の一途

を辿っている。 

また、多度町では、養老鉄道多度駅前とかつての揖斐川交通の拠点であった香取地区

に商店街が形成されていたが、現在では、多度駅前には 5 店舗、香取地区国道 258 号線

沿いにはドラッグストアー・コンビニ・飲食店等が新たに集積してきているが、小規模
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事業者はほぼ廃業となっている。 

一方、長島町では、木曽川を挟んで愛知県弥富市の商業集積が年々充実してきた経緯

もあり、町内には、現在では小売店とサービス店７店舗が入る「長島ショッピングセン

ター」１か所と商工会長島支所周辺に 4店舗あるだけで、多くが廃業していった。 

本年 7 月に実施した小規模事業者実態調査結果からは経営者の高齢化と後継者難等に

より、小売業の 15％が廃業を検討している。 

また、小売業の 69.3％が減収で、62.9％が減益と回答していることから、今後、さら

に厳しい状態に至ることが危惧される。 

このような状況を打破すべく、平成 12 年から長島町、平成 14 年に多度町がそれぞれ

スタンプ会を立ち上げている。その後、商工会の合併後平成 25 年に 2つのスタンプ会も

合併し、現在は、42 店が加盟している。 

また、当商工会管内には日本でも有数のアウトレットモールがあるが、いずれも小規

模事業者でなく、経営計画の策定や融資斡旋等の支援機会はほとんどない状態であり、

また、会員事業所として入会もしていない。 

 

 小規模な商店の経営環境は極めて悪化しており、店舗の魅力向上に加えて、ナガシ
マリゾートへの入込客にターゲットにした商品開発なども必要になっている。同時

に、廃業への対策として、円滑な事業承継に対するニーズも高い 

 

２）製造業の現状と課題 

多度町には、富士通やＮＴＮ等大企業関連企業が立地する工業団地があり、ほとんど

の区画で操業している。現在は、少数の小規模事業者が各自で進出企業との取引をして

いるが、取引の広がりがなく、取引の地域内循環を進める上で、課題になっている。 

当地域は愛知県と隣接しており、自動車関連の製造業も多いが、そのほとんどが下請

けである。しかし、試作開発などに研究開発型の小規模事業者も数件あるほか、食品製

造業では、地域でもトップクラスの生産規模を誇る米菓製造業もあり、特徴のある製造

業も立地している。 

 

 下請け中心製造業が多く、取引先の依存度も高いことから、取引先の影響を色濃く
受ける体質になっている。新たな取引先開拓の必然性が乏しい時期が長く、受注型

のホームページを作成していない小規模事業者が多い。(支援方針（４）の根拠) 

 進出企業も含めて、地域内の取引が活発化しておらず、相互不認知状態にあるので、
今後は、フェイストゥフェイスの機会を増やす必要がある。（支援方針（４）の根

拠） 

 

３）建設業の現状と課題 

当地域の建設業は大規模な建設会社が数社しかなく、土木や解体業を除くと殆どが大

工、水道工事業等の設備工事業や小規模な工務店である。 

主たる客層は個人の住宅や農業用倉庫などの小規模な建築工事、リニューアル等が主

な業務内容である。ここ数年、大工の廃業が相次ぎ、大手、準大手のハウスメーカーで

新築するケースも一般的になっており、地域の工務店に依頼する傾向が弱まっている。

その対策として、平成 26 年から「困り事解決マン事業」を始め、現在では、建設業を

中心に小売、サービス業など 60 社が加盟している。 
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この事業は、商工会が窓口になり、一般個人からの依頼に基づき、加盟事業者に発注

する事業で、初年度にもかかわらず 40 件の利用があった。 

小規模事業者実態調査からは、「事業をやめたい」が 8.6％（全業種 12.2％）と他の業

種よりも低いものの、売上が「横ばい・減少」が 78.1％で、利益が「横ばい・減少」が

65.1％あり、資材、人件費の上昇で利益が圧縮されている現状が分かる。（支援方針（５）

の根拠） 

 

 当地の建設業のほとんどが地域内を顧客としている小規模事業者で、上記事業を中核
に、顧客接点を増やすことで、より大きな受注機会創造支援（新規需要開拓）を行う

必要がある。（支援方針（５）根拠） 

 

４）観光関連業の現状と課題 

 桑名市全体の観光入込客は約 1000 万人（出典：桑名市総合計画）で推移している。そ

の内、当商工会地域で約 850 万人（85％）を占めている。その内訳としては、長島地域

では、ナガシマリゾート関連で約 700 万人、多度地区では、多度大社等で約 150 万人と

なっており、2つの歴史文化施設や観光施設への入込客が大部分を占めている。 

 それら観光施設を取引先とする小規模事業者としては、ナガシマリゾートへの食材の

提供や観光土産商品の納入、リネンサプライなどの例も見られるが、総じて小規模な取

引である。 

一方、多度大社において、門前町として町が形成されてきた歴史があり、参拝客を対

象にした飲食、小売業等の小規模な集積がある。それ以外にも、多度地域には、イチゴ

などの観光農園や花卉類の販売施設、川をせき止めた自然のプールがあり、シーズンに

は多くの集客がみられる。また、多度山には、ハイキング客の増加も見られるなど、多

度大社を中核とした多度地域の観光は伸びしろがあると考えている。 

 

 長島町には観光施設と巨大な商業施設（アウトレットモール）があり、ナガシマリゾ
ートだけで年間 700 万人の集客があるが、施設内で購買、飲食が完結しており、地域

内への誘導が課題である。（支援方針（６）の根拠） 

 多度町には、年間 150 万人の参拝者がある多度大社等歴史的資源や多度山のなどの観
光資源があるものの、それぞれの施設間の回遊性が乏しく、観光コース設定など総合

的な情報発信が課題である。（支援方針（６）の根拠） 

 その結果、観光客を対象にした小規模事業者の商品力やサービスのＰＲ不足から、観
光客需要に応えられていない現実がある。 

 

