
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
度会町商工会（法人番号 ５１９０００５００５０６２） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

①基幹産業関連小規模事業者に対する事業計画策定支援、販路拡大支援を実施し、

町行政等との連携により地域の産業の振興を図っていきます。 

②従来の基礎的支援を中心とした経営改善普及事業から、専門的支援に繋げてい

き、小規模事業者の持続的発展のため、経営分析･需要動向分析や事業計画策定・

実施など伴走型支援を行っていきます。 

③小規模事業者（商業者）の廃業を食い止めるため、定期的な巡回訪問により新

鮮な情報の提供やマーケティング調査により、魅力ある店舗作り、集客力アップ、

販路拡大、事業継承などの継続的に支援を行います。 

④小規模事業者の経営発達計画に基づく新事業展開に向け各種補助金の申請、経

営革新計画策定を支援します。 

⑤地域のイベント事業を小規模事業者の販路開拓などに結び付けて、地域内資金

循環型地域経済システムを形成し、地域経済の活性化に繋げていきます。 

⑥ハイレベルな伴走型支援を行うために各行政、各団体、金融機関、専門家と連

携体制を整え、職員の資質向上を図っていきます。 

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（既存調査の改善）②事業所実態調査（既存事業の改

善）③ 買物傾向調査（新規事業）④ 地域経済動向情報交換会（新規事業） 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①記帳継続対象者に対する経営分析（既存事業改善）②巡回・窓口相談時の経営

分析（既存事業改善）③金融相談における経営分析（拡充事業）④経営発達計画

策定セミナー、個別相談会の開催（事業拡大） 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定支援（既存事業改善）②創業支援・第二創業支援（既存事業改善）

③事業承継支援（既存事業改善） 

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（既存事業改善）②専門家派遣による支援（既

存事業改善）③創業者支援（既存事業改善）④資金調達支援（既存事業改善） 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①展示商談会を活用した需要動向調査(新規事業)②イベント等を利用した消費

動向調査（新規事業） 

 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需要開拓に資するセミナーの開催（新規事業）②ＩＴを活用した需要拡大支援

（既存事業改善）③マスコミ等（プレスリリース）の活用支援(新規事業) 

④展示会・相談会への参加による需要開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

①地域の関係者との連携による地域活性化対策の検討（新規事業）②謝恩セール

事業＆わたらいフェスタのリニューアル（既存事業改善）③特産品アンテナショ

ップ「いらっ茶い」わたらいの充実(既存事業改善)④古民家の活用（新規事業）

⑤観光資源を活用した日帰り観光のＰＲ（新規事業）⑥買い物難民への対応（新

規事業） 

連絡先 

度会町商工会 

〒516-2103 三重県度会郡度会町棚橋 1436-4 

  電話：0596-62-1313／FAX：0596-62-1787 

  e-mail watashou＠amigo2.ne.jp ＵＲＬ http://watarai.or.jp/ 
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度

会

町

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.度会町の概要（現況） 

度会町は、三重県の伊勢平野東南部に位置し、町の       

総面積は約 135 ㎢で、その内、山林が 85％を占める 

自然豊かな中山間地であり、年間を通じ比較的温かく 

過ごしやすい気候です。 

度会町は「古事記」や「日本書紀」に地名が記される歴

史深い土地として、倭姫命が天照大神のご鎮座御させる場

所を探す道中に定めたといわれる久具都比売神社が祭ら

れ伊勢神宮にも関わりの深い地域です。 

  

交通網について、県道 38 号線（伊勢市と大紀町）が横

断し、また町の東側をサニーロード線（高速道路玉城ＩＣ

と南伊勢町を結ぶ路線）が走っています。隣接の伊勢市ま

では約 30 分の圏内ですが、公共交通機関は、路線バスの

みであり、鉄道、国道、高速道路もなく、交通手段は自動

車が必須となっています。 

本町の人口推移は、以下の表のとおりです。 

年度 昭和 40 年 昭和 60 年 平成 12 年 平成 22 年 平成 28 年 

人口（人） 8683 8996 9075 8692 8546 

（資料出所：平成 28 年以外は国勢調査より）

度会町の基幹産業は「わたらい茶」であり、茶業は、清流宮川の恵みを受け、香り豊

かな「わたらい茶」を生産しています。「かぶせ茶」の栽培方法や「深蒸し茶」の製法を

とる「わたらい茶」の品質は良好で、高級「わたらい茶」はお茶の全国品評会で日本１

位に輝くなどの実績があり、過去より茶業が盛んで、三重県内では四日市水沢、鈴鹿に

次ぐお茶の産地です。しかし、茶葉の消費の伸び悩みと生産者の高齢化、後継者難のた

め、茶園も減少してきており、最盛期、製茶工場は60数社あったものが現在工場として

存続するのは20社余りとなっています。 

一方、町行政が雇用確保のために企業誘致に乗り出しましたが、景気の状況、国道、

高速道路がなく輸送関係の不便さ、また管内に金融機関がゆうちょ、ＪＡバンクしかな

い環境で銀行取引の不便さなどから企業進出は程遠い状況です。 
 

●度会町の産業別人口推移（資料：国勢調査より） 

 昭和 50年 昭和 60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成 22年

農業 1,150 602 452 412 347 355 179
林業 39 84 109 107 42 27 37
建設業 476 623 662 712 679 614 536
製造業 1,179 1,444 1,539 1,396 1,260 1,154 1,058
小売・サ 1,455 1,708 1,890 2,105 2,184 2,374 2,435
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【地域の課題】 

度会町は人口の減少に加え、町外への消費流出も進み、町の活力が失われています。

特に昼夜間の人口移動率は県内 1位と人が昼間いない状況で、地域の事業所にとって

は顧客がいない状況です。ただ、豊富な自然環境であるため、安心安全なまちづくりを

目指し休日の誘客にターゲットを置き、観光や特産品販売等を度会町行政と連携し町の

活性化を目指していきます。 

 

2.地域の小規模事業者の現状と課題 

 (製造業) 

【現状と課題】 

製造業においては、過去は企業誘致として 200 人を超える工場や電子関係下請け工場

が点在し地元雇用に貢献してきましたが、近年製造工場は、ベアリング関係の製造工場

1社となりました。 

基幹産業の製茶工場も過去 60 社を超える工場数でしたが、現在は急須で淹れる茶の消

費の低迷により 10 社程度となっています。製茶業は、消費低迷による売上が減少し、販

売形態は卸から直販へと経営形態の変化が起こっています。以前のように作れば売れる

時代ではなく、廃業が多く、創業が期待できない状況の中、既存事業者の経営持続化が

最重要課題であると考えます。 

 

 (建設業) 

【現状と課題】 

建設業においては、土木工事業者や建築業者がたくさん存在しましたが、土木工事業

者は公共工事の減少を受け廃業が増え、ピーク時の 11 社から現在 3社となっています。

公共工事の減少、利益率の低下、後継者難による廃業が続出しています。 

建築業においては、大手ハウスメーカーの傘下に入り営業を行なっている事業所 

が増加し、単独で事業を行っている場合受注がない状況です。 

このため、建築業者においては、総合建築業者が建築業協会を組織化し建築業者の維

持にあたっています。 

 

（小売業者） 

【現状と課題】 

小売業については、町内各 34 字に日用雑貨食料品・日用雑貨販売事業者が点在してい

ましたが、後継者難や大中規模小売店の進出の影響を受け、ほとんどが廃業に追い込ま

れています。 

昨今は、コンビニエンスストア（２店舗）の進出により、地域コミュニティの役割を

持つ小売店が町内中心部から遠方ほど廃業しています。既存の高齢化した家族だけで営

業している事業所を継続させないと買物難民が発生します。 

このため、商工会は商業部会にて夏の販売促進活動を行うなど、少しでも流出や買い

物を食止めている状況です。また、今後、買物難民対策について度会町役場と連携し解

決手段を検討しています。 
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(飲食業) 

【現状と課題】 

飲食業については、上記述サニーロード線には飲食店舗がランチ等の競争により営業

をしていますが、それ以外の地域は、数件しかない状況です。 

夜間になると入り込み客数は少なく午後 8時にはほとんどの店が閉店しています。売

上も伸びず廃業に追い込まれる恐れがあります。 

 

(サービス業他) 

【現状と課題】 

ここ数年地区外から自動車鈑金塗装業の開業が多くなっています。しかも事業主は若

手で 30 才前後です。これは、開業する環境が田舎の方が塗料の臭いや鈑金修理時に出る

騒音の影響が少ないためです。 

理美容関係については、事業継承は順調に進んでいる状況ですが、一方で、理美容関

係について同業界の非組合員の店舗との価格競争が発生し業界の組合員の脱退が目立ち

ます。 

自動車の修理は、車の構造が複雑化しディーラーへ修理を持ち込むため、小規模事業

者への受注量が減少しています。 

 

総合として、町内中心地より遠方ほど事業所の廃業が多く、将来買物難民まで発生し

てしまう可能性があります。商工会として今後高齢者で営業し後継者もない事業所に対

しても伴走型支援を行い、1年でも長く営業してもらうような支援が必要です。 

 

商工業者の推移 

年度 建設業 製造業 卸小売業 サービス業 その他 合計 

8 年度 118 102 104 56 6 386 

13 年度 114 90 102 60 8 374 

18 年度 115 77 97 69 7 365 

23 年度 124 69 93 72 9 367 

28 年度 128 64 92 70 14 368 

 

小規模事業者推移 

年度 建設業 製造業 卸小売業 サービス業 その他 合計 

8 年度 116 92 99 53 5 365 

13 年度 111 80 95 56 7 349 

18 年度 112 68 89 63 5 337 

23 年度 122 61 85 69 7 344 

28 年度 122 56 83 66 12 339 
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 会員数推移 

