
経営発達支援計画の概要 

実施者名 朝明商工会 （法人番号 8190005008871） 

実施期間 平成 28年 4月 1日～平成 33年 3月 31日 

目標 

管内の朝日町は人口増加率が国内トップ（2010 年国勢調査）であり、

出生率、婚姻率とも高く、川越町とも両町は人口増加している地域であ

る。平成 30 年には三重県北部を新名神高速道路が開通する予定で、新

たなインターチェンジが開設されるなど、当地域は中部圏と近畿圏を結

ぶ交通の要所として発展することが想定されている。これらの外部環境

の変化を機会と捉え、小規模事業者の経営力の強化、事業承継支援及び

地場産品等の創出、販路拡大の支援、企業間の連携と取引の拡充により

地域経済の底上げを図り、更なる活力に満ちた地域を創造します。 

事業内容 

 
１．事業の内容 

(1)地域の経済動向・経営状況調査は、小規模事業者アンケート調査、 

  管内の消費者意識調査の実施及び県内経済動向調査による情報収集。

(2)経営分析・需要動向調査は、巡回相談・窓口相談・セミナー等をは 

じめ、連携する関係機関からの専門的な分析結果を活用して実施す 

る。 
(3)事業計画の策定・実施支援は、事業者の経営課題解決の為、専門家 

と連携して策定支援を行う。計画策定後も指導、助言、計画変更策 

定支援を行う。 
(4)創業・経営革新支援は、創業相談会の開催や創業塾の受講支援を行 

うなど創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支援等を行い、

創業後も支援を続ける。 

第二創業（経営革新）においては経営革新セミナー開催等、経営革 

新計画策定支援を行う。計画承認後も、進捗状況の確認や指導、助 

言を行う。 
(5)小規模事業者販路開拓支援は、営業拡大・販路開拓に対し個別相談、

ＩＴを活用した企業ＰＲや、各種の商取引ビジネスを利用し、展示 

会・商談会・産業展等の情報提供と出展支援を行う。 
(6)東南海地震をはじめとする自然災害などの緊急事態に備えて、危機 

管理体制の構築、事業継続計画(BCP)策定の支援を行う。 

   

２．地域経済の活性化に資する取組（地域経済活性化事業） 
朝日町の地場産品「酒造」、川越町の地場産品「水産加工品」「食 

用水飴」「あられ」「酒造」「佃煮」等のＰＲ推進のため、特産品フ 

ェアへの出展支援や酒蔵めぐりイベント、商工まつり開催時に「物 

産展」を開催する。 

連絡先 

〒510-8123   三重県三重郡川越町豊田一色 405番地 

       朝明商工会 電話 059-365-6603  FAX 059-365-6035 

              E-mail   asakeshokokai@ccnetmie.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 

 

Ⅰ．事業実施地域の概要 

朝明商工会は、三重県北部の桑名市と四日市市と 

 いった中核都市に近接する朝日町・川越町の2町を 

 管轄する商工会である。両町合わせて14.7ｋ㎡と小 

 さな面積でありながら、人口25,324人(平成27年 7 

 月現在)が居住する地域であり、朝日町においては、 

 丘陵地に造成された大規模ニュータウンの住宅分譲 

 が行われたことが要因で人口増加率が35%（2010年 

の国勢調査により）と国内でトップとなった町であ 

る。また本地域は、伊勢湾岸沿いに面することもあ 

り古くは豊富な海苔の収穫を誇っていたが、時代と 

共に衰退し、代って朝日町内に㈱東芝三重工場を誘 

致したのをきっかけに電動機部品製造業が発展、現 

在は朝日町内の代表的な業種となっている。また、川越町では中部電力㈱ 川越火力発 

電所が存在し、同社の設備のメンテナンスを中心とした建設工事業やサービス業が多 

く点在する地域である。交通の面では伊勢湾岸自動車道、国道1号、国道23号（名四 

国道）等の広域的な幹線道路が整備され、四日市港、名古屋港にも近接するなど優れ 

た交通基盤を有し、ＪＲ関西本線、近鉄名古屋線が通る等、交通の便に恵まれた地域 

である。 

 

Ⅱ．地域の現状 

【人口の推移】 

2010年の国勢調査では川越町、朝日町合わせて人口23,629人であり、上記の繰り 

 返しとなるが、朝日町においては人口増加率が全国でトップであった。2015年の年齢 

3区別の構成比は、0-14歳が朝日町22.8%、川越町16.0%、15-64歳がそれぞれ59.1%、

64.0%、65歳以上がそれぞれ18.2%、20.0%となっており、この数値を2010年と比較 

すると朝日町においては0-14歳で1.8%増となるなど、全国的に少子化・高齢化が進 

む中、下表の将来推計人口をもとに当管内でみれば、将来の生産年齢人口が若干なが 

ら増加傾向にあると予想されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表１ 将来推計人口 （資料）国立社会保障人口問題研究所 （作成・提供）三重銀総研   

 

川越町 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総人口 14,003 14,604 14,945 15,192 15,359 15,475 15,522
0～14歳 16.5 16.0 15.2 14.2 13.1 12.7 12.5
15～64歳 65.4 64.0 64.4 65.5 65.2 63.3 59.9
65歳以上 18.1 20.0 20.4 20.3 21.6 24.0 27.6

朝日町 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総人口 9,626 11,216 11,232 11,214 11,134 10,996 10,832
0～14歳 21.0 22.8 21.1 17.2 16.1 15.2 14.7
15～64歳 60.6 59.1 60.9 65.6 66.8 65.6 60.1
65歳以上 18.4 18.2 18.0 17.2 17.2 19.2 25.2
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グラフ１  川越町、朝日町の将来推計人口 

 

【業種別事業者数】 

2012年の業種別事業者数を産業別にみてみると、事業所数では、管内全体におい 

 て「製造業」の割合が最も多く、全体の21.7％を占めている。次いで「卸売業、小 

 売業」21.5％、「サービス業」17.3％、「建設業」9.9％などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

表２ 2012年 産業別事業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
グラフ２ 2012年 産業別事業者数 

 

2012年 朝日町 川越町 合計 

総数 285 644 929 100% 

製造業 50 152 202 21.7% 

卸売業，小売業 59 141 200 21.5% 

建設業 29 63 92 9.9% 

運輸業，郵便業 9 45 54 5.8% 

宿泊業，飲食サービス業 29 51 80 8.6% 

その他サービス業 56 105 161 17.3% 

医療、福祉 17 29 46 5.0% 

不動産業、物品賃貸業 23 28 51 5.5% 

その他 13 30 43 4.6% 
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【産業別生産額】 

産業別生産額をみてみると朝日町、川越町とも製造業が最も多く、それぞれ210億 

 円、143億円となっており、次いで川越町では不動産業が132億円、朝日町はサービ 

 ス業が40億円となっており、製造業が管内の主たる生産額を占めていることを示し 

 ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
単位：億円  グラフ３ 川越町、朝日町の産業別総生産額 

【業種別出荷額】 

業種別出荷額をみてみると朝日町が電気機械器具製造業591億円と約７割を占めて 

 おり、朝日町の主たる業種が電気機械器具製造業であることを示している。また、川 

 越町においては輸送用機械器具製造業と窯業、食料品製造業が産業を牽引している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             グラフ４ 2012年 川越町、朝日町の産業別出荷額 

Ⅲ.商工会のこれまでの取り組み 

(1)創業支援塾の開催 

  平成19年に一層の地域における創業、第二創業を支援するため、中部経済産業局、

三重県、川越町、朝日町、三重県産業支援センターのご後援を頂き、「創業塾」を開 

催した。5日間のカリキュラムとして「企業家としての勇気づくり」「ニーズとアイデ 

ィアが事業を発展させる」「オンリーワンを目指す」「企業に必要な税務知識」「お金 

の借り方」をテーマに開催した。創業の心構えから、アイディアの出し方などの講義 

に加え、現役の銀行員によるお金の借り方など実践的なスキルを身につけることに役 

立てた。また、受講生の中からは開業し、現在も継続的に事業を営んでいる方がいる。
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(2)過去の経営革新計画などによる伴走型の支援 

  主に平成26年度から本年度にかけては、小規模事業者に対して伴走型の経営支援 

を実施してきた。当商工会の伴走型支援とは、小規模事業者に中小企業新事業活動促 

進法に基づく経営革新計画等の作成支援を行い、その計画を実現するために、情報発信、

販路開拓、顧客管理などに添って支援するものである。具体的には経営革新の支援、 

ものづくり中小企業試作開発等支援補助金、小規模事業者持続化補助金、三重県版経 

営向上計画の申請に向けた作成支援を行ってきた。 

 

