
経営発達支援計画の概要 

実施者名 木曽岬町商工会 （法人番号 １１９０００５００７８２２） 

実施期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日（５年間） 

目標 

木曽岬町商工会は、、、、小規模事業者の持続的な発展を成し遂げるための第一歩は経営計画の

策定にあると考え、１事業所でも多くの小規模事業者が経営計画を策定することを支援し、現在

の経営計画策定率 34.4％から 5 年後には 50%以上を達成する。経営計画の策定は、事業活動

を改善・発展させるための事業者だけでなく、世代交代を図る事業承継や新しい事業者となる創

業も含めた計画策定を支援する。 

また、策定した経営計画にもとづきＰＤＣＡサイクルを展開し、売上・利益・雇用の増加に繋げ、

小規模事業者の経営力向上及び、地域の活性化を図ることを目標とする。 

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こと【指針③】 

①中小企業景況調査の実施・提供（新規）   

②小規模事業者実態調査の実施・提供（新規） 

③地域金融機関等の景況情報の把握・分析提供（新規） 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①巡回・窓口相談・記帳相談支援時における経営分析（拡充） 

   ②金融支援における経営分析（拡充）  

 ③事業承継相談時における経営分析（拡充）   

④創業相談時における経営分析（拡充）  

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   ①巡回・窓口相談・記帳支援時における事業計画策定（拡充） 

 ②金融支援時における事業計画策定（拡充）  

③事業承継支援時における事業計画策定（新規） 

④創業相談時における事業計画策定（拡充） 

⑤ＢＣＰ（事業継続性計画）策定セミナー等における事業計画策定（新規補完） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定後のフォローアップ支援（拡充）   

②事業計画策定後の情報発信（新規） 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①イベント・展示会・商談会等における消費動向に関する調査(新規)   

②日経テレコンによる情報収集と提供（新規） 

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行政機関等が開催するマッチング商談会への出展による需要開拓支援（新規）   

②ＩＴを活用したマッチングサイトへの登録・提案による需要開拓支援（新規）  

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

①管内の構成団体の意識共有・連携による地域経済活性化対策の検討（拡充） 

②町の地域資源を活用した活性化対策の検討（拡充） 

連絡先 

木曽岬町商工会：〒498-0807 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地 47番地 4 

 電話番号  0567-68-1183  FAX 番号  0567-68-4540 

 e-mail：ki-sho@m5.cty-net.ne.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 

１． 地域の概要（現状） 

（１）位置と地域特性 

木曽岬町は、三重県の北東端に位置し、一級河川の木曽

川最下流域にあり、東は愛知県弥富市に隣接し、西は木曽

川を隔て桑名市、南は伊勢湾に面し豊かな自然と水辺に恵

まれた町であり、東西 2.12km、南北 9.87km 総面積 15.72km

で県内では下位 3 番目と小さく、木曽川河口に造成された

第四紀新層のデルタ地帯で、海抜 0ｍ以下の耕地が広がっ

ている。また昭和 34 年 9 月には伊勢湾台風襲来で河川の

決壊浸水により町内全域で壊滅的な水害被害を受けてい

る。気候は、夏は南より季節風を受け多湿、冬は鈴鹿、伊

吹山脈からの季節風が強く寒気を増すことがあるが、年平

均気温は 15.5℃と年間を通じて比較的温暖な気候である。 

 

 

 

 

交通網については、町の最北部に国道 1 号線、中央部に国道 23 号線、南部に伊勢湾岸自動車道（町

内に弥富木曽岬 IC あり）が横断し、近隣の大都市である名古屋市中心部まで車で約 30 分、関西や関東

方面へのアクセスも非常に優れている。また公共交通機関では隣の弥富市に JR・近鉄ともに駅（弥富

駅）があり木曽岬町内からは町の自主運行バスにより繋がっており特に不自由さはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢湾岸自動車道 

国道２３号線 

国道１号線 
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（２）人口動態分析 

本町の人口は平成 7 年の国勢調査人口をピークに減少に転じ、少子高齢化が進み、その傾向は今後

も続くと見込まれる。このような状況の中、木曽岬町としては、人口減少の度合いを緩め、平成 35 年の

目標人口を 6，500 人と設定している。 

 

  実績値 （人）  目標値 （人） 

 平成 12 年 平成 17年 平成 22年 平成 25 年 平成 30年 平成 35 年 

実績人口・目標人口 7,172 6,965 6,855 6,643 6,570 6,500 

０～１４歳 1,113 900 797 748 810 850 

（割合）（％） （15.5） （12.9） （11.6） （11.3） （12.3） （13.4） 

１５～６４歳 5,093 4,841 4,466 4,222 4,060 3,900 

（割合）（％） （71.0） （69.5） （65.1） （63.5） （61.8） （60.0） 

６５歳以上 966 1,244 1,592 1,673 1,700 1,730 

（割合）（％） （13.5） （17.6） （23.2） （25.2） （25.9） （26.6） 

目標人口（年齢別）出典、「木曽岬町総合計画」より 

 

（３）各種産業振興 

①農業振興 

（現状と課題） 

：当町は温暖な気候と輪中を礎とし農業（早場米コシヒカリ・水耕トマト栽培等）を基幹産業として

発展してきた歴史があり、農業振興は豊かに残る農地を有効に活用するために重要である。 

：本町の農家数は 362 戸、耕地面積は 487ｈａ(平成２２年農林業センサス)であるが、いずれも減少

傾向にある。また農家は、付加価値の高い施設園芸農家と兼業農家に二極化している。 

：ＪＡなど関係機関との連携により、安全・安心でおいしい商品づくりや、地元農産物の販路拡大を

進めてきたが、世界的に自由貿易が拡大しつつある中では、今後の農業の継続や安全な食の確保に

ついて不安が高まっている。 

：当町においては早場米コシヒカリの産地として、産地の維持拡大を図りながら、飼料用米・麦等の

戦略作物への転換も図り、安心安全な農業生産の実施を進めている。 

また三重県下一の生産量を誇る水耕トマトについては、木曽岬町ブランド「ハウス桃太郎」を中

心に栽培が盛んである。今後は課題である新規就農者の確保に努めるほか、産地の維持・拡大を図

るため出荷形態の合理化を図り、産地としての競争力を付け、他産品との付加価値のＰＲを積極的

に展開し、出荷量の増加を図る。 

 

②漁業振興 

（現状と課題） 

：当町周辺の水域は、揖斐・長良・木曽川の内水と伊勢湾の海水が混じり合い、栄養分の多い良好な

漁場としての古くから歴史があり、町の産業として漁業承継を図ることも重要である。 

：海面漁業・養殖業の経営体数は減少しているが、ノリやウナギ養殖を含む漁家には、後継者を確保

している漁家も見られる。またしじみの採貝や幼貝の放流も営まれている。その経営支援のために、

当町は漁業協同組合、養鰻組合を通じて経営の基盤の強化と生産基盤の整備、漁業資源の確保を支

援している。 

：「黒ノリ、桑名ばらノリ」は漁連の統一ブランドとして、また、「木曽川ウナギ」については木曽川

流域の養殖業者による統一ブランドとして確立されている。統一ブランドである「黒ノリ、桑名ば

らノリ、木曽川ウナギ」については、知名度を高めるとともに、漁家や組合の経営基盤強化を図り、

優れた漁業を継承することが課題である。 



- 3 - 
 

 

③工業振興 

（現状と課題） 

：工業振興は、町内における雇用力を高めて人口の定住を促すことや、税収確保により財政基盤を強化す

るために重要である。 

：当町の工業事業所数は 36 事業所、従業員数は 1,489 人、製造品出荷額等は約 416 億円（平成 26 年工業

統計調査）である。当町は愛知県との県境で名古屋市内に約 30 分と近く、高速道路網も充実している

ことから、町内の鍋田川工業団地等には愛知県などに本社を置く大・中小企業が集積している一方、地

域の小規模事業者は後継者難・業績不振等で減少している。 

：桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町の県内北部の行政と三重県と広域連携により「桑員地域産業活性

化計画」を策定し企業誘致を図りつつある。一方、平成 20 年秋のリーマンショックにより、本町にお

いても製造品出荷額等が減少するなど、工業を取り巻く環境は厳しくなっている。 

：工業振興のためには、長期展望として木曽岬干拓地（現在は一部メガソーラー発電所を誘致）における

企業誘致を期待することができるが、当面はまとまった工業用地の確保が難しくなっている。 

：このため、既存の企業の町内での操業継続や、中・小規模事業者の経営基盤の強化支援を中心に工業振

興を図ることが課題である。 

 

④商業・サービス業振興 

（現状と課題） 

：商業・サービス業振興は、昨今のネット通販社会の進展や流通の普及、または近隣市町には大型量販店

の進出が相次ぎ、消費者の購買形態の変化により町外への購買が加速している。 

：本町の商店数は、37 事業所、従業者数は 274 人、年間商品販売額は約 112 億円（平成 24 年経済センサ

ス活動調査）で、5 年前に比べ販売額は増加している。しかし町内に安売りスーパーの進出により増加

したためであり、既存の小規模小売店は事業縮小・廃業に追いやられ、店舗数は減少している。 

：当町から近隣の桑名市や弥富市への買い物客流出が目立っているため、行政と連携して町内事業者の経

営基盤強化の支援や、町内共通商品券「木曽岬町商品券」事業を展開し販売促進を図っている。 

しかしながら、地域高齢者が気軽に出かけることができる身近な買い物や生活サービスの提供が乏しく

なっていると懸念されている。 

：このため、既存の商業機能の経営基盤の強化と、商店としての魅力づくりを促すことが課題となってい

る。 

 

