
経営発達支援計画の概要 

実施者名 楠町商工会（法人番号 7190005008872） 

実施期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日 

目標 

合併後の四日市市の中でも、コンビナート関連のメンテナンスを行う建設業

や製造業の集積が高く、また、住宅団地の造成が見られ、今後も人口流入が期

待できる地域である。 

中長期的視点に立ち、小規模事業者支援機関の役割を踏まえると、小さな地

域の商工会であり、生活関連産業である小売業等の廃業が相次いでいるが、反

面、企業向けサービス業の創業も見られるなど、業種間の新陳代謝が見られる。 

これら外部環境の変化を機会として捉え、対応する職員の資質向上を図りな

がら、毎月の巡回等を通じて小規模事業者への切れ目のない伴走型支援を行

い、小規模事業者の需要拡大の実現、売上と利益を増進する支援を地域の総力

を挙げて行うことを目標とする。 

事業内容 

（１）経営発達支援事業 
 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査 
・各種統計資料や経営実態に関するアンケート調査等により地域経済の動向を

調査分析し、その結果を指導助言に活用。 
２．経営分析 
・金融斡旋、三重県版経営向上計画策定、巡回指導等を通じて、小規模事業者

の課題の把握、金融機関や専門家との連携による経営分析を実施。 
３．事業計画の策定・実施支援 
・個別相談会、金融斡旋時に、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起し

を行い、事業計画策定にあたっては、専門家も活用 
４．事業計画策定後の支援 
・三重県よろず支援拠点、三重県産業支援センタ－、北部経営支援センタ－等

と連携し、伴走型経営支援を実施。 
５．需要動向調査 

・販売促進や新商品開発に活用空いていくために展示会等で出展者の商品につ

いての調査や情報集を行う 

６．小規模事業者の販路開拓支援 
・販路開拓に資するセミナーの開催や商談会等への参加支援。 
・特産品に係る連携販促に対する支援 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
・当地域のイベントへの積極的な参加を推進。 
 
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 
・三重県よろず支援機関、三重県産業支援センター等支援機関との連携強化 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
・ＯＪＴや中小機構等の研修会を活用した人材育成 
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 
・定量的、定性的評価を外部有識者と内部委員会によるＰＤＣＡサイクル構築 

連絡先 
三重県四日市市楠町南五味塚６０ 

TEL059-397-2046 FAX059-397-6046  
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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 

［地域の概要］ 

（１）位置と地域特性 

四日市市楠町は、名古屋からは約４０㎞の距離にあ

り、四日市市の南部地域にあり、中核都市を目指す四

日市市との間で平成１７年２月に四日市市と楠町が

合併し、新四日市市が誕生した。 

当地域はかつて、東洋紡績楠工場、東亜紡織楠工場

があり、紡績と漁業で栄えた町であり、特に漁業では、

中国産のハマグリを生育して日本全国に出荷するハ

マグリの蓄養が盛んで日本一の出荷高を誇っていた

時代もある。 

コンビナートが建設されてからは、関連する建設業

や製造業が町北部の北五味塚地域に多く立地し、現在

も小修繕や定期メンテナンス等の受注が多く、現在で

は、基幹産業になっている。また、焼酎を製造する大

手企業や三重県を代表する清酒メ－カ－もあり、地域

の中央を流れる鈴鹿川の伏流水を活用した産業もあ

る。一方、小規模事業者数は、平成１７年４月に４０

８事業者から直近の平成３０年４月には３４８事業

者と減少傾向が続いている。 

 

（２）人口動態分析と総括 

四日市市全体の人口は３１１，７６３人（平成３０

年度４月）であり、当商工会管内の人口は、平成２０年の１１,４６９人から減少しているが、

ここ数年は１０，７００人前後で推移しており、平成３０年４月は１０,６８５人である。（四

日市市全体の人口構成比では、平成２０年３．６７％、平成３０年３．４２％） 

当地域には近鉄名古屋線が通っており２つの駅（楠駅、北楠駅）があり名古屋まで１時間で行

けることから名古屋駅前再開発とともに宅地の需要が見込まれ、自然減はあるものの、転入など

社会増は期待できる地域である。 

 

 

 

 

 

出典：「四日市市ホ－ムペ－ジ 統計デ－タ」より 

●市全体の約３％中の人口構成比で、当地域は四日市市の他地域と比べ人口減少が緩やかであ

り、名古屋駅前の再開発から人口増加が期待できる。（目標設定の根拠） 

●四日市市の人口も今後比較的緩やかに減少すると想定されているが、名古屋への通勤・通学や

四日市コンビナ－ト地帯に隣接していることから急激な人口減少による影響を強く受ける状

況下にはないと言える。 
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（３）小規模事業者の現状と課題 

業種ごとの状況を見ると建設業（-7事業者、93.20％）、製造業（-16 事業者、77.46％）、卸・

小売業（-38事業者、61.61％）、飲食・宿泊業（-5事業者、88.09％）、その他（+6事業者、106.45％）

となり、製造業、卸・小売業の減少が明確となっている。 

これらの主な要因としては、経営者の高齢化や後継者不在、業績悪化による廃業が考えられ

る。特に、卸・小売業は楠町近郊に大型店が出店してきたことや、平成 17 年に四日市市との

合併したことで町内における中心が無くなり、周辺地化したことが大きい。 

 

楠町内の小規模事業者数の推移   

 建設業 製造業 卸 ･小売業 飲食・宿泊 その他 合計 

H17 年 4月 103 

 

71 

 

99 

 

42 

 

93 

 

408 

 25.2% 17.4% 24.3% 10.3％ 22.8% 100.0% 

H20 年 4月 95 

 

63 

 

90 

 

36 

 

90 

 

374 

 25.4% 16.8% 24.1% 9.6％ 24.1% 100.0% 

H23 年 4月 100 

 

70 

 

79 

 

39 

 

104 

 

392 

 25.5% 17.9% 20.2% 9.9％ 26.5% 100.0% 

H26 年 4月 97 

 

59 

 

69 

 

38 

 

105 

 

368 

 26.4% 16.0% 18.8% 10.3％ 28.5% 100.0% 

H30 年 4月 96 

 

55 61 

 

37 

 

99 

 

348 

  27.24% 15.94% 17.68% 10.43% 28.71% 100.00% 
H30 と H17  -7 

 

-16 

 

-38 

 

-5 

 

6 

 

-60 

 の対比 93.20% 

 

77.46% 61.61% 88.09% 106.45% 85.29% 

  ※その他には、サービス業、運輸業等が含まれる。 

 

（４）経営実態に関するアンケ－ト調査から見えてきた課題 

本経営発達計画策定に先立って、平成２８年１２月に当商工会の小規模事業者２１８会員を対

象に経営実態に関するアンケ－ト調査を行った。（回収率４０．３％） 

その結果と今までの巡回、窓口相談内容から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の全体の売上高の推移では、２５．９％の企業が増収、３４．１％

が横ばい、４０％が減収となっており、また、利益の推移では、２４．４％が増益、３６％が

横ばい、３９．６％が減益と回答しており、減収や減益企業の割合が増収や増益企業よりも高

い。 

経営形態別では、株式会社の４４．４％が増収（増益は３９．１％）であるが、有限会社では、

３０．８％が増収（増益は３０．７％）、個人では増収が１０．８％（増益１０．８％）にと

どまるなど小規模事業者の経営の状況はさまざまであり、小規模企業の景況に合わせた支援策

を行っていく必要がある。 

「事業計画を策定している」との回答のあった小規模事業者では、増収や増益の割合が高い。

経営状況分析、事業計画の作成、新たな販路の開拓、それに伴う市場情報の提供など切れ目の

ない一貫した支援体制を構築する必要がある。（実施方針①の根拠） 

経営状況分析は、小規模事業者の状況に合わせて、簡易な分析ツ－ルから高度なツ－ルまで準

備して対応していく必要がある。 

回答のあった小規模事業者の５０．７％が営業力、販売力の強化を経営ニーズとしてとらえて

おり、販路の開拓支援を行っていく必要がある。（実施方針③の根拠） 

株式会社では、市場の開拓・営業活動について、既存市場へ積極的に取り組んでいるは５８．

５％（多少の取り組みを加えると８２．６）、新規市場開拓では３６．４％（多少の取り組み

を加えると８１．９）行っているが、有限会社では、同様に既存市場へ積極的に取り組んでい

るは、１６．０％（多少の取り組みを加えると６０．０）新規市場開拓では、８．０％（多少

の取り組みを加えると３０．０）になっており、個人では、既存市場へ積極的に取り組んでい

るは、１６．１％（多少の取り組みを加えると５４．８）、新規市場開拓では１１．５％（多
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少の取り組みを加えると３８．４）にとどまるなど、人材不足等もあり販路開拓に取り組めて