年度 建設業 製造業 卸小売業 サービス業 その他 合計 

8 年度 88 77 72 33 4 274 

13 年度 86 65 75 39 6 271 

18 年度 90 57 75 44 4 270 

23 年度 95 49 69 53 5 271 

28 年度 90 44 67 49 10 260 

 

組織率 小規模事業者／商工業者 

年度 組織率％ 

8 年度 71.0 

13 年度 72.4 

18 年度 73.9 

23 年度 73.8 

28 年度 70.5 

 

3.度会町商工会の取り組みの現状と課題 

【現状】 

 度会町商工会は、会員数260名、役員数25名、職員5名で構成されています。 
                           （平成28年4月1日現在） 

これまで当商工会は、小規模事業者に対し巡回指導及窓口指導により基礎的支援である

経営改善普及事業として金融・税務・労働を中心に指導を行ってきました。これは、事業

所の短期的な資金繰り解決、確定申告問題がほとんどでした。また、地域の活性化ためイ

ベントを実施してきました。 

しかし、小規模事業者が全業種を通して減少の一途を辿っていることに比例して、組織

基盤となる商工会員数も、平成18年度会員数は270件から平成28年度には260件に減少しま

した。 

 

 【課題】 

小規模事業者が全業種を通して減少は、廃業によるものが主な原因で財政基盤の危機

であります。今後、事業所を継続化させるためには、今までどおりの基礎的支援でよい

のか。複雑化多様化する中でその時代の流れに対応するためには、目の前の問題解決だ

けに留まらず専門的支援のもと中長期的な経営計画の策定が求められています。このこ

とは、小規模事業者のみではなく商工会自身も含めた地域の持続的発展に関わり、今後

地域間競争にも影響します。 

地域振興についても、地域活性化を図るため実施してきたイベントが一過性のものと

なっており、事業所のビジネスに繋がっていくイベントに進化させていく必要がありま

す。 
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4.地域の小規模事業者の中長期的な振興を見据えた今後のあり方 

平成26年6月施行された「小規模企業振興基本法」及び平成26年4月施行された「三重

県中小企業・小規模企業振興条例」により小規模事業者へ直接の支援メニューが準備され

ました。それは、5年10年を見据えた中長期の計画策定により、地域の小規模事業者が持

続化するため、伴走型支援に取り組んでいかなければなりません。 

度会町の総合計画に地域産業振興は商工会を中心として商工業者の経営の安定化確保

の取り組みが求められています。 

商工会としてもまず小規模事業者数の維持を確保しなければなりません。そのために

は、創業支援を行い開業者数の確保及び廃業者の食止め行う必要があります。創業者には、

６次産業化を含め地域の特産品を開発した後の創業支援も行います。 

次に基幹産業の製茶業については、廃業が多く現状の業界の景気動向から創業はあり

えず、既存事業所に対する事業継承等経営の持続化支援を実施します。 

各小規模事業者には、よろず相談、ミラサポ、町行政、金融機関、各種専門家と連携

を行い、経営状況の分析や事業計画策定等の支援を行っていきます。 

また、度会町が構想している道の駅の前工程として商工会が運営する特産品アンテナ

ショップ「いらっ茶いわたらい」の店舗において、小規模事業者がもつ技術、サービス、

商品や特産品の取扱いを行ない、ふるさと納税を含めた各商品等の情報発信や町外からの

誘客を図り、町が目標とする地域の活性化への役割を果たしていきます。 

 

5.経営発達支援事業の目標 

上述３，４の課題や振興のあり方を踏まえて、地域の小規模事業者に対する伴走型の経

営支援を実施し、小規模事業者の持続的発展を促進するとともに、地域経済の中長期的な

振興を目指して次の目標を定めます。 

 

①基幹産業関連小規模事業者に対する事業計画策定支援、販路拡大支援を実施し、町行政

等との連携により地域の産業の振興を図っていきます。 

 

②従来の基礎的支援を中心とした経営改善普及事業から、専門的支援に繋げていき、小規

模事業者の持続的発展のため、経営分析･需要動向分析や事業計画策定・実施など伴走型

支援を行っていきます。 

 

③小規模事業者（商業者）の廃業を食い止めるため、定期的な巡回訪問により新鮮な情報

の提供やマーケティング調査により、魅力ある店舗作り、集客力のアップ、販路拡大、事

業継承など継続的に支援を行います。 

 

④小規模事業者の経営発達計画に基づく新事業展開に向け各種補助金の申請、経営革新計

画策定を支援します。 

 

⑤地域のイベント事業を小規模事業者の販路開拓などに結び付けて、地域内資金循環型地

域経済システムを形成し、地域経済の活性化に繋げていきます。 

 

⑥ハイレベルな伴走型支援を行うために各行政、各団体、金融機関、専門家と連携体制を
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整え、職員の資質向上を図っていきます。 

 

６.目標達成に向けた方針 

 

上述の目標を達成するために次の方針で経営発達支援事業を実施します。 

 

①基幹産業に関連する小規模事業者に対する経営分析、需要動向分析、事業計画策定・実

施支援を実施し、今後の方針等を具体的に提案します。各種展示会や商談会への参加、イ

ンターネットを活用した販路開拓支援など需要開拓を行います。 

 

②金融、記帳、税務指導より事業所の数値データ入手し、経営分析を行うことで事業所へ

の事業計画書の作成など、掘り下げた支援を行います。 

 

③小規模事業者（商業者）について 事業主の高齢化、後継者がない事業所で廃業を考え

ている事業所が増えつつありますが、その事業所が地域のコミュニティの役割を果たして

いる場合があります。特に、町内の中心地から外れた場所にある飲食店、小売業店舗につ

いては、これまで以上の支援が必要で、地域コミュニティ関係の情報提供を行うとともに、

事業所の経営分析、需要動向分析などから今後の店舗の継続についての事業計画の策定・

実行を伴走支援を行い、廃業を少しでも食止めます。 

 

④小規模事業者の直面している諸問題を解決し、持続化を図るため経営分析、経営計画の

策定支援を行っていきます。また、新分野への事業進出展開に向けての現状の把握、経営

分析等を行い、経営革新、第二創業及び事業継承を支援していきます。 

 

⑤従来のイベントは、地域活性化を目的に開催していますが、事業効果はほぼ一過性であ

ることから今後は、事業効果が継続して営業に繋がることを目的に開催します。また、町

行政や関係機関との連携により、基幹産業・移出産業への関連性を持たせるとともに、小

規模事業者の商品・サービス等のＰＲや販路拡大・促進に向け事業機会を作っていきます。

 

⑥小規模事業者支援を行うにあたり、職員間で毎朝の打合会、週 1回のミーティングにお

いて情報共有を行ない、グループで支援します。また、国、県及び商工会連合会が企画す

る研修会には必ず参加し、また、内部の勉強会には専門家を招聘しスキルアップに努めま

す。 

 

【１０年後のあり方について】 

小規模事業者の持続化支援により現行の数で推移していくための一般開業のみならず

地域資源を活用した特産品開発等６次産業化やＬＬＣ設立などの団体、組織での開業支援

も行っていきます。（過去、全国展開支援事業にて特産品開発を行なった商工会女性部が

ＬＬＣを設立し、小規模事業者として営業を行っています。） 

小規模事業者の商品、サービス及び技術をアンテナショップ「いらっ茶いわたらい」を

拠点に事業を展開し、小規模事業者の事業機会の確保を行ないます。（町の構想の道の駅

が完成した場合は道の駅での事業機会となります。）そこに参画する事業所を増やしその
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事業所個々の売上・利益確保のため経営分析、事業計画策定を行ない掘り下げた伴走型支

援を行います。 

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 29 年 4 月 1 日～平成 34 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】 
【目標】 

地域の経済動向調査は、経営発達支援計画を遂行するために必須であり、非常に重要な

事項です。小規模事業者が中長期的に継続維持するための基礎資料として、必要なデータ

を収集します。この調査より得たデータの集計結果を分析、活用し小規模事業者等の経営

計画を策定することを目標とします。 

 

【現状】 

  度会町商工会は、調査事業として三重県商工会連合会より委託を受け、中小企業景況調

査を実施し、地区内15事業所による業種別調査を行ってきました。 

   

【課題】 

 全国商工会連合会及び三重県商工会連合会の調査報告書を、巡回時により調査対象小規

模事業者へ提供するのみで具体的分析や経営計画へのデータとして有効に活用されてい

ないことが課題です。 

 経営発達支援計画の遂行に向けては、既存の景況調査に加え管内の小規模事業者に掘り

下げた動向調査等が必要です。 

調査事業が少ないため全職員が実施している毎月の巡回訪問とあわせて定期的に経営

上の諸問題等の調査を行ない、調査結果を分析し各事業所の経営改善計画策定につなげて

いく必要があります。 

 

【事業内容】 

①  中小企業景況調査の実施（既存調査の改善） 
 これまでの中小企業景況調査の対象事業所数を拡充して小規模事業者の実態調査を四

半期毎に行います。得られた結果情報については調査対象事業所にフィードバックし各事

業所で有効活用していただきます。本事業による調査対象事業者の選定は、これまでの経

営支援等関わりの深い事業所からはじめ、年々調査対象事業者を増加させていきます。調

査事業所件数は、小規模事業者の約10％を目標とします。 

ア.手法 

管内の建設業、製造業、小売業、サービス業の4産業について各業種平均になるように
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調査事業所を区分し経営指導員等が巡回訪問により調査項目統一の調査票で四半期ごと

に景気動向調査を行います。 

 