⑤雇用対策 

（現状と課題） 

：町内における雇用の場の確保や、働きやすい職場環境を整えることは、町民が安定した生活を営むため

に重要である。 

：町内の事業所従業者数は、平成 20 年秋のリーマンショックが発生したにも関わらず、若干増加しており

ます。雇用の促進を図るために、県等の関係機関と連携して、就業の促進、雇用機会の確保、勤労者福

祉などを事業者に対し啓発しております。 

近年では、少子高齢化や労働人口の減少等もあり、人材の確保が難しくなっている事業所が多くなって

いる。町内での就業の場の維持や、産業政策の強化による雇用の場の創出を図りつつ、人材確保や定着

率向上等にも対応していくことが課題である。 

 

⑥観光・集客交流推進 

（現状と課題） 

：町民が活気づき、町内の産業にも波及効果を創出するために、地域資源を活用した観光や交流の推進が

重要と考えている。 

：当町は、観光協会による鍋田川提の桜（川沿いに 4㎞ 約 1,500 本のソメイヨシノ）イベントとして「木

曽岬さくらまつり」を開催し愛知県からも観光客が来場し好評を博している。夏まつり・オータムフェ

スタ・産業祭（ふれあいフェスタ）など一年を通じた観光振興事業を実施し地域振興を図っている。 
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また当町は国営木曽三川公園の河口地域に位置し、木曽川河川敷を活用したレクリエーション施設「グ

ルービ－パーク木曽川」や、町内温泉施設・文化資料館があるが、来場者は少なくＰＲが今後の課題と

なっている。 

：「西美濃・北伊勢観光サミット」や「北伊勢広域観光推進協議会」により連携広域観光を推進している。 

：当町においては、地産地消や木曽岬ブランドの創出、食育などと併せた交流の推進や町民が主体となっ

た交流を拡大することが課題である。 

  

（４）小規模事業者の概要と総括 

 

① 小規模事業者数の現状と推移  

 平成 29 年 3 月時点の当商工会管内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、若干の上下動はあるが全体的には微減傾向にある。4 年

(平成 25 年)前と直近(平成 29 年)の比較では全体として 4%減の 96％で踏みとどまっている。業種的には、

学術専門、飲食宿泊、生活関連が伸びているが、運輸・卸・小売、製造といった業種が減っている。 

減少している業種では後継者不在や業績不振等による廃業が大きな要因であると思われる。 

 木曽岬町の小規模事業者数の業種別推移      

  

農

林

水

産 

建

設 

製

造 

情

報

通

信 

運

輸 

卸 ・

小売 

金

融

保

険 

不

動

産 

学

術

専

門 

飲

食

宿

泊 

生

活

関

連 

教

育

学

習 

医

療 

サ

ー

ビ

ス 

合 計 

25 年度 1 54 49 0 9 26 1 4 3 16 8 2 4 8  185 

26 年度 1 54 46 0 8 26 1 4 3 15 8 1 4 10 181 

27 年度 1 55 46 0 7 24 1 4 3 17 9 1 4 12 183 

28 年度 1 51 45 0 7 23 1 4 3 19 9 1 4 7 175 

29 年度  53 45 0 7 23 1 4 4 18 9 1 4 7 176 

29 年

/25 年

伸び率

（％） 

100 98 92 100 78 88 100 100 133 125 125 50 100 87 96 

 

今後は、事業承継や持続的な経営に向けてより魅力ある伴走型支援を行い、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。  

  

② アンケート調査による小規模事業者の実態 

本経営発達計画策定にあたり、平成 27 年 8 月に木曽岬町商工会の会員 162 事業所を対象に経営実態調査

を行った。（回収 73、回収率 45.1%。小規模事業者以外の 12 社を除いて 実質 61 社で集計） 

その結果を総合すると以下のような状況であることが分かった 

＊回答のあった小規模事業者（61 社）における売上高の推移では、21 社（34.4％）増収、18 社（29.5％）

横ばい、18 社（29.5％）減収と回答している。 

 

＊経営計画の策定については、毎年策定 10 社（16.4％）、数年に 1 度策定 5 社（8.2％）、策定したことが

ない 46 社（75.4％）となっており、約 75％の小規模事業者が経営計画を策定した経験がないと判断で

きる。 
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＊経営計画の策定と売上の推移の関係性については、毎年作成している 10 社のうち 5社（50.0%）、数年に

一度作成 5社のうち 2社（40.0%）、作成したことがない 46 社のうち 13 社（28.2%）が増収しているとな

っており、経営計画策定が増収につながる傾向があることが示されており、小規模事業者に対して経営

状況分析、経営策定等、事業者に寄り添った伴走型の支援を行う必要があると判断できる。 
 

 
 

 

＊直面する経営ニーズとして、小

規模事業者の 31 社（50.8%）が

「人材の確保・育成」、23 社

（37.7%）が「営業・販売力の強

化」をあげており、その対応が

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊事業承継では、事業承継をさせたいが 22 社（36.1%）、まだ決めていないが 23 社（37.7%）、事業をやめ

たいが 5 社（8.2%）、まだ若く必要ないが 5 社（8.2%）となっている。その中で、事業をやめたいと回

答した 5社とも経営計画を策定したことがなく、また、3社が個人事業、2社が有限会社となっており、

小規模事業者の中でも特に規模の小さな事業所への対応が急がれる。 

 

 

＊主な商圏について、木曽岬町の立地から小規模事業者の 38 社（62.3%）が愛知県と回答しており、約 3

分の 2の多数を占めており、次に三重県全体 9社（14.8%）、近隣の桑名市が 6社（9.8%）であった。こ

のことから木曽岬町の商圏は、三重県より愛知県が多いことが分かり県境に位置する当町の特徴であ

り、生活圏や地域経済動向等は、三重県だけでなく愛知県の動向も注視していく必要があると判断でき

る。 
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＊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 46 社（75.4%）と多く、次いで

「インターネット」の 20 社（32.8％）となっている。現状では、商工会では国の補助金情報や各種の経

営情報を広報誌やチラシ、ホームぺージ等で提供はしているが、十分な情報提供ができていない現状も

あり、今後は、それぞれの分野の情報を収集して情報提供していく必要がある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
（５）木曽岬町の産業振興に関する方針 

 木曽岬町第 5 次総合計画（平成 26 年度～35 年度）には、木曽岬町の産業振興に関する方針及び、施策

体系として「農業､漁業､商業､工業の振興を進め、雇用の場づくりと地域経済の活性化を目指す。農業､漁

業は特産品であるトマトや早場米コシヒカリ、のりやウナギ養殖の 6 次産業化や地域ブランドの創出を図

る。商業、工業では中小企業の経営基盤強化を図り、身近な雇用の場を確保するとともに企業立地の用地

を確保し企業誘致を進める。地域資源を活かし、観光振興と交流事業の展開を図る」ことを示している。 
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（６）木曽岬町商工会を取り巻く現況と課題 
（現 状） 
会員数は以下のような推移となっている。 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 
商工業者数 222 224 223 211 213 
小規模事業者 185 181 184 175 177 

会員数（年度末） 160 166 163 164 157 
会員数推移 

 H25 基準（％）   100 103 102 102 98 

会員組織率（％） 72.1 74.1 73.1 77.7 73.7 
 
会員数は、近年横ばいで推移してきたが直近にて減少に転じている。経営者の高齢化や事業縮小による

廃業が顕著になってきている。会員組織率は 73.7％で県内では 2 番目に高い組織率を保持している。職員

は 2 名で（局長なし 経営指導員 1 名 経営支援員 1 名）県内では最少規模の事務局体制である。 
これまで経営指導員を中心に小規模事業者に対し、国・県の補助金申請や認定制度の支援により、中期

的な経営計画策定による継続支援もあるがまだまだ実績数は少ない。 
巡回及び、窓口指導により経営改善普及事業として基礎的支援（金融・税務・労働等）を中心に短期的（一

過性）な経営指導が主で、または町の地域振興事業等（イベント）への参画を実施している。 
 

（課 題） 
 当町は、木曽川下流の輪中地帯で人口 6,500 名程度の少子高齢化・人口減少が進む県下で一番小さい町

であり、町内の購買人口の減少と、道路網の整備や車両の普及により、近隣の市町（愛知県弥富市・三重

県桑名市等）への購買者の町外流出が顕著となっている。当会が実施する販促対策の木曽岬町商品券発行

事業も、加盟店や商品券売上高の減少で先細りし効果が得られない状況である。特に近年は卸・小売・サ

ービス業等の商業者の減少に歯止めが掛からない。また町外からの店舗（小売・サービス業）の進出や、

新規創業者（年間平均 1 件程度）も低調であり、今後商業・サービス業の大幅な増加の見通しは厳しい状

況にある。 
また一方、木曽岬町では平成 8 年より町内工業団地への誘致を開始し、主に東海地方に本社を置く大手・

中堅企業の誘致（16 企業）により、新たな産業基盤の整備と住民の雇用促進を図り一定の成果はあったも

のの、地域の小規模事業者にとっては、企業誘致により取引増加等の恩恵を受けた事業者は少数であり、

町の産業全体の活性化には至っていない。そのため、小規模事業者を取り巻く環境は依然として厳しく、

事業の縮小や廃業が余儀なくされ、経営力の脆弱な小規模事業者に対して、商工会は経営支援能力の不足、

または小規模事業者ニーズとのミスマッチが生じていることを意味している。 今後、商工会が小規模事

業者に寄り添い中身の濃い高度な支援を実現し、経営力を向上させ持続的な経営が可能となるよう、いか

に支援展開ができるかが当商工会にとって課せられた使命であり大きな課題であると捉えている。 
一方では小規模事業者の持続的経営と同様、商工会自身も中長期ビジョンを策定し、地域ぐるみで持続