２．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 
[中長期的な目標] 

当商工会地域は、愛知県、岐阜県に接する県境の商工会であり、名古屋市に近く、後

掲の通り、人口、工業、観光の各分野において、今後も伸びしろのある地域である。 

『桑名市総合計画 2015－2024』には、「多度、長島地区の歴史文化、自然、観光といっ

た資源を整備、発掘し、それらを有効活用した新しい観光の魅力を創出していきます」

とあり、市全体の商工業振興に加えて、当商工会地域の観光振興の在り方が明示されて

いる。 
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しかし、長島地区は、長島リゾート、アウトレットモールを中心に年間 700 万人の集

客があるものの、その施設内で買い物、飲食、宿泊が完結しており、地域内への回遊が

課題である。 

また、多度地区は多度大社を中心に年間 150 万人の集客があるものの、1月の初詣時期、

5月の上げ馬神事時期、夏季の川遊び需要に限定され、面的な広がりが課題である。 

そこで、当商工会の中長期的なビジョンの第一として、当地域の強みであるこれらの

観光関連事業者の育成を行っていく。 

具体的には、長島では、ＩＴを活用し、長島リゾートからの集客に実現している飲食

店や小回りの良さを発揮し、長島リゾート、アウトレットモールに食材の納品をしてい

る流通事業者や、また、多度大社、長島リゾートへの立ち寄り施設として集客を実現し

ている観光農園などをモデルケースとして、他の飲食、流通等観光関連の小規模事業者

への啓もうや販路開拓支援を行い、当地域の強みを発揮してく。 

ビジョンの第二として、大手製造業が立地している強みを活かし、当地域の小規模事

業者のレベルアップと取引を実現していく。 

当地域は、富士通やＮＴＮなどすそ野の広い電機、金属加工などの大手製造業が立地

しているものの、マッチングの機会が乏しく、取引に至っているケースは少ないことが

課題である。 

一方、小規模事業者が 15 社ほどで組織している異業種交流会（当商工会が事務局）が

ある。同会は、過去から毎月例会を１回開催し、意見交換や情報交換を行い、それぞれ

が切磋琢磨しており、所属する小規模事業者はいずれも意欲的であり、先進的な取組を

していることから、これらの団体を中核に専門家派遣等を通じてレベルアップを図り、

また、桑名市に進出している大手製造業とのマッチングを進め、地域内経済循環を通じ

た小規模事業者支援を推進していく。 

ビジョンの第三として、工務店、大工などの建設業は地域の生活や経済を支える重要

な存在である。しかし、住宅団地に建築されるのは、大手ハウスメーカー製が当地域で

も多くなってきている。これらの現状を打破するために、当商工会では、困り事解決マ

ンを立ち上げ需要開拓に取り組んでおり、今後拡充することで、雇用を確保し、地域内

経済を支え、地域内経済循環の担い手を支援していく。 

以上の様に、これら地域全体の方向性に沿いつつ、地理的優位性を活かし、切れ目の

ない伴走型支援を行うことで、地域経済を支える小規模事業者数の維持を図り、地域唯

一の支援機関として役割を果たしていく。 

 

 

３．経営発達支援計画の目標と実施方針 

 

[経営発達支援計画の目標]  

 従来の経営改善普及事業の枠を超え、企業の収益改善に直結する事業を行うことが、さ

らに重要になるとの考え方に基づき支援を行う。 

今後、消費者ニーズが多様化する中で小規模事業者の独自の技術やサービス等強みを

活かした付加価値の高い新商品開発、販路開拓、人材育成等、売上や利益に直結する持

続的な発展に向けて小規模事業者に寄り添った支援することが求められている。 

そこで、地域内の他の関係機関、支援機関と連携しながらリーダーシップを執り、支

援機関の中核となり、小規模事業者への伴走型支援体制を一層高め、当地域の小規模事
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業者の経営の底上げとビジネスモデルの再構築に向けて、全国統一キャッチフレーズ「商

工会は行きます、聞きます、提案します」を掲げ、小規模事業者の持続的発展、活力あ

る地域の創生に向け、より頼りになる商工会として役職員一丸となって伴走型支援に取

り組む。 

 

 

[実施方針] 

（１） 日常的な巡回・窓口相談時に加え、多様な機会で経営状況分析と事業計画策定支

援を総力で支援していく 

（２） 事業計画を策定した小規模事業者に対して、需要動向情報の収集と提供を行い、

伴走型の支援を行う 

（３） 県下の他の商工会組織、市や支援機関のネットワーク力を最大化し支援体制を構

築していく 

（４） 事業者間でのマッチング・技術の連携を促進することによる取引機会の創出や、

ＩＴを活用した販路開拓支援を行う 
（５） 地域住民の生活を支える小売業・サービス業、建築業等内需型産業のビジネスモ

デル再構築や経営不振の早期発見、早期改善、廃業の防止を目的に巡回の強化を通じ

た伴走型支援を行う 

（６） 年間850万人を超える入込客をターゲットにした観光関連小規模事業者の新たな

取組を支援していく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 
 

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 

 

・地域経済を下支えする役割

・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 

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 

・地域内外に販路開拓支援（地

域内 1 か所の観光拠点（Ｐ

Ａ）、地域外は三重テラス等） 

・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） 

・専門家派遣活用 

Ⅲ 市場調査支援・経済動向の把握

・経済動向の把握（地域経済・小規模事業者実

態把握） 

・需要動向に関する情報（各種情報誌、専用デ

ータ活用・アンケート作成実施支援） 

 

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 

桑名市、三重県や他の支援機関と連携 

桑名商工会議所、北勢商工会広域連合 
よろず支援拠点等 

小規模事業者の持続的発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 ・朝礼の活用 
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１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（１） 現状と課題 