イ.調査項目 

四半期の売上、売上見込、客単価・客数、資金繰り状況、仕入単価、採算状況、借入金

状況、設備投資状況、直面している経営課題 

 

【数値目標】 

        年度  
調査事業名    現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

中小企業景

況調査（件） 
 四半期に

1回調査 

景況調査事業所 

件数 15 20 20 25 30 35 

調査件数 60 80 80 100 120 140 

 

【成果の活用方法】 

調査で得られたデータは景況調査についは、データ集計を行ない行政や金融機関等の公

開資料と比較分析後、巡回訪問等を通じ調査対象事業所にフィードバックします。また、

商工会のＨＰに掲載し、事業所が常に確認できるようにします。 

直面する経営課題については、経営課題の掘り起こしと捉え、事業計画の策定や専門家

派遣支援に繋げていきます。 

 

②  事業所実態調査（既存事業の改善） 
地区の商工業者の事業の実態把握を行い地区内の事業所動向を分析、また商工業者台

帳を最新のデータに整備を図るため、業者の基礎的情報の調査を行います。 

新規事業者には、事業者への各支援制度を説明し、まずは、基礎的支援のサポートか

ら行っていきます。 

ア.手法 

 管内事業者を対象に、経営指導員、経営支援員が中心となり巡回訪問時、窓口支援時に

随時ヒアリングより情報収集を行います。 

 新規事業所については、関係機関の公開している事業所データにより情報収集にあたり

ます。 

イ.調査項目 

 事業所名、業種、代表者氏名・生年月日、創業年月日、従業員数・年齢構成、主な取り

扱い商品・サービス内容。 
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 【数値目標】 

        年度  
調査事業名    現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業所実態調査（件） 未実施 100 150 150 150 150 

＊事業所実態調査件数は、初年度100件（小規模事業者の30％）、次年度より150件（50％）毎年実施す

ることにより3年間毎で全事業所把握していきます。 

 

【成果の活用方法】 

調査で得られたデータは本会の商工会基幹システム（※１）の商工業者台帳に掲載し事

業所の把握を行うと同時に、事業所の持つ商品、サービス、技術など最新情報を把握し今

後の販路拡大等の支援に活用します。また、事業所名、業種について商工会ＨＰの事業所

一覧に掲載します。さらに事業所側の任意で、連絡先、代表者、事業内容等項目リストの

選択でＨＰへの掲載を行います。 

 

（※１）商工会基幹システム 

 全国商工会連合会の運営システムで三重県商工会連合会の指導によりシステムを活用し

ている事業所台帳管理システムです。 

 

③  買物傾向調査（新規事業） 
以前は三重県からの委託で買物傾向調査をしていましたが、平成14年度以降実施してい

ないため、地区内の消費者の購買動向を把握するため、行政（度会町）との連携により、

消費者の買物傾向調査を実施します。 

 

ア.手法 

地区内で開催される行政との連携したイベント会場や講演会等の会場にて調査項目を

記載した統一の調査票により、アンケートを実施します。収集したデータは、商工会にて

集計し、専門家化派遣事業を活用し分析を行います。 

 

イ.調査項目 

家族構成、商品別購入地域、商品別購入店舗形態、地域の小規模店舗の必要性、コミュ

ニティへの要望 
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【数値目標】 

        年度  
調査事業名    現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

買物傾向調査 

調査回数 未実施 年1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回

（世帯数） 0 100 100 100 100 100 

 

【成果の活用方法】 

集計分析したデータを事業者への支援の基礎情報に活用し、地区内の消費者ニーズの把

握を行います。 

専門家と連携し、得られた町内データと町外（全国、近隣地域）との比較分析等を行い、

巡回指導時や窓口相談時のツールとして活用します。 

 
④  地域経済動向情報交換会（新規事業） 
関連金融機関との連携を行い、地区内に関する経済動向の情報収集を行います。 

地区内には金融機関が無いため日本政策金融公庫伊勢支店、東海財務局津財務事務所と

の連携により本会の経済動向調査と情報共有を行い、現状を把握します。 

 

ア.手法 

金融機関と定期的な情報交換の場を設定し、経済動向、金融動向の確認を行います。 

日本政策金融公庫伊勢支店とは、年1回開催される管内小規模企業経営改善資金協議会

（※１）、年1回開催の各商工会との情報交換会議にて情報入手を行います。 

また、東海財務局津財務事務所につきましては、年1回商工会に訪問され情報交換があ

りますのでその機会を活用します。 

また、各機関の公開資料から情報を入手し、景気動向を把握します。 

 

（※１）小規模企業経営改善資金協議会 

 小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会の略で、経営改善貸付推薦団体が集ま

り、各地域の経済動向と金融支援の状況等に関する情報交換、模範事例等の情報共有を

実施する協議会です。 

 

イ.調査項目 

経済動向、金融動向、資金使途、設備資金動向、地価の情報、業界情報等 
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【数値目標】 

        年度  
調査事業名    現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

地域経済動向情報交換会（回） 3 3 3 3 3 3 

 

【成果の活用方法】 

調査で得られた金融機関との情報交換等で得た地域経済・金融動向などは、巡回時に小

規模事業者等に提供し、事業計画策定等に役立てます。また、商工会のＨＰにも掲載し、

いつでも閲覧できるように環境を整え、活用を促します。 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【目標】 

小規模事業者の経営状況を分析し、持続的発展に向け、強みと改善すべき課題を明らか

にして、経営の方向性を提案します。経営分析への財務諸表の整っていない事業所に対し

ても税制改正等から作成の必要性を説明し作成に導き、小規模事業者の経営の底上げを行

います。 

 

【現状】 

小規模事業者の経営状況の分析は、基礎的支援に伴う金融、税務を中心に簡易的な財務

分析を実施している程度でした。また、補助事業を目指す一部の事業所に対しての経営分

析による経営計画の作成を行う程度であり、具体的な経営改善に繋がっておらず経営計画

の作成支援まで至っていないのが現状です。 

 

【課題】 

日頃から巡回支援、窓口支援時に金融・税務支援を通じ、経営分析を限られた事業所に

行ってきました。 

今後、各事業所が、その場しのぎの対策ではなく、経営分析が、個社の経営状況の把握、

今後の方針等に役立てるデータとして活用されることが必要です。 

また、商工会も各小規模事業者のデータを最大限に活用し、その事業所に合った伴走型

支援が必要です。 

 

【事業内容】 

① 記帳継続対象者に対する経営分析（既存事業改善） 
記帳継続対象者は、日頃から窓口支援、巡回訪問支援の機会が多く、弥生会計システム

(※2)を使った税務支援を中心とした活用とその事業所データに基づき、簡易な経営分析

程度で十分システムが活用されていません。今後は、弥生会計システムを十分活用し記帳

継続対象者への効果のある支援を行います。 

（※2）弥生会計システム https://www.yayoi-kk.co.jp/ 

 三重県商工会連合会の支援により弥生会計システムを導入しています。 
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ア.手法 

 記帳指導の支援を行っている経営支援員（記帳関係職員）が中心となって経営指導員と

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。また、記帳継続対象者を増やし数値に基づいた支援を拡充していきます。 

 

イ．分析項目 

ソフトの財務諸表を活用した財務分析（収益性、生産性、効率性、安全性、成長性）、

ヒアリングによる調査（強み、取扱商品、ターゲット等）、ＳＷＯＴ分析等 

 

【数値目標】 

        年度 

事業名 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

記帳継続対象者経営分析 5 10 10 15 15 20 

 

【成果の活用方法】 

経営分析から現状の把握を行うことにより小規模事業者が気づかなかった個社の強み

弱みなど具体的な事項まで踏み込んだ支援が可能となる。その結果個社が他社との比較分

析等も行い、今後の方針も立てやすくなり経営計画の策定が容易になります。 

記帳継続指導を増やし財務諸表が整った事業所が増えれば経営分析、経営計画策定によ

り経営革新やファンドを活用する事業所の増加に繋がり、各事業所の経営持続化を図るこ

とができます。成果物である経営分析資料は、事業者に対し、経営指導員、経営支援員（記

帳指導職員等）を交えて、分析結果を説明し、情報の共有化をはかり、事業者の持続的発

展可能な目標設定、経営計画策定への資料として活用します。 

 
② 巡回・窓口相談時の経営分析（既存事業改善） 
経営指導員等による日常の巡回訪問及び窓口業務の中で財務分析・経営分析の重要性を

説明し、財務・経営分析を実施します。 

経営分析を支援することにより個社の経営課題の把握を行ない、その解決に向けた経営

計画の策定に繋げて行きます。 

 

ア.手法 

経営指導員を中心に定期的に巡回・窓口対応している際に事業所の状況確認をヒアリン

グにより実施し、帳票書類の確認を行います。事業者選定については、相談時に経営分析

の重要性等について説明を行い、小規模事業者の同意により経営分析を実施します。対応

事業所が、記帳継続指導者、労働保険委託事業者と様々ケースがあるので職員間で情報を

共有しチームを組んで経営分析にあたります。 

 

イ.分析項目 

 財務分析（収益性、生産性、効率性、安全性、成長性）、ヒアリングによる調査（強み、
取扱商品、ターゲット等）、ＳＷＯＴ分析等 
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【数値目標】 

        年度 

事業名 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

巡回・窓口相談時の経営分析 2 5 5 10 10 10 

 