いない実態があり、上記の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。（実施方針②の根拠） 

事業承継では、「後継者がいない（未定）」が、株式会社では３０．４％、個人では、７１．

１％、有限会社では、６１．５％が回答するなど、小規模事業者の廃業への対応が必要である。 

資金調達では、総じて個人の資金需要は多くない。株式会社では十分な借り入れができている

企業は５９．１％あるものの９．１％が「十分な借り入れができない」、1８．２％が今後必

要になると回答するなど、事業拡大、成長に見合った資金調達ができないケ－スも見られるこ

とから、事業計画の作成など、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（株式会社９０．９％、有限会社

７５．０％、個人６０．７％）する回答が多いが、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を行っていく必要がある。

（実施方針②、④の根拠） 

事業計画書の作成後の実施支援については、専門家派遣等が主に、策定事業者の求めに応じて

対応しているので、今後は、経営状況分析、計画作成、実施支援まで、一貫し切れ目のない支

援を行い、売上や利益の増進を図っていく必要がある。 

 

（５）業種別小規模事業者の概要と課題 

①地域住民を対象にした小売・サービス業の現状 

楠町商工会の７.７６k㎡の地域には、大規模小売店舗（売場面積１，０００㎡以上の店舗）

に当たるＡコ－プが１店、１，０００㎡未満のス－パ－２店（約９９０㎡）、ホ－ムセンタ

－１店、ドラッグストア－１店が営業しており、各店舗とも町内の幹線道路に立地している。

この地域は、四日市のコンビナ－ト工場や名古屋へ通勤できる住宅圏として多くの住民が住

んでいる。そのため７.７６ k㎡に中型のス－パ－等が進出している。その結果、それらの

ス－パ－等と商品構成が重なる小規模事業者等は、品揃えと価格の両面から厳しい環境下に

ある。その影響については、経営実態に関するアンケ－ト調査では、小売業の５３．９％が

減収で、６１．１％が減益と回答していることからもわかる。また、同調査からは、経営者

の高齢化と後継者難等により、小売業の４６．２％が廃業を検討しているとの実態がある。 

小規模な小売業の経営環境は悪化しており、独自の商品、店舗の魅力、新たな販路等に活

路を見出す必要がある。（実施方針③の根拠）また、円滑な事業承継に対するニ－ズも高

い。 

②製造業の現状 

当商工会地域の小規模製造事業者は、本地域が四日市コンビナ－ト、プラント工場地域に隣

接していることもあって従来からプラント関係に従事する事業所が多く、製缶業や鉄鋼加工

業を主体に末端の下請け企業が比較的多く１５社が地域内に集積的に立地している。そのほ

か電子部品や自動車部品等の下請企業がある。 

プラント工場に出入りしている製造業者で自社工場を持ち加工するものは一部で、多くは自

前の工場はなく人工（作業員）として請け負っている。最近は、現場労働者の不足から人集

めに苦慮していることや経営者自身の多くが現場に従事しており、従業員の管理に不得手な

者も多い。また下請系列による受発注があたりまえで経営者は自ら営業活動に積極的でない

など経営面で課題を抱えている。また、プラント工場は消防法に義務付けられ４年に一度の

定期修理があることから一定の需要が見込まれるものの以前と比べると簡易的な修理の需要

は減ってきている。 

営業活動の必要性や自社の新技術・新製品開発、販路開拓等に結び付くような継続的かつ

きめ細かいサポート機能が商工会に求められてきている。 

 

 

③建設業の現状 

当地域の建設業は大規模な建設会社が少なく、殆どが一人親方的な大工、小規模な工務店で

ある。個人新築住宅や農業用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。
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ここ数年、大手、準大手のハウスメ－カ－で住宅を新築するケースが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。また土木会社では楠町時代は住み分けもあっ

たが四日市市と合併したことによって公共事業で競争相手が増え競争が激化している。 

経営実態に関するアンケ－ト調査からも、建設業では、「後継者がいない」が５４．５％、

売上が「横ばい・減少」が６７．２％で、利益が「横ばい・減少」が６２．９％。元請等か

らの値引き要請や資材、人件費・外注費の上昇で利益が圧縮されている現状がわかる。 

大工等の建築業者のほとんどが小規模事業者であるため、現場作業に時間を取られ営業活

動が充分に行われていない。家の修繕等をどこに頼んだらいいのかわからない住民もおり

認知度や新たな顧客開拓を進めるための対策が必要となっている。（対応策はＰ１５） 

 

（６）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

上記のとおり、地域の小規模事業者には様々な課題がある。生活関連産業である小売業を中心

に廃業が相次いでいるが、創業する者もおり新陳代謝が見られる。中長期的な視点に立つと、地

域における人口の減少や経営者・消費者の高齢化、職人不足、大手との競争激化など取り巻く経

営環境は、厳しさが増していくと思われる。四日市市総合計画（2011 年度―2020 年度）基本目

標２（臨海部コンビナ－ト地区の持続的活用と産業の振興）に雇用状況は厳しく地域に定着した

事業所による安定的な事業継続による雇用の維持が求められるとあり小規模事業者の持続的発

展が地域コミュニティ－や地域経済・雇用の受け皿となることから四日市市や地域の金融機関、

支援機関との連携を強化し、経営環境の変化に対応する事の出来る、強みを発揮できる小規模事

業者に転換できるように地域に根差した小規模事業者支援機関としての役割を果たしていく。 

また、後継者不足から創業に向けての相談等の創業者支援に取り組むことが必要と考えてい

る。７.７６ｋ㎡の小さな町にある商工会であっても、職員の資質の向上に取り組み支援力を身

に付け、伴走型の支援に取り組んでいく。 

 

（７）中長期的な振興のあり方を踏まえた小規模事業者支援の目標 

①中長期的な振興のあり方を踏まえた小規模事業者支援の目標 

当地区の経済基盤である小規模事業者を持続的発展に導いていくために小規模事業者が抱え

る市場動向、販路開拓、事業継承等の課題に対して基礎的支援に加えて、事業計画に基づく、

持続的発展に成る経営力の向上、並びに地域の活性化に取組む。 

そのために、支援する職員の資質向上を図りながら、従来の支援方法を抜本的に見直し、全

国統一キャッチフレ－ズ「商工会は行きます 聞きます 提案します」を基軸に組織的、かつ、

システム的な支援体制の確立と、他の支援機関との連携を強化し、小規模事業者のＰＤＣＡ

がうまく実行できるように、巡回指導を通じて切れ目のない伴走型支援を行う。 

創業者・後継者や小規模事業者への伴走型支援を通して小規模事業者の経営力を向上や地域

経済の衰退、雇用の受け皿となる事業者の衰退・減少を食い止めるため、創業者の育成や小

規模事業者の需要の掘り起し販路開拓の実現、売上と利益を増進する支援を組織的に行うこ

とを目標とする。 

 

②実施方針  

1)感覚的な経営からの脱却を図って行くために決算書や聞き取り等から経営状況分析を行

い公的デ－タや日経テレコン等の大手のもつ経済動向、需要動向の情報提供を行い、それ

らの動向を踏まえた売上の増加や利益の確保ができる事業計画策定支援を行う。 

  2)事業計画策定事業者等に対して、感覚、経験値に頼っていた経営からの脱却を図り事業計

画書に沿った計画的経営を行っていくことで需要の掘り起しや販路開拓が実現できるよ

うにフォロ－アップや伴走型支援を行う。 

  3)小規模事業者が減少していく中、地域経済の活性化や地域の雇用受け皿、技術承継のため

に四日市市や三重県産業支援センタ－、三重県事業引継ぎ支援センタ－等の支援機関と連

携し、創業支援や後継者等への承継支援に取り組み創業や承継がうまくいくように伴走型

支援を行う。 

  4)事業計画に基づいた需要の掘り起しや販売促進を実行していく上で一商工会のマンパワ

－では対応しきれない高度な課題も多くあることから行政や地域の支援機関、専門家のネ
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ットワ－ク力と連携して、経営基盤の強化につながる販路開拓支援を行う。 

5)需要動向や経営分析、事業計画の策定・実行支援に高度な知識も要することから堅実な伴

走型支援のために三重県商工会連合会主催研修会や中小企業大学校等で行う研修会への

積極的な参加や職員間のノウハウの共有による支援能力の向上を図る。 
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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３１年４月１日～平成３６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－ジ図）] 
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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 