 現状で行っている経済動向調査は、15 社を対象に行っている全国商工会連合会統一の

景況調査である。対象小規模事業者の内訳は製造業 3 社、建設業 2 社、小売業 4 社、サ

ービス業 6社となっている。 

調査時期は四半期ごとに年 4 回で業種的にバランスを取っているが、サンプル数が少

なく、地域全体の景況を反映しているとは言えない。 

地域の経済状況等は巡回指導を通じて、ある程度は把握できるが、小規模事業者の実

態等は把握できない。また、各小規模事業者も漠然とした地域の景況感等は把握してい

るものの、計数的に認識できていない。これが、事業計画策定や販路拡大の取組が進ま

ない要因の一つとなっている。 

 

（２） 具体的改善点 

 今までの四半期ごとの①の全国連統一景況調査と併せて、小規模事業者の経営判断に

資する目的で、同一の調査内容の調査を当商工会単独で年 2 回実施する。小規模事業者

の経営活動を把握し、それらをまとめることで、地域の経済情報として活用すること目

的に本年度から始めた②の小規模事業者実態調査については、全会員企業を対象に、今

後も毎年１回実施する。 

 さらに、今後はより幅広く経済動向を把握し、的確に情報提供をする目的で、③景気

ウォッチャー調査（内閣府）と④消費者物価指数（総務省）⑤地域経済分布システム(ま

ち・ひと・しごと創生本部)を適時、収集、分析、加工して、会報誌やホームページに掲

載していく。 

 

（３） 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、蓄積し、情報開示を行い、小規模事業者がタイムリーにそれを経営判断材料とし

て活用できるようにすることが目的である。 

 

（４） 具体的内容 

調査名 内容 

①全国連統一 

景況調査 

四半期に 1回 対象事業者 15 社（既存事業） 

新たに年に 2回、6月、12 月に実施、対象は会員 25 社（新規事業）

②小規模事業者 

実態調査 

巡回・窓口指導時に行っていた実態把握をより正確にし、地域経

済情報として経営判断に資する目的で今年度より実施した。調査

対象は会員事業者（全数調査）で、9 月には調査結果をホームペ

ージに掲載する予定。来年度以降も毎年 7月実施。（新規事業） 

③景気ウォッチャ

ー調査 
毎月収集、ホームページに毎月リンク先を掲載（新規事業） 

④消費者物価指数 毎月収集、ホームページに毎月掲載（新規事業） 

⑤地域経済分析シ

ステム 
ホームページにリンク先を掲載し情報提供（新規事業） 
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（５） 目標（回） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①全国連統一景況調査 4 6 6 6 6 6

②小規模事業者実態調査 1 1 1 1 1 1

③景気ウォッチャー調査 0 12 12 12 12 12

④消費者物価指数 0 12 12 12 12 12

合 計 5 31 31 31 31 31

 

（６）提供方法と活用 

 ①～④で収集、整理、分析、蓄積したデータ等は、経営指導員を中心に実施している

毎月の巡回指導時に提供以外に、ホームページに掲載する。これらの情報を基に、小規

模事業者の経営状況分析や事業計画書策定時の支援にも活用していく。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 独自に作成している「経営状況分析シート」を活用して、以下の場面等でヒアリング

し、小規模事業者に提供することで経営状況の「見える化」を進めていく。 

 

（１） 現状と課題 

 現状の経営状況分析はマル経融資や小規模事業資金、各種補助金申請時に行っている

が、分析シートを作成していなかったので、審査書類の項目に沿った内容になっている。

また、決算指導を行っている小規模事業者では、汎用ソフトによって過去 3 期分の分

析が出力されるが、財務分析に偏っているので、売上、利益以外の顧客や販路開拓など

の取組が分かり、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ツールが

必要である。 

 

（２） 具体的改善点 

 前掲の小規模事業者実態調査を実施するにあたり、個社の経営状況も同時に把握する

ことができる内容にすることを検討した結果、作成した「経営状況分析シート」は、小

規模事業者実態調査の項目とリンクさせることとした。内容を同一にすることで、個社

が行った状況分析は、小規模事業者実態調査の結果と参照することで、自社と他社との

相違点等が明確になる効果を期待したからである。主な分析項目は、従業員の推移、売

上、利益の推移、経営課題の抽出、販路開拓の取組と成果等である。（詳細はＰ１１） 

現在は、マル経融資相談時に試験的に使用しており、7月に実施した小規模事業者実態

調査と参照しながら、情報を提供している。 

 

（３） 目的 

 経営状況分析その後の経営計画作成に至るプロセスは、小規模事業者の課題設定にと

どまらず、強みの発見にもつながるため、以下の支援時に実行し、小規模事業者の気づ

きと他社との比較から自社の課題の見える化を通じて小規模事業者の持続的発展の基礎

を作る。 
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（４） 具体的内容 

分析のシーン 内容 

①金融斡旋時 マル経、小規模事業資金等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経営向上計画策定時 三重県が独自に認定している計画であるが、相談時に行う 

④経営革新計画策定時 年間に数件であるが、相談時に行う 

⑤巡回・窓口相談時 啓蒙、提案し取組を支援する（新規取組） 

⑥記帳・決算指導時 毎月の記帳指導時や決算期に分析を行う 

⑦経営計画セミナー時 年に 1回程度開催するセミナー時に分析を行う 

 

 

（５） 目標（のべ事業者数） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①金融斡旋時 20 25 25 25 30 30

②各種補助金申請時 8 10 10 15 15 15

③経営向上計画策定時 8 8 9 9 10 10

④経営革新計画策定時 1 1 1 2 2 2

⑤巡回・窓口相談時 0 5 10 10 20 20

⑥記帳・決算指導時 10 15 15 20 20 25

⑦経営計画セミナー時 9 10 15 15 15 15

合 計 56 74 85 96 112 117

 