 

平成27年 8月の時点で経営革新計画の承認件数は累計4件（新商品開発2件、新た 

な販売方式の導入1件、その他新たな事業活動1件）である。事後調査では、全事業所 

が経営革新に取り組んで良かったと回答している。多くの事業所の業績向上につながっ 

ており、現時点では業績の向上に至ってないケースにおいても、経営者の意識に変化が 

生じ目標達成に前向きな経営が続いている。 

 

 

経営革新計画伴走型支援モデルとなった事例① 

昭和33年 4月に設立したステンレス等の高精度加工 

 を行う金属工作機械製造業。従来は、多数のマシニン 

 グセンターやＮＣ旋盤等の機械設備を整備し、難度の 

 高いステンレス素材の精密加工を強みとして、半導体 

 製造装置部品を中心に継手やバルブなどの製造を行っ 

 てきた事業所である。最新鋭の設備を導入し、生産工 

 程の合理化・効率化を格段に進歩させて、今まで以上 

 に取引先のニーズに応えられる企業体質の構築を目指 

 している。複合加工機を導入し、生産工程を大幅に削減し、「リードタイムの短縮と生 

 産コストの削減を図る」をテーマに経営革新計画を作成することにより伴走型の支援 

 を行っている。平成26年 3月に三重県知事の承認を受け、計画に基づき生産効率を上 

 げることにより売上高13％増加、経常利益36％増加と業績は向上している。 

 

 

 

 

実施内容 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 
27年度 

8月現在

経営革新承認 

件 数 
1 1 - 1 - 1 - 

ものづくり補助

金承認件数 - - - - - 1 1 

持続化補助金 

認定件数 
- - - - - 9 8 

三重県版経営向

上計画認定数 
- - - - - 6 2 

伴走型支援件数 4 3 5 6 15 15 21 
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経営革新計画伴走型支援モデルとなった事例② 

当該事業所は、発泡ウレタンやＦＲＰを使った建築資材 

やテーマパーク、歴史的建築物の美術装飾用建材を製造し 

ている。平成27年度、新開発素材（速乾ウレタンＦＲＰ） 

にて、建築資材、自動車用パーツの軽量化、効率化を実現 

するための「必要強度を維持しながら高所造作物等の軽量 

化を新速乾ウレタンＦＲＰ技術で実現」をテーマに研究開 

発を行う。伴走型の作成支援により平成27年 7月にものづくり中小企業試作開発等 

支援補助金の採択を受け、計画に基づき現在、経営革新に取組んでいるところである。 

経営支援のポイント 

   (1)経営革新計画に基づく継続的な支援 

(2)中長期的な経営戦略の見直し 

(3)経営指導員並びに専門家による連携支援 

上記は、平成26年度、平成27年度、朝明商工会が経営革新計画に基づき支援した 

事業の中で最も効果が表れている事例である。 

 

 

Ⅳ．地域の課題 

 

     朝日町と川越町を管轄する当地区は、廃業率が開業率を上回り、加えて後継者不 

足も顕著であり、小規模事業者数はこの5年横ばいの状況である。今後は事業承継 

支援と合わせた事業活動により小規模事業者数の増加に努める必要がある。 

一方、近年は伊勢湾岸自動車道の開通により、高速道路が縦断し、インターチェ 

  ンジが２箇所新設されるなど当地区を取り巻く道路交通の環境は大きく変貌してお 

り、物流に大きく影響を与え利便性が増してきている。それらの利便性を活かすた 

め、川越町が中心となって、これまでに企業誘致を行った結果、川越町工業団地連 

絡協議会（加入者数32社  平成27年 4月現在）が発足しており、地域の工業出荷 

高を牽引している。しかし、進出企業と地元企業とには依然として隔たりがあるこ 

とから、これらの連携やビジネスマッチングにはまだまだ可能性があり、商工会が 

そのネットワークを構築していく必要がある。また、小売店舗においては、大規模 

小売店舗の相次ぐ出店やコンビニエンスストアやインターネット販売の影響も受け、

小規模事業者の減少、経営悪化が顕在化しはじめており、小規模事業者は、情報発 

信力と販売促進力に弱さがあり、従来型からマーケットイン型の販売手法に発想を 

転換していく必要がある。他方、当地区は伊勢湾岸に面し、近年発生が予想されて 

いる東南海地震が発生すれば津波などによる大きな被害が想定され、とりわけ本支 

社機能が無い小規模事業者にとっては、一旦被災してしまうと、経営基盤を揺るが 

しかねず、経営危機に陥る可能性がある。従って、事前に災害に備えて防災・減災 

対策を講じる必要がある。しかしながら事前の意識調査では、防災対策及び事業継 

続計画の策定の意識が低いため、商工会が支援し事業継続計画（BCP）の策定支援に 

あたる必要がある。 
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【管内の小規模事業者数の推移】 

年 度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 
管内の小規模

事業者数 
658 630 637 623 636 639 

                        (資料) 三重県商工会連合会 運営資料 
 

【朝日町・川越町の開廃業率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

     今後、この地域で新名神高速道路や東海環状自動車道の延伸が進展すると、当地 

域の交通条件はさらに利便性が高まることが予想されます。これらにより産業用地 

の整備が進むなど優れた立地条件を有効に活用できるようになり、高度な物流機能 

や次世代産業の立地の可能性も高まります。既に伊勢湾岸自動車道が開通し、みえ 

朝日IC、みえ川越ICが開設され、平成30年には、三重県北部を新名神高速自動車 

道が開通する予定であり、近い将来、当地区は中部地区と近畿地区を結ぶ新たな交 

通の要所、拠点と成りうることが予想されます。このような交通拠点の発展が交流 

人口の増加、物流拠点の増加に繋がることにより、当地区を取り巻く環境の変化を 

好機と捉え、小規模事業者の事業機会を増やす為、交流人口の増加を見越した販路 

開拓支援を行い、地域経済や雇用を支える管内事業者の減少に歯止めをかける為、 

企業間の連携、取引の拡充を図るなどの個社支援を行います。 

また、関係機関と連携した地域ネットワ―クを構築することで面的支援を行い、小 

規模事業者の経営基盤の強化と延いては地域活性化に繋げていきます。 

      

Ⅵ．目 標 

 

   小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、今後、当地区の取り巻く環境 

と産業構造の変化を捉えながら、地域産業の育成強化と新陳代謝を促し、活力強化 

を図るため、個社の発展、売上利益の確保に重点を置き、伴走型の事業承継支援を 

行います。当商工会では支援機関として関係機関とのネットワークを活かした支援 

体制を構築するため、今後５年間、下記を目標とし、基本方針に基づいて取組を行 

います。  

 

 



７ 
 

 

１．「経営力基盤強化支援」「事業承継支援」「創業支援」を重点支援課題とする。 

 小規模事業者に対する経営力基盤強化と事業承継支援に重点を置き、自社の技術、 

商品・サービスの向上、拡充を図ろうとする持続的発展力のある小規模事業者の育成 

を図る。そのために販路開拓支援をはじめとし、取引機会の創出や技術連携による商 

取引の拡大を促進するための支援事業を行う。また、小規模事業者の減少を防ぐには 

創業、第二創業の支援など、新たな創業者の支援を行うことも重要な課題である。 

これらを踏まえ、5年後の管内の小規模事業者数を650事業所以上（現在639事業所）

に維持させることを目標とします。 

 

 ２．高速道路の開通による交流人口、物流拠点の発展に伴い需要開拓支援を行う。 

 既に、管内には伊勢湾岸自動車が開通し、今後、新名神高速道路が開通する予定で 

あります。これらを外部要因の機会として捉え、関係機関及び行政とも連携して、既 

存の小規模事業者と進出企業とのビジネス交流の機会を増やし、ビジネスマッチング 

や技術の連携、取引の拡充を図ることで個社の売上、利益の増加に繋げます。また、 

人口増加の著しい朝日町と川越町の消費者交流人口を増やすには、更なる地区内資金 

循環の促進が必要であり、地域イベント等を介し、特産品の創出とブランド化を進め、

商工会が核となって発信することで小規模事業者の需要開拓に繋げます。 

 

３．商工会の支援体制の強化を図り、小規模事業者の持続的発展と地域の活性化に 

寄与する。 

   商工会の指導体制の構築、更なる経営指導力の強化を図り、きめ細やかな支援を実 

践していくことで小規模事業者の売上増加、後継者対策、雇用促進などに繋げていき 

ます。各種の支援方法を通して小規模事業者の活性化と持続的発展に寄与し、また、 

小規模事業者の中でも、特に落ち込みが著しい小売業者の経営支援が地域経済の底上 

げのポイントであると考えられ、地域の経済動向や需要調査の結果を踏まえつつ、事 

業計画の策定と事後の経営支援を進めます。これらにより「住みよい町、朝日町・川 

越町」を目指した街づくりにも貢献します。 

 