 経営指導員等は税務、労務、金融等に対する情報収集が中心で、経済動向調査に関しては、商

工会や関係機関等の連絡会議の際に入手したり巡回、窓口指導の際に聞きとったり、金融斡旋や

補助金相談の際に調べる程度であり経営指導員等の主観的な対応・支援になっているのが現状で

ある。また地域の民間銀行から調査レポ－トの提供を受けているが事務局用資料として保管する

に終わっている。経済動向の情報ソ－スとしては、小規模事業者の感覚的な（定性的な）情報に

頼っており、客観的・定量的な数値や報告書に基づいたデ－タの取得がなされていない。商工会

としては、より効果的に小規模事業者の経営発達支援を行っていくためには、経済動向に関する

客観的な数値等に基づくデ－タの取得や分析を行い、広く小規模事業者に提供することで実態に

即した事業計画策定等の支援を行う必要がある。 

 

（２）事業内容 

①国のビッグデ－タの活用（新規事業） 

小規模事業者が持続的な経営を図っていくた

めには客観的な地域の人口構成、雇用状況、消費

動向等の地域経済の動向デ－タを把握必要があ

る。限られた職員体制や効率的な経済活性化や事

業計画作成等の経営支援に活かすためにリ－サ

スを活用して経営指導員が経済動向の調査・分析

を行い年１回公表する。 

＊ＲＥＳＡＳ（リーサス）は、日本・内閣府

のまち・ひと・しごと創生本部が運用している、産業構造や人口動態、人の流れなどに関

する官民のいわゆるビッグデータを集約したシステムである。 

 

［分析手法］ 

〈メニュ－項目〉  〈分析内容〉 

人口マップ⇒人口構成項目等 ： 年齢別人口構成と、将来の人口の推移等を分析。 

地域循環経済マップ⇒地域経

済循環図等 

： 地域におけるお金の流れを生産、分配、支出等を分析 

産業構造マップ⇒全業種→全

産業の構造、付加価値額・労働

生産性等 

： 事業者数、売上高、付加価値額等を分析 

産業構造マップ⇒小売卸業

（消費）→消費動向（ＰＯＳ）、

Ｆｒｏｍ*ｔｏ分析等 

： 飲食料品や日用品など（生鮮食料品を除く）の購入金

額や生産地と消費地の関係、消費地別シェア等を分析 

企業活動マップ⇒企業情報→

創業比率、中小・小規模財務比

較等 

： 業種別に創業率や 21 の財務指標をもとに営業利益率

等を分析 

雇用/医療・福祉マップ⇒一人

当り賃金、有効求人倍率等 

： 一人当たり賃金を産業別に分析、有効求人倍率を職業

別等に分析 

 

②三重（北勢）の中小企業景況調査（３０年度より） 

  従来の景況調査を４年前に８社ほど調査していたが、三重県全体の経済動向であった。より

詳細な本地域や三重県北勢地域の経済動向を把握するため、新たに小規模事業者数を増やし

た。巡回訪問において聞き取り調査し、分析の上、地域経済情報として地域の小規模事業者

に提供する。また今後の事業計画策定等に活かして行く。 

     調査対象 三重県北勢地域の７商工会において地区内より小規模事業者１３社（製造

業３社、建設業４社、小売業４社、サービス業２社）から三半期に１回（８

月、１１月、２月）調査する。 

     調査項目 業況、設備投資、資金需要などの経営状況 
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     調査手法 経営指導員が訪問して調査票をもとに聞き取る。 

     分析手法 経営指導員が集計、分析する。 

③経営実態に関するアンケ－ト調査（拡充事業） 

地域の小規模事業者の売上や商圏・販路等の経営実態を把握するために行う。提供されたデ

－タは、小規模事業者への情報提供を行うと共に、今後の事業計画策定等の基礎資料として

活用する。 

     調査対象 管内会員（235名）、隔年１回１１月に調査する。 

     調査項目 アンケ－ト内容は、主に「従業員数の増減」、「売上や利益の増減」、「商圏」、

「直面する経営ニ－ズ」、「承継」、「販路開拓の取組状況」等であり小規模

事業者が回答しやすい内容とする。 

     調査手法 調査方法は巡回時に調査票を配布、返信用封筒で回収する。（平成２８年

度 回収率３５.３％） 

     分析手法 経営指導員と専門家が連携してアンケ－トは集計後、業種別等のクロス集

計を行い、分析を行う。 

 

④地元金融機関調査（新規事業） 

事業計画策定や販路開拓等の支援のためには本地域及び本地域を取り巻く広域的な景気動

向を調査する必要ある。そのために金融機関の管轄地域内（百五銀行：三重県全域 三重銀

行：三重県北勢地域）の景況レポートを分析する。 

     調査手法 百五総合研究所（百五銀行系シンクタンク）、三十三総研（三重銀行系シ

ンクタンク）が定期発行している調査レポ－トを入手。 

     調査項目 地域の設備投資、個人消費、住宅着工状況、業種状況等の経営経済動向 

     分析手法 経営指導員及び経営支援員（補助員）が、年２回分析、公表する。 

 

（３）成果の活用 

 調査、分析した結果は地域の小規模事業者に活用していただくためにホ－ムペ－ジに掲載す

る。また上記の各種調査結果については、経営相談において小規模事業者の経営状況の分析や事

業計画、販売戦略の策定時、実施支援時に地域経済の動向を客観的に捉えた基礎デ－タとして伴

走支援に活用する。 
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（４）目標（回数） 

実施項目 内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①ＲＥＳＡＳ 調査事業者数 ― ― ― ― ― ― 

（地域経済分析システム） 調査回数 0 1回 1回 1回 1回 1回 

 公表回数 0 1回 1回 1回 1回 1回 

②三重（北勢）の 調査事業者数 13社 13社 13社 13社 13社 13社 

中小企業景況調査 調査回数 3回 3回 3回 3回 3回 3回 

 公表回数 3回 3回 3回 3回 3回 3回 

③経営実態に関す 調査事業者数 235 社 235 社 0社 235 社 0社 235 社 

るアンケ－ト調査 調査回数 1回 1回 0回 1回 0回 1回 

 公表回数 1回 1回 0回 1回 0回 1回 

④地元金融機関 

調査レポ－ト 
調査回数 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

 公表回数 0回 2回 2回 2回 2回 2回 

調査計  4回 7回 6回 7回 6回 7回 

公表計  4回 7回 6回 7回 6回 7回 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

 現状として、小規模事業者は経験と勘で経営を行っている場合が多く、自社で経営分析をして

いる事業者は比較的少ない。商工会でも、分析を求められた小規模事業者に数件程、支援してき

た程度で弥生会計ソフトを利用して記帳・決算支援をおこなっているが同ソフトの財務分析シス

テムの利用はしておらず、融資、補助金相談時においても決算書を基に売上、利益、取引先等の

申請書類の項目に沿った内容を聞き取り、アドバイスしているのがほとんどでる。決算書の入手

や聞き取りをできる機会を活かせず経営分析ができていないのが課題である。 

小規模事業者が面談等において理解しやすく、取り組みやすい分析シ－トとして「経営状況分

析シ－ト（後掲・参考資料１）」を作成しており、融資相談等に試験的に使用し、より汎用性の

高いものに作り替えている段階にある。 

 今後は、経営状況分析シ－トや弥生会計分析システム、中小企業基盤整備機構が提供している

「経営自己診断分析」を活用して経営分析に取り組む必要がある。 

 

（２）事業内容 

①巡回・窓口相談等の面談機会を活かした経営分析 

経営指導員が日常の巡回や窓口相談といった面談の機会を活かして経営状況を聞き取り経

営分析の重要性を説明することで、経営分析を希望する事業者の掘り起しを行い、経営分析を

行う。また融資、補助金等の相談時等に決算書を入手できる機会を活かして経営分析の重要性

を説明することで事業者の掘り起しを行い、同様に経営分析を行う。 

［対象者］ 

巡回・窓口相談の対象の事業者及び融資、補助金対象の事業者の内、意欲のある 

小規模事業者 

［分析項目］ 

   定量分析たる財務分析と定性分析たるＳＷＯＴ分析 
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  財務分析   「自社の値」と「業界の値」の比較、収益性（売上高総利益率、売上高営業

利益率、債務償還年数等）、効率性:3項目（総資本回転率、売上債権回転日

数等）、生産性（一人当り売上高、一人当り有形固定資産額）、安全性（自

己資本比率、流動比率、借入金依存度等）、成長性（前年比増収率等）等 

  ＳＷＯＴ分析 売上・利益の増減及び要因、経営ニ－ズ、販路開拓の取組状況・成果、資金

繰り、企業概要(業種、雇用、商圏、承継、事業計画取り組等)、自社の強み・

弱み等 

［分析手法］ 

  経営分析が必要と思われる意欲のある小規模事業者から決算書を提示頂き、経営指導員が中

小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用して定量分析を行う。また経営指導

員が経営状況分析シ－トを用いて売上・利益の増減及び要因、自社の強み・弱み等の経営項

目に関するヒアリングを実施して定性分析を行う。 

 