（６）提供方法と活用の仕方 

①～⑥のシーンを活用し、分析支援を行ったデータは、その場で小規模事業者実態調

査と対比させながら分析を行い、小規模事業者にフィードバックし、その後の事業計画

策定につなげていく。同時に、当商工会の資料として蓄積する。 
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参考資料１ 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） 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  

平成 27 年 7 月に実施した「小規模事業者実態調査」から明らかになって事項として、

「経営計画を毎年策定している企業は増収、増益割合が策定していない企業よりも売上

で 18.7 ポイント、利益で 25.2 ポイント高い」ことである。 

それらの情報を小規模事業者に伝え、事業者に事業計画策定の意義、必要性を積極的

に説明・周知を強調することで気づきや動機づけに結び付けていく。 

 

（１） 現状と課題 

 現状の経営計画書の作成支援は、経営革新、三重県版経営向上計画、各種補助金申請

時等や、金融機関から提出を求められた事業者からの支援依頼に基づき作成支援を行っ

ているが、当所から積極的に働きかけているのは、経営計画作成セミナー時に限定され

ており、日常的に動機づけが行われていない。 

 

（２） 具体的改善点 

 昨年度の経営計画作成セミナーで使用した「戦略シート」をベースに、本年度策定し

た「経営計画書（簡易版・詳細版 Ｐ13 に掲載）」を活用し、事業計画策定支援を巡回指

導時など、日常的に以下の場面等で行い、小規模事業者のＰＤＣＡを回す仕組みを作り

上げる。 

 策定支援は局長、指導員の３名を中心に補助員他の職員も併せて全員で取り組む。 
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（３） 目的 

 事業者の経営課題の解決や持続的発展のため、上記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。 

また、下記以外のシーンにも会報等で周知することで意欲のある作成先事業所や補助

金申請等の掘り起こしを行うことを目的としている。 

 

（４） 具体的内容 

経営計画作成のシーン 内容 

①金融斡旋時 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 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経営向上計画策定時 三重県が独自に認定している計画であるが、相談時に行う 

④経営革新計画策定時 年間に数件であるが、相談時に分析後行う 

⑤巡回・窓口相談時 啓蒙、提案し、策定支援を行う（新規取組） 

⑥決算指導時 決算期に分析を行う 

⑦経営計画セミナー時 年に 1回程度開催するセミナー時に分析を行う 

⑧窓口・巡回相談時 日常的な相談時にも、計画作成の啓蒙を行い、動機づける 

 

（５） 目標（のべ事業者数） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①金融斡旋時 20 25 25 25 30 30

②各種補助金申請時 8 10 10 15 15 15

③経営向上計画策定時 8 8 9 9 10 10

④経営革新計画策定時 1 1 1 2 2 2

⑤巡回・窓口相談時 0 5 10 10 20 20

⑥決算指導時 10 15 15 20 20 25

⑦経営計画セミナー時 9 10 15 15 15 15

合 計 56 74 85 96 112 117

 

（５）活用 

 策定した経営計画書に基づき、事業実施が円滑に進むように巡回、窓口相談時に進捗

状況を把握すると共に、その後の実施支援に結び付け、切れ目のない支援に活用してい

く。 

簡易版の経営計画書は、経営計画を策定するのが初めての小規模な事業者に適してお

り、詳細版は、新分野進出や新商品開発を行う小規模事業者に適しているので、小規模

事業者の現状やニーズに合わせて使い分けていく。 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

参考資料２ 簡易版経営計画書 
左図の記載内容 
（１）今後の目標 
 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 
 小規模事業者に署名を求め、次年度の実現を

確約させる。（ＰＤＣＡのスタート） 
 

 

 

参考資料３ 詳細版（３Ｃ分析 ＳＷＯＴ分析 ＳＯ戦略 マーケティング４Ｐ戦略）

表面 裏面 

 

需要動向調査等

の検討も実施 

売上・利

益目標 
顧客分析 

自社分析競合分析 

ＳＷＯＴ分析 

基本戦略 

長所伸長 

課題解決 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

事業計画を策定は目的でなく、設定した目標を達成することが重要であり、策定後に

新たに生じる課題に組織を挙げて正面から向き合い、あるいは、専門家の力や各支援機

関の協力を得ながら実施支援を継続して行う。 

 

（１） 現状と課題 

 現状では、経営計画作成支援は上記の通り、金融斡旋時や補助金申請時等に限定され

ており、作成支援を行った経営計画の実施支援については、融資の場合は事後指導、持

続化補助金等の場合は、進捗状況等のフォローアップを行っているが、継続的な実施支

援は行われていない。 

 

（２） 具体的改善点 

 現状の必要に応じて実施支援を行うスタイルから定期的な巡回指導・窓口指導を通じ

た実施支援に転換を行う。 

 具体的には、当商工会は、全会員事業所を毎月訪問していることから、事業計画策定

した意欲のある事業所には、地域経済情報、需要動向情報などを巡回時に提供するだけ

でなく、進捗状況確認と新たな課題のヒアリング、その対応策などきめ細かな対応を毎

月実施していく。 

経営指導員で対応できない高度、専門的な新たな課題については、三重県、ミラサポ、

三重県産業支援センターの専門家派遣制度の活用や三重県よろず支援拠点、中小機構、

地域金融機関との連携で伴走型支援を行い経営計画で設定した目的、事項の達成支援を

していく。 

 

（３） 目的 

 商工会のモットー「商工会は行きます。聞きます。提案します」を実行し、機動力を

もって事業計画策定後の実施支援を行い、設定した目標達成を支援する 

 

（４） 目標（事業者数） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①金融斡旋後 20 25 25 25 30 30

②各種補助金実施時 8 10 10 15 15 15

③経営向上計画策定時 8 8 9 9 10 10

④経営革新計画策定時 1 1 1 2 2 2

⑤創業相談時 0 1 2 2 3 3

合計 37 45 47 53 60 60

 

