
経営発達支援計画の概要 

実施者名  松阪商工会議所（法人番号 5190005006655） 

実施期間  平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目 標 小規模事業者の経営力向上及び創業促進を図るため、行政、地域の金融機

関及び近隣商工会、コミュニティビジネスを手掛ける NPO 団体や各種専門

家、関係団体等と連携することにより、総合的な経営相談ができる支援機

関として小規模事業者に対する伴走型の支援を行う。また、小規模事業者

の売上向上・利益確保・需要拡大を図り、持続的発展を支援することによ

り廃業者数を減少させる。それと同時に市内の創業者を増加させ、さらに

は賑わいを創出し地域経済の活性化に繋げる事を目標とする。 

事業内容 Ι．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 

景気動向調査の実施、情報の収集、整理、分析及び提供 

２．経営状況の分析に関すること 

当所独自の「経営分析カルテ」を用いた経営分析及び中小機構の「経

営自己診断システム」を用いた財務分析を行い、自社の強み・課題を

抽出 

３．事業計画策定支援に関すること 

(1)経営計画作成セミナー・個別相談会の開催 

(2)各種施策制度や融資制度に必要な事業計画書の策定支援  

(3)三重県版経営向上計画認定に向けた事業計画書の策定支援 

(4)各機関と連携した創業支援連携体（松阪商人サポート隊）の強み

を 

活かした創業支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（1）事業計画進捗確認書を用いた進捗状況の確認 

（2）進捗状況に応じた伴走型の指導及び助言 

５．需要動向調査に関すること 

（1）「日経ﾃﾚｺﾝ POSEYES」等を活用した消費者ニーズ、市場動向の把握

（2）ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した「需要動向調査」の実施、分析及び情報提供 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(1)消費者の需要喚起、賑わい創出のための街バル事業 

(2)集客を目的とした事業所紹介マップの作成 

(3)消費者とのより良い関係づくりのきっかけとなるまちゼミの実施 

(4)事業者の展示会出展に関するサポート 

(5)IT を活用した販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

(1)七夕まつり・鈴の音市の開催 

(2)まちゼミの実施 

(3)松阪木綿を使った観光商品の試作品開発 

(4)松阪商人の経営学等を取り入れた「松阪商人塾」の開催 

(5)商店街空き店舗等出店促進補助金の活用推進及び支援 

連 絡 先 TEL（0598）51－7811 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ: kaigisho@mctv.ne.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1．松阪市の概要 

松阪市は三重県のほぼ中心部に位

置し、東は伊勢湾、西は奈良県、南は

多気郡、北は津市に接している。 

市域は、東西 50 ㎞、南北 37 ㎞と東

西に細長く延び、総面積で 623.77ｋ㎡

を有し、三重県全体の約 10.8％を占め

ている。 

 名古屋市へは電車で 75 分、大阪市

へは 90 分と比較的短時間で大都市圏

へのアクセスが可能であり利便性が

高い場所である。 

 