【成果の活用方法】 

記帳継続者の経営分析同様、経営分析より現状の把握を行うことにより小規模事業者が

気づかなかった個社の強み弱みなど具体的な事項まで踏み込んだ支援が可能となります。

その結果については、公開されている指標との比較などを行ない、今後の経営計画の策定

に繋げて行きます。財務諸表が整っていない事業所においては、税務支援による必要性を

伝え、1事業所でも多く改善の方向に支援を行ないます。 

経営分析を実施した事業所が増えれば経営分析、経営計画策定により経営革新やファン

ドを活用する事業所の増加に繋がり、各事業所の経営持続化を図ることができます。 

また、経営分析にあたり三重よろず支援拠点、ミラサポ、三重県産業支援センター等専

門機関の専門家派遣制度の活用も随時行っていきます。 

成果物である経営分析資料は、事業者に対し、経営指導員、経営支援員（記帳指導職員

等）を交えて、分析結果を説明し、情報の共有化をはかり、事業者の持続的発展可能な目

標設定、経営計画策定への資料として活用します。 

 

③ 金融相談における経営分析（拡充事業） 
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）推薦事業所及び三重県小規模事業資

金推薦事業所について、個別案件毎必要な帳票より経営分析を実施し、経営改善計画作成

に活用します。 

 

ア.手法 

経営指導員及び経営支援員が金融相談事業所の財務諸表により経営分析を行ない、その

データにより経営改善計画書や資金繰り表の作成支援を実施し、事業所の課題解決にあた

ります。 

 
イ.分析項目 

 財務分析（収益性、生産性、効率性、安全性、成長性）、資金繰り表、キャッシュフロ
ー分析、ヒアリングによる調査（強み、取扱商品、ターゲット等）、ＳＷＯＴ分析等 

 
【数値目標】 

        年度 

事業名 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

金融相談における経営分析 2 5 5 10 10 10 
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【成果の活用方法】 

 金融相談については、小規模事業者が、一時的な資金調達だけを目的に相談されている

ケースが多く、あまり計画性が見られません。今回経営分析を行うことにより中長期の資

金繰りを見据えた経営改善計画を作成することができ、スムーズな金融支援が可能となり

ます。また、金融事後支援から次年度以降の財務諸表を確認し、経営分析を行うことによ

り健全経営を目指した個社経営計画の策定につなげていくことができます。成果物である

経営分析資料は、事業者に対し、経営指導員、経営支援員（記帳指導職員等）を交えて、

分析結果を説明し、情報の共有化をはかり、事業者の持続的発展可能な目標設定、経営計

画策定への資料として活用します。 

 
④ 経営発達計画策定セミナー、個別相談会の開催（事業拡大） 
 小規模事業者向けの政策や金融制度等を小規模事業者が活用するにあたり個社の経営
状況を把握から経営計画の策定までの一連の内容についてそのノウハウ習得のためセミ

ナーの開催を行ないます。また、そのフォローとして個別相談会を開催します。 

 

ア．手法 

 セミナー講師に企業経営支援の経験豊富な中小企業診断士等を活用しセミナーの開催

と個別相談会を企画します。 

 経営指導員等も補助講師として参加し、伴走型の支援を行い、次の巡回・窓口相談時に

フォローアップし、分析につなげます。 

 

イ. 分析項目 

 目標に応じ、ＳＷＯＴ分析要素（企業の強み・弱み・機会・脅威）、ＡＢＣ分析 

要素（商品別売上構成）、マーケティング４Ｐ要素（商品（製品）・サービス・価 

格・広告）、ポジショニングマップ要素（新規性・収益性・独自性・付加価値） 

 

【数値目標】 

        年度 

事業名 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

セミナー開催回数（回） 0 1 1 2 2 2 

セミナー出席人数（人） 0 5 5 10 10 10 

個別相談会開催回数（回） 0 1 1 2 2 2 

個別相談会出席人数（人） 0 5 5 10 10 10 

 
【成果の活用方法】 

セミナー参加事業者は、経営分析の重要性とこれからの時代に各政策の活用をすれば、

事業所負担も軽減されその目標達成容易であることに気づきます。財務諸表作成と経営分

析の重要さが周知できます。 

セミナーのフォローとして専門家派遣を活用し事業所の課題解決にあたります。 
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商工会職員も同席し支援を行うことで職員にとっても支援技術の向上につながります。

 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【目標】 

経営状況の分析を経て、管内小規模事業者の経営課題の解決と持続的発展を目標に、各

種専門家や金融機関と連携して、伴走型の事業計画策定支援を実施します。特に、個々の

経営状況に応じ、対応できるような事業計画を策定、実行することを目標とします。 

 

【現状】 

当商工会が実施している小規模事業者への経営支援は、金融、税務など直面する問題へ

の対応が中心になっており、事業計画の策定、経営革新計画、創業計画などの専門的支援

の実績が少ない状況です。 

 また、小規模事業者持続化補助金などの計画書作成支援においても市場や顧客のニーズ

について捉えきれていない状況です。 

 

【課題】 

前述の「経営状況の分析」の調査・分析を有効に活用し小規模事業者が持続的発展のた

め各政策の活用を図ることが課題となっています。 

 

【事業内容】 

「経営状況の分析」の調査・分析を有効に活用し、小規模事業者の状況に応じた事業計

画策定支援を実施します。 

また、創業者、第２創業者や後継者に対しても、創業計画書などの事業計画の策定支援

を行います。 

 

事業の詳細は以下のとおりです。 

 

①事業計画策定支援（既存事業改善） 

ア.支援対象者  

 前述「2.経営状況の分析に関すること【指針①】」において経営分析を行った事業所を

対象に業者に対し、巡回訪問・窓口支援により、経営改善による持続的発展に向けての目

標を意識付け、やる気のある事業所に事業計画の策定を行います。 

 

イ.手法 

上記支援対象者に対して、経営指導員、経営支援員が分析支援先に巡回訪問し、経営計

画の必要性等を説明します。そのツールとして三重県版経営向上計画(※3)の申請様式よ

り現行の課題、解決計画、経営革新、ファンド活用などのステップを利用し持続的発展へ

の意識改革を促します。支援者対象者に対しては、事業計画策定セミナーを開催し作成力

の向上を図ります。 
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(※3) 三重県版経営向上計画 
 三重県中小企業・小規模企業振興条例（平成26年4月1日に施行）第16条（三重県版経営

向上計画の認定等）に定められており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

模事業者がその発展段階に応じて作成する計画を認定するものです。 

 

②創業支援・第二創業支援（既存事業改善） 

ア．支援対象者 

 創業者及び創業予定者・第二創業予定者（新事業・新分野進出） 

 

イ.手法 

 産業競争力強化法に基づく創業支援として事業計画策定し、日本政策金融公庫をはじめ

とする近隣市町の金融機関と必要に応じ連携し協議を行ない、創業に導いていきます。 

創業予定者については、勤務者が多いため商工会の相談時間を夜間に移行することも考

慮し、商工会館の夜間相談の開設し創業支援を行います。 

 創業支援セミナーは参加者が少ないため志摩度会商工会広域連合との連携を図り開催

します。 

 

③事業承継支援（既存事業改善） 

ア.支援対象者 

 事業承継予定者等   

  

イ.手法 

事業継承について事業継承セミナーを開催し専門家を活用した事業継承課題解決や今

後の経営計画の策定について支援を行っていきます。 

また、若手後継者である商工会の青年部員に対し、事業承継に関するニーズの掘り起こ

しを行います。 

創業補助金を申請する小規模事業者に対しては、その補助金の事業計画作成を積極的に

支援します。 

  

【成果の活用方法】 

 各策定した事業計画策定資料は、これまで、経営計画に基づく事業運営に経験のなかっ

た事業所の経営発達計画策定のインセンティブとなり、事業者の持続的発展に向けたモチ

ベーションアップになります。国・県が支援策とする各制度への申請も可能となり地方の

小規模事業者が、この機会を捉え様々なアイデアを実行させることができます。 

創業支援については、廃業を食止めるとともに新規創業者の掘り起こしを行ない、種々

の支援をすることで地域の小規模事業者数を増やすことができます。第２創業者及び事業

継承者については、三重県版経営向上計画の認定やよろず支援拠点、ミラサポの専門家派

遣を活用し、事業所の目的を達成します。 
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 【数値目標】 

        年度 

事業名 

 

 

現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

事業計画策定支援 

 経営分析事業者 

セミナー開

催回数（回） 
0 1 1 1 2 ２ 

セミナー出

席数(人) 
0 5 5 5 10 10 

計画策定件

数（件） 
2 5 5 5 10 10 

創業支援 

セミナー開

催回数（回） 
0 1 1 1 1 1 

セミナー出

席数(人) 
0 3 3 3 3 3 

計画策定件

数（件） 
0 1 1 1 1 1 

事業承継 

 

セミナー開

催回数（回） 
0 1 1 1 1 1 

セミナー出

席数(人) 
0 10 10 10 10 10 

計画策定件

数（件） 
0 4 4 4 4 4 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 【目標】 

事業計画策定後の定期的な巡回訪問により、進捗状況の把握を行い、小規模事業者の計

画遂行についてＰＤＣＡにより検証を行ない、小規模事業者への伴走型支援をより丁寧に

行い、小規模事業者の新たな商品の開発、新サービスの支援を実施します。 

  
 【現状】 

 小規模事業者の補助金事業の申請から実績まで、伴走型支援として捉えています。商工
会の会員メリットを感じている事業所も、増えてきています。 

 

 【課題】 

しかしながら、伴走型といえども定期的な巡回訪問であり、補助金事業による効果の継

続化まで具体的支援ができていません。今後、補助金利用者が増加するため各事業所に丁

寧な支援が求められます。これは、事業計画と実績に差が出てしまうので、四半期に1度

の巡回訪問を行ない、軌道修正の舵取が必要になります。 

 

【事業内容】 

① 事業計画策定後のフォローアップ（既存事業改善） 
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事業計画策定後、フォローアップとして四半期に1回巡回訪問を実施し進捗状況の確