（５）今後への展開 

 企業はゴーイングコンサーン（継続）であり、計画の実施支援は将来にわたって途切

れることはないものであるが、究極の目的である売上や利益の増進に必要な需要動向情

報の提供やその後の需要開拓や販路開拓支援につなげていく。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

確度の高い情報を得ることは簡単ではないことから、多様な情報を収集し、できるだ

け有効な情報を提供していく。また、実施段階やテストマーケティング段階などにも継

続して調査し、情報を提供していく。 

 

（１）現状と課題 

 国県の各種補助金(ファンド)事業活用支援や全国展開事業で支援対象とした小規模事

業者が計画を作成時や事業を遂行する段階において、当該商品の需要動向調査を行うこ

とはあるものの、求められた場合に限定されている。また、ＰＲ不足もあり商工会が需

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 

 まずは、経営状況分析、経営計画作成時から、当商工会が提供可能な需要動向情報等

の周知を行うと同時に、必要な情報を適時収集し提供できる体制づくりを行う。 

しかし、消費者動向や商品の需要動向をピンポイントで調査することは簡単でないが、

断片的な情報であっても、つなぎ合わせ、あるいは顕在化しいている事象を積み重ねる

ことで、ある程度精度の高い情報を集めることが可能になるので、以下の情報を調査し、

提供していく。 

過去に行った事例として和洋菓子製造小売業の場合、次期の経営計画を策定する場合、

現在の自社商品のＡＢＣ分析を行い、売れ筋情報の把握に加えて、新商品開発を計画し

ている場合、カテゴリー別の需要動向を把握することが必要になる。そのような場合、

「全国菓子工業組合」が公表している需要動向調査を確認すると、『全年代で「羊羹離れ」

が進んでおり、「焼き菓子の需要が伸長している」をある。』これらの情報をエビデンス

に当該事業者に対して、情報を提供すると同時、次に楽天市場等のＥＣサイトで「焼き

菓子」のカテゴリーを調査すると、売れ筋の商品の写真や価格等が判明する。このよう

な支援を通じて、経営計画策定時の情報提供を行ってきたので、今後は、それら一連の

需要動向調査を組織的、日常的に行い、計画期間中においても、巡回時にその後の需要

動向確認、計画の修正等絶えず最新の情報を、タブレット等を活用して提供していく。

また、実行支援中の試作品等の需要動向を把握する必要性が生じた場合は、ナガシマ

リゾートでのヒアリングやイベント時のアンケート調査項目やヒアリングの仕方、集計、

分析の手法など細かな支援を行い、小規模事業者の目標達成を目指す。 

 

（３）目的 

 小規模事業者が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に

なりがちであることから、マーケットインの発想を持ってもらうには、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と共に、計画

の実効性を高めるための重要な経営判断材料に資するために行う。 
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（４）事業内容 

  情報源 内容 

１
他
機
関
か
ら
の
既
存
の
情
報
収
集 

日経テレコ

ン 

（新規事業） 

 目的 
新商品開発や新分野進出の際に、必要な情報を「キーワード検索」

を活用して収集、整理、分析、提供に活用すること。 

 調査手法・項目 
主に経営計画策定時に商工会職員がタブレット端末を使い、小規模

事業者と相談しながら、検索を行い、必要な情報を収集する。 

 提供方法 
上記のほか、毎月の巡回時等に最新の情報を提供し、実施支援に繋

げていく。 

ＥＣサイト 

売れ筋ラン

キング 

（ほぼ新規

事業） 

 目的 
特定の商品については、ＥＣサイトに期間別売れ筋ランキングが

常時公開されており、価格帯、特徴など現在売れている商品情報を

集め、毎月の巡回時等に提供すること。 

 調査手法・項目 
該当する商品カテゴリーを小規模事業者と相談しながら確定し、検

索をすると、週間、月間等のランキングが表示されるので、新商品

開発の参考になるデータを収集する 

 提供方法 
上記のほか、毎月の巡回時等に最新の情報を提供し、実施支援に繋

げていく。また、リアルタイムで売れ筋が分かるので、マーケティ

ング計画策定時の価格設定にも活用する 

政府 

業界誌・ 

団体誌 

金融機関レ

ポート等 

（新規事業） 

 目的 
マクロ情報ではあるが、新分野進出や第二創業等には有効な情報源

であるので、経営計画策定時等に提供するために、日常的に整理を

する。 

 調査手法・項目 
政府刊行物や業界誌等、商工会には日常的に情報がもたらされる

が、現状は、回覧はするものの、整理が不十分で、必要な時に探し

出せないケースもあるので、今後は、重要度に応じて、インデック

スを設け、保管場所を定め、すぐに提供できるように改める。 

 提供方法 
マクロ情報の他、地元金融機関のレポート等は身近な事例が多いこ

とから、経営計画策定時の他、日常的な相談時にも活用する。 
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２
独
自
の
調
査
に
よ
る
も
の 

個別商品ア

ンケート 

（新規事業） 

 目的 
経営計画策定前後のテストマーケティング時に活用すること 

 調査手法・項目 
ナガシマリゾートや商工会が主催するイベント出展者の新商品

等について、消費者ニーズや市場動向を把握することを目的にアン

ケート調査を行う。 

アンケート用紙は（前述例示）の内容を基本に事業者の商品ごとに

毎時作成する。サンプル数は 100 件を目標に回収する。回収後の集

計はエクセルに入力し、その後集計ソフト（秀吉）等を活用して、

①単純集計、②クロス集計（性別、年代別、住所別）を行い、小規

模事業者にフィードバックする。 
 

食品関係（加工食品等） 非食品関係（木工品等） 
・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

・デザイン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） 
・属性（性別・年代・住所等） 

 提供方法 
アンケート集計後にフィードバックを行い、その内容を基に小規模

事業者と共に商品改良やプロモーション等に活用して「売れる商品

づくり」を行う。 

 