２．松阪市の産業の変遷 

 松阪市は、天正 16（1588）年に入府した蒲生氏郷の商業保護のまちづくりにより、

商人の町として繁栄し、商人の持つ富、江戸や京都から得た情報と自由闊達な商人気

質が、三井高利（※）に代表される多くの松阪商人を全国に輩出した。松阪市の伝統

産業である松阪木綿は、豊かな原材料の調達、高度な機織り技術に松阪商人のすぐれ

た販売力が加わったことが発展の要因と考えられ、その伝統は、大正 12 年の鐘紡㈱

松阪工場、昭和 10 年頃の興和紡績などの紡績工場の進出へとつながった。 

 また、交通の要衝である松阪市は、和歌山、尾鷲や飯南、飯高、奈良から豊富に供

給される木材の集積地としても発展してきた。木材・木製品製造業の地場産業として

の地位は今なお高く、事業所数も多い。松阪市内には、全国初の国産材総合コンビナ

ートの「ウッドピア松阪」を有し、木材及び木材関連産業の一大集積地となっている。

 松阪市のリーディング産業は、繊維、木材・木製品から窯業・土石製品へ、さらに

電気機械器具から自動車部品へと、企業誘致と歩調を合わせて変遷し、地域の小規模

製造業者の発展は、こうした市外からの企業進出によって支えられてきたといえる。

平成 28 年 9 月より、松阪中核工業団地（※）にある、三菱重工㈱松阪工場では、

次世代リージョナルジェット機「ＭＲＪ」の尾翼の量産を開始することが決定してい

る。また当工場内では 9社にて構成する、航空機部品を一貫生産するためのクラスタ

ー「航空機部品生産協同組合」が、民間航空機向けの中・小物部品を生産することも

決まっており、航空産業は、松阪市の新たな基幹産業としての発展が期待されている。

 
 ※）三井高利（1622 年～1694 年） 
  江戸時代前期の商人。豪商三井家の祖。松坂で米の売買や大名貸などで財をなし、延宝 1 (1673) 
  年京都、江戸に越後屋の屋号で呉服店を開業。薄利多売の新商法「現銀掛値なし」は大いに成
  功した。高利の事業は、近世・近代を通じて発展をとげ、今日の三井グループへと継承されて
  いる。 
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 ※)松阪中核工業団地 

大都市からの工業再配置の受け皿として、工業再配置促進法に基づき、独立行政法人中小企業 

基盤整備機構が三重県及び松阪市の事業要請を受けて 110 ヘクタールの広大な工業団地を造成 

整備し、平成元年に公募を開始した。平成 20 年 3 月に全区画が完売となり、約 2,000 人の雇用 

の場となっている。 

 

3．人口 

  日本の人口推移と同様に当所管内の人口は、平成 17 年以降減少してきている。こ

 の推移を示したのが、図表１である。図表 2は、松阪市人口の自然増減数・社会増減

 数の推移を示したものであり、市内の人口減少の要因は自然減のみならず、平成 21 

 年以降は社会減でもあることがわかる。なお、平成 21 年の大幅な社会減は、大手電

 子部品工場の業務縮小等が考えられる。また、図表 3に示す人口問題研究所提供の「日

 本の地域別将来推計人口（平成 25（2013）年 3 月推計）」によると、松阪市の人口は、

 5年後の2020年に、現在と比較し2.67％減の160,578人、10年後の2025年には、5.91％

 減の 155,236 人となる見込みである。また、生産年齢人口（※）は、5年後には、4.75%

 減の 92,364 人、10 年後には 8.59％減の 88,642 人となる見込みであり、いずれの減

 少率も全国平均より大きくなっている。一方、老年人口割合（※）は、2020 年に 30.1%

 に上ると予想されており、全国平均より 5年も早く、高齢者率 30%を突破することに

 なる。以上より、松阪市においては、全国平均よりも高い割合で少子高齢化が進展す

 ること、また、生産年齢人口減少に伴う人手不足が全国よりも早いペースで起こるこ

 とが予想される。 

 

 

 

 

 

 

図表 1 松阪市内の人口推移（昭和 22 年～平成 22 年）※資料 松阪市統計ダイジェスト平成 24 年度版
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※）生産年齢人口 
  年齢別人口のうち、生産活動の中核をなす年齢の人口層を指し、日本では 15 歳以上 65
  歳未満の人口がこれに該当する。国内の生産年齢人口は 1990 年代をピークに減少傾向
  が続いている。 

※）老年人口割合 全人口に占める 65 歳以上の人口の割合 

平成17年から

平成 22 年の 5

年で、約 2,400

人減少 
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  図表 2 松阪市人口の自然増減数・社会増減数 

 
※資料 松阪市統計ダイジェスト平成 24 年度版 

 