認を行います。この状況内容については職員間で情報共有を行ない、ＰＤＣＡを常に意

識した協議を行います。 

②専門家派遣による支援（既存事業改善） 

専門的な課題があるときは、三重県商工会連合会との連携やミラサポ、よろず支援拠

点の専門家派遣におけるアドバイスを受け丁寧なサポートを行います。 

③創業者支援（既存事業改善） 

 創業者には、従来の基礎的支援（記帳、税務）について伴走型支援を行います。 

④資金調達支援（既存事業改善） 

小規模事業者の事業計画を遂行上資金調達が生じたときは、小規模事業者経営発達資

金制度、小規模企業経営改善資金及び小規模事業資金の活用推進と申込書類関係作成支

援を行います 

 

小規模事業者の視点に立って伴走型支援を行い、一番身近な支援機関として外部者も含

めた評価を受けます。 

 

 

【数値目標】 

 事業計画策定支援 
        年度  
事業名    現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定支援件数（件） 2 5 5 5 10 10 

創業支援（件） 0 1 1 1 1 1 

事業承継（件） 2 4 4 4 4 4 

金融相談等 

個別相談によるもの（件） 
0 5 5 5 5 5 

 

 フォローアップ支援（事業者×年４回）（件） 
        年度  
事業名    現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定支援（件） 2 20 20 20 40 40 

創業支援（件） 0 4 4 4 4 4 

事業承継（件） 2 16 16 16 16 16 

金融相談等 

個別相談によるもの（件） 
0 20 20 20 20 20 
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 専門家派遣支援 

        年度  
事業名    現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

専門家派遣件数（件） 0 10 10 10 10 10 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【目標】 

 顧客ニーズや市場動向といった需要に関する情報を収集、整理、分析し小規模事業者に

提供していきます。小規模事業者に顧客や市場のニーズを意識させ、プロダクトアウトか

らマーケットインの考え方を浸透させ、経営改善につなげていきます。 

 

【現状】 

 現状、管内の需要動向に関する調査は特に実施しておらず、過去三重県から受託事業の

買い物傾向調査のみで現在は調査を行っていません。これまで特産品開発に関しては、地

域力活用新事業全国展開支援事業でアンケート調査を行ない、商品の改善に役立ててきま

した。その他の商品については小規模事業者が独自で調査を行ってきました。 

 

【課題】 

小規模事業者は経営者自らが現場に携わるため、情報収集に費やす時間に限りがあり、

需要動向などの情報収集を充分に行えないことが多々あります。そのため、顧客や市場か

ら求められているニーズと経営者の考えとの間でミスマッチが生じ、ビジネスチャンスを

逃すケースが多いと考えられます。前述で小規模事業者が独自で調査を行っていることを

挙げましたが、その実態はごく少数の事業者に限り職員も把握していないため販路開拓の

機会損失が起きている事態も想定されます。 

 また、今回、買物傾向調査については管内の経済動向調査の一環として実施しますが、

その分析データは需要動向基礎データとして取り扱う必要があります。 

 

 【事業内容】 
 上記の現状と課題を踏まえ、以下の事業を実施します。 

 

① 展示商談会を活用した需要動向調査（新規事業） 
 県内外で開催される各種展示商談会に出展する機会を創出することで、バイヤーなどか

ら出展事業者に関わる「売れ筋商品」や「市場の動向」などの情報を得ることができます。

その情報から新商品開発や新たな販売計画の立案を行い、小規模事業者が計画策定し開発

した商品・製品・サービスが、取引可能事業者の需要動向、市場動向にマッチしているか

どうかの販路動向調査を行います。 

さらに、得られた情報を個人が特定されないように整理・加工し、他の小規模事業者へ

提供することで、管内小規模事業者へ広く有益な情報の共有を行います。 
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【手法】 

・大都市圏で開催される展示商談会の会場にて、バイヤーなどの来場者を対象としたアン

ケートを実施し、展示商談会終了後、結果を整理して出展事業者へフィードバックするこ

とで、商品開発や事業展開に活用していきます。なお、アンケートの内容は、専門家のア

ドバイスを受け、出展者と話し合いながら作成を行います。 

・県連合会及び金融機関が主催する産業フェアーに参加し、商談会において出展事業者と

商工会職員が、来場したバイヤーなどから情報収集を行います。 

 

【調査項目】 

 売れ筋商品、売れ筋の価格、顧客ニーズ、市場の動向、嗜好、品質、マッチング、購入

価格、パッケージデザイン等についてコーナーへの立ち寄り者を対象にヒアリング形式で

調査を行います。(1 案件あたり、100 サンプル) 

 

【数値目標】 

金融機関主催産業フェアー（東京 年1回） 

        年度 

項目 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

展示商談会需要動向調査（件） 0 ５ ５ ５ ５ ５ 

アンケート数  500 500 500 500 500 

 

 

三重県リーディング産業展（三重県内 年1回） 

        年度 

項目 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

展示商談会需要動向調査（件） 0 ５ ５ ５ ５ ５ 

アンケート数  500 500 500 500 500 

 

 

【成果の活用】  

 展示商談会に出展した小規模事業者が、バイヤーなどから需要動向に関する情報を 

得ることで、新商品開発や新たな販売計画の立案などに役立ててもらいます。 

 また、得られた情報を個人が特定されないように整理・加工して、他の小規模事業者へ

提供することにより、経営方針の決定などの際の参考資料にしてもらいます。 

 

②イベント等を利用した消費動向調査（新規事業） 

 消費者の需要動向（売れ筋商品、売れ筋の価格など）を調査することにより、消費者ニ

ーズを把握します。また、小規模事業者が開発した商品・製品・サービスが、消費者のニ

ーズにマッチしているかどうかの消費動向調査を行います。 
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【手法】  

 イベント会場（度会町春まつり、商工会わたらいフェスタ）において試食・試飲等、サ

ンプルの展示販売を通じヒアリング調査を行います。 

 商工会が運営する特産品アンテナショップ店内において来店客に対しサンプルの展示

（試食・試飲等も含む）サンプルの展示販売を通じヒアリング調査を行います。 

販売を通じヒアリング調査を行います。 

 

【調査項目】 

嗜好、品質、マッチング、購入価格、パッケージデザイン等についてコーナーへの立ち

寄り者を対象にヒアリング形式で調査を行います。(1 案件あたり、100 サンプル) 

 

【数値目標】 

 

度会町春まつり 

        年度 

項目 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

 調査案件 0 ５ ５ ５ ５ ５ 

アンケート数  500 500 500 500 500 

 

商工会わたらいフェスタ 

        年度 

項目 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

 調査案件 0 ５ ５ ５ ５ ５ 

アンケート数  500 500 500 500 500 

 

特産品アンテナショップ店内 

        年度 

項目 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

 調査案件 0 ５ ５ ５ ５ ５ 

アンケート数  500 500 500 500 500 

 

【成果の活用】 

 収集した情報は、パソコンでデータ集約し職員間で分析します。また、必要に応じ専門

家等との連携・支援を受け分析を行い、報告書を作成し、個社の経営分析や事業計画策定、

策定後の改善に向けての支援の参考資料とします。 
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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】 

  
【目 標】 

小規模事業者事業が、事業計画策定に基づき、商品やサービスの需要開拓を図るため消

費動向を把握したうえで、大都市圏のバイヤーとのマッチング機会を設け県外への新たな

需要開拓につなげ事業者の持続的発展のため新規伴走型支援を行います。 

 小規模事業者が地区外に情報発信するためにホームページやプレスリリースなどを有

効に活用し販路開拓を支援します。 

 経営指導員を中心に事例研究を行いその情報収集したデータを職員間で情報共有し、管

内小機規模事業者に提案し商品やサービスなどの改善につなげていきます。 
 
【現状】 

販路開拓支援は、全国展開支援事業等の補助金を活用した商品開発を行っており、県内

の展示会やイベントへの出展販売を支援してきました。また、管内にある本会のアンテナ

ショップにおいてＰＲ販売（町ふるさと納税業務も含む）を行い、一定の成果を計上して

きました。 

【課題】 

サービスの提供には限界があり各事業所自身のＰＲが今以上に必要です。小規模事業者

はＩＴの活用や情報発信が苦手でありホームページなどでのＰＲや有効な情報発信がで

きていないケースが多く販路開拓への支援が必要です。 

 
【事業内容】 

上記の現状と課題を踏まえ、以下の事業を実施します。 

①  需要開拓に資するセミナーの開催（新規事業） 
低迷する基幹産業の茶業関係及び補助金等を活用した特産品開発について需要拡大を

図るためマーケティング力、情報発信力、商談力等の能力向上のためにセミナーを開催し

ます。 

 

【数値目標】 

        年度 

項目 
現状

29年

度 

30年

度 

31年

度 

32年

度 

33年

度 

需要開拓に資するセミ

ナー開催回数（回） 
0 1 1 1 2 2 

参加者人数(人） 0 5 5 5 10 10 

 

【対象者】 

販路拡大を求める小規模事業者 

 

【手法】 

販路拡大を求める小規模事業者に対し、バイヤーや流通関連専門家等による需要開拓に
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資するセミナー開催し、小規模事業者の持つ商品、サービス、技術等について能力向上の

ため開催します。 

 

【成果の活用】 

今までは展示会会場において商談時に名刺交換程度のPRであったが、セミナーに参加す

ることにより、事業所の商品、サービス、技術等を最大限にPRでき、その効果が期待され

ます。 

職員についても参加し資質向上に努めます。 

 