 ②記帳・決算指導時等の税務支援を活かした経営状況の分析 

  記帳担当者と連携を図り、定性・定量情報の共有化を行い、記帳指導先や決算指導、個別相

談会など税務支援を行っている先に対し、弥生会計の財務分析システムを活かして経営分析の

支援を行う。 

  [対象者] 

  記帳指導先・決算支援先 

  [分析項目] 

  定量分析たる財務分析と定性分析たるＳＷＯＴ分析 

  財務分析   前年度と今年度との比率分析、収益性（売上高総利益率、売上高営業利益率、

総資本営業利益率等）、効率性（総資本回転率等）、生産性（一人当りの売上

高等）、安全性（自己資本比率、流動比率、固定資産長期適合率、借入金依

存度等）、成長性（前年比増収率等）、損益分岐点分析、5期比較財務諸表等 

  ＳＷＯＴ分析 売上・利益の増減及び要因、経営ニ－ズ、販路開拓の取組状況・成果、資金

繰り、企業概要(業種、雇用、商圏、承継、事業計画取り組等)、自社の強み・

弱み等 

  [分析手法] 

  決算支援時等に経営分析に意欲のある小規模事業者に対して経営指導員等が経営状況分析

シートを用いて売上・利益の増減及び要因、自社の強み・弱み等の経営項目に関するヒアリ

ングを実施して定性分析を行う。また、経営指導員等が弥生会計財務分析システムを活用し、

定量分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

 当該事業者の課題の明確化のために活用し、分析結果を小規模事業者に伝えることで現状の経

営状況を認識し、事業計画策定への啓蒙や働きかけを行い、事業計画の策定支援に繋げる。また

分析シ－ト情報の蓄積と職員間で共有することで、今後の相談内容や各種の支援事業に活かして

いく。 

 

（４）目標（社） 

①巡回・窓口相談等の面談機会を活かした経営分析 

 年  度 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 経営分析件数 6社 8社 8社 8社 9社 9社 

②記帳・決算指導時等の税務指導を活かした経営状況の分析 

年  度 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

   経営分析件数 0社 8社 9社 9社 10社 10社 
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参考資料１ 経営状況分析シ－ト  

 経営状況分析シ－ト（表面） 

 

 経営状況分析シ－ト（裏面） 

 
 

 
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－ト」を基本に、独自に策定している「事業計画書」等の作成支援を

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。 

（１）現状と課題 

 現状の事業計画書の作成支援は、三重県版経営向上計画や各種補助金申請、金融機関等に提出

する計画書が小規模事業者目線から難しい内容となっており、小規模事業者からの依頼に基づき

支援しているが、補助金等の申請書や計画書に沿った作成支援を行っている程度で、市場動向や

経営分析を踏まえた中期的な事業計画の支援は行っていない。また、今まで事業計画書作成等の

経営研修会を開催してきたが取り組む事業者はおらず、地区内小規模事業者においては、事業計

画の理解や事業計画策定の必要性、有益性を感じていない。 

 創業相談者については、開業手続きや経理・税務処理等の事務処理の説明に終わることが多く

また、創業後は計画性の必要性から創業計画書の作成を勧めるものの創業予定者が名前、連絡先

等を伏せることがありその場限りの説明支援で終わっている。 

 単発的な相談や支援に終わっていることから事業計画書策定につながらないことが課題であ

る。 

 

（２）具体的改善点 

 上記の三重県版経営向上計画等は、小規模事業者にとって取り組みやすい計画書とは言えず、

策定していく場合でも補助金等の採択が目的になっており、本年度、小規模事業者用の事業計画

書のひな形（P１３）を簡易版と詳細版を作成した。小規模事業者の事業規模や課題内容に合っ

た事業計画書のひな形を選び、「地域の経済動向調査」「経営状況の分析」の結果を踏まえて事

業計画書の策定支援を行う。 

今後もより汎用性の高いものへ改良を加え使い勝手の良いシ－トに仕上げていく。 

 また、創業予定者については、連絡先をできる限り把握して創業予定規模から事業計画書のひ

な形（簡易版）（詳細版）や日本政策金融公庫の創業計画書を選び「地域の経済動向調査」の結

果を踏まえて策定支援を行う。 

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしに会報（当商工会は住民向け会報誌を発行し

売上・利益の

増減及び要因 

経営ニ－ズ 

販路開拓の取

組状況、成果 

自社の強み・ 
弱み等 

企業概要 

資金繰り 

必要な施策 
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ており掲載することで多くの小規模事業や創業予定者に周知できる）等で周知していく。また経

営分析支援を行った小規模事業者に対して事業計画の必要性等を説明し、策定を勧める。 

 

（３）目的 

 商工業者・小規模事業者が減少していく中、地域経済の活性化や雇用の拡大には、創業者の創

出や小規模事業者の持続的発展が必要であることから小規模事業者等が抱える経営課題の解決

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、経

営課題の解決に結びつくことを目的に策定支援を行う。 

 

（４）具体的内容 

事業計画作成のシ－ン 内容 

①金融斡旋時 

マル経、小規模事業資金等の相談者には、融資斡旋書に係るヒ

アリング内容に地域経済の動向調査、経営分析の結果を踏まえ、

資金繰りの観点からも事業計画書の策定支援を行う。 

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者には、補助事業計

画書に経営方針や市場動向や、ＳＷＯＴ分析等の経営分析が入

っていることからヒアリング内容に地域経済の動向調査、経営

分析の結果を踏まえた事業計画書の策定支援を行う。 

③三重県版経営向上 

計画策定時 

三重県が独自に認定している事業計画で、ＳＴＥＰ１（課題整

理）（課題解決に向けた基本計画）からＳＴＥＰ３（具体的計

画）までの３段階と事業所が策定に向けた取り組みやすい内容

となっている。今後は地域経済の動向調査、経営分析の結果を

踏まえ、当事業計画を活かした事業計画の策定を行う。 

三重県産業支援センタ－と情報交換しながら取組む。 

④経営革新計画策定時 

相談時にヒアリング内容や地域経済の動向調査、経営分析の結

果を踏まえた事業計画書の策定支援行う。 

窓口である三重県と情報交換しながら取組む 

⑤窓口・巡回相談時 

日常的な相談時や廃業、事業承継の取り組みも行い、承継が円

滑に行われように事業計画の必要性等を訴求し、地域の経済動

向等を踏まえた事業計画書の策定支援を行う。 

⑥記帳・決算指導時 

記帳継続指導者や決算・申告書の支援対象者にヒアリング内容

や地域経済の動向調査、経営分析の結果を踏まえ、独自に策定

している事業計画書の策定支援を行う。 

⑦創業相談 

創業予定者や創業後間もない創業者にヒアリング内容や地域経

済の動向調査、経営分析の結果を踏まえ、創業計画書又は事業

計画書の策定支援を行う。 

 

（５）目標（社） 

 年  度 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 事業計画策定事業者数 5社 12社 13社 14社 15社 15社 

 （内 創業相談） 0社 1社 1社 1社 1社 1社 

 

（６）活用方法 

 創業予定者、小規模事業者のニ－ズと実態に合わせて創業・事業計画書を策定しておくことで

①その後の実施支援における基本的な指針や指標、目標として活用する②事業計画を策定してお

くことで事業に抜けや漏れがないかの確認や意見を募る上で有益なツ－ルとして活用する③策

定した事業計画書を基に三重県版経営向上計画書や経営革新計画書、小規模持続化補助金等の申

請等の作成に活用する。また、より詳細な事業計画書や販売戦略策定等、高度な計画については、

需要動向調査結果も織り込むほか、専門家の活用やよろず相談拠点などの支援機関と連携してい
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く。  

参考資料 3 事業計画書（簡易版）  

 

 

 

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－ト） 

 

参考資料 4 事業計画書（詳細版）  

 
 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
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（１）現状と課題 

 事業計画書、創業計画書の策定支援は、金融斡旋時や補助金申請時等に限定されており、融資

を受けるためや補助金採択されることが目的となった策定支援に留まっているのが現状である。

策定支援を行った事業計画書が実施されているかの確認は補助事業であれば補助金対象事業に

着手しているかどうかなどを巡回に聞く程度で進捗状況管理はできておらず小規模事業者まか

せである。実施支援については、融資の場合は事後指導、補助金等の場合は、新たな課題が発生

した場合の受け身的な相談業務が主であり、ＰＤＣＡを意識した体系的な実施支援は行われてい

ない。小規模事業者においては日々の仕事に追われ事業計画の実行が遅れることや事業計画を実

行しない場合もあることから結果が出るまで「伴走型支援」を実施することが課題である。創業

予定者については、相談者が名前、連絡先等を伏せることもあって相談後の連絡が出来ない場合

が多い。 

 