  図表 3 日本の地域別将来推計人口（平成 25（2013）年 3月推計）※抜粋 

  
2015 年（現在） 2020 年（5年後） 2025 年（10 年後） 

松阪市 全国 松阪市 全国 松阪市 全国 

総数 164,987 126,597,295 160,578 124,099,925 155,236 120,658,815

(増減率） － － ▲2.67 ▲1.97 ▲5.91 ▲4.69

生産年齢人口 96,971 76,818,270 92,364 73,408,154 88,642 70,844,911

(増減率） － － ▲4.75 ▲4.44 ▲8.59 ▲7.78

老年人口割合

（％） 
28.1 26.8 30.1 29.1 31.3 30.3 

  ※増減率は、2015 年を基準値として算出       資料 国立社会保障人口問題研究所 

 

4．小規模事業者の現状・課題 

当所管内の商工業者数は、約 6,300 件であり、うち、およそ 84%の約 5,300 件が小

規模事業者である。業種構造としては、小売・卸売業が約 24％、宿泊業・飲食サービ

ス業が約 13％、その他サービス業が約 13％、建設業が約 10％、生活関連・娯楽業が

約 9％、不動産・物品賃貸業が約 8％、製造業が約 8％、医療・福祉が約 6％、教育・

学習支援業が約 5％、運輸業が約 2％、金融業が約 2％である。（図表 4） 

 

図表 4        小規模事業者業種別割合（％） 
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 管内の小規模事業者数の推移については、正確なデータが公表されていないため断

言はできないが、平成 21 年度と平成 24 年度の経済センサスの結果を比較すると下表

の通り、事業所数が約 9％減少していることから、管内小規模事業者数も同様に減少

の一途をたどっているものと推測する。 

  平成 21 年度 平成 24 年度 増減 

当所管内 

事業所数 
6,972 6,322 ▲650 

                                      資料 経済センサス 

 

前述の記載内容及び経営指導員等による巡回や経営相談の実績を基に地域の小規

模事業者の問題点を分析すると、大きく次の 5つに絞られる。 

＜問題点＞ 

①地域の人口減少やネット通信販売の市場の拡大、郊外への大型店の進出により

売上が減少している。 

②情報収集・分析の不足により消費者ニーズに対応出来ていない。 

③後継者不足により経営者が高齢化している。 

④経営方針・経営計画がなく、場当たり的な経営をしている。 

⑤経営相談の相手がいない。 

 

結果として・・・ 

 
 

 当所では管内の小規模事業者を対象に年 2回「景気動向調査」を実施している。調

査項目の一つである「経営上の問題点」に対する過去 2年間の回答は、図表 5に示 

す通りであり、全業種共通の課題として「売上・受注の停滞減少」並びに「競争激 

化」が見られる。 

 

 

 以上のことより、小規模事業者が事業を持続するためには、目まぐるしい需要の変

化に対応し、自らの強みを活かしつつ売上・販路を拡大することが求められ、過去か

らの慣習にとらわれず、問題意識を持って計画的に事業に取り組む必要がある。 
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図表 5 
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5．地域の現状・課題 

松阪市中心市街地には 6つの商店街があるが、郊外への大型店の進出並びに平成 18

年の駅前百貨店の撤退により、個店の廃業が増加し、空き店舗が目立つようになって

きた。その結果、松阪市の中心拠点としての機能が低下し、街の活力が損なわれ個店

の売上が減少しているため、効果的な空き店舗対策や賑わい事業、また個店の魅力発

信事業が必要である。 

観光資源としては全国的に有名な松阪牛があり、それを主な目的とした観光客は

年々増加しているものの伊勢・志摩観光の一部として捉えられ、松阪市での滞在時間

が短く宿泊者が少ないため、個店の売上に結びついていないのが現状である。ひいて

は、観光客の滞在時間を延ばし、さらに宿泊者を増加させるための取組みを行い、小

規模事業者の需要拡大に資することが課題である。 

松阪市中心市街地６商店街 全国的ブランド「松阪牛」 

 

6.中長期的な振興の在り方・目標 

 【松阪商工会議所の基本方針】 

 以下 3つの基本方針に基づき小規模事業者及び地域の中長期的な振興を図る。

  ①やる気のある小規模事業者に「伴走型」の支援を行うことにより、信頼 

 される「ホームドクター」を目指す。 

  ②小規模事業者の事業計画の作成を重視し、着実なフォローアップを行う。 

  ③新規創業者を支援し、地域経済の活力を取り戻す。 

 