可能な地域経済ビジョンを確立することが課題である。 
 
２．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 

前述の通り、当地域は三重県の北東端（愛知県弥富市と隣接）に位置し、愛知県尾張地方の歴史や文化、

経済・産業の影響を色濃く受けている。 
また当町には主要国道や高速道路といった幹線道路が通リ、近隣の名古屋市中心部まで車で約 30 分、

また関西や関東方面への高速アクセスにも優れ、企業誘致や物流面など優れた立地にあり、中長期的に産

業が発展する立地環境は整っている。 
また当町は愛知県に隣接しており、前述の商圏調査結果では主要取引先として愛知県（38 社、62％）が

三重県全体（9 社、15％）より多い結果からも、ものづくり産業を中心とした活発な東海地方の経済活動

の恩恵を受け、更に活かしやすい環境でもあると判断できる。 
上記の環境を踏まえ木曽岬町商工会では、地域の小規模事業者の事業を継続化させるため、従来からの
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受動型の短期（一過性）の基礎的支援から、提案型専門的支援を取り入れ、中長期的な目線での経営指導

を展開し、5 年～10 年先の経営ビジョンを見据えた事業計画策定や事業承継支援を展開します。具体的に

は、小規模事業者には前述の当地域特有の環境を踏まえた経営分析、事業計画策定・フォロー、販路開拓

等の一連の継続型伴走支援により、売上・利益等・雇用の増加に繋げることで、持続的な発展や次世代へ

の円滑な事業承継が可能となり、管内の小規模事業者の減少にできる限り歯止めを掛けます。併せて創業

支援にも取組むことで、持続可能な経営と小規模事業者が地域で活躍できる環境を整備します。 
また地域ブランドの創出や観光振興にも努め、木曽岬町全体のブランド力向上や地域活性化を図ります。 

 
 
３．小規模事業者の振興の目標  
 
（１）目 標 

小規模事業者支援の持続的な発展を支援していくには、従来の経営改善普及事業の枠を超え、売上・利

益を増大させる取組みが必要となり、そのためには、小規模事業者の需要動向や経済動向の把握、個々の

現状分析等を踏まえた経営計画の作成に基づく PDCA サイクルを展開することが重要である。前述の小

規模事業者実態調査では、経営計画を策定した経験がある事業所は 24.6％（調査回答 61 社中 15 社）であ

り、約 75％の事業者は経営計画策定の経験がないことが浮き彫りとなった。 
 
木曽岬町商工会としては、小規模事業者の持続的な発展を成し遂げるための第一歩は経営計画の策定に

あると考え、1 事業所でも多くの小規模事業者が経営計画を策定することを支援し、現在の経営計画策定

率 24.6％から 5 年後には 35%以上を達成する。経営計画の策定は、事業活動を改善・発展させるための事

業者だけでなく、世代交代を図る事業承継や新しい事業者となる創業も含めた計画策定を支援する。 
そして、策定した経営計画にもとづきＰＤＣＡサイクルを展開、売上・利益、雇用の増加に繋げ、小規

模事業者の経営力向上及び、地域の活性化を図ることを経営発達支援計画の目標とする。 
※ 現在の小規模事業者数 176 社でカウントすると経営計画策定率 24.6％で 43 社、35％では 62 社となる。 
 
 

（２）実施方針  
  目標を達成するために当商工会では、次の方針に沿って経営発達支援事業を実施していく。 

① 日常的な巡回・窓口相談時に積極的に事業計画策定の重要性を伝えるとともに、経営改善普及事業（経

営・融資・記帳等）、小規模事業者実態調査や補助金申請など多様な機会で経営状況分析を行い、個社の

経営計画策定へと繋げ支援していく。 

 

② 世代交代による事業承継や創業希望者による創業なども個者の実情を踏まえて、事業承継計画や創業計

画の策定などの支援も行う。 

 

③ 経営計画を策定した小規模事業者に対して、ＰＤＣＡサイクルの展開、需要動向情報の収集と提供、新

規取引先のマッチングなど伴走型の支援を行い、小規模事業者の持続的な発展に繋げていく。 

 

④ 県下の他の商工会組織、行政機関や支援機関のネットワーク力を最大化し支援体制を強化するとともに

経営指導員等の支援能力を高めていく。 

  

⑤ 地域内イベント参加によるキラリと光る地域産業を育成し、地域活性化を実現する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３５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 

 

[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 

・地域活性化のプレイヤー 

 

持続的な発展 

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 

・各種補助金・計画認定 

・創業支援 

・事業承継支援 

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 

・IT 活用支援 

・補助金活用 

（国・県・町の支援制度） 

 

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） 

 啓発・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

三重県や他の支援機関と連携 

北勢商工会広域連合、三重県産業支援センタ

三重県よろず支援拠点等 

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 

・外部研修会の活用 ・情報の共有 
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１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(現状と課題) 

地域の経済動向については、経営指導員及び経営支援員（以下、経営指導員等）が事業者への巡回

指導や窓口相談において事業者と面談した際に入手した情報や地域の金融機関等からもたらされる

情報により把握しているのが現状である。 

しかしながら、把握状況として経営指導員等によってばらつきがあるとともに、商工会として組織

的に整理・把握しておらず属人的な対応しかできていないという課題がある。 

 

（改善点） 

組織的・継続的に地域経済動向を把握するために、全国において四半期に一度実施している中小企

業景況調査と同項目の調査を当商工会でも独自に実施する。また、小規模事業者の経営活動や地域の

経済動向を把握するために小規模事業者実態調査を毎年実施する。さらに、金融機関が公表する県内

外地域の景況動向について定期的に把握する。 

 

(目 的)（目的）の方がいいのでは 

今後、小規模事業者の持続的な経営発達を支援するためには、地域経済動向に関する多様な情報を

収集し、それを整理・分析して、小規模事業者に対して情報を開示・提供し、小規模事業者がその情

報を経営判断材料としてタイムリーに活かしていくことができるようにすることが目標である。 

 

(取り組み内容) 

① 中小企業景況調査の実施 【新規事業】 

全国で実施されている中小企業景況調査(中小企業庁→全国商工会連合会→三重県商工会連合会→

各商工会→対象事業者)と同じ調査項目（売上、採算、業況、設備投資、問題点など）について、当商

工会でも独自調査・集計し、地域の経済動向の把握に努める。製造業、建設業、小売業、サービス業

各 3 社（合計 12 社）の協力を得て、4 半期に 1 度、地域の小規模事業者に調査票を配布・回収、集

計・分析し、外部専門家を活用し時系列での比較や県域・全国との対比等も行い詳細な分析レポート

（仮題：木曽岬町小規模事業者景況調査）を策定する。 

    

② 地域小規模事業者への経営実態調査の実施 【新規事業】 

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、新たに地域の小規模事業者への経営実態調査を実施する。 

調査対象は地域小規模事業者（全数調査）で、毎年 9 月に調査を実施する。 

主な調査項目「従業員数の増減」「商圏」「事業承継」「経営計画作成の有無」「直面する経営ニーズ」

「重視する情報源」「市場開拓の取組」「売上高、利益の推移」「景況感」「資金調達」「必要な支援」

「ＢＣＰ策定の意向」等であり、外部専門家を活用し集計・分析し調査レポート（仮題：木曽岬町小

規模事業者経営実態調査）を策定する。 

 

③ 地域の金融機関等の景況情報の分析・把握 【新規事業】 

三重県及び、小規模事業者実態調査で多くの事業者が商圏と認識している愛知県の経済動向につ

いて三重県内の金融機関及び系列のシンクタンクが定期的に公表している経済動向に関するレポー

ト等を分析、地域内・外の経済動向や金融情勢、景況感等を把握し、外部専門家を活用し調査書（仮

題：地域経済レポート）を策定する。 

調査項目は次のとおりである。 

・百五経済研究所 

愛知･三重の経済の動向（個人消費、住宅建築、設備投資、公共工事、雇用情勢等） 

景況調査（対象:愛知・三重）（業況、売上高、採算・資金繰り、経営上の問題等） 
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・㈱三重銀総研 

愛知・三重の経済の現状と見通し 

（総合判断、個人消費、住宅投資、企業活動、設備投資、公共投資等）、 

 

・桑名信用金庫（三重県信用金庫協会発行）  

三重県景況レポート（直近の業況、来期の見通し、雇用、設備投資、資金繰り） 

三重県業況調査（北勢・伊賀の業況） 

上記を情報源として、把握・分析し活用する。 

※これらの情報は、発表される時期・期間が異なっており、年 2 回の調査分析内容に反映させます。 

 

（情報提供と活用） 

①～③で専門家等を活用して集計、整理、分析、レポート作成し、蓄積したデータ等は経営指導員

等が毎月実施している小規模事業者への巡回指導時に、機関誌や各種経営情報と共に調査レポート

を提供及び、景況調査報告の説明を行うとともに、当商工会ホームページにも調査レポートを発行

次第ＰＤＦ形式にて掲載し、管内・管外の小規模事業者等が必要な時に地域の経済動向情報を閲覧

可能とする。 

また、経営指導員等が小規模事業者の事業計画策定や経営改善等の指導・支援を行う際の資料と

して活用を行う。 

 

（数値目標）（年間） 

調査内容  現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

①中小企業 

景況調査 

対象事業所数（件） 0 12 12 12 12 12 

実施回数（回） 0 4 4 4 4 4 

提供回数（回） 0 4 4 4 4 4 

②小規模事業者

経営実態調査 

対象事業所数（件） 176 176 176 180 180 180 

実施回数（回） 1※ 1 1 1 1 1 

提供回数（回） 1 1 1 1 1 1 

③金融機関等の

景況情報調査 

実施回数（回） 0 2 2 2 2 2 

提供回数（回） 0 2 2 2 2 2 

  ※平成 27 年 8 月に実施済  注：ＨＰへの掲載は調査レポートが発行次第 PDF にて掲載する 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