（５）目標（社） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

１
他
機
関
か
ら
の

既
存
の
情
報
収
集 

日経テレコン 

5 27 27 35 38 44 
EC サイト売れ筋

ランキング 

業界紙・団体誌 

２
独
自
の
調
査

に
よ
る
も
の 

個別商品アンケ

ート 
0 3 4 5 6 7 

合計 ５ 30 31 40 44 51 

 
（６）収集方法と情報提供 

 これら需要動向調査は顧客や商品など調査対象が明確でないと経営判断に貢献できる

情報の提供ができない。そこで、伴走型支援を実施している小規模事業者が必要として

いる事項をしっかり把握し、日常的に関心を持つことにより情報を収集する。また、イ

ンターネットを使い、支援機関の調査レポートや新聞雑誌、業界等に資料等の検索し収
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集すると同時に、ミラサポやよろず相談拠点、観光協会、農協、漁協などからも情報を

収集し、経営計画策定時や毎月の巡回指導時に提供していく。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

（１）現状と課題 

 当地域は地域内経済だけでは成り立たなくなっているため、他地域での展示会、商談

会への参加を促進しているが、三重県の各種ファンド事業（補助金）活用支援や全国展

開事業で支援対象とした小規模事業者の販路開拓や支援に限定されている。 

  

（２）具体的改善点 

イベント推進委員会を立ち上げ商工会の主催する「旨いもん市」への出展、他地域へ

のイベント、展示会、商談会への参加を促進し、商品の販路支援や市場調査を行い商材

のブラッシュアップや PR も行う。 

具体的には、出品意向のある小規模事業者の商品について、展示会別の顧客やバイヤ

ー属性とマッチ具合、価格適合性、ＰＯＰやパンフレット類のプロモーションの適格性

等マーケティング戦略全般について、伴走支援を行い、単なる出品でない「売れる商品」

の発掘や育成に支援を行う。これは、アイテムが変更になった場合も同様な方法で支援

を行う。 

支援にあたっては、経営指導員が主にあたるが、よろず拠点、ミラサポ等の専門家派

遣事業を活用して実施する。 

また、その支援内容をデータ化し、他の指導員への教育用ツールとしても活用し、需

要開拓のスキルアップを実現する。 

 

（３）目的 

 小規模事業者の場合、新商品を「製造」できても、「販売」は自店に限定されるなど販

路開拓が課題になるケースが多く、対外的商工会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 

 １）出展支援 

当商工会主催事業である「旨いもん市」を活用した新たな需

要開拓事業を実現する。 

毎年１０月に桑名市が開催している「水郷フェスタ」に商工

会主催で「旨いもん市」を催し、管内の小規模事業者、約 30

店が出店している。桑名市内外から 2 万 2 千人（2015 年）の

入込客がある。来場者のほとんどが一般消費者であるが、過去の例からは、関係する事

業者も含まれることから、個社支援として、新規販路開拓、新商品のテストマーケティ

ング等の支援を行う。 

過去にも、全国展開事業参画事業者のテストマーケティングを行い、その後の新商品

開発や高速道路のＰＡでの出店につながった事例もあり、それらをモデルケースとして

他の小規模事業者支援を行い、売上、利益の実現を支援する。 
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２）三重リーディング産業展に出展 

毎年秋に開催される三重県主催の展示会である。例年１～2社程度出店し、経営指導員

も同行し、地域並びに商品の PR と側面からの販路開拓支援を行っている。主に県内の事

業者が参加者であるので、今後はさらに踏み込み、需要開拓に必要なＰＯＰの作成支援

や商談カード作成を支援していく。 

過去に出展支援を行った製造業では、商談の進め方、成約への手順等専門家派遣を行

い、マッチングを成功させた事例もあり、他の小規模事業者への啓もう、出展支援を駅

属して行い、売上、利益の実現を支援する。 

  

 ３）三重テラス 

三重県が東京日本橋に設置している三重県産品のアンテナショップで、地域外でのテ

ストマーケティングや販路拡大に重要な拠点になっている。 

過去に当商工会から催事に２社２品が出品し、また、パンフレットの設置を行った経

緯があるものの、継続して出品している小規模事業者は現時点ではいない。 

これらは、情報提供が不充分で、出品できることを知らないケースも見られるので、

経営計画策定や日常的な巡回を通じて情報提供していくと同時に、出品に必要な手続き

や売れる商品づくりに必要なＰＯＰ等販促ツールの作成支援を行う。 

 

４）その他 

上記以外に新たな需要を開拓するための展示会の情報提供を行うと共に出展促進を働

き掛ける。想定しているのは、①全国物産展、②しんきんビジネスマッチング、③三重

県、④三重県商工会連合会、⑤北勢商工会広域連合関連の展示会である。 

（５）目標（出品事業者数・商談数） 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①旨いもん市の開催 17 20 25 30 30 35

②三重リーディング 

産業展に出展 

2 3 3 4 4 5

③三重テラス他 4 6 6 8 8 10

事業者数合計 

商談件数合計 

23

0

29

8

34

10

42

20

42 

30 

50

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伴走支援事例 農商工連携をキッカケに特産品販路開拓に乗り出した小売業 
長島地域は、トマトなどの農産物、ハマグリ、シジミ、黒海苔など三重県では有数の

生産地である。食品小売業のＡ社はそれらの地域資源に着目し、農商工連携によるトマ

トを活用したジャム等の開発やコロッケ商品の商品化を行い、現在では、高速道路のＰ

Ａや「旨いもん市」の地域のイベント等を活用した販売を行い、人気商品になっている。

当商工会は、農商工連携支援から伴走型の支援を開始し、その後商工会がリードして、

新名物創出事業として始めた「桑名コロッケ」事業などを通じて、一貫して販路開拓事

業の支援を行っている。その成果もあり、桑名コロッケ事業は同社以外の小規模事業者

も含めて、新名物として定着しつつあり、参画事業者の収益につながっている。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