 

 
 

＜ホームドクター（松阪商工会議所）の役割＞
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＜小規模事業者の中長期的な振興の手段＞ 

①「顔の見える商工会議所」を合言葉に、受け身ではなく積極的に事業所との接

 点を増やすため、管内小規模事業者の巡回を行う。 

②巡回指導及び窓口相談において、小規模事業者の経営分析を行うことで課題を

 抽出し、経営者の意向を踏まえつつ、課題解決に向けた提案や助言を行う。ま

 た、高度な支援を要する場合、各種専門家・よろず支援拠点等と連携し課題解

 決を図る。 

③「地域経済動向調査」を実施し、地域内の景気動向を調査、整理・分析し、地

 域の状況を的確に把握する。併せて地域内の金融機関が発表する経済動向調査

 及び各種機関が実施している統計調査結果を整理・分析し、小規模事業者に消

 費者ニーズ、市場動向情報として提供する。 

④上記②③に基づき、小規模事業者が経営を持続するための事業計画の作成を推

 進し、将来を見据えたビジネスモデルを見える化すると共に実現に向けた支援

 を行う。さらに作成した事業計画をベースに活用可能な補助金への申請を促進

 する。 

⑤小規模事業者の販売する商品、提供する役務の需要動向を把握するため小規模

 事業者及び消費者を対象に適宜「需要動向調査」を実施する。調査結果につい

 ては、整理・分析を行い、新たな需要を開拓するために役立てる。 

⑥広報誌やビジネスモールの活用、地域賑わい事業（街バル・まちゼミ・鈴の音

市等）の実施、展示会への出展促進により、小規模事業者の販路の開拓を行う。

⑦創業者に対しては「松阪商人サポート隊（※）」による総合的な創業支援を 

 行う。 

 

 

 

 

 

＜地域の中長期的な振興の手段＞ 

①中心商店街の空き店舗対策として、専用ホームページでの空き店舗情報の発信 

 と松阪市商店街空き店舗等出店促進補助金の活用を促進する。創業者に対しては

「松阪商人サポート隊」による創業支援を行う。 

 

②街バル(グルメ天国まつさか)・まちゼミ等の地域賑わい事業を実施する。 

 

           
  街バル（グルメ天国まつさか）チラシ        まちゼミの風景 

※松阪商人サポート隊 
多様なビジネスの創出と創業機運を高めることを目的に、松阪地域における創業支援
機関（当所・松阪北部商工会・松阪西部商工会・三重県信用保証協会・日本政策金融
公庫津支店・松阪市・ＮＰＯ法人Ｍブリッジ）が連携した組織 
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③市内店舗の紹介マップ（商店街マップ・夜の街歩きマップ等）や観光アプリ「ま

 つさかナビ」による松阪市の店舗、観光施設、歴史・文化施設の情報発信を行う。

  

松阪夜の街歩きマップ 松阪商店街マップ 

 

 
 

④高齢化や後継者不足により廃業を余儀なくされる事業者に対して、三重県事業引

 継ぎセンターと連携し第三者への事業引継ぎを支援すると同時に事業者の減少 

 を防止する。 

 

＜目標＞ 

 松阪商工会議所では、小規模事業者の経営力向上及び創業促進を図るため、行政、

地域の金融機関及び近隣商工会、コミュニティビジネスを手掛けるＮＰＯ団体や各種

専門家、関係団体等と連携することにより、総合的な経営相談ができる支援機関とし

て小規模事業者に対する伴走型の支援を行う。 

具体的には、年間 1,450 件の巡回を行い、5 年間で地域内の全小規模事業者との接

触を図り、経営上の悩みや課題を抱えている「やる気のある事業者」の掘り起しを行

う。それらの事業者に対しては経営分析を行った上で課題を抽出し、事業計画の作成

及び計画実現に向けた伴走型の支援を行い、売上向上・利益確保を図る。 

創業希望者に対しては創業支援連携体「松阪商人サポート隊」による総合的な支援

を行い、市内での創業者を増加させる。 

また、地域の賑わい事業（まちバル、まちゼミ等）の実施と併せて観光アプリ「ま

つさかナビ」の活用及び商店街マップ・松阪夜の街歩きマップ等の作成・配布により
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個店の魅力を発信し、市内の回遊性を高め、観光客の滞在時間を延ばすと共に宿泊者