 現状、小規模事業者は経験と勘で事業運営を行っていることがほとんどであり、自社での経営分析

しているところは少ない。 

当商工会でも、小規模事業者からの相談依頼に基づき、記帳指導、決算確定申告指導、運転資金・

設備資金の融資斡旋時に行っているが、各指導項目に沿った範囲の簡易な分析に留まっており、詳細

な経営分析を実施している件数は少ない。 

専門的課題の解決が必要なケースでは、国・県の専門家派遣制度で専門家の専門的指導を受けて課

題抽出などの経営分析を実施し、経営分析から事業計画策定に展開させている小規模事業者もあるが、

まだ一部の事業者に限られている。 

今後、事業計画を策定するにあたり経営分析の必要性を説明し提案していく必要がある。 
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（改善点） 

小規模事業者の持続的発展に向けて、経営計画の策定を促していくが、その前段階として個社の経

営分析に対する支援を行う。 

経営指導員等の巡回・窓口相談や、前述の小規模事業者実態調査の回答等をもとに、経営計画策定

に意欲的な事業者、また策定が必要と思われる事業者を抽出し、経営者が日頃考えているビジネスプ

ラン等に基づき、中小企業基盤整備機構の経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」を活用するこ

とで、自社の強みや市場性など定性的な項目に関する経営分析を行う。 

また、決算関係書類の提供を受けた小規模事業者については、貸借対照表や損益計算書をもとに中

小機構の「財務分析システム」を活用し定量的な財務分析及び情報の提供を行う。 

 

（目 的） 

経営分析の重要性・必要性を小規模事業者に訴求し、事業者が事業計画策定へ繋げるための意欲喚

起を図る。 

経営分析では、事業者の抱える経営課題（弱み）や気付いていない強みの発見、また現在の経営状

況の整理・把握に繋げ、今後の自社の方向性を導くための経営分析を実施する。 

また経営状況を把握・分析することにより、事業計画策定の前段階として効果的な情報源として活

用することを目標とする。 

 

（取り組み内容） 

① 巡回・窓口相談等、経営改善普及事業における経営分析 【拡充事業】 

 （実施方法） 

経営指導員を中心に巡回での経営指導や経営情報の提供、金融・記帳税務指導といった窓口相談の

機会を活かし、小規模事業者に対し経営における経営分析・財務分析の重要性を説明し、必要性を認

識して頂き、小規模事業者の現状の分析を行い、計画策定や販路開拓等の小規模事業者の実態に即し

た事業計画策定支に活用していく。 

 

定性分析：小規模事業者に情報収集項目に関するヒアリングを実施し、下記説明１の経営計画策定

アプリ「経営計画つくるくん」の定性分析機能を活用する。 

  定量分析：下記説明 2 の中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 創業相談における経営分析 【新規事業】 

（実施方法）  

創業融資、創業補助金申請等のための分析にとどまらず、「経営計画つくるくん」のヒアリング及

び、分析項目を活用して、創業計画に関する市場分析や競合分析を行い、分析結果を創業予定者及び

創業間もない創業者に説明し、創業計画書策定へ活かす。 

 

定性分析：創業予定者等に情報収集項目に関するヒアリングを実施し、下記説明 1 の経営計 

画策定アプリ「経営計画つくるくん」にて、定性分析機能を活用する。 

情報収集・

分析項目 

定性分析：基本事項 事業分野 規模 後継者の有無 取引先 顧客  

ターゲット 特徴ドメイン等 

定量分析：財務分析・決算書分析（収益性・安全性・成長性） 

実施体制 
経営指導員を中心に、小規模事業者を定期的に巡回又は窓口相談の際にヒ

アリングし、経営状況の把握・現状分析を実施。 

対象者 
巡回・窓口相談・記帳指導等、事業計画策定に意欲的な事業所、事業計画策

定が必要な小規模事業者を抽出する。 
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③ 事業承継相談における経営分析 【新規事業】 

（実施方法） 

数年後に事業承継が必要となる小規模事業者について、現代表者及び後継者を交えて経営状況・経

営課題をヒアリングし、中小企業庁の事業承継ガイドラインに沿って支援していく。   

また中小企業庁の事業承継ガイドラインの「事業承継に向けた 5 ステップの進め方」に基づき、ステ

ップ 2 の経営状況・経営課題等の把握（見える化）・分析を支援し、事業承継計画策定に反映させる。 

 

定性分析：小規模事業者に情報収集項目に関するヒアリングを実施し、下記説明 1 の経営計画策定

アプリ「経営計画つくるくん」にて定性分析機能を活用する。 

  定量分析：下記説明 2 の中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用する。 

 

説明 1 

経営計画策定アプリ「経営計画つくるくん」とは 

携帯型パソコンを活用することで、事業所訪問時に経営指導員等と小規模事業者が対話しながら自

社の現状に関する項目をＰＣ入力することが可能。下記の定性分析が可能で、その結果を小規模事業

者にリアルタイムにフィードバック、経営計画策定を提案することが可能。また当アプリは指定され

た設問に回答し進めていく仕組みであり、設問項目等は一定であり対応する経営指導員等の能力差等

も出にくく、定性評価の基準が一定となるメリットがある。但し財務面は「経営計画つくるくん」で

は十分な分析が行えない。 

 

〇分析項目 

・企業概要 

（事業の特徴、売上総額ベスト 5、利益ベスト 5等）  

・事業コンセプト（顧客種類） 

・市場分析（成長性、顧客ニーズ） 

・競合分析 

（競合社数、競合社名、競合の戦略、競合の企業規模） 

・自社分析 

（自社の強み、ブランドイメージ、自社の業況） 

・3年後の目標 

（今後の方針、売上目標、利益目標、事業領域、商圏） 

・目指す方法（誰に、何を、どのように） 

 

情報収集・

分析項目 

定性分析：基本事項 事業分野 規模 取引先予定  ターゲット  

特徴ドメイン等  

実施体制 
経営指導員を中心に、相談依頼のあった創業者にヒアリングし、予想され

る市場分析・競合分析等の把握及び、現状分析を実施。 

対象者 新規開業を目指す創業予定者、創業後間のない小規模事業者 

情報収集・

分析項目 

定性分析：基本事項・事業分野・規模 取引先 顧客 ターゲット  

特徴ドメイン等 

定量分析：財務分析・決算書分析（収益性・安全性・成長性） 

経営者 ：資産内容・借入・担保・保証状況・会社等との貸借・知財等 

実施体制 
経営指導員を中心に、事業承継が必要となる事業者へ提案し、ヒアリングを行

い経営状況の把握・現状分析を実施 

対象者 事業承継が必要となる経営者及び、後継者 
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説明 2 

中小業基盤整備機構   

「経営自己診断システム」とは 

決算書から入力により財務分析 

（安全性・安定性・収益性・成長性）を行い 

同業種の平均、上位 30%企業平均との比較や 

自社の時系列での比較など、定量的な分析を 

実施することが可能。 

  

 

 

 

 

 

（提供・活用方法） 

業種・業態、規模等を踏まえながら経営分析を実施し、小規模事業者の現状把握、課題抽出・財務分

析を通じて、自社の強み・弱み・外部環境・内部環境を把握する資料として、または事業計画策定・創

業計画策定・事業承継計画策定の基本資料として活用し、分析を実施した事業者に提供する。 

さらに、経営指導員等も分析実績を重ねることにより知識・ノウハウの向上に繋がり、それを次に支

援する事業者の経営分析手法や事業計画策定等の情報として指導・支援に活かす。          

 

なお、経営分析に関する数値目標は下記のとおり 

（数値目標）                               （分析件数） 

経営分析を行う区分 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

①巡回・窓口相談・経営改善指導時 10 15 15 17 17 19 

②創業相談 0 1 1 2 2 2 

③事業承継相談 0 1 1 2 2 2 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

 

（現状と課題） 

現状の事業計画の策定支援は、三重県版経営向上計画、経営力向上計画、金融相談など、各種補助

金や認定申請時に事業者からの支援依頼に基づき作成支援を行っている。 

近年では、小規模事業者側から小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金などの補助金申請に向

けた経営計画策定相談が増加しているが、まだ支援件数は少ない。 

また組織内での体系的な支援体制ができていないことから、小規模事業者への積極的な働きかけも

できていない。一方、前述の小規模事業者実態調査では経営計画を策定していると回答のあった事業

所では売上増加の割合が高くなる調査結果であった。しかし小規模事業者の 75.4％が事業計画を策

定していないと回答しており、経営力向上のためには経営計画の策定が不可欠となっている。 

 

（改善点） 

小規模事業者が自ら経営計画等を策定することが難しい状況にあることから、認定支援機関である

商工会が計画策定に向けた支援・助言を行う。まずは経営計画策定の必要性、有効性等について巡回・

窓口相談等を通じて啓発する。前向きになった小規模事業者に対して個者の分析状況データ基づいて

事業計画策定支援を行う。支援に際しても個社に関する経営分析情報を組織内で共有化し、組織体と
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しての支援が行えるようにする。 

これらの支援を通じ、小規模事業者がこれまで作成したことがない経営計画書の策定等に対する難

しさ・抵抗を緩げ、策定する事業者数の増加に努める。また、事業者本人にも簡易な経営計画であっ

ても作成する過程において、経営の現況など様々な発見があり、経営全体を見直すきっかけとする。 

 