Ⅶ．取組の基本方針 

 

   朝明商工会は、小規模事業者の創業から持続的発展に向けた小規模事業者の支援 

事業である「経営発達支援事業」と需要開拓に連動させて効果的に発展する「地域 

経済の活性化に資する事業」を各々の関連性を持たせて取り組みます。 

 

１．経営発達支援事業（個別支援） 

① 経営状況分析による小規模事業者の現状把握支援 

 小規模事業者の事業持続化支援のため、経営計画策定セミナーや巡回、窓口指 

導を通したヒアリングと決算書類による「経営分析」、「決算財務分析」を行い、 

小規模事業者の現状把握と今後の経営方針を支援する。 

 

 ② 事業計画策定による経営基盤強化支援と創業支援 

事業計画策定セミナーや個別相談を通じて、持続的発展を目指した事業計画の 

策定支援を行う。創業や第二創業（経営革新）においては創業時の「創業計画」 
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の作成支援を行い、経営が安定するまで継続的にフォローアップを行う。 

また、経営基盤の強化を図ることにより、地域産業の育成及び雇用の創出を 

図ると同時に商業者においては、大型店との差別化を図り、独自サービスの提 

供、地域に根差した営業展開ができるように支援を行う。 

 

 ③ 需要動向調査、経済動向指標による新商品開発・市場規模の把握の支援 

当地域内で買物動向調査を行い、管内の消費動向を把握する。「三重県内経済動 

向調査」や「県内事業所景況調査」の指標を基に県内の動向を把握し、商工会が 

保有するチャネルを活用し、展示会、商談会、バイヤーとの交流会への出展を促 

し販路開拓支援を行う。P2の表２からもわかるように、管内では製造業と小売業 

者等の数が拮抗しており、製造業者への支援は、工業統計調査等の指標を活用す 

るなどし、技術革新や連携支援、ビジネスマッチングに重点を置き支援を行う。 

 

 ④ 危機管理に備えた事業継続計画（BCP）策定支援 

当地域は伊勢湾沿岸部に位置することから、大規模地震などの危機管理に備えて、 

経営基盤の強化と新たな課題の発見の為、事業継続計画を策定支援する。計画策 

定は、企業間連携や新しいビジネスの創出の機会としても考えており、それらも 

意識した事業継続計画（BCP）の策定支援に取り組みます。 

   

２．地域経済活性化事業（地域経済に資する取組） 

  地域経済活性化事業は経営発達支援事業の中で、需要の開拓に寄与する事業と連 

携させることでより効果的に販路拡大、売上向上に繋がるものであり、以下の事 

業によりシナジー効果を発揮させます。 

 

 ① 地場産品の販路開拓支援 

  朝明商工会内に設置している地場産品販路拡大委員会において地域イベントや当 

商工会主催のイベントにて水産加工物、水飴、あられ、佃煮や酒造メーカー等の 

製品を出展ＰＲすることにより新規顧客の開拓に繋げるとともに当地域を代表す 

る特産品のブランド化を進める。 

 

  ② 川越町工業団地連絡協議会と地元製造業者とのマッチング事業 

   今後、交通網が発達する当地域において、管内の川越町工業団地連絡協議会に加 

入する進出企業と地域企業のビジネスマッチングにより、製造業が更に事業拡大 

を図れる機会と捉え、商工会が中心となり連携ネットワークを構築していく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

地域内の経済動向は、三重県商工会連合会や地域金融機関の景況調査を利用し対応 

 してきた。これまで朝明商工会独自の調査は実施していなかった為、今後は新たに独 

 自の景況調査、小規模事業者実態調査、消費者意識調査を実施することで地域経済の 

 動向を詳しく調査し、関係機関より得られた経済動向調査の結果と独自の調査結果を 

 各々整理分析し、課題の抽出と今後の取組みに活かしていく。 

 

（事業内容） 

（1）全国商工会連合会実施の地域の景況調査を通じて、業況判断、売上高、経常利益 

等のＤＩ値を業種ごとに算出して比較分析を行う。また、単会として地域における 

指標の取得のため、業種別３事業所毎、５ブロックに分け、四半期に一度、景況調 

査を行う。 【指針①・③】 

 

（2）地域内小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又は 

ノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務内容、その他の経営状況を把握するた 

め小規模事業者を対象に実態調査アンケートを実施する。【指針③】 

 

（3）プレミアム付商品券の発行に伴い、一般消費者約2,400名よりアンケート調査の 

事前依頼をしていることから住民に対して地域消費者意識調査を実施し、事業所に 

対する意識を調査分析する。【指針③】 

 

（4）小規模事業者には、地域消費者意識調査を整理・分析した結果を報告し、課題の 

抽出と今後の取り組みについて協議する勉強会を実施する。勉強会ではこの調査内 

容と小規模事業者の実態調査とを比較し、そのギャップを埋めるための取組みを専 

門家と共同で実践していく。【指針①・③】 

  

(5) 東海地区及び三重県の産業経済動向調査（㈱三重銀総研発行）をもとに、業種別 
  動向・物価動向・倒産動向・雇用動向のデータを収集、整理、分析し、地域の経済 

動向を調べる。【指針③】 

 

（6）上記調査により得られた結果は、経営指導員間で情報共有ができるようにし、巡 

  回、窓口の機会を通じて、小規模事業者に提供し、個店ごとの事業計画策定のため 

    のデータとする。景況調査、消費者意識調査については、必要に応じ商工会報やホ 

ームページ等を通じて情報公開する。【指針③】 
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（7）上記調査により得られた結果から今後の消費者と事業者の両方のニーズを探り、 

的確なセミナー、講習会等の支援事業に活用し、事業主の経営意識の向上を図る。 

 【指針③】 

（目   標） 

地域の経済動向、消費者意識を調査分析することにより、現在の地域の現状と課題 

を的確に把握し、その結果を踏まえて今後の取組みに繋げていく。また小規模事業者 

の実態調査結果は事業所ごとに需要を見据えた事業計画策定のデータとして活用して 

いく。 

実施内容 現    状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

景況調査先数 未実地 15 15 20 20 25 

実態調査 未実施 
小規模事業者

対 象 

小規模事業者

対 象 
小規模事業者

対 象 
小規模事業者

対 象 
小規模事業者

対 象 
HPによる情報提

供回数（年間） 
未実施 3 12 12 12 12 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と目標） 

朝明商工会では、これまで窓口相談、巡回相談による記帳指導や金融指導、経営計 

 画作成相談を通じて経営分析を行ってきた。確定申告後の簡易な経営分析や相談事案 

があった都度に営業利益率や売上高の推移の把握などの定量的な経営分析が主体であ 

った。本計画では、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて、 

小規模事業者の実態把握に努めるとともに、ＳＷＯＴ分析、その他の分析項目を利用 

して「自社の強みと弱み」の現状把握と明確化を行い、小規模事業者の課題と進むべ 

き方向性を理解しやすくする為、新たに「経営の見える分析シート」を作成し経営計 

画策定や販売力強化に繋げていきます。分析シートの作成にあたっては、過去データ 

の比較分析と「小企業の経営指標」（日本政策金融公庫発行）の各種指標と比較分析 

を行うとともに小規模事業者の経営実態を地域経済の動向や需要動向調査の結果も踏 

まえ、個社の経営状況に応じた分析手法を活用します。 

 

（事業内容） 

(1) 巡回・相談指導時の経営分析【拡充事業】 

経営指導員等による日常の巡回を計画的に進め財務分析・経営分析の重要性を説明 

し実施する。小規模事業者の決算等関係情報を確認するとともに、業況等のヒアリン 

グした内容を「経営の見える分析シート」に落とし込む。また、データベース化した 

ものを商工会内で共有化し、経営分析指導を行うことで自社の内部環境分析や事業計 

画策定に活用する。 

○項目 

財務分析・・・決算書分析（収益性、安全性、成長性） 

 商品や製品の分析・・・取扱商品や製造品の内容、価格・サービスの内容、 

             顧客ターゲット、販売方法 

○手法   

入手した情報・データを経営指導員が時系列分析や業界指標との比較分析を行う。 
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○活用    

「経営の見える分析シート」にその分析結果を収集、電子化し、経営指導員が巡 

回・窓口指導する際、小規模事業者にその分析結果を説明し、経営資源を踏まえ 

た上で持続的発展に向けた事業計画を策定するように提案する。 

 