数を増加させることで小規模事業者の需要拡大に繋げる。 

以上の取組みにより、小規模事業者の売上向上・利益確保・需要拡大を図り、持続

的発展を支援することにより廃業者数を減少させる。それと同時に市内の創業者を増

加させ、さらには賑わいを創出し地域経済の活性化に繋げることを目標とする。 

 

＜小規模事業者の持続的発展に向けた支援体制図＞ 
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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 

Ι．経営発達支援事業の内容 

 

＜４つの指針に基づく事業の連携図＞ 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 （課題） 

経済動向の影響を受けやすい小規模事業者を支援していく上で、地域経済の状況を

しっかりと把握し的確に支援を行うことが課題である。 

 

（取組み） 

松阪地域内の景気動向を調査し、地域内全体及び業種別に整理・分析を行うことで、

経済環境や課題を把握する。また、収集した調査結果・課題及び他機関の景気動向

調査を基に、小規模事業者の支援ニーズを捉え、経営分析を行った上で経営計画策

定や販路開拓などに関する助言・指導に役立てる。加えて、巡回及び窓口相談時や

当所会報誌・ホームページ等で小規模事業者に広く提供する。 

 

（事業内容） 

（1）毎年 2 回、任意抽出した地域内の小規模事業者を対象に以下調査項目を用いた景

気動向調査を実施する。地域内の景気動向を調査・分析し、地区内企業の景況を

的確に把握することにより、問題点を抽出し経営計画の作成支援等に役立てる。

また、県内他 11 商工会議所が実施した結果内容を三重県商工会議所連合会がまと

め、県内の景気動向に係る冊子を作成すると共にプレス発表する。調査結果は業

種ごとに現状、今後の見通し、需要動向及び課題をまとめ、当所会報誌及びホー

ムページに掲載し、適宜閲覧可能とする。また、巡回・窓口相談の際は A4 用紙 1

枚に分かりやすく結果をまとめたものを小規模事業者に積極的に提供する。 

【指針①・②・③】 
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NO. 調査項目 NO. 調査項目 

1 売上状況 7 資金繰りの現状 

2 売上の見通し 8 資金繰りの見通し 

3 利益状況 9 借入の現状 

4 販売状況（単価・決済方法） 10 借入の予定 

5 仕入条件（単価・決済方法） 11 経営上の問題点 

6 設備投資   

 
 

 

当所会報掲載記事（抜粋） 「三重の景況」冊子 

 

（2）㈱第三銀行、㈱百五経済研究所、(一社)中部経済連合会等他団体が実施している

地域の景気動向調査に係るデータを整理し、巡回・窓口相談の際、小規模事業者

に積極的に提供する。【指針①・③】 

  

㈱第三銀行提供 景気動向調査 ㈱百五経済研究所提供 景況動向調査 

（目標） 
項目 現状（H26） 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

景気動向調査実施回数 2 2 2 2 2 2

公表頻度（回数） 2 2 4 4 4 4

情報提供事業者数（※） 50 50 300 300 300 300

 ※ホームページ及び会報誌での情報提供数は除く。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（課題） 

多くの小規模事業者は、悩みを抱えつつも相談相手が無く、また、計数感覚も乏し

いため、場当たり的な経営を行っている。そこで、やる気のある小規模事業者に対

し経営分析の機会を設け、自社の強みと問題点を抽出した上で、計画的な経営を支

援することが課題である。 

 