（目 的） 

地域の小規模事業者の持続的発展に向け、上記の経営分析、地域経済動向等の結果を踏まえ、他の

支援機関及び、専門家等とも連携し、事業計画策定に向け伴走型の指導・支援を行う。また小規模事

業者（創業者・事業承継者）個々の実情に応じた実現可能な事業計画の策定を促進することで、経営

力の向上や底上げを実現可能とし、地域内で持続的な経営発達に繋げていくことを目標とする。 

 

（取り組み内容） 

① 巡回・窓口相談等、経営改善普及事業における事業計画策定 【拡充事業】 

地域内の全小規模事業者に対し、巡回・窓口相談、金融相談・記帳税務指導等の経営改善普及事業

の支援展開時に、経営計画策定の必要性の啓発を促進し、既存事業の見直しや新規事業への取組み、

または木曽岬ブランド及び、地域資源活用など事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行

い、事業計画策定アプリ「事業計画つくるくん」も活用し計画策定の支援をする。 

また専門性を要する内容に応じて、三重県の専門家派遣事業、よろず支援拠点、ミラサポ等の専門

家を活用しながら計画策定を支援する。 

 

② 創業支援時における事業計画策定 【拡充事業】 

地域内で創業希望者や、創業後間もない事業者を対象に、地域の活性化と雇用の創出のため創業予

定者の発掘も行いながら、創業希望者の思いや考えている計画に応じ、必要な経営ノウハウを指導し、

創業計画として見える化できるよう創業計画書の策定を支援する。 

また木曽岬町は産業競争力強化法 創業支援計画の認定を受けており、創業補助金を希望する創業

者には、日本政策金融公庫や他の金融機関とも連携し、創業計画書から申請支援へと繋げ、スムーズ

な開業へと支援展開する。 

木曽岬町のみでは創業対象者は少ないため、他の支援機関（いなべ市商工会・桑名商工会議所・金

融機関等）が開催する創業塾等セミナーへの参加を促す。 

専門的な支援が必要と判断した場合、専門家派遣事業（県連合会・よろず拠点・産業支援センター）

を活用し創業に関するノウハウの指導・助言を行う。 

 

③ 事業承継時における事業計画策定 【新規事業】 

事業主が高齢化または、後継者不在で第三者への事業承継への取組みが必要と判断した小規模事業

者に対して、個社の経営状況や取り巻く環境を十分に考慮し実情に合せて、中小企業庁の事業承継ガ

イドラインの「事業承継に向けた 5 ステップの進め方」に基づき、ステップ 1～3 の支援を展開し、

さらにステップ 4 の事業承継計画の策定へと支援し、事業承継までのスケジュール、承継内容・方法

等を整理し事業承継計画を策定する。 

後継者不在の小規模事業者については、専門家や三重県事務引き継ぎセンターと連携して、Ｍ＆Ａ

など外部の人間への事業承継についての計画策定を支援する。 

後継者への財産移転等の高度かつ専門的な支援が必要となる場合は、税理士や弁護士等の専門家に

繋ぐことで、円滑な事業承継を支援する。 

 

④ ＢＣＰ（事業継続性計画）策定セミナー 【新規事業】 

当町は輪中に立地し海抜が低く、津波や洪水等の大規模災害が発生するリスクが高いこと危機意

識する小規模事業者に対し、新規事業として『ＢＣＰ策定セミナー』を年 1 回企画・実施する。 

ＢＣＰ策定の有用性・必要性等を理解し、策定に前向きな小規模事業者を対象として、短期集中で複
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数回（3 回程度）連続してセミナーを開催する。ＢＣＰ策定のための現状分析、計画策定のノウハウ

等について徹底して研修し、小規模事業者自らの力でＢＣＰ計画が策定できるよう経営指導員や専門

家とともに継続した指導・支援をする。 

なお、ＢＣＰは個社の経営計画を補完するものであるが、当地域にとっては必要不可欠な取組みで

あり小規模事業者のＢＣＰ策定を支援していく。「経営計画策定→ＢＣＰ策定」、「ＢＣＰ策定→経営計

画策定」のパターンが考えられるが、いずれの場合も個者の実態に合わせて柔軟に支援していく。 

 

（数値目標）                               (策定件数) 

経営計画策定の区分 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

①巡回・窓口相談・記帳 8 10 10 12 12 14 

②創業相談 0 1 1 2 2 2 

③事業承継 0 1 1 2 2 2 

 

（補完目標）                               (策定件数) 

④ＢＣＰ策定 0 1 1 2 2 2 

※ ＢＣＰは個社の経営計画を補完するものであるので、事業計画策定の数値目標とは区分して目標

設定する。 

 

（活 用）   

経営計画を策定するのが初めての小規模事業者には、事業計画策定アプリ「経営計画つくるくん」

を活用し、経営指導員等の支援のもと自らの力で計画策定に取り組むことで、実現可能な計画として

運用する。 

新分野進出や新商品開発、木曽岬ブランドや地域資源活用など新たな目標、新事業等を行う小規模

事業者には、専門家等も活用した実現可能な事業策定を策定することで、3～5 年先の事業のあるべき

姿へ導くための資料・情報として活用する。 

創業・事業承継については、経営指導員等だけでなく専門家の活用や他の支援機関と連携も図りな

がら、より精度の高い、実現性のある事業承継計画や創業計画の策定を支援・運用することで、スム

ーズな事業承継、安定した創業へと繋げる。 

ＢＣＰ事業計画の活用については、ＢＣＰ策定の専門家によるセミナーに受講して頂くことで、大

規模災害等の有事に際に、いち早く事業再開が可能となるよう策定した事業継続性計画を活かして頂

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

（経営計画つくるくんによる経営計画策定例） 
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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】 

(現状と課題) 

経営計画策定後のフォローアップは実施しているものの、計画策定までの指導・支援と比べると手

薄になっているというのが現状であり、組織的にもフォローアップ体制が整っていないという課題も

ある。 

 

（改善点）  

今後、経営計画策定後の実施支援に関することは、経営計画を策定した全ての小規模事業者に対し、

策定した経営計画に沿って事業活動が円滑に推進できるように経営指導員等が伴走型支援を行いフ

ォローアップに努める。 

また、指導員等が情報を共有し、担当する指導員等が不在でも他の指導員等が的確に支援できるよ

う組織的なフォローアップ体制を構築する。 

 

（目 的） 

  商工会が有するネットワーク力や鮮度の高い情報、専門家派遣事業などを活用し、 事業計画に基

づいて実施支援を行い、小規模事業者の経営改善、事業規模の拡大などの支援を図ることを目的とす

る。 
 

（取り組み内容） 

① 事業計画策定後のフォローアップ支援 【拡充事業】 

巡回・窓口相相談・記帳機械、金融支援、事業承継、創業支援、ＢＣＰ策定において事業計画の策

定を支援した小規模事業者に対しては、伴走型支援として計画のスムーズな実行とチェック、目標達

成に向けて原則として策定後 3 ヶ月に 1 度は巡回訪問又は窓口相談にて小規模事業者と面談し、現状

の把握、事業の進捗状況、事業推進上の課題、今後の展開方法等についてヒアリングや資料確認を行

い、その都度進捗状況に応じ必要な指導・支援を行う。それらの情報については、商工会内部で経営

情報カルテとして電子媒体を共有し「いつでも、どこでも、誰でも」支援できるようにする。 

なお、創業案件については、事業経験も浅く経営の不安要素もあるので、面談の頻度を高め、2 ヶ

月に 1 度は巡回訪問又は、窓口相談にて小規模事業者と面談しより丁寧な支援を行う。 

 

② 専門家派遣による高度専門的支援 【拡充事業】 

経営指導員等による巡回・窓口支援で、専門家による専門指導が必要であると判断した事業者に対

して、確認された経営計画の課題に向けて、県専門家派遣事業、ミラサポ等による専門家による支援

を行う。 

 

（数値目標）                                  （件数）   

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

① 事業計画策定

後のフォロー

アップ（回） 

既存 

BCP 含 
24 44 44 56 56 64 

創業者 0 6 6 12 12 12 

② 専門家派遣による高度

専門的支援(回) 
3 5 5 8 8 10 

 

（活用方法） 

  小規模事業者の経営の発展には、経営計画のＰＤＣＡのサイクルを意識し、少ない経営資源を  

効率的に活用していくことが重要であり、段階的に目標の実現が図れるように支援を行うことが 
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事業主の経営力向上に繋がり、持続的発展を促すことで小規模事業者の利益確保に繋がる。 

上記の目標の中で巡回・窓口指導件数は維持し、事業計画に対するフォローアップに重点を置き、

指導内容の質の向上を図ります。 

 

                          

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

現状、需要動向調査は小規模事業者が自ら販売現場に携わるため把握が難しく、経営指導員等が経

営支援などで事業者から個社の売れ筋商品などをヒアリングする程度で、商工会として組織的・継続

的な取組みを行っていない。小規模事業者個々が扱う商品・サービスの需要動向や情報提供を行い、

計画策定や実行支援等に繋げることが課題である。 

 

（改善点） 

個々の小規模事業者が取り扱う商品・サービスについて、地域内・地域外の消費者を対象に新たに

消費者ニーズ調査を実施、また各種機関の需要開拓（売れ筋商品・市場動向）に繋がる調査データや、

市場統計情報や売れ筋データ等の収集、整理、分析等を実施し、小規模事業者に有益な情報を提供し

ていく。 

 

(目 的) 