（２）具体的改善点 

 現状の必要に応じて実施を支援するスタイルから転換を行う。実施支援は創業・事業計画を策

定した小規模事業者を想定している。 

実施支援の柱は、巡回や電話等での状況把握と新たな課題に対する解決支援である。直接支援

は経営指導員が当たるが、必要に応じて三重県産業支援センタ－、三重県よろず支援拠点、中小

機構、ミラサポ、地域金融機関等の各支援機関との連携や専門家派遣事業を活用し、伴走型支援

を実行していく。 

実施方法としては、巡回訪問し、計画の進捗状況を確認し、状況に応じて進捗状況に合わせて、

それ以外にも支援を行う。 

具体的には四半期に一回のペ－スで、事業計画書（簡易版・詳細版）の取組内容及び戦略欄に

記載するスケジュールに基づき、進捗状況に合わせて、「課題解決の確認、成果の確認、新たな

課題の設定、次回までの活動確認」等、ＰＤＣＡを意識して、売上、利益につながるように事業

計画の実現に向けて伴走支援をしていく。事業計画どおりに進捗していない場合は、原因を聞き

取り探求し計画が実行できるように支援していく。実施が進まないようであれば必要に応じて三

重県産業支援センタ－等との連携や専門家派遣事業を活用して事業計画の見直しや改善の支援

を実施する。また、創業計画書を策定支援する予定者には連絡先を聞き取るようにしていく。創

業計画を策定した創業予定者には税務・労務・金融その他経営全般にかかる支援を行うとともに

２ケ月に１回のペ－スで創業計画書の実行の進捗状況を確認、検証し、計画どおり進捗していな

い場合は原因、課題を聞き取り、計画の見直し等を支援していく。必要に応じて三重県産業支援

センタ－等と連携して、目標売上、利益が達成できるように伴走支援していく。 

 実行において運転資金を要する場合は、計画実行に必要な設備や取引状況、実行状況等の内容

から事業者が必要とする融資制度を案内していく。 

 

（３）目的 

 商工会が有する三重県産業支援センタ－や三重県よろず支援拠点などの各支援機関とのネッ

トワ－ク力や鮮度の高い情報、専門家派遣制度などを活用した実施支援について、小規模事業者

に会報やホームペ－ジに掲載して周知活動を進め、計画策定から実施支援まで行う、頼りになる

商工会を目指す目的で行う。 

 

（４）目標（延べ回数） 

 年  度 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 事業計画策定後の 

実施支援回数 
10回 50回 54回 58回 62回 62回 

 （内 創業相談） 0回 6回 6回 6回 6回 6回 

 

（５）活用方法 

実施支援を通じて得られた情報や支援ノウハウは、創業者、小規模事業者の次の事業計画作り

に活かしていく。また支援事例や成功事例として職員間で共有を行い、今後の支援力向上に結び
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付ける。 

 

❖需要拡大の事例  

事業所ＰＲと小規模建設事業者の需要取り込み 

建設業者が主となり、大工等の職人が廃業等で地域か

らいなくなり、住宅修繕等についてどこに相談したらい

いのかわからない住民が多いことに着目して１０年前か

ら「住民の生活困りごと相談事業」を始めた。年に６回、

地域内世帯の全戸に新聞折込みチラシを配布、商工会が

窓口となって事業所ＰＲと受注拡大を目指した事業を行

っており、年間に１００件程度の新規受注に成功してい

る。 

 

 
 

❖伴走支援事例１ 

小規模事業者持続化補助金を活用した販路開拓活動を伴走支援 

支援事業者は、主として飲食店向け販売の酒屋である。新たな需要や販売ル－トを検討して

いた。ワインは、国内外で多くの種類があり、以前からワインの勉強をしていたこともあって

利益率の良いワインの販売に注力していこうと立ち飲みを始めた。最初の頃は、店舗の隅にワ

インを積むなど置き場所やワインの温度管理などで苦慮していた折り、巡回時に制度周知、利

用を勧めていた小規模持続化補助金で店舗を改装してワイン保管室やワインセラ－の購入を

提案、作成支援を行い採択された。また、酒のおともにつまみ棚の設置を提案。次にワインア

ドバイザ－の取得を勧め資格を得た。ワインアドバイザ－がいる立ち飲み屋として地域での評

判となり同年、中日新聞の取材を受けて北勢版に掲載されその後、ＣＢＣラジオの取材があり、

放送された。その後、情報発信の必要性やワインの高級感の演出策として２回目の小規模持続

化補助金でホ－ムペ－ジの立ち上げ、包装紙、包装木箱の作成を行った。これらの販売促進活

動を通じて、これまで注文を受けるだけの受け身体制が当たり前だったが自主的に営業活動す

るようになった。立ち飲み屋を始める前に比べ、飲食店や個人客からの受注も増え売上、利益

の向上につながった。 

 

❖伴走支援事例 2 

創業に向けた伴走支援 

経営者から、会社から独立して介護事業を立ち上げたいと相談があった。経営者は、病院看

護師や訪問看護師の経験は豊富であったが創業に向けての知識は無かった。法人形態について

三重県専門家派遣事業を活用して株式会社等の法人形態のメリット等について支援を受けた。

その後、合同会社で登記する事となった。創業の計画性を持ってもらうために金融機関所定の

創業計画書を基に提供するサ－ビス内容、強み等の考え方や記載方法を説明した。また収支予

算書に関して、売上、経費の積算方法や記載いただいた予算書から原価数字や利益数字、法人

税、活用方法等を説明した。税金等の支払に備えて資金繰り表を作成することや運転資金の確

保に小規模事業者経営改善資金等の公的融資制度を説明し、必要に応じての利用を勧めた。現

在、経営は順調で多くの訪問先を開拓している。 

 

 

 

 

 



- 16 -  
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

 小規模事業者の需要先が地域内や下請け受注になっている認識もあって小規模持続化補助金

等の補助金申請などの作成支援において必要に応じて需要動向調査を行う程度で恒常的に業種、

個社に向けに需要動向調査は行っていない。今後、小規模事業者が持続的発展をしていくために

は、自社の商品・サービスや新製品の開発、研究に合った需要動向の情報を収集、分析し、小規

模事業者に提供していくことが課題である。 

 

（２）具体的改善点 

［バイヤ－や消費者向け調査］ 

 今後は、一次的に市場の需要動向を意識した事業計画の策定や事業計画の実行において実効性

の高い販路開拓、新製品開発ができるように地域消費者のニ－ズ調査等を要する飲食業者等に対

しては消費者が多く来場する商工会主催の販売展、製品製造業者には多くのバイヤ－が来場する

三重県リ－ディング産業展、東京向けの販路開拓に三重テラスなど各事業者の商品、サ－ビスに

合った見本市や展示会においてバイヤ－や消費者への需要に関するヒアリングやアンケ－ト調

査を実施する。その調査結果・分析で得られた情報を整理分析して商品・サ－ビスや新製品開発

のブラッシュアップや価格設定、販売促進に活用していくために出展事業者へフィ－ドバックす

る。 

 

［調査内容］ 

調査方法 調査項目 調査方法 

 ［食品製造業者］ 

性別、年代（５歳刻み）、居住地（楠町、四

日市(楠町除く、県内、県外）、味、大きさ、

価格、パッケ－ジ、ネ－ミング、食感、味、

改善点等など展示商品、試作品に合わせて行

う。 

三重テラス、商工会主催

の販売展等の展示会に

おいて１事業者につき

バイヤ－は5人、消費者

50名から聞き取り等に

より行う。 

バイヤ－や消費者

への需要に関する

ヒアリングやペ－

パ－によるアンケ

－ト調査 

［工芸品・製品製造業者］ 

性別、年代（５歳刻み）、居住地（楠町、四

日市(楠町除く、県内、県外）、大きさ、価

格、パッケ－ジ、ネ－ミング、使い勝手、品

質、改善点等など展示商品、試作品に合わせ

て行う。 

・食品製造者・飲食業者

は・店頭商品や試食の提

供を通じて行う。工芸

品・製品製造業者につい

ては販売製品や試作品

の販売、展示を通じて行

う。 

 ［飲食業者］ 

性別、年代（５歳刻み）、居住地（楠町、四

日市(楠町除く、県内、県外）、味、大きさ、

価格、パッケ－ジ、ネ－ミング、食感、味、

改善点等など展示商品、試作品に合わせて行

う。 

・調査項目は５段階評価

（良い～悪い等）により

収集の効率化を工夫す

る。 

 