（取組み） 

「顔の見える商工会議所」を合言葉に、5年間で当所管内の全小規模事業者に対し

て巡回を実施し、経営課題の克服を希望する「やる気のある小規模事業者」の掘り

起しを行う。加えて、記帳継続指導先及び過去 3年間の創業者・融資支援先等を対

象にした相談業務を通じ、同様に掘り起しを行う。それらの小規模事業者に対して

は、経営資源等の現状を丁寧にヒアリングし経営分析を行った上で気づきを与え、

自社の強みを把握させる。また、決算書や試算表を基に財務分析を行い、財務上の

課題を見える化する。適宜、指導員による報告会を開催し、担当事業所の分析結果

を報告すると共に、効果的な支援に向け支援内容を協議する。その上で、事業者に

対し分析結果及び取り組む課題をフィードバックすると共に売上向上及び利益確 

保を目指した事業計画の作成を推進する。 

 

（支援方法） 

   

 ＜松阪商工会議所 経営分析フロー図＞                

 
 

 

巡回・記帳指導・融資相談等を
通じて、経営課題の克服を希望
するやる気のある小規模事業者
の掘り起しを行う。 

当所独自の「経営分析カルテ※」
を用いた経営分析及び中小機構
の「経営自己診断システム※」
を用いた財務分析を行い、自社
の強み・課題を抽出する。 

適宜、指導員による報告会を開催
し、担当事業所の分析結果を報告
すると共に、効果的な支援に向け
支援内容を協議する。 
より高度な支援が必要な場合は、
専門家派遣制度（三重県及びミラ
サポ）、よろず支援拠点等の関係支
援団体を活用する。 
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＜手段＞ 

 ①巡回・記帳指導・融資相談等を通じて、経営課題の克服を希望するやる気のある小

  規模事業者の掘り起しを行う。 

 ②掘り起しを行った小規模事業者に対しては、丁寧なヒアリングを実施する。 

 ③小規模事業者の実態を把握することを目的に、当所独自の「経営分析カルテ※」を

  活用し、「３Ｃ分析」及び「ＳＯ分析」を実施する。更に中小機構の「経営自己診

  断システム※」を活用し、決算書や試算表を基に財務分析（収益性・効率性・生産

  性・安全性・成長性）を行い、同業種との財務指標の比較することで、財務上の課

  題を見える化する。以上の分析により、売上向上・利益確保に向けた課題を抽出す

  る。 

＜活用＞ 

 ①適宜、指導員による報告会を開催し、担当事業所の分析結果を報告すると共に、効

  果的な支援に向けた支援内容を協議する。より高度な支援が必要な場合は、専門家

  派遣制度（三重県、ミラサポ）及びよろず支援拠点等を活用する。 

 ②事業所に対し、分析結果及び取り組む課題のフィードバックを丁寧に行い、売上向

  上・利益確保に向けた事業計画の作成を推進する。 

 

 

 

 

 

＜中小機構「経営自己診断システム」による財務分析＞ 

 

【資金繰診断】 
安全性項目に関する 10 指標を、業界水準の数
値及びデフォルト企業の数値と比較すること

で、自社の経営危険度を点検。 
各指標を得点化し、判定結果は、良い方から順

に「安全ゾーン」「警戒ゾーン」「危険ゾーン」

の３ゾーンで表示。デフォルト企業の得点を下

回る財務指標については、今後の資金繰りに悪

影響を及ぼす可能性が高いため、改善に向け指

導する。 

  

【個別指標診断】 
収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の５

項目について経営状態を点検。同業他社の大量

データ（各業種について数千社～数万社の同業

他社データを保有）と比較することができるた

め、業界の中での自社の各財務指標値の優劣を

点検することが可能。財務上の課題を抽出し改

善に向け指導する。 

 

【経営自己診断システム】 
中小機構のシステムを活用し、小規模事業者の決算書、試算表を基に「収益性」・「効率性」・
「生産性」・「安全性」・「成長性」について財務分析を行い、財務上の課題を見える化する。
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SＷＯＴ分析で
はなく、「強み」
と「機会」を活か
した売上向上に
重点を置いた簡
易なＳＯ分析を
実施 