(2) 経営計画策定セミナーの開催による経営分析 【新規事業】 

 経営の基本や財務管理等各種のテーマに沿った経営計画策定セミナーを開催し、小 

規模事業者に経営分析の知識・情報を提供するとともに経営に関する意識改革を促進 

し、小規模事業者が現状把握や経営分析の手法を学び、自らの経営分析に役立てる。 

同時に、セミナーを通して意欲ある経営者を抽出し、更に詳しく経営指導員と共に経 

営分析を行う。また、自社で製造した商品を一般消費者へ販売する事業者にはトレン 

ド情報や商品開発に関するセミナーも開催して新商品開発や販売促進を支援していく。 

 

 ○項目   

ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析、外部環境分析（コンジョイント分析等） 

 

○手法 

・財務管理セミナーを通して、自社財務と現状の課題を明らかにする為に、「経営 

 の見える分析シート」を作成し、課題と進むべき方向性を明確化する。 

・製造小売事業者においては外部環境分析も行う。主にはコンジョイント分析を利 

用し、自社商品の市場性、収益性をチェックする。 

    

○活用 

  経営分析は個社対応とし、分析を行うだけではその効果は薄く、小規模事業者 

  に理解されやすい分析シートの作成に心がけ、分析結果を各々の事業計画策定 

  に繋げていく。 

 
※コンジョイント分析 

コンジョイント分析とは、商品やサービスの「どこ」を「どの程度」変更すれば、消費者に気に入ってもらえ 

るのかを明らかにする商品開発の戦略立案の支援に適した調査手法です。 

 商品アイディアを直接的に対象者に評価させるのではなく、考えうる商品スペックの組み合わせを実験的に 

作成し、各々について評価させます。その際、商品の具体的スペックにトレードオフが発生するようになって 

おり、対象者別の「本当に重視すること」を明らかにした上で、商品スペックの各々の「買いたい気持ちを強 

める力（効用値）」を算出できます。 

 

(3) 記帳継続対象者に対する経営分析【拡充事業】 

小規模事業者の中でも記帳継続指導対象者は、商工会の業務の中において、数値的 

な情報の他にも事業内容・資金繰り等についても理解しています。 

これまでは税務支援と簡単な分析結果を提供していたが、財務分析・経営分析の重要 

性を鑑み、更に業務内容のヒアリングを行い、財務・経営分析を実施し説明をします。

記帳指導員と経営指導員が連携しソフトを活用した経営分析指導を行い、自社の内部 

環境分析や経営計画策定に役立てます。 

 

 

 



１２ 
 

 

○項目 
主な指標： 売上高対営業利益率 ・販売費一般管理比率 ・労働分配率 ・流動比率等 

 

○手法 

貸借対照表・損益計算書等を時系列分析や業界指標と対比しながら財務分析を行う。

 

○活用  

   記帳指導員と経営指導員が共同して分析シートを作成し、情報の共有を図ると同 

   時に小規模事業者に対して自己の経営資源を今後の経営戦略にどう活かしていく 

     か経営指標をもとに説明して具体的に提案する。 

 

（目  標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回・窓口による 

経営分析件数 
5 10 15 20 25 30 

経営計画セミナー 

開催回数 
0 1 2 3 3 3 

セミナーによる 

経営分析件数 
0 5 10 15 15 15 

記帳対象者 

経営分析件数 
25 30 30 40 40 40 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

事業者が経営課題を解決するため、上記１の動向調査、２の経営分析の結果を踏ま 

え、事業計画策定支援を行う。小規模事業者の専門性のある経営課題の対応について 

はコンサルタント、専門家等とも連携し、伴走型の指導・助言を行う。 

 

（事業内容） 

（1）窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者から相談等を受ける際、又は、事業計画 

策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を目指す小規模 

事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

 

（2）事業計画策定を目指す小規模事業者の金融相談、小規模事業者持続化補助金、※三 

  重県版経営向上計画の申請時に事業計画の策定支援を行う。【指針②】 
 

※注１ 三重県版経営向上計画とは 

 平成26年4月施行の「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づき創設された制度。三重県 

内の中小企業・小規模企業者の経営の向上に対する主体的な努力を促進し、その挑戦を後押しする 

だけでなく、意欲を引き出すため、多様な中小企業・小規模企業がその発展段階に応じて作成する 

計画を三重県が認定し、中小企業・小規模企業の成長と三重県経済の活性化を図ることを目的とし 

ている。 

 

（3）三重県商工会連合会における商工会記帳システム「弥生会計」から得られた経営 

分析結果に基づき、事業計画を策定し、策定後も各事業者の経営課題に添った支 

援を実施する。【指針②】 
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(4) 創業、第二創業（経営革新）希望者を、広報を通じて募り相談会等を開催し、創 

業計画策定から実施まで伴走型の支援を行う。【指針②】 

 

(5) 地域の地理的な環境において、経営基盤の強化のためには事業策定計画（BCP） 

  の策定が必要であり、策定支援から実地検証まで伴走型の支援を行う。【指針②】 

 

（目   標） 

事業者が経営課題を解決するために、上記の１の動向調査と２の経営分析の結果を踏 

まえ、事業計画策定とその実施支援を行う。事業計画策定セミナーや個別相談会を通じ 

て小規模事業者に事業計画の必要性を認識してもらい、あらゆる関係機関と連携して伴 

走型の支援を行うことにより、事業の継続的発展を確かなものにする。 

 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

事業計画策定セミナー等 

開催回数 
2 3 5 5 5 5 

事業計画策定事業者数 

（創業・第二創業を含む） 
6 15 24 24 24 24 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

経済動向調査、経営分析を活用し、事業計画の策定支援を行った後、小規模事業者 

 との対話を通じて、経営理念を整理し、自社が提供する商品・サービス・製品の強み 

 など今後のプランを取りまとめた中長期の経営計画策定の支援をする。また、策定し 

 た経営計画に沿って、経営指導員が伴走型の支援を行い、計画と実態に差異が生じた 

 場合には経営指導員が適切な支援を行う。 

 

（事業内容） 

（1）事業計画策定後に、国、県、町、三重県産業支援センター、三重県よろず支援拠点 

の行う支援策等を広報、案内により周知し、フォローアップを実施する。【指針②】

 

（2）上記の事業計画策定とともに、日本政策金融公庫が、事業の持続的発展のための取 

組に必要な事業資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活 

用し、金融（資金繰り）支援を行う。また、融資実施後の事後指導は、公庫支店と 

緊密な連携を行い、その後のフォローアップを行う。【指針②】  

 

（3）事業計画策定後に、必要に応じて 月に 1 度以上巡回訪問し、進捗状況の確認を行 

  うとともに、専門家の助言も取り入れながら、必要な伴走型の指導・助言を行う。 

【指針②】 

 

(4) 事業計画策定後に、昨年から実施してきた事業継続計画（BCP策定事業）の実践コ 

ースとして策定セミナーを継続し、各事業所の危機管理意識と能力も同時に高め、 

有事の際に備え、早期復旧と事業継続を図る為に、年間に全体研修を2 回、個別策 

定の研修を3 回実施を目安にしながら伴走型の指導・助言を行う。【指針②】 
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（目標） 

小規模事業者に事業計画策定の必要性を認識してもらい、策定後においても随時その 

進捗状況を確認しながら、あらゆる機関を利用した伴走型の支援をしていくことにより、

事業の継続的発展を確かなものにしていくことを目標とする。 

 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
広報・周知によるフォローアップ

件数 
3 8 10 15 15 15 

BCP策定のフォローアップ件数 15 15 30 30 40 40 

  

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

現状は、三重県の景気動向指数や総務省の小売物価統計などの統計資料を経営指導 

 の材料として使用しており、今後は、小規模事業者が販売する商品、提供する役務を 

需要毎に調査・分析し、その結果を提供することにより、小規模事業者の経営改善に 

活用すると同時に販路開拓や事業計画策定に役立ててもらう。 

以下の需要動向調査を基に、小規模事業者の販売促進・サ―ビス向上に活用します。 

 (1)地区内住民を対象とした買物傾向調査の実施 

 (2)国・県・金融機関・業界団体等が行う需要に関する調査結果の提供 

(3)日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳの売れ筋商品ランキングデータの提供 

 