 ［その他］ 

性別、年代（５歳刻み）、居住地（楠町、四

日市(楠町除く、県内、県外）の基本情報に出

展商品等に合わせて項目を加えて行う。 

 

 

［日経テレコン等による需要動向調査］ 

 また、展示会において需要動向調査を行った事業者に対して二次的に商工会で契約している日

経テレコンやＥＣサイトを活用して業界・業種動向や地域消費者動向に係る情報を巡回時に提供

していくなどの伴走型支援に取り組んでいく。 
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［調査内容］ 

調査方法 調査内容 頻度 

日経テレコンやＥ

Ｃサイト（Amazon、

Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ、

楽天市場等） 

ピンポイント需要

動向が分かる 

・業界・業種動向（業界の売上、利益、トレ

ンド、流行商品など）。 

・ＥＣサイトに期間別売れ筋ランキングが常

時公開されているので、そこから、価格帯、

特徴など現在売れている商品情報を集め

提供する。 

原則四半期に１回。また、

キ－ワ－ド検索での調査

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。 

地域消費者動向や

市場動向調査 

内閣府の消費動向調査（消費者の意識、物価

の見通し、主要耐久消費財等の保有・買替え

状況、世帯の状況等）や総務省家計調査年報

（１世帯当たり１か月間の収入と支出、１世

帯当たり年間の品目別支出金額，購入数量及

び平均価格等）ら情報を収集し、巡回時等に

提供する。 

四半期に１回 

その他情報 経営指導員等が収集した情報（業界誌、ＨＰ、

地域情報等）を提供する。 

都度 

 

（３）目的 

 小規模事業者が売上・利益の向上を図ろうと新分野進出や新商品開発、販路開拓を進める場合、

需要動向調査を行わず経験値で行うことが多くプロダクトアウト（市場のニ－ズを意識せず、企

業側の意向や技術を重視して製品やサービスを開発し、それらを市場に導入する考え方）の発想

になりがちであることから、「売れる商品づくり」に必要なマ－ケットイン（市場や購買者とい

う買い手の立場に立って、買い手が必要とするものを提供していこうとすること）発想には、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の調査を行う。 

 

（４）情報提供先目標（社） 

 年  度 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 バイヤ－や消費者向

け調査対象事業者数 
3社 5社 5社 7社 7社 7社 

 

（５）活用方法 

需要動向調査を通じて得られた情報は、今後の創業者や小規模事業者の実施支援や事業計画の

策定等に役立たせる。また商工会でのデ－タ蓄積が可能となり、商工会内で共有化を図ることで

今後の支援力向上に結び付ける。 

 

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 

当商工会地域は狭く、地域内経済だけでは成り立たなくなっており、主な商圏としては株式会

社４５．８％、有限会社６８．０％、個人７４．２％が四日市市に集中している。県内外向けに

巡回等を利用して新商品開発を促進したり、他地域での展示会、商談会の開催情報や販路開拓セ

ミナ－情報の提供や補助金採択された個社に参加推進しているだけの状況である。商工会として

小規模事業者の需要開拓が出来ていないのが課題である。 

 

（２）具体的改善点 

 地域内需要の減少が見込まれる中、小規模事業者が持続的発展をしていくには、経済動向や経

営分析、事業計画、需要を見据えた経営が求められており今後は、事業計画を策定し実施支援を

行っていく中で、小規模事業者が開発した新商品・サ－ビス・技術等の認知度向上を図り新たな

販路開拓や需要開拓につながる機会を創出するため、専門家や三重県産業支援センタ－、中小企

業基盤整備機構等の支援機関や他団体等と連携し、新商品・新サ－ビス・新技術等のブラッシュ
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アップ支援や、県内外のイベント・見本市・商談会への出展支援を行う。 

具体的には、想定する顧客層とのマッチ具合、価格適合性、ＰＯＰやパンフレット類のプロモ

－ションの適格性、ＩＴを活用したインタ－ネット販売等のマ－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。なお、支援にあたっては、経営指導員が主に

あたるが、必要に応じてよろず拠点、ミラサポ等の専門家派遣事業を活用して実施するなど、伴

走型支援を行っていく。また、その支援内容をデータ化し、今後の職員教育のツ－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 

 小規模事業者は、新商品を「製造」できても、「販売」は自店に限定されることや販売先を増

やしていきたいが情報発信や販売促進、販路開拓を苦手としており、小規模事業者の保有する技

術・製品や商品・サ－ビスによって、販売の対象タ－ゲット・対象市場・対象地域は異なるため、

小規模事業者の個々の事情に適した支援が必要であることから商工会の対外的信用力とネット

ワ－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 

販路開拓のシ－ン 内容 

①地元イベントへ

の参加、販売促進 

●対象は地域消費者を主なタ－ゲットとする飲食、食品製造業者等 

●毎年９月に開催する。点在する管内の商工業者が一堂に会して「商工

会まつり」を編成し、来場者に商品等を直販する。 

●このイベントには市外からも多くの来客があり新たな販路の開拓の

手段のひとつとして、毎年５～７社の出展を促し、出展前には参加者

の属性にあった商品の選定支援、開催中はニ－ズ調査支援、イベント

終了後は調査票を分析して専門家とともに商品のブラッシュアップ

を行うなど、きめ細かく支援を行う。 

②三重県展示会 

●地域外へ販路拡大を目指す事業者 

●毎年秋に開催される三重県主催のリ－ディング産業展、三重テラスな

どの展示会のＰＲと参加する事業者があった場合、経営指導員も同行

し、地域並びに商品のＰＲと販路開拓支援を行う。 

●その際の出品商品の選定、営業用ツ－ル（企業概要書、商品説明書）

の作成支援、開催中はニ－ズ調査支援、終了後は調査票を分析して専

門家とともに商品のブラッシュアップを行うなど成果が挙がるよう

に支援する。 

③ＥＣサイトによ

る情報発信とビ

ジネスマッチン

グ支援 

●ネットによる販売促進が有効な事業者 

●全国商工会連合会のホ－ムペ－ジ作成システム「ＳＨＩＦＴ」を活用

し、県内外をはじめ全国に向けて事業所並びに商品のＰＲを行い、「Ｓ

ＨＩＦＴ」によるネットショップ機能の活用により、地域外消費者に

向けた新たな販路拡大のための支援をする。また、ホ－ムペ－ジの新

規作成時や既存のホ－ムペ－ジの更新時に小規模事業者が有する自

社の強みや商品選定、商品・サ－ビスのセ－ルスポイントを引き出す

支援を行う。 

④ＥＣサイトによ

る情報発信とビ

ジネスマッチン

グ支援 

●全国的に自社ＰＲや取引先等のビジネスパ－トナ－を見つけたい事

業者 

●日本商工会議所及び全国商工会連合会が運営するビジネスマッチン

グサイト「ザ・ビジネスモール *1」を活用し、日本全国の企業と商

談できるチャンスを創出する。登録前において自社ＰＲのポイントに

ついて助言を行い、登録中のマッチング状況等について聞き取りなが

らフォロ－アップを行い成果が挙がるように支援する。 
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⑤ＥＣサイトによ

る情報発信とビ

ジネスマッチン

グ支援 

●ネットによる販売促進が有効な事業者 

●全国商工会連合会の「ニッポンセレクト.com」を活用して商品等の販

売機会を創出する。出展前の主力商品の選定や出展中は販売状況を聞

き取り、助言を行い、出展後も含めて商品のブラッシュアップを行う

など成果が挙がるように支援する。 

*1 ザ・ビジネスモール 

自社ＰＲや技術力の周知、ビジネスパ－トナ－や仕入先を見つけたいなどの販路拡大を目指した

商工会議所・商工会のビジネスマッチングモ－ル。 

*2 ニッポンセレクト.com 

小規模事業者等が農商工連携や地域資源の活用などにより開発した商品等や、魅力ある地域産品

等をＨＰを通じて紹介・普及を行うことにより、地域の優れた産品を紹介・販売し、中小企業・

小規模事業者の商品展開力・販売力の向上等を図ることを目的とした全国商工会連合会公式のサ

イト。 

 