事業所の現状を
把握するため３Ｃ
分析を実施 

３Ｃ分析とＳＯ
分析 を踏 ま
え 、 売 上 向
上・利益確保
を図るための
取り組む課題
を検討 

指導員間で協議後、事業者へ
分析結果及び取り組む課題を 
フィードバック 

【経営分析カルテ】 
小規模事業者の実態把握を簡易に行うための当所独自の経営分析シート。事業所の現状を
把握する「３Ｃ分析」・強みと機会を捉える「ＳＯ分析」を用いて、売上向上・利益確保
に向けた課題の抽出及び取り組むべき方向性を検討する。 
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（目標） 

  各支援内容における目標支援件数 
支援内容 現状（H26） 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回訪問件数 1,440 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450

経営分析件数 実施なし 52 95 95 95 95

内 巡回  5 10 10 10 10

  記帳継続指導先  10 20 20 20 20

  過去 3年創業者  2 5 5 5 5

  融資斡旋先  5 30 30 30 30

  その他相談業務  30 30 30 30 30

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（課題） 

多くの小規模事業者や創業者は、事業計画がないため、目標や取組が漠然としてい

る。事業計画策定の意義を伝え、策定支援を行うことで事業の目標や取組を明確化

し、計画的な経営及び各種融資制度・補助金の有効活用等に繋げることが課題であ

る。 

 

（取組み） 

経営計画の作成が必要なやる気のある事業者の掘り起しを行った上で、関係支援機

関や専門家と連携し、小規模事業者の事業計画策定支援を行う。さらに、創業者に

対しては「松阪商人サポート隊」を中心とした創業計画策定支援を行う。 

 

１）小規模事業者支援 

巡回及び窓口相談、経営計画作成セミナーの開催、当所会報誌やＦＡＸ送信、ホ 

ームページでの各種補助金制度の周知などにより経営計画の作成が必要なやる気 

のある事業者の掘り起しを行う。対象となる事業者に対しては、セミナー等への参

加を促し、必要な知識の習得及び経営計画作成について経営指導員並びによろず支

援拠点等の関係支援機関、専門家と連携し総合的な支援を実施する。 

①経営計画作成セミナー（全 6回開催）【指針②】 

②各種補助金申請のための事業計画作成支援【指針②】 

 1.小規模事業者持続化補助金（過去採択実績 38 件） 

 2.創業・第二創業促進補助金（過去採択実績 5 件） 

 3.みえ地域コミュニティ応援ファンド助成金（過去採択実績 6 件） 

 4.ものづくり・商業・サービス革新補助金（過去採択実績 3 件） 

 5.松阪市商店街空き店舗等出店促進補助金（過去採択実績 31 件） 

③融資制度利用のための事業計画と資金繰り表作成支援【指針②】 

④三重県版経営向上計画作成支援【指針②】 

（事業内容） 

（1）事業者の掘り起し 

巡回・窓口相談での経営分析及び当所会報誌・ＦＡＸ送信・ホームページでの各

種補助金制度の周知等により経営計画の作成が必要なやる気のある事業者の掘り

起しを行う。【指針①・②】 

（2）経営計画作成セミナー 

経営計画作成セミナーは年 6 回開催。当セミナーは補助金申請に必要となる計画

書の作成を主体とした内容で開催。経営コンサルタントを講師に招き 1 回 2 時間
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で開催。フレームワークを使用した現状分析を行い、その結果に基づいた計画書