（目  標）  

需要を見据えた経営戦略の策定やターゲットニーズを捉えた商品開発、販売促進 

  施策の立案を行うには、市場動向やターゲットとなる商圏・顧客ニーズの把握など 

  の需要動向を把握し分析する必要がある。その為に上記の(1)～(3)の調査や指標を 

基に分析し活用する。地区内住民を対象とした買物傾向調査については、４か月に 

一度、アンケート方式により実施を行い、主に小売業・サービス業の小規模事業者 

の販路開拓、販売方法、サービスの提供方法の見直しを図る為の判断材料とします。

国・県や金融機関等が調査した需要動向調査の結果は、全国的に実施されたもの 

  で、広範囲な指標として利用することができ、市場を拡大し販路開拓や技術開発に 

取り組む事業者の指標として活用し、業種を問わず、特に全国展開を図る事業者の 

育成を図る。以上を目標として実施します。 

 

（事業内容） 

 (1) 地区内住民を対象とした買物傾向調査の実施 【新規実施】 

小規模事業者の中で最も一般顧客のニーズを必要とする小売業・サービス業、卸売 

 業、飲食業のサービス向上の為、買物傾向調査を実施する。  

 朝日町民・川越町民の町別にモニターを依頼し、原則１年交代とし、地区の広範囲 

から選考します。結果については、買物の傾向を世代別、地域別に分析し、特に小 

売業・サービス業の小規模事業者へ個別の提供指導に活用する。また、朝明商工会 

のホームページに掲載することにより地区内の小規模事業者にも周知を図る。 
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○収集項目  ①来客単位（個人、グループ、家族等） ②性別   ③年齢層  

④注文や購入の多い商品名やメニュー   ⑤平均支払額 

     ⑥主な買物先 ⑦買物先選択理由 ⑧利用している商店に対する 

満足度等 

 
朝日町・川越町のモニター数 

 

(2) 国・県・金融機関・業界団体等が行う需要に関する調査結果の提供【新規実施】 

国や県・金融機関が行う消費動向調査を収集分析し、その結果を取りまとめた内容 

や、各種業界団体が行う需要動向調査や新技術・トレンドに関するレポートなどの 

結果を事業者の業種に合わせ収集し分析する。 

まとめた分析結果は、商工会ホームページへ掲載すると共に、事業所への巡回時や 

窓口相談時に情報提供し、消費動向の変化について理解を進め、販路開拓や新商品 

・サービス・技術開発に利用してもらうと共に、随時、経営分析及び経営計画策定 

等にも活用してもらう。 

 

○収集項目  全国消費実態調査、商業動態統計調査、工業統計調査、小売物価統 

計調査、日本政策金融公庫の「調査月報」「消費者動向調査」、各銀 

行が発行する三重県内経済動向調査、三重県内事業所景況調査 

 

(3) 日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳで売れ筋商品ランキングデータの提供【新規実施】 

日経テレコンのＰＯＳＥＹＥＳから入手できる「売れ筋商品ランキング」のデータ 

を、事業者の取扱商品のジャンルに合わせ入手し、上位ランクイン商品のシェア、 

平均価格などのデータを提供し、現在消費者に支持されている商品の情報を販路開 

拓、売上の向上に活用してもらう。 

 

○収集項目  日経POSEYES・売れ筋商品ランキング 

 

（目   標） 

 

 

 

 

 

行政区分 現    状 28年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

朝日町民 未実施 20人 20 人 30 人 30 人 30 人 

川越町民 未実施 20人 20 人 30 人 30 人 30 人 

項  目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

買物傾向調査の実施回数 0 3 3 3 3 3 

消費実態調査等の提供分析件数 0 10 15 20 20 20 

日経テレコンPOSEYES提供件数 0 10 15 15 15 20 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

これまでは主に展示会、商談会等の開催の情報発信に重点を置いており、小規模事 

業者へ販路開拓支援が充分でなかったことが課題である。今後は新たな需要の開拓を 

図ることを目的とし、事業計画を策定した小規模事業者等の商品、サービスの販路拡 

大のため、国、全国商工会連合会、県が行う展示会、商談会、バイヤーとの交流会を 

小規事業者に周知し、出店、参加を促すことや関係団体や近隣市が開催する業種別の 

イベントや交流会を通じて販路開拓の支援を行う。 

また、ＩＴ（商工会ＳＨＩＦＴ）を活用した販路開拓や販路開拓支援セミナーを開催 

することにより、小規模事業者が苦手とされる情報発信を商工会が積極的に行うこと 

で新たな需要の開拓を図ります。 

 

（目 標） 

各種の展示会、商談会への出展支援は、単に参加者数だけを目標値とせず、商談件 
数、商談成立件数を意識した出展支援を行います。それには商工会が出店のためのツ 
ール（展示会の目的、過去の開催状況、出店予算、備品等）を個々の事業に適した資 
料を事前作成し支援を行います。また、販路開拓セミナーや巡回指導時の聞き取りを 
参考にし、出展事業者の規模、業種を勘案し、出来る限りその事業者の実益に結び付 
く展示会や商談会をその都度、選択し支援します。 
関係団体や近隣市が開催する業種別の商談会やイベントにおいて、一定期間の継続 
開催されるものは、継続して出店してもらい、商品やサービスの提供が持続的に紹介 

できるよう支援します。全国商工会連合会が開設している「むらからまちから館」や 

「三重テラス」は、全国展開を希望する酒造メーカーを中心に継続して出店を斡旋し 

ます。現在、当商工会から数社が出展している「リーディング産業展みえ」はこれま 

でも商談実績があり、今後も需要の拡充が見込まれることから更に出展を促します。 

また、管内の酒造メーカーで開催され、当商工会の地場産品販路拡大推進委員会も 

参画している「酒蔵みてある記」イベント（近鉄主催）は、東海圏・近畿圏からも多 

くの参加者があり、地場産品の紹介を行う上で効果的であり、今後とも小売業、飲食 

業を中心に出展者を増やしていきます。 

全国商工会連合会が開発した簡易ホームページのシステム「SHIFT」は、現在、当 

商工会の小規模事業者の約30社が利用しており、今後は更に登録数を増やし、他の 

ＩＴを活用した支援と共に、全国に向けた商品、サービスの周知や、ネット販売機能 

の利用に向けた支援を行います。 

 

（事業内容） 

(1) 販路開拓セミナー・情報発信セミナーの開催【拡充事業】 

小規模事業者の課題となっているのが、良質の商品・質の高いサービスを開発、提 

供を試みても、適切な販路がなければ実績にならない。そうした中、需要動向調査結 

果を踏まえた上で連携機関より講師を派遣し、販路開拓・商品のブラッシュアップ、 

販売促進、情報発信セミナー等を実施する。また、自社の商品・サービス等の見直し 

により販売計画を精査し、新たな販路開拓に繋げて行く。業種等によって、アプロー 

チ方法は、まったく違ってくることから、業種ごとに絞ったセミナー内容を検討しま 

す。 
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○支援対象  業種別（小売業・サービス業、製造業等）に開催する。 

  ○連携機関  講師派遣先：三重県産業支援センター・三重県よろず支援拠点の 

コーディネーター・その他の専門家 

 

(2) 展示会・物産展・イベント等への出店による販路開拓支援【拡充事業】 

管内では水産加工物、酒造メーカーや水飴、あられ製造などの経営資源等があり、 

独自で商品開発に取り組んでおり、販路開拓・情報発信の足並みがそろっていないの 

が現状です。当商工会がそれらを取りまとめ、町外・県外等へ積極的に販路を開拓し 

ていく小規模事業者に対して展示会・物産展・イベント等への出店支援を実施します。

全国商工会連合会が開設している「むらからまちから館」、三重県が開設している 

「※三重テラス」等の関係機関のメニューを活用し、出店支援を行います。また、三 

重県商工会連合会事業の「みえ食の産業振興プロジェクト」での近鉄百貨店四日市店 

等へ出店を予定しています。これまでも出展支援を行ってきた「みえリーディング産 

業展」等への出展も積極的に支援していきます。また、商工会事業や町行政、関係団 

体が実施するイベント等での販売促進など参加支援を行います。 

 ○支援対象  業種別・出展対象別に支援する。 

 ○連携機関  三重県・三重県産業支援センター・全国商工会連合会 

三重県商工会連合会・各機関の振興プロジェクトなど 
※三重テラス 

三重県が「食」「観光」「歴史」「文化」など三重の魅力を発信するため平成25 年 9 月に東京日本橋に 

あるテナントビル内（東京都中央区日本橋室町２－ ４ 浮世小路千疋屋ビル）に営業拠点を設置した。 

三重テラスでは三重ゆかりの店舗や企業等の連携など、さまざまな人々との交流と出会いから新たなアイ 

デアの創出につながり、関東市場へのテストマーケティングなど様々な活用が提案できる。 

 