（５）目標（社） 

 年  度 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

① 地元展示会（BtoC） 5社 5社 5社 6社 6社 7社 

 目標売上額伸び率 100％ 105％ 110％ 115％ 120％ 125％ 

② 三重県展示会（BtoB） 1社 1社 1社 2社 2社 3社 

  目標商談件数 1件 3件 3件 5件 5件 7件 

③ ＥＣサイト支援(BtoC） 

 （ＳＨＩＦＴ） 
12社 13社 15社 17社 19社 21社 

  目標成約件数 0件 2件 3件 4件 5件 6件 

④ ＥＣサイト支援（BtoB） 

（ザ・ビジネスモ－ル） 

0社 

 

1社 

 

1社 

 

1社 

 

1社 

 

1社 

 

  目標商談件数 0件 2件 2件 2件 3件 3件 

⑤ ＥＣサイト支援（BtoC） 

（ニッポンセレクト） 
0社 1社 1社 1社 1社 1社 

  目標商談件数 0件 1件 2件 2件 3件 3件 

 合  計 18社 21社 23社 27社 29社 33社 
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❖既存イベントの拡充  

●毎年９月の最終日曜日には、商工会が主催する商工会まつりがある。 

●商業の集積が少ない当地域の商工業者５～７社程度が一堂に会してブ－スを出展し、自店の

商品やサービスを提供する「物産・特産品販売」が人気で、毎年４,０００人を超える来場

者がある。当日買い物をしたお客様を対象に地元物産等が当たる抽選会を実施しており、地

元の製造業者のＰＲにも一役買っている。 

●蓄養はまぐりを扱う水産業者２社の協力もあって、まつりの目玉に焼きはまぐりの振る舞い

を行っている。地区外から多くの来場者が集まってくる。またトラックステ－ジイベントは

キッズダンスや地元の子供太鼓等参加型のものを中心に構成しているため、参加者だけでな

くその知人や家族等の来場も多い。 

●このイベント会場を通じ、商工業者、各種団体、地域住民等の間のコミュニティ－が増進さ

れていることから、市長の挨拶で紹介されるなど四日市市からも高い評価を得ている。 

●今後は更に多くの団体等と協力関係を構築していくことで出展内容の充実を図っていきた

いと考えている。 

 

 
（園児作品展示ブ－ス） 

 
（伝統行事ブ－ス） 

（ロマンチッ楠マルシェ） 

（はまぐりの振る舞い） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

（１）現状 

 当商工会が実施する「商工会まつり」は地域を代表する商業、工業振興イベントで運営には自

治会や楠地区社会づくり推進協議会、楠地区社会福祉協議会の代表に参加いただいている。また

地域の幼稚園や鯨船(*1)保存会等の協力のもと園児の作品展示ブ－スや伝統行事ブ－スを設け

るなど地域振興や伝統行事の普及にも力を入れている。個社の販路開拓や販売促進の場として、

多くの来場者を呼び込み、個社の自慢の商品、製品を知ってもらおうと自治会の協力のもと商工

会まつりやロマンチッ楠マルシェのチラシ、ポスタ－の全戸配布を行ってもらっている。桜まつ

り（４月）や町民運動会（１０月）の自治会等の地域事業に商工会が協力参加するなど、商工会、

関係団体には、地域の活性化や小規模事業者の事業継続・発展が必要不可欠であるという共通の

認識を持っており、関係団体との相互協力の下、一体となり地域活性化事業に取り組み盛り上げ

ている。今後は、四日市市や地域内の各関係団体と、より連絡を取り合い個社の需要開拓、販売

促進、地域の活性化に貢献する。今後は、四日市市総合計画の中にある雇用状況は厳しく地域に
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定着した事業所による安定的な事業継続による雇用の維持が求められるという基本目標２の下、

地域の活性化や雇用の確保に向けた小規模事業者の持続的発展のために、地域の関係団体との連

携を強化して地域活性化事業に取り組んでいく。 

 

*1 鯨船：地区に古くから伝わる祭礼行事であり、毎年１０月の２日間、地区内を練り歩く。幕末

頃から年中行事として行われていたと言われている。 

 

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 

商工会まつり 

１回/年 

町内の小規模事業者等が自店の商品、製品、農産物などの地

場産品等をブ－スでＰＲしたり販売したり、伝統芸能ブ－ス

を設けるなど町内外より４,０００人超の来場者で賑わう。

毎年５～７店ほどの小規模事業者が出展して住民に対して

認知度向上に努めている。同日にステ－ジイベントや焼きは

まぐりの振る舞いを実施して集客化を図っている。 

▪開催時期：毎年９月の最終日曜日 

▪場所：楠福祉会館駐車場 

楠町商工会 

ロマンチッ楠

マルシェ 

３回～４回/年 

四日市の海沿いの町、楠町で開催する２０社程のハンドメイ

ド作家等によるイベント。 

おしゃれなハンドメイド雑貨やアクセサリ－、手作り体験コ

－ナに加え、飲食ブ－スを設け地域のキッチンカ－や飲食店

が集合したイベント。同時にキッズダンス等による客寄せも

行い集客を図っている。 

 ▪開催時期 ７月、９月（商工会まつりと同日開催）、１２

月、３月の最終土曜日 

 ▪場所：楠福祉会館大ホ－ル 

楠町商工会 

朝市 

４回～６回/年 

地域の特産品等のＰＲと直売活動を図っていこうと地域の

和菓子店などの商業店によるイベント。当日は、楠地区民生

委員・児童委員協議会と四日市社会福祉協議会が街角カフェ

を開催するなど地域を盛り上げていこうと協力を図り地域

活性化に取り組んでいる。年６回開催している。 

 ▪開催時期 ４月、８月、１０月、２月の最終土曜日 

 ▪場所：楠福祉会館大ホ－ル、駐車場 

楠町商工会、 

楠地区民生委

員・児童委員

協議会、四日

市社会福祉協

議会 

 

（２）地域活性化に資する事業内容 

会議名 内容 主体 

経営発達支援

委員会 

既存事業の充実、新規事業については会長・副会長および事

務局（事務局長、経営指導員）で組織した経営発達支援委員

会で検討していく。また委員会は年１～２回開催する。 

楠町商工会 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

１．他の支援機関との連携を通した支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

 現状では、日本政策金融公庫との経営改善貸付推薦団体連絡協議会（通称：マル経協議会）や

三重県産業支援センタ－、三重県よろず相談拠点等からの情報提供、スタッフの派遣等を通じた

支援ノウハウ等の一遍とおりの情報交換を行っている。また、県内の商工会間では、事務局長会

議や経営指導員等が集まる研修会の場で体系的な情報交換を行い経営支援に活用している。しか

し、経営改善事業の枠内での情報交換が主な内容であり、地域需要動向や新たな販路開拓につい

てのノウハウ等などの小規模事業者の経営課題解決や持続的発展に資する情報交換が出来てい

ないのが課題である。 

 

（２）具体的改善点 

今後は、市場・需要動向や事業計画、販路開拓などの経営課題等に対する支援力向上のための

ノウハウ習得に、地域の金融機関との情報交換を強化していく。今以上に三重県よろず相談拠点

との連携に進めると同時に、三重県、ミラサポ、三重県産業支援センタ－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。また、新商品開発や販路開拓に必要な資金需要等が生じた場合には県内金融機関

等とも連携をしながら確実に計画が実行されるように支援を行い経営発達支援事業の円滑な実

施に取り組んでいく。 

 

（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－ 

三重県事業引継ぎ支援センタ－ 

三重県よろず支援拠点 

ミラサポ 

事業承継や経営向上のための支援ノウハウや市場動向、

需要動向、販路開拓等について情報交換・共有を図る。 

専門家派遣事業の活用により支援ノウハウ等の習得を

行う。 

三重県商工会事務局長会議 

北部経営支援センタ－ 

事務局長会議 

各商工会の小規模事業者に対する伴走型支援に関する

ノウハウや地域の経済情勢、需要動向等について情報交

換を図る。 

日本政策金融公庫四日市支店 

百五銀行楠支店 

三重銀行楠支店 

三重県県信用保証協会 

日本政策金融公庫四日市支店と管内の商工会による改

善貸付連絡協議会を開催（年２回）。金融施策、管内の

経済動向、需要動向、小規模事業者の状況等について意

見・情報交換をする。 

地域内の金融機関の担当者から融資情報、地域内情報、

意見交換をする。 

販路開拓に係る金融支援について連携していく。 

 

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、経営指導員や経営支援員（補助員）等が自身の支援内容を中心に三重県商工会連合会