② ＩＴを活用した需要拡大支援（既存事業改善） 

 多くの小規模事業者は、県内外に販路を求めているためインターネットを活用した情報

発信が不可欠です。 

そこで小規模事業者の商品、サービス等を次のサイトを活用して情報発信を行います。

【活用サイト】 

・度会町商工会ＨＰ（再構築） 

・ニッポンセレクト.ｃｏｍ（※１） 

・商工会 100万会員ネットワーク（※２） 

 

（※1）ニッポンセレクト．ｃｏｍ 

日本全国の隠れた逸品や特産品が見つかる「全国商工会連合会公式ショッピングサイト」

品のお取り寄せグルメや日本の匠の工芸品など多数取り扱い。 

ＵＲＬ http://www.nipponselect.com/shop/default.aspx 

（※２）商工会 100万会員ネットワーク 

全国商工会連合会が提供する小規模事業者支援サイトで、事業者間交流、事業所PR、役立

つ情報検索が可能な総合コミュニティです。 

ＵＲＬ http://compass.shokokai.or.jp/ 

 

【支援対象】 

地区外に販路を求める小規模事業者 

 

【数値目標】 

        年度 

項目 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

ＩＴを活用した需要拡大支援

事業所数（件） 
0 10 10 15 15 20 

売上ＵＰ目標 0％ １0％ 10％ 15％ 15％ 15％ 
 

【手段】 

地区外に販路を求めている小規模事業者に対し巡回訪問、窓口相談時に各サイトの説明

を行ない、登録を勧めます。 
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【成果の活用】 

商工会のネットワークの活用により小規模事業者の情報サイトへの登録により販路の

拡大に繋がります。 

小規模事業者の新たな需要開拓に向け、単独のＨＰによる需要拡大だけでなく、 

商工会関係の組織で活用できるサイトを活用して、情報発信、ＢtoＢ、ＢtoＣによる需要

拡大への支援を行います。 

ＩＴを活用することにより各事業所１割アップを目指した支援を行ないます。 

 

③マスコミ等（プレスリリース）の活用支援（新規事業） 

管内の特徴ある技術や商品、サービスを持った小規模事業者が多く存在していますが、

その情報発信がうまくできていないケースが多いです。小規模事業者が独自でプレスリリ

ース配信を行ない、マスコミに取り上げられれば、数多くの問い合わせ等受注に繋がって

いきます。しかし独自でプレスリリースを行っている事業者はほとんどなくマスコミ取材

を求めている事業所は多いです。そのため商工会がプレスリリースへの原稿支援や掲載支

援を行っていきます。 

 
【対象者】 

販路開拓の情報発信としてマスコミ活用を希望する事業所 

 
【手段】 

セミナーを開催し小規模事業者に対しプレスリリースの原稿作成支援を行います。 

職員も受講しそのノウハウを受講していない小規模事業者への支援を行います。 

 
【数値目標】 

        年度 

項目 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

プレスリリー

スセミナー 

開催回数(回） 
0 1 1 1 1 1 

参加人数（人） 0 10 10 15 15 20 

マスコミ等（プレスリリース）

の活用支援(件） 
0 5 5 7 7 10 

 
【成果の活用】 

プレスリリースの原稿作成のノウハウを習得することにより、小規模事業者が弱みとな

っている情報発信の機会が増し、マスコミ取材後受注が増える期待ができます。 

  職員もそのノウハウを取得することで、多数の事業所に情報提供することができます。

 

④展示会・相談会への参加による需要開拓支援 

小規模事業者が、行政及び金融機関が主催する展示会・商談会に参加することにより、

事業所が持っている技術、商品及びサービスをＰＲする機会を増や需要開拓支援を行いま
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す。 

 

【対象者】 

需要開拓より持続化を目指す小規模事業者 

 

【手法】 

以下の展示会、商談会や販売所への出展参加を行います。 

 ・三重県リーディング産業展（三重県主催 年1回） 

 ・ビジネスフェア（金融機関主催 年1回） 

 ・むらからまちから館（全国商工会連合会主催 通年） 

 ・三重テラス（三重県主催 通年） 

 ・販路拡大事業商談会（三重県商工会連合会主催 年1回） 

 

【数値目標】 

        年度 

項目 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

商談会参加事業所（件） 0 10 10 10 10 10 

商談件数目標（件）  10 10 10 10 10 

商談成約目標（件） 0 2 2 3 5 5 

 

【成果の活用】 

小規模事業者が展示会等へ参加して自社の技術、商品、サービス等をＰＲし、商談会に

おいては名刺交換だけの商談から、商談シートやプレスリリース原稿を用いて積極的な商

談による商品売買契約の増加や商品関連の人材ネットワークの拡大が期待できます。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

【目標】 

本会は、地域唯一の経済団体であり、その役割を果たすために町行政との連携を密に地

域経済の活性化のため事業を展開します。 

 

【現状】 

商工会が関連している地域活性化事業は下記のとおりです。 

・謝恩セール事業（※１）＆わたらいフェスタ(※2） 

・基幹産業のわたらい茶を中心とした特産品アンテナショップ「いらっ茶いわたらい」 

・各団体が連携して取り行う春まつり 

 

(※1）謝恩セール事業について 

度会町内全域の商店を対象とした商業部会夏季売出イベント。抽選券の回収率 90％と

町民からの評価は非常に高いです。 

(※2）わたらいフェスタ 

 商工会青年部が企画するイベントで謝恩セールの抽選会に同時開催。町内各事業所から

も販路拡大や企業ＰＲでイベントに出展しています。 

 

【課題】 

各イベントとも販路拡大・消費拡大を目的とするが、事業効果はその一過性となってし

まっています。また、 町外への PR が不足しているため、町外からの入込客数が少ない状

況です。 

 

【手法】 

各イベントともに商品 PR 前述のイベント会場でのアンケート調査を実施します。 

 

【事業内容】 

上述の現状と課題を踏まえ以下の事業を実施します。 

①地域の関係者との連携による地域活性化対策の検討（新規事業） 

 特産品等販売促進のための誘客策として、賑わいを創出するためのイベントの開催や、

地域の観光資源、伝統技術、自然を活用した体験型観光を行い、地域経済の活性化を図り

ます。 

 

②謝恩セール事業＆わたらいフェスタのリニューアル（既存事業改善） 

 町外への買い物流出を食い止めるためにお中元戦線への対応策としてはじめた、この事

業をより充実し、町外からの誘客を図ります。町外客のよく利用する大規模小売店舗への

協賛協力を求め、地域一体型のイベントを目指します。 

 

③特産品アンテナショップ「いらっ茶い」わたらいの充実（既存事業改善） 

 特産品アンテナショップ「いらっ茶いわたらい」の集客力アップのため、イベントの充

実を図り、基幹産業のわたらい茶を中心とした特産品の販売、ＰＲを推進します。また、
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度会町道の駅構想実現に向けて、度会町の事業情報発信拠点の役割を担います。 

 

「いらっ茶いわたらい」の販売イベントの開催（目標） 

 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

開催回数 4 5 6 7 8 10

出店者数 10 15 20 25 30 30

来場者数

（延人数） 

400人/回 500人/回 900人/回 1000人/回 1200人/回 1500人/回

 

④古民家の活用（新規事業） 

 人口減少の防止のため町内へ移住戦略を度会町役場及び町内建築業者との連携におい

て古民家を活用し検討を行います。 

 

⑤観光資源を活用した日帰り観光のＰＲ（新規事業） 

 本会が全国展開支援事業で町内の観光資源の発掘を行った観光資源、自然を活用した体

験型観光のイベントについて特別会員の旅行会社との連携により町外からの誘客をはか

り、誘客効果により特産品の販売による経済効果によって地域活性化を図る。 

 

⑥買い物難民への対応（新規事業） 

町内の中心地から遠い地域ほど買い物が困難な買い物難民が発生することが予想され

ます。近辺の小規模事業者の廃業を食い止め、その発生を防がなければなりません。今後

町と連携し宅配等のサービスについて検討をしていきます。 

 

【成果の活用】 

前述の①から⑥までの各事業においてにぎわい創出を促進することにより小規模事業

者の事業機会を設け地域を活性化させます。特産品アンテナショップ「いらっ茶いわたら

い」においてもにぎわいを創出することにより小規模事業者の販路拡大など事業機会を増

すことができます。 

 

 

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 

【目的】 

 管内における行政、産業支援センター、日本政策金融公庫等金融機関、商工会・商工会

議所など支援機関と連携し、経済動向、経営支援策等の情報交換を行い、得た情報を小規

模事業者支援に活用するとともに地域の新たな方向性を見出します。 

 

【現状】 

 町行政との連携については、商工会の窓口である産業課、税務課（確定申告業務）、福

祉・環境課（町指定ゴミ袋業務）、政策調整課（企業誘致・道の駅関連業務）、教育委員
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会（地元県立高校活性化と就職支援）があり各事業の打合せを行っています。その事業内

容として、町が提案する地域活性化のイベント（春まつり、地域産品販売イベント）、商

工会が実施する全国展開支援事業、地域振興事業があります。   

金融機関（日本政策金融公庫）金融制度、活用実績等についての協議会が実施されてい

ます。 

 行政機関各制度や三重県商工会連合会の専門家派遣制度の活用し小規模事業者支援を

図っています。 

 

 【課題】 

 度会町役場については、各窓口への対応がありますが、その事業内容をもう少し小規模

事業者への効果を求める連携が必要です。 

日本政策金融公庫をはじめ各金融機関とは資金繰りのための活用のみでした。過去に

は、金融機関が開催する産業フェアーに参加したこともあり、新たな需要開拓にむけての

連携が可能であり、必要不可欠となります。 

 専門家派遣制度について小規模事業者の利用数が少ないため、広く知らしめるよう方法

等の改善し周知を行います。利用について、単発で専門家の派遣が終わることが多いので

課題解決手段が明確になるまで、専門家の指導を継続して活用する必要があります。 

 