(3) ＩＴを活用した販路開拓支援【拡充事業】 

インターネットによる発信をいかに効率よく発信していくかが必要不可欠です。 

小規模事業者の取り組み内容（新商品、新サービス等の開発や新たな取組）を全国商 

工会連合会のホームページとして利用されているＳＨＩＦＴや中小企業庁ミラサポに 

事業所登録と商品登録をして全国的な販路開拓を支援するとともに全国の商工会議所 

・商工会が運営する商取引・ビジネスサイトであるザ・ビジネスモールや中小企業基 

盤機構のJ-GoodTeach(ジェグテック)を活用してB to Bの販路開拓支援を行っていく。

毎年、小規模事業者へ登録を促し、朝明商工会公式ホームページ（ＳＨＩＦＴ）から 

情報発信を行える仕組みを構築します。 

○支援対象  ＩＴ活用に積極的に取り組む小規模事業者を中心に支援する。 

○連携機関  全国商工会連合会他 

 

(4) マスコミ等の活用支援【新規事業】 

商品・サービス・技術・人材等、新規事業に特徴を持った企業であれば、マスメディ

 アといった多くの情報経路を通じて告知することで、より多くの企業からの問合せ、 

 注文、取引開始がもたらされることがあります。しかし、小規模事業者が独自でプレ 

スリリース配信を行ったりすることは難しく、一企業の情報ではマスコミも記事とし 

て取り上げることに慎重になります。一方で、商工会が事業所の特徴をプレスリリー 

スとして配信することで、記事や番組に取り上げて頂く確率が向上します。マスコミ 

に対して商工会自らが積極的にＰＲすることでプレスリリースの配信数を増やし、掲 
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載実績を増やしていきます。 

 ○支援対象  新商品の開発事業者、創業者の情報発信を優先的に支援する。 

○連携機関  各新聞社等の報道機関、地元ケーブルテレビ等 

 

(5) 金融機関等が主催するビジネスマッチング事業 【新規事業】 

 地域の金融機関が共同参画や独自で開催するビジネスマッチング（商談会）に当商 

工会が斡旋して小規模事業者が出展し、各事業者が取り扱う商品、製品、サービスの 

提供等の販路開拓、販売促進を行う。 

 ○支援対象  全業種を対象とする。 

○連携機関  桑名信用金庫、北伊勢上野信用金庫（しんきんビジネスマッチング）

        ㈱三重銀行 （みえぎんビジネスマッチング） 

 

(6) 北勢商工会広域連合と連携した販路開拓支援【拡充事業】 

北勢商工会広域連合の実施する販路開拓支援事業では、平成27年度に北勢ブロッ 

 ク商工会物産展を東名阪自動車道 御在所サービスエリアにて開催致しました。当商 

 工会からも数社出店し、新規取引の問合わせが入るなど販路開拓に一定の成果を上げ 

ています。単会にはない広域体制のスケールメリットを活用し、商工会が小規模事業 

者と連携し、経営資源を生かした販路開拓支援を実施することで、更なるビジネスマ 

ッチングを行います。 

   ○支援対象  業種別（小売業・サービス業、製造業等）に開催する。 

○連携機関  ＊ 北勢商工会広域連合 

 
  ＊北勢商工会広域連合 
   三重県商工会連合会内の組織であり、三重県北勢地域の７つの商工会で構成されている連合体。 
    専門家派遣や販促開拓の催事毎をとりまとめ、経営計画策定や販路開拓の支援を側面的に行ってい 

る。 

 

（目  標） 

 

 

 

項  目 現    状 28年度 29年度 30年度 31 年度 32年度 
販路開拓セミナー開催回数 0 1 2 2 2 2 
各種展示会・イベント出展 
支援者数 5 10 15 15 20 20 

上記の展示会・イベント出展による商談 

及び取引成立件数の目標 （事後調査） 
5 ７ 10 15 15 15 

全国連SHIFT掲載・ミラサポ 

ビジネスサイト紹介回数 
15 20 30 30 30 30 

マスコミ等掲載支援数 1 2 3 5 5 5 

ビジネスマッチング事業に 
よる支援者数 0 3 5 5 5 5 

北勢商工会広域連合物産展 
出店支援数 2 2 3 3 3 3 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

(1) 地場産品の販路開拓支援 

地域の地場産品として川越町では、かまぼこ、ちくわ、てんぷらを生産する事業者 

 が数軒点在し、約５０年の歴史がある。これらは伊勢湾に面した港から端を発し、現 

 在の練製品に至っている。また、酒造メーカーについては朝日町にて２軒、川越町に 

 １軒存在しており、鈴鹿山脈から流れる清流朝明川の豊富な伏流水に恵まれたこの地 

で、創業以来百余年、品質本位の伝統や味を育み続け、古き良き酒造りを頑なに続け 

ている。水飴についても古くからの歴史があり川越町において２社が製造を行ってい 

る。鈴鹿山脈から流れる清流朝明川の豊かな伏流水を使い、とうもろこし、じゃがい 

も、さつまいもといった自然の大地の恵みから採れるデンプンを使って水飴が製造さ 

れ、お菓子を初め様々な食品の素材として広く使用されている。水飴の製造者はこれ 

らの特徴を生かし、水飴の他に様々な糖質の製造を行っている。 

あられの製造においては、伊勢湾台風により被害を受けた後、昭和35 年より製造 

 を始めている。今日まで“おいしい品物造り”を第一におかき造りが営まれており、 

 県内には、「田舎あられ」という永きにわたり親しまれている品があり、もち米の本 

 来の味を大切にした「おかき」が川越町では製造されている。 

佃煮においては、昭和２３年に川越町にて佃煮専門工場として生まれ、当初は花か 

つお、のり佃煮を製造していたが、その後、地元のあさりの剥き身を買い入れ、あさ 

りしぐれの製造にも力を入れた。しぐれ等、原料を厳選し、昔ながらの製法を守り、 

柔らかく、まろやかな仕上がりになっており、この地域の人々に広く支持されている。 

これらの地場産品において、現在、朝明商工会内に設置している地場産品販路拡大 

委員会において、両町の理解・協力を得ながら、朝日町発展会や地元消費者の代表に 

も参画頂き、意見を集約し、都心部への出展をはじめ、地域のイベントまたは展示会、

物産展へ出展できる機会を増やしていく。 

近鉄が主催する三重県酒蔵めぐりイベントに小規模事業者と地域住民や各種団体が 

共同で参画し、物産展を催すことで東海・近畿地区の参加者にも広く周知ＰＲをする。

また、来年開催予定の伊勢志摩サミットに関連した観光客への販路開拓等をあらゆ 

るチャネルを利用して支援することで地域活性化に結びつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 水飴         水産加工物          あられ 
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(2)朝明商工祭・イルミネーション事業・さくらライトアップ事業 

隔年により朝明商工祭を開催しており、地元のダンススクール等に出演協力を得る 

 などし、地域の住民を巻き込んだイベント作りを行っている。同時に地域の地場産品 

 を販売する場を提供し、販売促進に繋げている。また、数年前より両町の協力を得な 

 がら、朝明商工会と青年部が一体となって、近鉄名古屋線の伊勢朝日駅と川越富洲原 

 駅周辺に季節限定によるイルミネーション点灯事業を行っている。街を明るくし、賑 

 わいを持たせ、安心して暮らせる元気な街づくりを考えて行っており、この行事は毎 

 年の恒例として近鉄名古屋線の乗客からは冬の時期が来ると待ち望まれ、両町をアピ 

ールする上、大きな役割を担っている。また、さくらライトアップ事業については伊 

勢湾岸近くの管内公園を利用して行っており、主に町内の住民に楽しんで頂いている 

が、将来的には本事業を拡大して観光客が立ち寄るような物産イベントに発展させ、 

小規模事業者の販路拡大や地域活性化に繋げていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）青少年育成事業 

朝明商工会では行政、学校、子供会等と連携しながら青年部・女性部が主体となり、

家族の絆を深め、親子の繋がりの再構築を図るため、毎年、青少年健全育成事業に取 

組んでいる。近年では、流しそうめん大会を実施し、家族と過ごす時間や機会を増や 

すことで、家族の繋がりが再認識できる事業としている。地域や社会の支援によって、

家族に期待されている機能を高めることも地域社会に必要とされる商工会の役割と位 

置付けしている。今後は開催時に保護者へ消費者動向アンケートなどの協力も得れる 

よう働きかける一方、地域の育成会などとも協力し地域振興の輪を広げ、地域の次世 

代を担う子供たちの健全育成を主眼に置きながら、普段より住民と小規模事業者の意 

思疎通が図れるように推進していく。 
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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組 

 

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 

 