販路拡大したい商品・サービス及び、製品開発を目指す小規模事業者のうち、消費者ニーズや、製

造業等の業界でのニーズに適応しているか把握するため、地域内で販路拡大を狙う小規模事業者に対

しては、地域内イベントにて消費者ニーズ調査、地域外で販路拡大を狙う小規模事業者には、各種展

示会等で消費者ニーズ調査を実施することのより、現場で対話しながら消費者のリアルな意見を体感

し、ニーズを踏まえた商品・サービスの開発・改良に活かす。分析あたっては、経営指導員のみなら

ず、県連・よろず支援拠点・ミラサポ等の専門家の協力を得て実施します。 

また各種機関が行う需要に関する調査報告等からの商品情報等も併せて収集し、その分析結果を

支援対象の事業者に提供し、事業分析、事業計画策定に活用し、販路開拓・新商品開発に活かす。 

 

（取り組み内容） 

① 需要動向に関する消費者ニーズ調査 【新規事業】 

事業計画を策定した小規模事業者が、売上増加や取引拡大を目指している商品、サービス等につい

て、以下のシーンで調査を行います。 

 

〇地域内で販路拡大を狙う小規模事業者に対しては、 

木曽岬町内で実施する大きなイベント（さくらまつり 4 月、夏まつり 8 月、オータムフェスタ 9 月、

ふれあい広場 3月：町内一般消費者（BtoC） 各イベント約 2～3千人来場）において、来場される地

域消費者を対象に、5 社程度目標（小売業（食品含）3社 サービス業 1社 自社ブランド製造業 1社

を想定）にブース出店又は、木曽岬町商工会内ブースにて販売・展示を行い、提供する商品・サービ

スについて試食や販売・体験を通じて、下記項目についてアンケート形式でニーズ調査を実施する。

調査はアンケート用紙にて 1 事業者ごとに 40 人以上の回収を目標とする。 

 

※ 上記イベントへの出展は、個社が取扱う商品やサービスのベストな提供時期を考慮し、個社がい

ずれか選択して出展を行うこととします。 

 

調査項目 

食品系 「年代、性別、居住地、味、風味、価格、満足度、パッケージ、ネーミング、属性等」 

非食品系 「年代、性別、質感、機能、デザイン、価格、パッケージ、ネーミング、属性等」 
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（活用方法） 

イベントに出展した小規模事業者が、一般消費者から消費者調査（商品・サービスに関する評価・

ご意見）により情報を得ることで、経営指導員等と共に情報を整理・分析し、新商品・新サービスの

立案・開発、既存商品の改良、またはターゲット・販路等の見直し、または事業計画の評価・見直し

をする情報として活用する。 

 

〇地域外で販路拡大を狙う小規模事業者に対しては、 

町外で開催される下記のイベント・展示会の出展機会を紹介・斡旋し、そのイベント会場等で来場す

る一般消費者やバイヤーに対しニーズや需要動向など，アンケート用紙を用いヒアリングを行う。 

 地域外展示会の「リーディング産業展」（三重県が主催、三重県四日市市で毎年 10 月に 2 日間開催、来場

者数約 6 千人 食品・物販・サービス・製造技術・福祉などオールジャンルの展示会）は、三重県北勢地

域を中心に東海地域の一般消費者（BtoC）及び、バイヤー・企業関係者（BtoB）が来場する展示会であり、

あらゆるジャンルの関係者を対象に調査を行うことが可能である。そこで下記のニーズ調査を実施します。 
出展者は 3 社程度目標（小売業 1社 自社ブランド製品製造業 1 社 サービス業 1社を想定）を計

画しており、個社ブース出展又は、商工会ブース（北勢商工会広域連合にて合同出展）にて出展し、

アンケート調査は事業者ごとに 40 人以上の調査回収を目標とする。 

調査項目は、 

食品系「年代、性別、居住地、味、風味、価格、満足度、パッケージ、ネーミング、属性等」 

非食品系「年代、性別、居住地、質感、機能、デザイン、価格、パッケージ、ネーミング、属性等」 

 

（活用方法） 

展示会に出展した小規模事業者が、一般消費者（BtoC）や企業関係者等（バイヤー）（BtoB）からニ

ーズ調査（商品・サービスに関する評価・ご意見）を得て、経営指導員等と共に情報を整理分析し、

新商品・新サービスの立案・開発、既存商品の改良、またはターゲット・販路等の見直し、事業計画

の評価・見直しを行う資料・情報として活用する。 

 

② 調査機関による情報収集と提供  【新規事業】 

地域内・外での販路拡大を目指す小規模事業者については、上記①で消費者の生の声を収集するも

のの、競合他社も多いため、同類製品の売上げ状況等を分析し、消費者ニーズの動向等を把握するこ

とが必要である。そのために、日経テレコン 21・ＫＳＰ-ＳＰ等により業界レポートや商品別売上ラ

ンキング等の情報を収集し、具体的な指数で消費者ニーズを把握し、①の調査を補完するものとする。 

 

調査項目は、小規模事業者の新商品の類似品や競合他社の売上ランキングなどキーワード検索で行

い、また小規模事業者からの情報提供要請や、経営指導員等が売上増加・販路拡大に役立つ情報と判

断したものを適時検索・収集・提供し、経営計画策定や販路拡大についての支援時に参考資料として

活かす。 

 

情報収集調査機関 

調査先 調査項目 

ＫＳＰ-ＳＰ 

ＰＯＳデータ分析・活用サービス 

（卸・小売店向け食品スーパー新商品別売れ筋ランキング・平均売価・

マーケットトレンド等の情報収集） 

日経テレコン

21 

ＰＯＳ情報サービス 

(全国の商品別売れ筋商品ランキング・価格・市場ニーズ・数量・旬) 
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（活用方法） 

小規模事業者の事業計画策定に伴い、自社の商品・サービス・新商品開発や、効果的な販路を模索

する際、ターゲット・ニーズ・市場の選定・設定価格・最新トレンド情報等、最新の統計データを活

用し、売れる新商品づくり・販売方法や販路開拓の基礎データとして把握・活用し、売上増加・利益

増加に繋げる。また小規模事業者自らデータを活用し販促展開ができるよう支援する。また巡回指

導・窓口相談など、事業計画策定フォローアップ等の指導・支援の際に、蓄積した情報を有効に活用

する。 

 

（数値目標） 

項 目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

需
要
動
向
調
査 

地域

内 

イベント・展示会等

調査事業者（件数）

BtoC 

0 2 2 3 3 5 

イベント・展示会等

アンケート調査数

（人） 

0 80 80 120 120 200 

地域

外 

イベント・展示会等

調査事業者（件数）

（BtoB  BtoC） 

0 1 1 2 2 3 

イベント・展示会等 

アンケート調査数 

（人） 

0 40 40 80 80 120 

 

日経テレコン 情報提供事業者数 0 3 3 5 5 8 

 

 

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】 

 

（現状と課題） 

従来は、自社製品(自社ブランド・サービス等)を保有する小規模事業者に対し、三重県が開催す

るみえリーディング産業展等への出展を紹介し促す程度であり、出展するかどうかは個々の事業者

の判断に任せ、展示会等の出展支援など積極的ではなかった。 

 

（改善点） 

地域の小規模事業者が製造・販売商品、サービス、技術等を新たな消費者や販路開拓したい取引先

企業等にアピールし、販促活動を実施し売上・収益の増加を図ることが最も重要な支援と位置付け、

当会では愛知県・三重県内で開催する展示会、商談会、即売会等の趣旨や効果を小規模事業者へ紹

介・斡旋し、小規模事業者自身または商工会で共同出展するなど積極的推進する。 

 

（目 的） 

地域の小規模事業者が策定した事業計画に基づいて、自社が製造・販売・提供したい商品・サービ

ス・技術等について、新たな需要の開拓を支援するため、商談会及び、即売会等の出展への関心を

喚起し、売上・収益、付加価値の向上に繋げるため、自発的な出展者を創出し、出展者数の増加を

図る。 
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（取り組み内容） 

① ＢｔｏＢ向けビジネスマッチング商談会への参加 【新規事業】 

新たな商品（主に自社製品）・新サービスなどＰＲ・受注拡大に繋げたい小規模事業者を対象に、三重

県が毎年四日市で開催する「みえリーディング産業展」（三重県が主催、三重県四日市市で毎年 11 月頃

2 日間開催、来場者数約 6 千人 食品・物販・サービス・製造技術・福祉などオールジャンルの展示会）

や、信用金庫協会が名古屋市で開催する「しんきんビジネスマッチングフェア」（東海地区 38 信用金庫

が主催し約 350 社出展。ポートメッセなごやに各社社慢の商品、技術、情報、知恵を持ち寄り展示・PR。

出展者同士の商談会、出展者と来場企業者との商談会、出展者とバイヤー企業との商談会が開催される）

への出展を促し、主に愛知県西部や三重県北勢地域で経営する来場者（BtoB）に対しに、自社のＰＲ活

動や取引拡大に取り組んで頂く。単独でブース出展が困難な小規模事業者は、商工会や北勢商工会広域

連合と連携して共同出展を行う。 
商工会としては、出展する小規模事業者に対し、専門家派遣事業なども活用して、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、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等を支援する。 
 

②  ＢｔｏＣ向け展示即売会への参加 【拡充事業】 

新たな商品（主に食料品）・サービスなどの認知度・販促を高めたい小規模事業者を対象に、三重

県商工会連合会と北勢商工会広域連合が共催する「美し国みえ グルメフェア」（三重県北勢地域で、

企業や各地域イベントの協賛イベントとし開催 年間 4 回程度。来場者は三重県北勢地域の一般消

費者（BtoC）。主に北勢商工会地域内（一部県全域）の小規模事業者の自社商品（主に食品）を販売）

の効果を啓発し出展を促し、来場する三重県北勢地域の一般消費者（BtoC）を対象とした販路を繋げ

るため、試食や販売・体験を通じてＰＲ活動や販路開拓に取り組んでもらう。 

商工会としては、参加する小規模事業者に対し、専門家派遣事業なども活用して商品のブラッシ

ュアップや魅力的な陳列や販売方法等専門支援も展開する。 

 