（１）現状と課題 

 イベント推進委員会、地域活性化委員会による「旨いもん市」「多度山トレイルラン」

等活性化事業を行い、小売り・飲食店の PR を行っている。課題としては新規の出店が少

ないこと、出店が個店の PR・来店・売り上げにつながっていない。 

 

図表 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 

旨いもん市 毎年１０月に桑名市が主催している「水郷フェス

タ」に商工会では、同日に「旨いもん市」を共催

し、管内の小規模事業者が出店し、新規販路開拓、

新商品のテストマーケティング等の支援を行って

いる。 

当商工会  

多度山トレ

イルラン 

平成 26 年から毎年 4 月に開催しており平成 27 年

には 300 名の参加があり、多度山の自然の再発見

に努め、参加者には地域内事業所で使用できる商

品券を参加賞として配付し小売り・飲食店の PR を

行っている。 

当商工会 

 

（２）具体的改善点 

多度山地・木曽三川の豊かな自然、歴史・文化、温泉・レジャー施設を活用し地域内

の回遊性を高める。 

イベント推進委員会、地域活性化委員会による既存の活性化事業のブラッシュアップ

と新規事業の策定を行い、更なる桑名ブランドの発掘・磨き上げ・発信を行う。 

 

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 

イベント推進委

員会新設 

イベント推進委員会を本年度立ち上げ、既存

イベントの現状及び課題を検討して、より良

いイベントに変えて行くことを目的とする。

27 年５月設置。委員長は 1 名副委員長 1 名、

委員 4名構成。毎年 3回開催。 

当商工会内部組織

としてイベント推

進委員会新設 

県境を越えた新たな需要開拓に関する事例  

 当商工会は、15 年前から愛知県愛西市商工会、岐阜県海津市商工会と「木曽三川流域商

工会連絡協議会」を立ち上げ、年に 2回交流会を開催している。 

交流会では、講演会のほか、参加企業の企業概要書を作成し、冊子にまとめ、配布する

など、交流会をビジネスマッチングの場として活用できる工夫をしている。毎回 50～60

名くらいの参加があり、製造業では。現実に取引も始まっているケースも見られる。 
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地域振興委員会 既存の地域振興委員会ではあるが多度地区の

多度山トレイルランに引き続き、新たに長島

地区での活性化事業の開催を目標とする。 

地域振興委員会 

 

（３）目標（開催回数） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

イベント委員会回数 0 3 3 3 3 3 

地域振興委員会回数 5 6 6 6 6 6 

地域活性化イベント回数 2 2 3 3 4 4 

 

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、三重県よろず支援

拠点等からの情報提供、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、県内の商工会間では、日常的に情報交換を行うと共に、事務局長会議では、

体系的な情報交換の場があり、活用している。 

 

（２）具体的改善点 

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。 

  

（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 

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

ターが二人三脚で三重県版経営向上計画の作成支援とブラ

ッシュアップ、計画のフォローを行う。 

三重県よろず支援拠

点 

コーディネーターアドバイザーを活用して、小規模事業者の

売上拡大、経営改善など経営上のあらゆる相談に対応する。

三重県商工会連合会 三重県商工会連合会事務局責任者会議 

北勢商工会広域連合 北勢ブロック事務局責任者会議 

県内各商工会 各種事業の情報交換 

県内金融機関 百五銀行、大垣共立銀行、第三銀行、桑名信用金庫 

 

 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。現在の経営指導員(事務局長を含む)は

経験年数も長く十分なスキルを持っているが、現在の支援スタイルは経営指導員が単独
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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。 

その理由として、 局長兼務を含む経営指導員はいずれも 50 歳代後半であり、地域の

実態、小規模事業者とは顔の見える関係にあることから、個人レベルでのストックはあ

るものの、組織的な情報の共有は乏しく、蓄積してきた経験とスキルを如何に次世代に

承継するかも大きな課題となっている。 

 

（２）具体的改善点 

 今後は、現状を資質向上スキームに加えて、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と共に、小規模事業者の事業計画策定スキルに

ついては、若手職員は経験が浅いため、商工会内でのＯＪＴによる指導や専門家を招聘

しての勉強会を開催することで、資質向上を実現し伴走型支援ができる体制整備を行う。

 それとは別に、現在のベテラン経営指導員が、経営支援事例のストック化を進め、誰

もが、いつでもその資料を見ることのできる仕組みを本年度中に作り上げる。 

 

 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 

（１）仕組み 

本計画について、PDCA サイクルにのっとり、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。コンサルタント等の有識者による計画の評価、検証を行い、計

画の見直し案の提示を実施し、見直し案については、理事会で決定する。また、見直し

計画については理事会に報告し、承認を得る。承認された計画は期間中商工会のホーム

ページ等で公表する。 

 

（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 4回 

7 月、10 月、1

月、4月 

正副会長会議による内部評

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 4回 

7 月、10 月、1

月、4月 

正副会長会議による内部評

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 2回 外部委員が入った検討会に

よる評価等 

 

（３）検討会議外部委員名簿 
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氏  名 所属・役職 専門分野 

又は業種 

役割・選定理由等 

松本圭史 (合)地域創造研究所(代表社員）

津市立三重短大（非常勤講師）
地域開発・マ

ーケティング

小規模事業者の指導、商工

会活動、地域開発に実績有

宮尾哲也 (公財)三重県産業支援セン

ター 地域インストラクター

経営計画策定

支援 

三重県版経営向上計画の策

定支援を行っている。 

担当職員 三重県商工会連合会 商 工 会 の支

援・指導 

三重県下商工会の支援・指

導 
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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 

（27 年 8 月現在）

（１）組織体制 

 

事務局長兼経営指導員 杉田真哉 

経営指導員 伊藤正美、佐藤浩文 

経営支援員(補助員) 萩原みづほ 

経営支援員(記帳専任職員) 山中 諭 

記帳指導員 川瀬智子、伊藤章子 

臨時職員 伊奈公子   

以上合計 8名 

 