朝明商工会は、三重県商工会連合会、北勢商工会広域連合と連携し、小規模事業者 

の経営支援を行っていますが、小規模事業者の高度化・多様化した支援ニーズに、よ 

り的確に対応するため、次のような他の支援機関との連携を通して、支援ノウハウ等 

の情報交換を図り支援能力を高めます。 

 

(1) 三重県産業支援センター、経営向上計画地域インストラクターとの連携【拡充】 

経営指導員等は、三重県版経営向上計画（Ｐ12 ※注１ 参照）の地域インストラクター 

の定期的な訪問時に、小規模事業者等の支援状況や管内の景気・経済・需要動向等に 

ついて情報交換を行い、インストラクターと同行することで支援能力の向上に繋げま 

す。三重県版経営向上計画の策定にあたっては、インストラクターと共に企業訪問し 

連携して支援することで、企業に対して的確な指導・助言を行います。 

また、認定に応じて三重県版経営向上計画の専門家派遣も活用し、連携を図って、 

課題を解決する為のノウハウを身につける効果を狙っていきます。 

○ 2 か月に 1 度連携支援を行う。 

 

(2) よろず支援拠点コーディネーターとの連携による支援 【新規】 

三重県に設置された「よろず支援拠点」との連携を深め、小規模事業者の新たな需 

 要の開拓を行うため、同行して訪問するなどし、小規模事業者の情報や支援ノウハウ、

需要動向などの情報交換を積極的に行うことで連携の強化が図れ、より効果的に支援 

に繋げることができ、併せて経営指導員等の支援能力を高めます。 

○ 定期的に支援ノウハウや需要動向の情報交換を行う。また、三重県産業支援セン 

ターの地域資源活用型、地域課題解決型事業に沿った支援を行う際にも連携する。

 

(3) 経営指導員ネットワーク会議等への積極的参加による支援力の向上 【拡充】 

三重県の商工担当者や「よろず支援拠点」等の支援団体、県内商工会・商工会議所 

の経営指導員で地域や組織を超え、ネットワークを構築している。小規模事業者のシ 

ーズと顧客ニーズ等を基に、新たな事業展開につなげることを目的とし、専門家等に 

よる成功事例などの紹介や、経営指導員からの事例発表等、実際の経営支援上直面し 

ている課題などを出し合い、解決策を提案し合うことで、問題解決に対する切り口を 

増やします。また、県内全域のメンバーが一堂に会することから、幅広い情報交換の 

機会となります。 

    ○ 年３回開催に参加する。 

 

(4) 地域金融機関との連携 【拡充】 

地域内にある金融機関や日本政策金融公庫と定期的に研修会等を開催し、商工会が 

 持つ経営支援と金融機関が持つ金融支援のノウハウを情報交換することで、小規模事 

 業者の資金需要に迅速に対応できる体制と連携を強固にします。 

また、三重県信用保証協会、日本政策金融公庫及び地域金融機関と北勢商工会広域 

連合の所属商工会が地域経済・金融情勢について情報交換を行う。 

○ 経営・金融支援会議を、年１度以上継続して開催する。 
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(5) 北勢商工会管内での連携強化 【新規】 

北勢商工会広域連合管内で、経営発達支援事業に関わる職員の新たな連絡会議を立 

ち上げます。会議には必要に応じ「よろず支援拠点」のコーディネーターや地域イン 

ストラクターにも参加していただき情報交換を図ります。 

○ 年に３回程度開催する。 

 

上記の拡充・新規事項を実施し、他の優れた支援機関と密に連携していくことによ 

り、新たな需要の開拓を進めるための基盤の構築を図っていきます。 

また、他の支援機関との連携で得られた情報は、商工会内で積極的に伝達、共有を 

 行い、小規模事業者に向けて、課題解決のために必要な情報を提供し面的支援を確立 

いたします。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   

  現在、当商工会の経営指導員は２名で、一人は今年３年目で、もう一人は新任とい 

 ずれも経験の浅い指導員体制です。このことから当面は、積極的に各研修会や勉強会 

へ参加することや専門家派遣事業における帯同、事業計画策定支援事業等を数多く経 

験することで経営指導員の資質を向上させていく仕組みづくりが重要と考えます。 

また、今後は、なお一層の小規模事業者の経営力改善と強化に直結する支援能力の修 

得と向上を見据え、三重県商工会連合会を始め、広域商工会の支援を頂きながら、単 

独商工会ではできない職員資質向上策や支援ノウハウ等の共有策も講じていきます。 

 

(1) 三重県商工会連合会や北勢商工会広域連合が主催する研修に参加する他、三重県、

三重県産業支援センター及び三重県よろず支援拠点が主催するセミナーや、中小企 

業大学校瀬戸校の中小企業支援担当者研修（専門コース）等に経営指導員が各研修 

会に年１回以上参加することで、従来の経営・税務能力向上に加え、小規模事業者 

の売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

  

(2) ３か月に一度、連携する支援機関や金融機関等から講師を招き、経営指導員と経 

  営支援員を対象に実践的な内容（金融動向、中小機構の制度改正や技術革新事例、 

マーケティングに関する内容）での意見交換や研修会を実施し支援能力の向上を図る。

 

(3) 半年に一度、支援能力の向上確認と新規修得のため、当商工会職員を対象として 

中小企業診断士やＩＴ等専門家を交えて「経営発達支援能力向上勉強会」を実施す 

る。各地域の事例や当商工会の取組等の問題点を洗い出し、講師とディスカッショ 

ンしながら支援能力の向上と問題点解決能力の向上に努め、特に小規模事業者の利 

益の確保に資する支援ノウハウの習得を図る。 

 

(4) 三重県エキスパートバンク専門家派遣事業の帯同で経営ノウハウを吸収する。 

また、修得した内容を共有する為、職場で「経営発達支援の勉強会」を随時開催し、

経営指導員だけでなく経営支援員も参加し、情報を共有化しながら組織内で経営指 

導員のノウハウを共有する。 

 



２３ 
 

 

（年間スケジュール） 

 

上記の(1)～(4)の勉強会及び研修会で得た知識は、毎日開催している朝礼ミーティ 

ングの場で復命する。さらに月２回、職員内で経営支援勉強会を行い、受けた研修 

内容や修得した知識をその都度、記録データとして一定期間保管し、各職員が繰り 

返し確認できるようにシステム化することで共有化を図る。これらを継続すること 

により職員の異動等が原因で小規模事業者への支援に支障がないように行う。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

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

検証を行う。 

(1) 三重県商工会連合会、川越町、朝日町及び外部の中小企業診断士等及び金融機関 

などの有識者により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

(2) 小規模事業者や地域住民等から意見聴取の機会を図る。 

(3) 理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

(4) 事業の成果・評価・見直しの結果については、総会において会員へ報告し、承認 

を受ける。 

(5) 事業の成果・評価・見直しの結果を朝明商工会のホームページ 

（http://www.ccnetmie.ne.jp/~asake）で計画期間中公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 
開催時期 

又は回数 
参加者 効 果 

三重県商工会連合会主催 経営指導員研修会 年3回 2名 
経営指導支援能力及び 

支援知識の向上 

北勢商工会広域連合主催 経営支援事例研修会 7月～12月 3名 
他商工会の支援事例から 

経営支援能力の向上を図る

三重県産業支援センター・三重県よろず支援拠点 

主催 セミナー研修会 

年3回 

参加 
3名 

他地域の事例又は新規情報

の取得と支援能力の向上 

中小企業事業団瀬戸校 中小企業支援担当者研修（専門） 年1回 1名 
若手経営指導員の基本知識

と支援力の向上 

三重県商工会職員協議会主催研修会 年2回 5名 
職員の知識、支援力の向上

 

朝明商工会内（専門家）経営発達支援能力向上勉強会 年2回 6名 
職員全員の支援力向上とそ

の共有化 

朝明商工会内（関係機関）研修会 年4回 6名 
職員全員の支援力向上とそ

の共有化 

専門家派遣事業での帯同 随 時 3名 
若手経営指導員の基本知識

と支援力の向上及び専門知

識の向上、支援手法の修得
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成28年 1月現在）

（１）組織体制 

 

  ①役 員 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②事務局 

   

  

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

      住所 〒510-8123  三重県三重郡川越町豊田一色405番地 

   電話 059-365-6603  FAX 059-365-6035 

      ホームページ http://www.ccnetmie.ne.jp/~asake/ 

      担当者 事務局長 田中 哲也 

 