③ ＢｔｏＢ向けＥＣマッチングサイトへの提案・登録 【新規事業】 

優れた技術・製品・サービスの提供または下請（主に製造・建設業関係）を有する小規模事業者を

対象に、ネットを通じて全国の企業と新たな取引拡大を図るため、菰野町商工会が運営するビジネ

スマッチングサイト「菰野でビジネスマッチング」への登録を促すことで、BtoB を対象とした販路

拡大を狙うため、登録と活用について支援する。 

商工会としては、登録の際の入力方法支援や、入力項目における自社の得意とする製品や技術・サ

ービス等のアピール方法や、記載内容の検討・指導を支援する。 

 

（効 果） 

今後は、ビジネスマッチングや展示商談会など重点支援先の商品やサービスに適した出展を積極

的に検討する。また関係団体が実施するイベント即売での販売促進など参加支援を行います。こう

した取り組みにより、ビジネスマッチング機会を創出するほか、商談時に必要なアプローチ手法等

を経営指導員が提案支援し、商談後の状況把握も行います。経営計画策定時の需要動向情報の再認

識によるターゲット市場の選定確認を行い、必要に応じ専門家や支援機関と連携し、効果的な販路

開拓に努め、事業収益の向上支援に取り組みます。 

展示会や商談会への出展支援、ＩＴ活用の強化など実効性の高い販路開拓支援に努め、成果を意識

し、小規模事業者に寄り添った取り組みを行います。 
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（数値目標） 

項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34年度 

ＢtoＢ向けビ

ジネスマッチ

ング商談会 

出展（社） 0 1 1 2 2 3 

商談（件） 0 3 3 6 6 9 

成約件数（件） 0 1 1 2 2 3 

ＢtoＣ向け展

示即売会への

参加 

出展（社数) 1 2 2 3 3 5 

売上（千円） 10 40 40 60 60 10 

ＢtoＢ向け EC

マッチングサ

イト 

登録（社数） 0 1 1 2 2 3 

商談（件） 0 2 2 4 4 6 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

（現状と課題） 

  木曽岬町といえば、三重県下一位の栽培量を誇る水耕トマトが有名であるが、その他にも果物（メ

ロン・ぶどう等）やノリや稲作など栽培をしているがこれといった特徴がない。いずれの産物も出

荷（一次産業）がメインで、特産を活用した 6 次化産業等の広がりについては、取り組みが遅れて

いるのが現状である。 

また地域振興事業では年間を通じてイベント（ふれあいまつり 3 月・桜まつり 4 月・やろまい夏

まつり 8 月・オータムフェスタ 9月）を開催しているが、主催者は町観光協会（町産業課管轄）、町

補助団体であり、当商工会としても各イベントには必ず参画はしているものの、主催者団体が各自

の企画をもって実施しており、町全体としての活性化・ブランド対策としてのコンセプトが統一化

されていない。 

 

（改善点） 

本会は、地域唯一の地域の経済団体として町行政と連携を密にし、各イベントの実行委員会及び、

運営委員等として企画・運営に参画し、町全体のにぎわい振興・商工業活性化・ブランド対策（6 次

化産業等）について助言・提案を行っていく。 

 

（目 的） 

木曽岬町内の各機関（商工会・観光協会・各種団体・行政（産業課））の連携強化の促進に努める

とともに地域活性化・商工業振興に関する地域全体での意識の共有を図るためにコーディネート機

能を果たします。 

   また地域の商工業が衰退していく中で、商工会が主体となり小規模事業者の個々の魅力を十分に

発揮できる環境の整備と、地域住民から必要とされる商工業、小規模事業者が地域の活性化に向け

て貢献できる機会の提供や活動を支援します。 

    

（取り組み内容） 

① 地域イベントによる地域経済活性化対策 【拡充事業】 

   木曽岬町内で年間を通じて開催しているイベント（ふれあいまつり 3 月・桜まつり 4 月・やろま

い夏まつり 8 月・オータムフェスタ 9月）において、主催団体及び連携団体との地域活性化に対す

る意識の共有を図り、イベントの充実・拡大、地域の活性化に取り組んでいく。 

イベントごとによる主催団体、商工会の参画方法等は以下のとおりである。 
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地域イベントによる地域経済活性化対策 

地域振興 

事業名 
主催団体 

商工会 

参画方法 
連携団体 連携・参画内容 

鍋田川堤防 

さくらまつり 

（4月上旬） 

町観光協会 
協会参与 

実行委員 
木曽岬町 

町議会 

町観光協会 

三重北農協 

木曽岬漁協 

町内各種団体 

町商工会 

地域資源を活用した観光事業

の活性化・商工業振興への提

言・助言 

オータム 

フェスタ 

（9月中旬） 

町観光協会 
協会参与 

実行委員 

地域産物（トマト・かぼちゃ

等）を通じた 6次化産業や商

工業振興への提言・助言 

ふれあい広場 

（3月下旬） 

木曽岬町 

町教育委員会 

町社会福祉協議会 

運営委員 

地域の賑わいを通して商工業

の活性化と地域産品のＰＲ・

販促対策について提言・助言 

  

② 木曽岬町商品券事業による地域経済活性化対策【拡充事業】 

従来から事務委託を受けている木曽岬町商品券組合組織の運営を見直し、商品券の魅力度のアッ

プと、取扱登録店及び、商品券発行量の増加を図り、地域における商業・サービス業の活性化を図

る。今後到来する高齢化社会への対応策として、地域で継続的な購買を維持し、利便性を向上させ

る。 

 

 

③ 木曽岬町のゆるキャラ「トマッピー」を活用した町の活性化 【拡充事業】 

   

木曽岬町の特産物のひとつが水耕トマトである。 

トマトを模したゆるキャラ着ぐるみ「トマッピー」（行政が製作・

運営）により町内外の各地イベントに行政と共に積極的に参加し、

木曽岬町及び特産品等の PR をし、地域の活性化に繋げていく。  

また、商工会としては小規模事業者に「トマッピー」や 

「トマト」を活かした新商品開発や関連した商品の販路 

開拓につながるように地域内のイベント企画・運営、 

地域外のイベント出店等についても支援を行う。 

 

（今後の展開） 

当会としては、今後も上記のイベントの実行委員会及び運営委員等として企画・運営に関わり、

会議の場において積極的に提言し、地域活性化に関する意識の共有化や各機関の連携強化等の促進

を図る。また小規模事業者にはイベントへの出展を促し、売上増加、販路開拓、あるいは消費者ニ

ーズの把握等に活かす。 

また、地域で収穫した農産物等の販売・ＰＲ・6 次化産業への取組みを促進し、地域全体が元気に

なり、併せて地域の小規模事業者のビジネスチャンスを創出したい。 

 

 

 

       現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

商品券取扱事業所（事業所数）   29 30 30 32 32 34 

商品券発行量（発行金額：万円）  45 50 50 60 60 65 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（現状及び課題） 

現在、北勢商工会広域連合(三重県北勢地域 7 商工会）や県連合会の事務局責任者会議などを通

じて、商工会運営や経営改善普及事業の実施状況、小規模事業者への支援策について情報提供を受

けているが、商工会同士や他の支援機関（金融機関含）とは小規模事業者に対する高度化・多様化

する支援ノウハウの共有化や、職員の支援能力のスキルアップに繋がるような情報交換等は十分と

はいえない状況である。 

 

（改善点） 

他の支援機関（行政・商工会・商工会議所・各種支援機関・金融機関等）とは、あらゆる研修会・

会議を通じて職員自ら積極的な意見交換等を行い、情報交換の場を十分に活用し、支援ノウハウの

取得や職員同士又は、商工会同士の連携強化により、各種経営情報の共有化を推進し、各種専門家

の活用などにより小規模事業者への支援能力の強化と経営情報の共有化で、支援機関の間で新たな

需要のマッチングが図られるようにする。 

 

（目 的） 

他の支援機関との連携強化により、各支援機関（地域）で支援を受ける小規模事業者への支援ノ

ウハウ・経営環境・需要動向、取引に関する情報交換・共有化を図ることにより得られる情報を整

理・データベース化し、小規模事業者への支援に活用するとともに、新たな需要開拓へと繋ぐこと

が可能となることを目的とする。 

 

（取り組み内容） 

① 商工会同士による連携・情報交換 

〇北勢商工会広域連合が行う連携・情報交換 【拡充事業】 

 

〇三重県商工会連合会が行う連携・情報交換 【拡充事業】 

 

 

 

会議名 対象者 時 期 連携・情報交換内容・ねらい 

事務局責任者会議 事務局長 

毎月 1回 

下旬 

(年 12 回) 

三重県・県連合会・広域連合における商工会の

支援事業及び運営の情報交換・連携を図る 

経営発達支援事業 

連絡会議 

事務局長 

経営指導員等 
年間 3回 

事業進捗状況・効果・連携・支援ノウハウについ

て情報交換・共有を図る 

職員研修会 全職員 年間 3回 
小規模事業者への支援成果事例、地域の経済情

勢、需要動向などの研修・情報交換を図る 

会議名 対象者 時 期 連携・情報交換内容・ねらい 

事務局責任者会議 事務局長 年間 3回 
三重県・県連合会における商工会の支援事

業及び運営の情報交換・連携を図る 

専門 

スタッフセミナー 

事務局長 

経営指導員他 
年間 10 回 

小規模事業者への事業計画・事業承継策定

等課題別ノウハウ、各種支援施策の取得、

情報交換・連携を図る 
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○ 県域の支援機関等との連携・情報交換 【拡充事業】 