 

 
 

 

 

【担当者連絡先】 

 三重県桑名市長島町長島萱町 121 番地 3 

 担当者：佐藤浩文 

 電話番号  0594-42-3111  FAX 番号  0594-42-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理・総務 
事務局長兼経営指導員 1名 
経営支援員(補助員) 1名 

経営支援(長島支所) 
経営指導員 1名 
記帳指導員 1名 
臨時職員 1名 

経営支援(多度支所) 
経営指導員 1名 

経営支援員(記帳専任職員)1名 
記帳指導員 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 

(2８年 4月以降) 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 68,380 70,000 70,000 70,000 70,000

 

人件費 

指導事業費 

受託事業費 

振興事業費 

管理費 

その他 

37,097 

2,000 

60 

10,500 

18,510 

213 

38,000

2,000

60

10,500

19,000

440

38,000

2,000

60

10,500

19,000

440

38,000 

2,000 

60 

10,500 

19,000 

440 

38,000

2,000

60

10,500

19,000

440

（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 

桑名市補助金・助成金 

商工会会費等・手数料収入 

 

（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 

Ⅰ１．地域の経済動向 

    ・地域創造研究所・中小企業診断士・地域内金融機関から情報を収集する。 

    ・地域創造研究所・中小企業診断士・三重県産業支援センター等のセミナーに

より情報を収集する 

 ２．小規模事業者の持続的な発展に向けた経営分析 

    ・地域創造研究所・中小企業診断士・三重県産業支援センター等のセミナーに

より経営分析を行う。 

    ・小規模事業者の経営分析により事業継承や新たな事業への取組につき、三重

県産業支援センター・中小企業診断士・経営指導の専門家・地域内の金融機

関、商工会連合会などの専門機関と連携し事業展開する。 

 ３．事業計画策定 

    ・地域創造研究所・中小企業診断士・三重県産業支援センター等のセミナーに

より計画策定を目指す事業者を掘り起こす。 

    ・専門的機関や支援機関と連携し事業計画策定の支援を行う。 

 ４．事業計画実施 

    ・事業計画策定後は、国・県・市等の支援策の情報提供や支援機関と連携し事

業計画の実現化をフォローする。 

 ５．需要動向調査 

    ・地域創造研究所・中小企業診断士・地域内金融機関から情報を収集する。 

    ・地域創造研究所・中小企業診断士・三重県産業支援センター等のセミナーに

より情報を収集する 

 ６．新たな需要の開拓支援 

    ・三重県や桑名市 三重県商工会連合会、地区内金融機関等の主催する商談会

や展示会の出店情報を収集し提供する。 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

・木曽三川の豊かな自然、温泉、レジャー施設を活用しながらイベント推進委員会、

地域活性化委員会による新たな桑名ブランドの発掘・磨き上げ・発信を行う。 

連携者及びその役割 

・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 番地 三重県合同ビル 5階 

  地域経済動向等の調査、経営分析、計画策定・実施支援・新たな需要の開拓 
・三重県商工会連合会 会長 藤田正美 

三重県津市栄町 1丁目 891 番地 三重県合同ビル 6階 

  地域経済動向等の調査、経営分析・計画策定・実施支援・新たな需要の開拓 

・北勢商工会広域連合 連合長 安藤邦晃 

 三重県いなべ市北勢町阿下喜 2633 いなべ市役所北勢庁舎内 

地域経済動向等の調査、経営分析・需要動向、計画策定・実施支援 
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・三重県よろず支援拠点 

三重県津市栄町 1丁目 891 番地 三重県合同ビル 5階 三重県産業支援センター内 

地域経済動向等の調査、経営分析・需要動向、計画策定・実施支援 
・桑名市商工観光課 市長 伊藤徳宇 

 三重県桑名市中央町 2-37 

  地域経済動向等の調査、経営分析・需要動向、計画策定・実施支援 
・株式会社 日本政策金融公庫 四日市支店 総裁 細川興一 

 三重県四日市市元町 9-18 

  計画策定・実施支援 

・株式会社 百五銀行 多度出張所 取締役頭取 伊藤歳恭 

 三重県桑名市多度町香取 389-4 
  地域経済動向等の調査、経営分析・需要動向、新たな需要の開拓 
・株式会社 大垣共立銀行 多度支店 取締役頭取 土屋 嶢 

 三重県桑名市多度町小山 1880-1 

地域経済動向等の調査、経営分析・需要動向、新たな需要の開拓 
・株式会社 第三銀行 伊勢長島支店 取締役頭取 岩間 弘 

 三重県桑名市長島町押付 525-5 

  地域経済動向等の調査、経営分析・需要動向、新たな需要の開拓 
・桑名信用金庫 長島支店 理事長 中澤康哉 

 三重県桑名市長島町又木 61 

  地域経済動向等の調査、経営分析・需要動向、新たな需要の開拓 
・合同会社 地域創造研究所 所長 松本圭史 

 三重県津市柳山津興 363-30 

中小企業診断士 橋本大輔 

三重県津市栄町 1丁目 803 

  地域経済動向等の調査、経営分析・需要動向、計画策定・実施支援 
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連携体制図等 

 

  

 

 

 

  

桑名三川商工会 地区内金融機関 
三重県 

日本政策金融公庫 

地域創造研究所 

中小企業診断士 

北勢商工会広域連合 三重県よろず支援拠点 

三重県産業支援センター 三重県商工会連合会 

桑名市 

経営発達支援事業 
【事業継続計画の策定】 
【経営改善支援】 

【創業・第２創業支援】 
【地域経済の活性化】 

小規模事業者 

情報提供・情報共有 

経営計画策定支援 

情報共有・支援方向性確認 

情報提供・支援依頼 
情報提供・支援依頼 

情報共有・支援方向性確認