 【事業内容】 

 以下の支援機関との連携協力を得て小規模事業者支援に取組んでいきます。 

 

 【連携先及び手法】 

 ①度会町役場と連携（既存事業改善） 

 度会町役場と連携については、地方創生について打合せ会議を年２回開催します。地域

総合戦略である「まち、ひと、しごと総合戦略」の内容の実現に向け、小規模事業者にと

っても十分効果のあるまちづくりの内容を目指していきます。 

 

 ②日本政策金融公庫及び東海財務局津財務事務所との連携（既存事業改善） 

日本政策金融公庫伊勢支店及び管内の商工会商工会議所で構成する小規模事業者経営改

善資金貸付推薦団体連絡協議会で管内の経済動向等の情報交換や制度融資の活用等につ

いて協議を行い、経営指導のもと小規模事業者の資金改善を図ります。 

 また、日本政策金融公庫の所有する全国各地の事例等の情報を小規模事業者支援に役立

てます。 

 東海財務局津財務事務所と年1回の情報交換を行い、県内外の景気動向や金融動向につ

いて情報を共有し、本会が行う景況動向調査等の結果との分析等を行い小規模事業者の支

援に活用します。 

 

 ③関係機関との連携（既存事業改善） 

 関係機関（三重県よろず支援拠点、三重県産業支援センター、ミラサポ）についての専

門家派遣の活用促進を行う。小規模事業者に必要な事業計画の策定を行ない、策定後の業

遂行状況を確認し更なる事業継続発展につなげていきます。 
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④近隣商工会議所・商工会との連携（既存事業改善） 

 伊勢志摩管内の商工会・商工会議所で構成する伊勢志摩経済サミットにおいて地域の経

済活動や小規模事業者の経営持続の課題について情報を共有し伊勢志摩地域が一つにな

って販路拡大事業や商談事業等を進めていきます。 

  

⑤三重県商工会連合会との連携（既存事業改善） 

 三重県商工会連合会が開催する課題別研修に受講・情報交換を行ないます。 

 

 

2. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

【目的】 

小規模事業者の課題解決や伴走型支援を実施していくために行政、各支援機関との連

携により経営発達支援計画を遂行していきますが、事業所により伴走型支援を行うため

事務局体制の構築や職員の資質向上が必須です。 

 

【現状と課題】 

 小規模事業者支援の中心的役割を商工会が担うためには、これまで以上に小規模事業

者の課題解決に向けた伴走型支援を実施することが求められます。当商工会は、職員数

も５名（事務局長(経営指導員兼務)1名、経営指導員1名、経営支援員1名、記帳指導員2

名）と小規模商工会であり、中心となる経営指導員等の資質向上が非常に重要となりま

す。 

 現状、週１回の職員間において業務の打合せを行なっているが、経営支援のノウハウ

やスキルを共有する取り組みがなされていないため、各事業所への伴走型支援体制が整

っていません。 

 

【事業内容】 

① 事務局支援体制の構築（既存事業改善） 
 限られた職員数の中で情報共有を行なうため、職員のそれぞれの担当業務から関連性

のある事項をグループでその事業所への支援を拡充します。その支援遂行状況を週１回

の業務打合せ会議で報告を行います。経営指導員の持つノウハウの蓄積を全職員に伝え

情報や知識の共有化を図り、職員のレベルアップにつなげます。 

 また、小規模事業者の支援データについては、経営カルテへの記録をこれまで以上の

活用し、人事異動等により担当職員の変更が発生しても常に職員全員が確認できる事務

局体制を確立します。 

② 職員の資質向上（新規事業） 
職員間でテーマを決めて勉強会の開催し支援課題や小規模事業者に有利な情報提供を

行っていき、伴走型支援の能力の向上を図ります。 

経営指導員、経営支援員以外の職員も全国商工会連合会主催の WEB 研修の受講及び三

重県商工会連合会主催のスタッフ研修、商工会職員協議会主催の経営支援事例発表会で

の成功事例研修、管内の各種経済団体等が行う経営・財務セミナー、に参加し、業務会

議等で経営指導の内容等の情報交換により経営指導員がノウハウを習得します。また、
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ベテラン経営指導員とのチームあるいはミラサポ、三重県産業支援センターが実施する

専門家派遣に同行し、小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報

収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図り支援結果を業務会議

での報告と課題解決に向けた職員間の協議を行います。 

  

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 

 

【目 的】 

本計画記載の経営発達支援計画については、本会理事会、総会に承認を受け事業遂行い

たしますが、商工会ＨＰにて商工会貢献度アピールプランに盛り込み公表します。また、

事業検証をＰＤＣＡにより行ない改善継続を行っていきます。 

 

【現状と課題】 

現状、本会の状況として事業の計画を立案し、理事会、総代会において承認を受け、実

施後に事業報告を行うという仕組みであるが、その事業の評価についてＰＤＣＡサイクル

システムによる十分な検証はされておらず、事業結果が事業の見直しに反映されにくい課

題があります。 

 

【事業内容】 

今後は、経営発達支援事業を適正に遂行するために、本計画に記載の事業の実施状況及

び成果について、年に1 回、以下の方法により評価・検証を行い、経営発達支援計画の実

施効果を高めていきます。 

 

ア.毎週１回開催する職員間の業務打合会議で経営発達支援計画の役割分担を行ない、そ

れぞれの事業について事業計画を策定します。 

イ. 各事業の担当者が、経営発達支援計画に沿って事業を実行します。 

ウ．週１回の職員間の業務会議において事業進捗状況を報告し確認や事業内容の検証を行

っていきます。 

エ. 学識経験者等の有識者・専門家及び商工会役職員からなる事業評価委員会を設置し、

事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行います。 

 事業評価委員会想定されるメンバー 

  学識経験者 吉村裕之（経営アドバイザー） 

  行政職員  山下喜一（度会町産業課長） 

  商工会役員 杉本喜助（度会町商工会長） 

  商工会職員 竹内厚史（志摩度会商工会広域連合統括職員） 

オ.事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会・総会へ報告し、承認を受けま

す。 

カ.事業の成果・評価・見直しの結果を度会町商工会のホームページで公表します。 

（http://www.watarai.or.jp/） 

キ.結果を基に計画の見直し改善等を図り、次年度の計画改善を反映させ中期計画の遂行

を行ない小規模事業者の持続的発展に寄与します。 
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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 9 月現在）

（１）組織体制 

 

度会町人口  ８，５４６人 

商工業者数    ３６８人 

小規模事業者数  ３３９人 

商工会員数    ２６０人 （組織率７０.５％）   

商工会役員数    ２５名 

事務局体制  

 事務局長 １名 （山北佳宏） 

 経営指導員１名 （西川博次） 

 経営支援員 1名 （東出千明） 

  記帳指導員 2名  (山北美和子、中西佳代） 

 

●商工会内部組織 

①職員の情報の共有化と互いの資質の向上を図るため、常にペアで行動します。その

ことでＯＪＴが行われます。 

②特に、経営支援員、記帳指導員は財務三表から経営診断ができるような資質の向上

を図ります。このため経営診断ができるようになるように OFFJT にもできるだけ参

加することとします。 

③職員全体の情報の共有化と資質の向上を図る目的で、定期的な会議・研究会を開催

します。 

○分掌表 

支援内容 事務局長 経営指導員 経営支援員 記帳指導員 外部関係者

経営支援 ○ ◎ ○ ○ ● 

財務支援 ◎ ○  ○ ● 

市場調査・分析 ○ ◎ ○ ○ ● 

商品開発支援 ◎ ○ ○  ● 

プロダクト支援 ○ ◎ ○  ● 

販路開拓支援 ◎ ○   ● 

事業承継・創業支援 ○ ◎   ● 

注：◎主務者  ○副務者  ●外部 
（２）連絡先 

三重県度会郡度会町棚橋１４３６－４ 

   度会町商工会  

電話：０５９６－６２－１３１３  FAX：０５９６－６２－１７８７ 

   e-mail watashou＠amigo2.ne.jp   

      ＵＲＬ http://watarai.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） 

 平成 28 年度 
(28 年 4 月以

降) 
平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額 33,244 33,000 33,000 35,000 37,000

 

経営改善普及事業 

・指導職員設置費 

・指導事業費 

全国展開支援事業 

 

28,141 

26,686 

1,455 

5,103 

30,000

27,000

3,000

3,000

30,000

27,000

3,000

3,000

32,000 

27,000 

5,000 

3,000 

34,000

27,000

7,000

3,000

（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 

 

会費、国補助金、県補助金、町補助金、事業受託費 

 

 

（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.地域の経済動向調査に関すること 

 度会町内企業景況感・ニーズ等調査において、度会町と連携し、調査表の作成や調

査結果の分析を行ないます。 

収集した情報全体の整理・分析について、三重県商工会連合会及び志摩度会商工会広

域連合と連携をして実施します。 

 

２．経営状況の分析に関すること 

 経営状況について財務諸表における分析やヒアリングについて、三重県商工会連合

会及び志摩度会商工会広域連合と連携をして実施します。 

 

３．事業計画策定支援、４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定セミナー開催、事業計画の作成、補助金申請書作成、フォローアップ、

創業支援については、三重県商工会連合会、志摩度会商工会広域連合及び三重県産業

支援センターと連携し専門家派遣制度を活用し実施します。 

 創業支援については、産業競争力強化関連もあるため度会町行政機関とも連携を行

い実施します。 

 また、金融政策については、日本政策金融公庫と連携し実施します。 

 

５．需要動向調査に関すること 

 県内外への展示会及び商談会での調査事業については、度会町、三重県商工会連合

会及び志摩度会商工会広域連合と連携し実施します。 

 

６. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 販路開拓へのメディアを活用した情報発信、情報収集、新商品開発及び事業所のＩ

Ｔ化支援など三重県商工会連合会及び志摩度会商工会広域連合の専門家派遣制度を活

用し実施します。 

 

連携者及びその役割 

◎ 町行政機関と連携  

 度会町 度会町長 中村 順一 

 所在地 〒516-2195 三重県度会郡度会町棚橋１２１５－１ 

     電話 0596-62-1111 FAX0596-62-1647 

 担当課 産業振興課 電話 0596-62-2416 

 

【役割】 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 度会町内企業景況感・ニーズ等調査（買い物傾向調査）における調査表の作成や調

査結果の分析 
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３．事業計画策定支援に関すること及び４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 創業支援、各種補助金に関する情報提供 

 ５.需要動向調査に関すること 

  展示商談会の開催情報提供及び需要動向に関する調査協力 

 ６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  基幹産業のわたらい茶の販路拡大支援 

【連携による効果等】 

  当会が実施する需要動向調査や新たな需要開拓事業などの結果を度会町にフィード

バックしていくことで、より効果的な小規模事業者支援施策の実施につながることが

期待できます。 

また、「まち、ひと、しごと総合戦略」の沿った事業展開により小規模事業者にと

っても十分効果のあるまちづくりが期待されます。特に町内の小規模事業者が地域コ

ミュニティの役割を果たしているか、また、その事業所の持続化の重要性を認識した

うえで支援を行っていくことができます。 

 

創業支援事業計画の事業については、度会町は、産業競争力強化法に基づく創業支

援事業計画の認定を現時点でまだ受けていないため今後町との連携を密にし、目標を

達成後創業者にとってより有益な支援効果を得る創業支援を行います。 

 

◎ 金融機関と連携 

①日本政策金融公庫伊勢支店 支店長 阿部 賢 
 所在地 〒516-2102 三重県伊勢市岩渕２丁目 5-1 

    電話 0596-24-5191  

②東海財務局津財務事務所 津財務事務所長 黒田 浩二 

 所在地 〒５１４-８５６０ 三重県津市桜橋２-１２９ 

 

【役割】 

３．事業計画策定支援、４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 経営革新、創業支援、第二創業支援・事業継承等に係る経営計画書の作成及び金融

制度の活用 

 

【連携による効果等】 

金融機関と定期的な情報交換の機会を設け、事業者の動向等情報を共有し、創業支援

及び事業継承等について事業計画書作成がスムーズになります、また、作成された計

画書により各金融制度の利用が可能になります。 

 

◎  関係機関との連携 

①公益財団法人三重県産業支援センター 

 代表者 理事長 山川 進 

 所在地 514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル内 

     電話 059-253-4355 

②三重県よろず支援拠点 

 チーフコーディネーター：野垣内 斉 
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 所在地 514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル内 

     電話 059-228-3326 

③中小企業庁 経営支援課  （ミラサポ） 

 所在地 〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関一丁目3番1号 

     電話 03-3501-1511  

④ 中部経済産業局中小企業課 （ミラサポ） 

 所在地 〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号      
     電話 052-951-2748  

 

【役割】 

２．経営状況の分析に関すること 

  専門家による分析結果の経営判断 

３．事業計画策定支援、４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定時の専門家相談、各種補助金申請の情報提供 

 

【連携による効果等】 

 関係機関との連携により小規模事業者の課題解決のために専門家派遣を活用し、経営

の現状分析、今後の経営計画の策定、計画遂行状況の確認等より経営力の向上につな

げます。 

 

◎  近隣商工会議所・商工会との連携 

 ①伊勢志摩経済サミット（伊勢志摩地域の経済活性化を目的とした活動団体） 

 ア.伊勢商工会議所 会頭 上島 憲 

   所在地 〒516-0037 三重県伊勢市岩渕１丁目７番17号 電話 0596-25-5151 

 イ.鳥羽商工会議所 会頭 松田音壽  

   所在地 〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1-7 電話0599-25-2751 

 ウ.志摩市商工会  会長 坂下啓登 

   所在地 〒517-0501三重県志摩市阿児町鵜方5012 電話 0599-44-0700 

 エ.小俣町商工会  会長 奥村三男 

   所在地 〒519-0505三重県伊勢市小俣町本町3 電話0596-22-3619 

 オ.玉城町商工会  会長 板谷一満 

   所在地 〒519-0415三重県度会郡玉城町田丸104 電話0596-58-3211 

 カ.南伊勢商工会  会長 田中喜一郎  

   所在地 〒516-0101三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦988-78 電話0599-66-0054 

 キ. 大紀町商工会 会長 奥川 拓 

   所在地 〒519-2802三重県度会郡大紀町崎2200-1 電話0598-74-1379 

 ク. 明和町商工会 会長 辻 丈昭 

   所在地 〒515-0332三重県多気郡明和町大字馬之上945 電話0596-52-5235 

 ケ. 多気町商工会 会長 松浦信男 

   所在地 〒519-2181三重県多気郡多気町相可1687-8 電話0598-38-2117 

【役割】 

５．需要動向調査に関すること 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 



３７ 
 

 伊勢志摩経済サミットにおいて会長と事務局長の会議において各種政策の研修会や

各地域の現状、事業紹介など情報交換を行います。 

 

【連携による効果等】 

 伊勢志摩管内の商工会・商工会議所と定期的な情報交換により地域の経済活動や小

規模事業者の経営持続の課題について課題解決のヒントを得ることができます。また、

販路開拓については連携して事業を行うことにより、各会傘下の小規模事業者が伊勢

志摩のネームバリューを活かした事業が可能になります。 

 

◎三重県商工会連合会、商工会広域連合との連携 

 ①三重県商工会連合会 会長 藤田正美 

  所在地 〒514-0004 三重県津市栄町１丁目 891 電話 059-225-3161 

 ②志摩・度会商工会広域連合 ブロック長 坂下啓登 

  所在地 〒517-0501 志摩市阿児町鵜方 5012 志摩市商工会内 電話 0599-44-0750 

【役割】 

1.地域の経済動向調査に関すること 

 調査の手法、収集した情報の分析 

２．経営状況の分析に関すること 

 専門家による分析結果の経営判断 

３．事業計画策定支援、４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定セミナー及び創業セミナーの開催、事業計画策定に関する専門家派遣 

５.需要動向調査に関すること 

 展示会、商談会での需要動向に関する調査協力  

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

販路開拓に関する専門家派遣相談、ＩＴの活用した情報発信 

【連携による効果等】 

 三重県商工会連合会及び志摩度会商工会広域連合の各種専門家派遣制度を活用し、

支援項目の遂行を図ります。経営状況の把握により、事業計画の策定、遂行、フォロ

ーアップを行い、小規模事業者の経営力向上が期待されます。 

また、調査事業の分析や需用拡大に伴う情報発信全ての項目において連携し、職員の

資質向上の向上にもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３８ 
 

連携体制図等 
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【各指針に沿った各事業の連動性】 
※各事業の連動は、指針①③の事業により、小規模事業者の内部経営環境を分析することにより

小規模事業者の経営実態を把握・分析し、その小規模事業者の経営実態の分析結果に基づき、顧

客志向の経営発達計画策定および計画の実施に対して商工会の伴走型支援（指導・助言）を行う

ことで新しいビジネスモデルを形成を支援します。さらに、新しいビジネスモデルを形成した小

規模事業者が持続的発展するために、この小規模事業者を取り巻く経営環境分析結果に基づく、

指針②の事業より小規模事業者は、PDCA サイクルシステムが組み込まれた経営発達計画の策定と、

健全な経営が達成されるとともに、同様に商工会の経営発達支援企画事業の成果・見直しのため

の PDCA サイクルシステムにも活用できることになります。指針④の事業により、小規模事業者

の持続的発展の基盤となる需要の開拓を推進するといったシステムで 4 つの事業は連動します。

以上のように、小規模事業者の経営の改善・発達を支援するための４つの基本指針に基づき、経

営発達支援に向け、小規模事業者の経営の実態の変化・計画変更・各事業所にあった支援を、下

図の連動する事業を繰り返し実施し、小規模事業者の経営維持・持続的発展が可能となる伴走支

援をします。 

 
 
 
          地域の経済動向調査(指針③)         
               ・経済動向・市場動向の把握    提供 

提供・活用       ・データ収集                
経営状況の分析(指針①)   swot 分析 財務分析 

             ・個々の現況や課題の把握  
              ・各事業所の経営状態にあった経営分析   提供      
           経営計画策定支援・支援後の実施支援(指針②)        小規模事業者 

・事業計画策定・支援実施計画書作成    活用 
・経営計画策定支援へ活用 

            需要動向調査・提供(指針③)       修正 
・消費者動向、            計画変更等 
・顧客ニーズ、売れ筋商品の把握 
・具体的事業の提案・活用  

新たな需要の開拓に寄与する事業(指針④) 
・販路開拓支援、創業支援、新たな創出 

           ・経営持続、持続的発展 
①地域の経済動向調査(景況調査・実態調査・買物調査・動向調査 指針③) 
②経営状況の分析(記帳継続事業者・巡回窓口相談者・金融相談者に経営・財務分析 指針①) 
③経営計画策定支援(計画策定セミナー・補助金・制度融資時の計画策定支援 指針②) 
④経営計画策定後の実施支援(巡回窓口によるフォローアップ、創業・事業承認・第２創業支援 指針②) 
⑤需要動向調査(消費者動向調査・販路動向調査 指針③) 
⑥新たな需要の開拓に寄与する事業(展示会・商談会・創業セミナー 指針④) 

 

 