 

（活 用） 

 上記の連携機関との情報交換の活用については、支援ノウハウの取得や職員同士又は、商工会同

士の連携強化を図るには、会議等に参加した職員が情報を正確に記録に残すと共に、その情報を商

工会内のミーティング等で報告するなど各種経営情報の共有化を推進し、さらに各種専門家の活用

などにより小規模事業者への支援能力の強化と支援情報の共有化を図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

現状は、国・県連合会や北勢商工会広域連合等が主催する各種経営支援研修会に経営指導員を中

心とした職員が参加するとともに、各種専門家派遣事業において経営指導員等が同行してスキルア

ップに努めている。 

しかしながら、当商工会は県下で最も小規模な商工会であり職員数も２名（経営指導員 1 名 経

営支援員 1 名）と限られており、多様化・高度化する小規模事業者の課題の解決に役立つ支援能力

を、いかに身に着け向上させていくかが課題である。 

 

（改善点） 

今後は、現状の資質向上スキームに加えて、各支援機関との連携による専門的支援業務により、経

営指導員等の支援スキルの向上を図り、それぞれが吸収した支援スキルを共有するための仕組みづ

くり（定期ミーティングや支援ノウハウを電子媒体で保存・活用）に取り組む。 

 

（取り組み内容） 

① 各種セミナー・研修会への参加   【新規事業】 

三重県、三重県商工会連合会、北勢商工会広域連合が実施するセミナー・研修会や中小企業基盤

整備機構の専門研修等に積極的に参加し、経営指導員を中心とした資質の向上を図る。習得内容に

会議名 対象者 時 期 連携・情報交換内容・ねらい 

中小企業・小規模企業会振興推進協議会 

首長 

商工会長 

金融機関 

各支援機関 

教育機関他 

年間 

2 回 

市町・金融機関・支援機関等の小

規模事業者支援の考え方、取組み

事例の情報交換 

中小企業・小規模企業会振興推進協議会 

ワーキンググループ 

事務局長 

経営指導員 

年間 

４回 

小規模事業者への事業計画・事業

承継策定・創業支援等課題別支援

ノウハウ、各種支援施策の情報交

換・連携を図る 

経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

（マル経協議会） 
経営指導員 

年間 

2 回 

管内の景況感と資金需要の動向 

金融支援ノウハウのスキルアッ

プ・情報交換 

東海財務局 

津財務事務所 

事務局長 

経営指導員 

年間 

1 回 

県内外及び、管内の景気動向・金

融動向の意見交換・情報共有 

よろず支援拠点 

産業支援センター 

ミラサポ 

事業引継支援センター 

経営指導員等 

小規模 

事業者 
随時 

高度な支援が必要な案件について

は専門家派遣等による支援展開を

求め、支援ノウハウの向上や連

携・情報共有を図る。 



- 27 - 
 

ついては、資料等の報告書にポイントを記載し、研修後の職員間ミーティングの場で報告し情報を

共有するとともに、経営情報ごとに電子媒体にて資料をファイリングし、職員がいつでも・誰でも

活用できるようにする。 

 

② 専門家招聘による支援事業によるスキルアップ  【新規事業】      

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い、経営指導

員等の同行支援により専門家からのノウハウを習得し、その内容を報告書等にポイントを記載し、

職員間でミーティングの場で情報を共有するとともに、専門情報ごとに電子媒体で資料をファイリ

ングし、職員がいつでも・誰でも活用できるようにする。   

 

③ 職員個人の資質向上  【拡充事業】    

全国商工会連合会が運営する商工会職員支援能力向上ＷＥＢサイト研修を活用、職員全員が取組

み支援能力を向上させ、現場での実務支援経験が乏しい職員でも基礎的な支援が行える体制を構築

する。 

 

 

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 

 

（評価・見直しの仕組み） 

これまでは、事業報告については理事会を経て年 1 回総会時に会員に対して報告するのが現状で

あり、詳細な各事業の内容についての評価及び検証までされていないのが実態である。今後は、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより、毎年度事業実施状況について検証・見直しを行う。 

具体的には、事務局で事業実施内容等について整理・検討した内容を検証する機関として「経営発

達支援事業推進会議」を設置する。構成メンバーは、外部有識者として木曽岬町、中小企業診断士

（学識経験者）、北勢商工会広域連合等に参画してもらい、商工会役職員を加え合計 7 名程度で組織

する。 

 「経営発達支援事業推進会議」は、年２回程度開催し、経営発達支援計画の遂行状況の確認、事業

内容の検証、改善処置、地域活性化目標の設定・確認等を行う。 

事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会の承認を受けるとともに、木曽岬町商工会ホ

ームページにて実施期間中掲載し公表する。 

 上記の経営発達支援計画に係る計画・実行・評価・改善に係るＰＤＣＡサイクルについては、次

の通りである。 

 

（見直しの展開） 

 

 ：Ｐｌａｎ （計画） 経営発達支援計画（地域経済動向調査、経営分析、計画策定、販路開拓支

援等）の策定 

 

 ：Ｄｏ   （実行） 計画に基づき小規模事業者のための経営発達支援事業（地域経済動向調査、

経営分析、計画策定、計画実行支援、販路開拓支援等）を実行 

 

：Ｃｈｅｃｋ（評価） 事業実施後に指導員、商工会の自己評価、外部有識者・評価委員会等評価 

 

 ：Ａｃｔｉｏｎ（改善）評価内容を勘案し指導員、商工会による見直し。小規模事業者の意見、外

部有識者のアドバイス、評価委員会の意見を踏まえて事業内容を改善。 
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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 

（29 年 10 月現在） 

（１）組織体制 

 

１）執行体制 

 ・会 長  １名 

・副会長  １名 

・理 事 １２名 

・監 事  ２名 

           以上合計１６名 

 

 

２）事務局体制 

・経営指導員 橋本鉄二※ 

・経営支援員(補助員) 堀田みのり※      ※は経営発達支援事業従事者 

            以上 合計２名 

 

 

３）商工会組織 

 ・会員数 １７２名  青年部員 １５名  女性部員 ３４名 

 

 

 

 

 

 

 

【担当者連絡先】 

 〒498-0807 

三重県桑名郡大字木曽岬町西対海地 47 番地 4 

  担当者：橋本鉄二 

  電話番号  0567-68-1183  FAX 番号  0567-68-4540 

   http://www.kisosaki-shokokai.jp/ 

 t-hashimoto@mie-shokokai.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

                                    （単位 千円） 

 30 年度 

(30 年 4 月

以降) 

31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

必要な資金の額 800 800 850 850 900 

 

事業計画策定支援

費 

調査研究費 

研修会等開催費 

その他 

 300 

 

300 

100 

100 

300 

 

300 

100 

100 

 

350 

 

300 

100 

100 

 

350 

 

300 

100 

100 

 

350 

 

300 

100 

150 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

①三重県小規模事業支援費補助金 

②木曽岬町運営補助金 

③商工会会費等・手数料収入 

④県・国の補助金制度の活用 

（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．事業計画の策定・実施支援に関すること 

２．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 

３．経営指導員等の資質向上等に関すること 

４．専門家派遣事業に関すること 

５．資金調達等金融支援に関すること 

 

連携者及びその役割 

・木曽岬町 町長 加藤 隆 

 〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地 251 

       産業課 課長 伊藤啓二  

  （役割） 

    １．地域活性化事業に関すること。 

    ２．他の支援機関との連携を通じた情報交換 

    ３．事業の評価及び見直し（経営発達支援計画推進会議への参画） 

 

・三重県商工会連合会  会長 藤田正美 

 〒514-0004 三重県津市栄町 1-891 三重県合同ビル内 

  （役割） 

    １．事業計画の策定・実施支援に関すること 

    ２．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 

    ３．経営指導員等の資質向上等に関すること  

    ４．専門家派遣事業に関すること 

 

・北勢商工会広域連合 連合長 安藤邦晃 

 （三重県北勢地域 7商工会の連合組織） 

（木曽岬町 桑名三川 いなべ市 東員町 朝明 菰野町 楠町） 

 〒511-0202 事務局 三重県いなべ市員弁町楚原 475-1 

  （役割） 

    １．事業計画の策定・実施支援に関すること 

    ２．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 

    ３．経営指導員等の資質向上等に関すること  

    ４．専門家派遣事業に関すること 

 

・三重県産業支援センター（よろず支援拠点含む）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 

  （役割） 

    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 

    ２．三重県版経営向上計画の策定支援に関すること 

    ３．専門家派遣事業に関すること 
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・三重県信用保証協会 会長 植田 隆 

 〒514-0003 三重県津市桜橋 3-399 

  （役割） 

    １．資金調達等金融支援に関すること 

    ２. 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  

 

・㈱日本政策金融公庫四日市支店 国民生活事業 支店長 坂番勝太郎 

 〒510-0088 三重県四日市市元町 9-18 

  （役割） 

    １．資金調達等金融支援に関すること 

    ２．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 

     

 

連携体制図等 

 

 

                相談 

                専門家派遣の依頼 

    

 

 

                 情報提供 

                ノウハウの提供 

      相談       指導 

 

    

 

                 

                 専門家による指導 

                                 資金の調達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

木曽岬町商工会 連携支援機関 
・三重県商工会連合会 
・北勢商工会広域連合 
・三重県産業支援センター 

（よろず支援拠点） 
・三重県信用保証協会 
・日本政策金融公庫 
・ミラサポ 
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