役職等 氏  名 

会 長 (1) 安藤 邦晃 

副会長 (2) 葛山 博之・駒田 宗久 

理 事(24) 中里 隆志・杉本 雅照・伊井 雅春・川村 洋輝 

早川 圭介・水谷 守 ・片岡 昇治・内田 守和 

駒田 久人・駒田 昌彦・舘  幹也・安江 道代 

寺本 清春・太田 浩二・木村 宣之・山下 裕矢 

布田 達也・水谷 隆伸・山田 直志・柿澤 芳喜 

水谷 保之・長島 政弘・舘  信介・菊池美穂子 

監 事 (2) 内田 雅博・松岡美江子 

役 職 氏 名 

事務局長 田中 哲也 

経営指導員 加藤多津美・武藤 薫 

補助員 木山 裕子 

記帳指導職員 高橋 博子 

臨時職員 市田 朝子 
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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） 

 

項 目 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

必要な資金の額 ２,４００ ６,４５０ ３,６５０ ６,４５０ ３,６５０

 

小規模企業対策事業費 

①セミナー開催費 

 

②各調査研究費 

 

③販路開拓支援 

事業費 

④地域活性化事業費 

 

⑤経営指導員等資質 

 向上事業費 

 

６００

４００

３００

１,０００

１００

 

６００

６００

６００

４,５００

１５０

 

 

６００

８００

６００

１,５００

１５０

 

 

６００ 

 

６００ 

 

６００ 

 

４,５００ 

 

１５０ 

６００

８００

６００

１,５００

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小規模事業指導費補助金 → 三重県 

②商工会一般活動補助金 → 川越町・朝日町 

③商工会費収入・事業受託費・各種事業収入 

 

（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 

＜個者支援＞ 

Ⅰ【小規模事業者の経営意欲に基づく経営支援】 

１．経営分析・需要動向調査について 

(1) 小売業・製造業等の業種別経営セミナーの講師 

(2) 小規模事業者の経営分析の手法と助言 

(3) 需要動向調査の手法と助言 

 

２．地域の経済動向調査について 

(1) 経済動向調査の手法と助言 

(2) 金融需要動向の情報提供 

 

３．事業計画の策定・実施支援について 

(1) 事業計画策定の手法と助言 

(2) 事業計画策定セミナーの講師 

(3) 事業計画策定後の今後の経営戦略についての助言 

(4) 経営革新計画の認定申請についての助言 

(5) 小規模事業持続化補助金申請についての助言 

(6) 資金繰りを円滑にするための金融支援と債務の返済状況確認等事後指導 

(7) 国・県の公的支援策の紹介と、申請についての助言 

 

４．小規模事業者販路開拓支援について 

(1) ネット活用の個別セミナーの講師 

(2) マーケティング企画からテストマーケティング企画の助言 

(3) 展示会・商談会・見本市の斡旋等出展支援 

 

Ⅱ【創業・第二創業(経営革新)・第三創業支援（事業承継）支援】 

(1) 創業セミナーの講師 

(2) 創業計画策定の手法と助言 

(3) 資金繰りを円滑にするための金融支援と債務の返済状況確認等事後指導 

(4) 国・県の公的支援策の紹介と、申請についての助言 

(5) 経営革新計画の認定申請についての助言 

(6) 事業承継計画策定の手法と助言 

(7) 後継者等事業関係者との仲介・協議 

 

Ⅲ【地域の支援】 

(1) 既存の地場産品の販路開拓の手法と助言 

(2) 地域に新たな事業の創出支援 

ビジネスモデルを確立するための、事業の経営手法 

(3) 新たな地場産品開発を行う為のイベント事業の実施支援  

地場産品や加工品等の地域資源の掘り起し、新商品の開発とその供給 
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連携者及びその役割 

 

○三重県 知事 鈴木 英敬 

  〒514-8570   三重県津市広明町13番地 

 ・当商工会に対して経営指導員等の人件費や経営改善普及事業費に対して補助金を支 

  給して頂いている。 

 

○川越町  町長職務代理者 副町長 城田 政幸  

  〒510-8588   三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 

 朝日町  町長 栗田 康昭 

  〒510-8522   三重県三重郡朝日町大字小向893番地 

・当商工会に対して一般活動補助金を補助支給頂いており、マル経融資の利子補給、 

 三重県小規模事業資金の保証料補給を支給して頂いている。 

 

○全国商工会連合会 会長 石澤 義文 

    〒100-0006   東京都千代田区有楽町1-7-1  有楽町電気ビル北館19F 

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6F 

北勢商工会広域連合  連合長 安藤 邦晃 

 〒511-0202   三重県いなべ市員弁町楚原475-1 

・全国商工会連合会及び三重県商工会連合会は、当商工会の指導機関であり、とりわ 

 け県連合会は、本事業を進めていく上で、専門家派遣を依頼する際の重要な派遣元 

であり、適切な専門家の照会先でもある。連合会及び広域連合の専門経営指導員と 

経営指導員とが連携することは、本事業を進める上で重要である。また、全国商工 

会連合会が開催する商談会並びに展示会に小規模事業者が参加できるように支援を 

いただく。 

 

○(財)三重県産業支援センター  理事長 山川 進 

三重県よろず支援拠点     コーディネーター  野垣内 斉 

  〒514-0004   三重県津市栄町1-891  三重県合同ビル内5F 

・国・県の補助事業などの策定支援に長けて、高度な支援ノウハウを保有しており情報 

提供頂くことで小規模事業者の持続的発展の支援に協力頂き、経営指導員の資質向上 

も図れる。 

 

○三重県事業引継ぎセンター   統括責任者 東山 一雄 

 三重県版経営向上計画地域インストラクター 宮尾 哲也 

  〒514-0004   三重県津市栄町1-891  三重県合同ビル内5F 

・中小企業の事業引継ぎを支援する公的相談窓口であるのと同時に、小規模事業者の発 

展段階に応じて地域インストラクターと経営指導員が共同して作成及び実行支援を 

行う。 

 

○日本政策金融公庫 四日市支店 支店長 坂番 勝太郎 

   〒510-0088    三重県四日市市元町9-18 

・事業計画の策定・実施支援において、日本政策金融公庫と連携することにより、小規 

模事業者に対して低利で金融支援を受けることができ、資金繰りの円滑化に繋げる。 



２９ 
 

 

○地元金融機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各金融機関は、本事業において ものづくり支援事業、経営革新、創業の案件を発掘 

する際に重要な連携先であり、経営指導員と金融機関の職員が連携することは欠か 

せない。 

 

○㈱三重銀総研  代表取締役  筒井 真 

   〒510-0087    三重県四日市市西新地7-8 

・県内の経済事情に詳しく、経済動向調査、需要動向調査に手法やデータ供給に関して 

  不可欠な連携先である。 

 

○中部ケーブルネットワーク㈱  北勢支局長 久田 孝志 

 〒510-8122    三重県三重郡川越町豊田944-1 

 ・需要開拓、地域経済の活性化を行う上でマスメディアの活用は不可欠であり、地域 

のケーブルテレビ会社として同社と連携する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関名 支店名 住  所 

桑名信用金庫 
川越支店 

支店長 伊藤雅章 
〒510-8122 

三重県三重郡川越町豊田354-6 

桑名信用金庫 
朝明支店 

支店長 奥岡博文 

〒510-8102 

三重県三重郡朝日町小向350-1 

㈱三重銀行 
朝日支店 

支店長 今村厚史 

〒510-8102 

三重県三重郡朝日町小向738 

㈱三重銀行 
川越支店 

支店長 坂本直樹 

〒510-8122 

三重県三重郡川越町豊田268-2 

㈱中京銀行 
富田支店 

支店長 大藪 猛 

〒510-8121 

三重県三重郡川越町高松37 

北伊勢上野信用金庫 
富田支店 

支店長 佐藤孝浩 

〒510-8016 

三重県四日市市富州原町1-7 

㈱第三銀行 
富田支店 

支店長 乾 博年 

〒510-8006 

三重県四日市市東富田町14-16 
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連携体制図等 

 

 
① 商工会が保有する情報、関係機関が保有する情報等について現状分析及び情報交換 

② 現状分析結果に基づいて経営課題等を把握 

③ （仮称）「経営発達支援計画評価委員会」を設置し、「支援方針」の決定と「支援計画」

の明文化 

④ 「支援方針」「支援計画」に基づき商工会支援体制の構築・役職員の役割の明文化 

⑤ 「支援方針」を商工会ＨＰで公開するとともに、広報誌等で小規模事業者に周知 

  「経営発達支援計画」に基づき小規模事業者に対する個者支援の実施 

  「支援計画」の遂行状況及び支援成果について検証・方針等の見直し 

⑥ 「事業承継支援計画等」及び地域経済の活性化に資する取組の進捗状況について検証 

⑦ 国・県の事業方針並びに最新の施策等情報を共有 

⑧ ⑦及び地区内商工会の支援内容の情報提供と共同検証 

   

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 