や北部経営支援センタ－が主催する研修会への参加と専門家派遣事業への同行などによってノ

ウハウの習得やスキルアップを図っているがそこで得たノウハウ等の共有化がされず経営支援

レベルにばらつきがある。また経営指導員経験のある事務局長がいるが実際の経営支援の場にお

いて小規模事業者が抱える経営課題に対しては、事務局長のアドバイスを求めることなく経営指

導員等が自身のスキルをもって単独で対処するケ－スが多い。加えて現状にあった経営分析や市

場動向を踏まえた事業計画策定等の支援が出来ていない。職員間の情報共有と小規模事業者への

支援に研修会等で得たノウハウが活かしきれていないことが課題である。  

 

（２）具体的改善点 

職員同士の情報や研修会や専門家同行で習得したノウハウの共有化のために次の取り組みを
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行い各職員の資質向上に努める。（方針（５）の根拠） 

 

現状の資質向上スキ－ムに加えて 

①経営指導員等が中心となって事業計画書作成や経営分析、市場動向、需要動向を踏まえた売

上高・利益の確保を重視した中小企業基盤整備機構等が開催する各種研修会に参加して支援

能力向上を図っていく。 

②職員がどのように対処したらいいのか困った案件は職員ミ－ティングの議題として支援内

容を提案して課題と支援内容の共有化を図っていく。   

③事務局長が講師となって、他の職員も含めた経営支援スキルアップ勉強会の開催や事務局長

が同行していくなどのＯＪＴ教育を行う 

④経営指導員等が研修会で得た学んだ知識は、職員ミ－ティングで他の職員との共有を図る。 

⑤巡回、窓口の相談案件や支援内容は休暇、異動等でいなくなった場合に他の職員が参考にで

きるように電子カルテに入力するとともにペ－パ－で出力して企業カルテに綴じておく。 

 ⑥経営指導員は、全国商工会連合会主催の経営指導員等ＷＥＢ研修を受講し、支援能力の向上

を図る。 

 

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 

経営支援事業の実施内容や進捗状況等については検証を行っていな

かったことから、本計画について、ＰＤＣＡサイクル（目標設定：経

営発達計画→事業実施：小規模事業者→CHECK：経営発達支援委員会→

見直･改善）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。外部有識者を含めた検討会において計画の評価、

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、

経営発達支援委員会で決定する。また、見直し計画については理事会

に報告し、承認を得る。事業の成果、評価、承認された計画は、期間

中商工会のホ－ムペ－ジ等で公表する。 

 

（２）具体的内容と目標 

評価事項 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 

4月、10月 

経営発達支援委員会による内部

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 

4月、10月 

経営発達支援委員会による内部

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１回 

2月 

外部有識者が入った検討会によ

る評価等 

 

（３）外部委員名簿（候補案） 

所属・属性 選定理由等 

大学教員・ 

中小企業診断士 
地域の実情に詳しく、商工会活動、商品開発に実績がある 

（公財） 

三重県産業支援センタ－ 
県下全域の小規模事業者の経営活動に詳しい 

 

  

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508042255/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2dwLnByZXNzdXJlcG9pbnQuanAvaW1nL21hcmtldGluZy9pbWdfcGRjYS5naWY-/RS=%5EADBrCRB.YiKWFWFU3qj6apHaYBlwgc-;_ylt=A2RinFGOlOFZIxcAcBmU3uV7
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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 

経営発達支援事業の実施に当たっては、事務局長が総括、管理を行い経営指導員・経営支援員（補

助員）、記帳指導員が中心となり各事業を実行していく。事業推進は全職員で行い、三重県や三

重県産業支援センタ－、三重県よろず支援拠点等と連携しながら事業に取り組み経営発達支援検

討会の意見、評価を踏まえて推進していく。 

 

（１）組織体制 

 実施体制図 

 
職員５名 

事務局長 １名 

事業の遂行状況の管理、計画立案、連携機関との連絡調整等の事業全般を統括する 

経営指導員 １名 

地域の経済動向調査、経営分析、事業計画策定・実行、需要動向・開拓等の事業を行う 

補助員 １名 

地域の経済動向調査、経営分析、事業計画策定・実行、需要動向・開拓等の事業補助等を

行う 

記帳指導員 ２名 

記帳指導に係る財務分析及び事業計画策定等の事業補助を行う 

         

 
 

（２）連絡先 

   楠町商工会 

   住 所 〒５１０-０１０４ 

       三重県四日市市楠町南五味塚６０ 

   電 話 ０５９－３９７－２０４６    

   ＦＡＸ ０５９－３９７－６０４６ 

   E-Mail o-kusu@cty-net.ne.jp 

ＵＲＬ http://www.cty-net.ne.jp/~o-kusu/ 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援委員会 
（正副会長、局長、経営

指導員、外部委員） 

    

      

  事務局長１名   

       

        

経営指導員１名  補助員１名  記帳指導員２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） 

  31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 必要な資金の額 750 750 750 750 750 

 

経済動向調査事業 

経営状況分析事業 

事業計画策定支援事業 

事業計画策定後実施支援事業 

需要動向調査事業 

新たな販路開拓事業 

地域経済活性化事業 

支援力能力取組事業 

50 

50 

50 

50 

100 

200 

200 

50 

 

 

 

50 

50 

50 

50 

100 

200 

200 

50 

 

 

 

50 

50 

50 

50 

100 

200 

200 

50 

 

 

 

50 

50 

50 

50 

100 

200 

200 

50 

 

 

 

50 

50 

50 

50 

100 

200 

200 

50 

 

 

 

（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」  ②四日市市「中小企業振興規則」 

③会費収入  ④賦課金収入  ⑤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 

 

■地域の経済動向の調査（情報提供） 

 連携先・・・四日市市、地域金融機関 

 

■経営の分析（専門家派遣）             

 連携先・・・ミラサポ、よろず支援拠点、三重県、三重県産業支援センタ－ 

 

■事業計画策定（専門家派遣）             

連携先・・・ミラサポ、三重県よろず支援拠点、三重県、三重県産業支援センタ－ 

（情報提供・融資相談） 

連携先・・・日本政策金融公庫、三重県信用保証協会、地域金融機関 

 

連携者及びその役割 

 

■中小企業庁 長官 安藤久佳（東京都千代田区霞が関 1-3-1） 

ミラサポによる「専門家派遣事業」の専門的サポート 

 

■三重県 知事 鈴木英敬 （三重県津市広明町 13） 

 「専門家派遣事業」による専門的サポート         

 

■四日市市 市長 森 智広 （三重県四日市市諏訪町１番 5号） 

 情報提供、創業事業の環境整備 

 

■三重県産業振興センタ－ 理事長 山川 進（三重県津市栄町 1-891） 

 「専門家派遣事業」の専門的サポ－ト         

 

■日本政策金融公庫四日市支店 支店長 有田哲二（三重県四日市市元町 9-18） 

 情報提供・融資相談 

 

■百五銀行楠支店 支店長 坂口正敏 （三重県四日市市楠町南川 102-1） 

 融資相談・実行、経済動向に係る情報収集 

 

■三重銀行楠支店 支店長 犬飼良和 （三重県四日市市楠町南川 85番地の 6） 

 融資相談・実行、経済動向に係る情報収集 

 

■三重県信用保証協会 会長 植田 隆（三重県津市桜橋 3-399）          

 情報提供・保証相談 

 

■三重県商工会連合会 会長 坂下啓登（三重県津市栄町 1-891） 

事業の推進・調整・サポ－ト 
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■北部経営支援センタ－ 会長 坂下啓登（三重県いなべ市員弁町楚原 475-1） 

 事業の推進・調整・サポ－ト 

 

■三重県よろず支援拠点 コーディネーター 百済勝彦（三重県産業支援センタ－内） 

 専門家派遣事業の専門的サポ－ト 

 

■三重県事業引継ぎ支援センタ－ 統括責任者 東山一雄（三重県産業支援センタ－内） 

 事業承継の専門的サポ－ト 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

       ②   ③ 

               ③    ③       ③       ③ 

 

                 ② 

 

                  

                   

                ⑤          

                     ① ④    ⑥ 

                   

                         

 

    

 

 

  ①相談  ②出展調整  ③専門家派遣要請と派遣  ④伴走型の指導・助言 

  ⑤現状分析、計画策定、検証  ⑥情報提供と支援    ⑦各種調整・情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミラサポ 
三重県よろず 
支援拠点 
 

三重県 

  

 

 

 

四日市市 
 楠町商工会 

経営発達支援委員会 

・商工会役職員 
・三重県産業支援センタ

－ 
・中小企業診断士等 

商工会関係機関 

・三重県商工会連合会 
・北勢経営支援センタ－ 
・北勢ブロック内 

各商工会 

⑦ 

三重県産業 
支援センタ－ 

金融関係機関 

・日本政策金融公庫 
・三重県信用保証協会 
・地域金融機関 

小規模事業者 
 

三重県事業引継ぎ

支援センタ－ 
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