の作成方法を指導。作成した計画書についてはその後、1 時間程度の個別相談会

を開催しブラッシュアップを行うことでより精度の高い計画書を作成する。必要

であればその後、継続して指導及びフォローアップを行う。【指針②】 

（3）融資制度 

融資制度の利用の際に必要となる事業計画書の策定、資金繰り表の作成支援を行

う。また、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を

促進する。 

（4）三重県版経営向上計画 

三重県では平成 26 年 4 月 1 日施行の三重県中小企業・小規模企業振興条例第 16

条に基づき、「三重県版経営向上計画」認定制度が創設された。内容としては事業

者の経営課題の抽出・発見やその解決に向けた取組、さらには新事業展開を行う

県内中小企業・小規模企業が、その発展段階に応じて 3 段階（ステップ 1・ステ

ップ 2・ステップ 3）の計画を作成し、県が認定するというものであり、小規模事

業者の成長と県内の経済の活性化を図ることを目的としている。 

計画の作成・実行については、県内 6 カ所に配置されている地域インストラクタ

ーとの協力並びに専門家派遣による現場改善支援（3 回まで無料）を活用し作成

から実行までを支援する。【指針②】 

（5）補助金申請 

小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種補助金申請に係る事業計画書の策

定について支援する。【指針②】 

 

２）創業・第二創業（経営革新）支援【指針②・③】 

地域内の廃業などによる事業者の減少対策として今後新たな事業者を創出すべく 

創業塾を開催。業態転換、新事業・新分野への進出を促進するための第二創業を支

援することにより事業者の活力の回復・向上を促し地域経済の発展に繋げる。創業

支援機関（松阪商工会議所、松阪北部商工会、松阪西部商工会、日本政策金融公庫、

三重県信用保証協会、ＮＰＯ法人Ｍブリッジ）により創業支援連携体『松阪商人サ

ポート隊』を組織し支援を行う。また、三重県事業引継ぎセンターと連携し廃業予

定者からの事業引継ぎについても支援する。 

 

（事業内容） 

(1)当所が事務局となり、多様なビジネスの創出と創業機運を高めることを目的に、

松阪地域における創業支援機関（松阪商工会議所、松阪北部商工会、松阪西部商工

会、日本政策金融公庫、三重県信用保証協会、ＮＰＯ法人Ｍブリッジ）により創業

支援連携体『松阪商人サポート隊』を平成 25 年 8 月に結成。創業支援連携体の強

みを活かした創業計画の策定、創業融資並びに経営指導、情報提供を実施すること

で総合的な創業支援及び創業後のフォローアップを実施する。【指針②・③】 

（2）創業セミナーは年 3回、以下のテーマについて中小企業診断士、経営コンサルテ

ィング会社講師等の専門家を講師とし、1回約 2時間にて開催する。 

経営、財務、人材育成、販路拡大等の 4つの視点からカリキュラムを構成する。

  【指針②】 

◎実施方法 

・年 3回、参加費無料で開催。 

・日程調整、会場準備等のセミナー運営全般については松阪商工会議所が松阪市



１８ 
 

 等の支援機関と連携し行う。セミナー全般構成内容については中小企業診断士

 等の専門家、融資関係については日本政策金融公庫・三重県信用保証協会、コ

 ミュニティビジネス関係についてはＮＰＯ法人Ｍブリッジと連携して行なう。

・セミナーは市から運営費補助を受け開催し、周知ＰＲについては、松阪商工会

 議所が中心となり他の支援機関と連携しチラシ発行、ホームページ掲載等を行

 なう他、松阪市が有する広報媒体（広報まつさか、ホームページ等）を活用す

 る。 

（目標） 

支援内容 
現状（26

年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営計画作成セミナー 

参加者数 
92 110 110 120 120 120

個別相談会参加者数 24 60 60 65 65 65

事業計画策定事業者数 50 55 65 65 70 70

  三重県版経営向上計画 2 5 10 10 10 10

      うち認定数 2 3 5 5 8 8

  創業計画 19 20 20 20 20 20

      うち創業者数 11 10 10 10 10 10

  持続化補助金他 29 30 35 35 40 40

      うち採択者数 12 14 16 16 18 18

小規模事業者経営発達支援

融資制度推薦事業者数 
実施なし 0 5 5 5 5

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（課題） 

  策定した事業計画について PDCA サイクルによる見直し・検討を行い、事業計画の

  実現を図ることが課題である。 

 

（取組み） 

小規模事業者が策定した事業計画及び創業者・第二創業者が策定した創業計画につ

いて、原則として、計画策定後半年ごとに巡回又は連絡を取り「事業計画進捗確認

書（※）」を用いた進捗状況の確認を行う。さらに、進捗状況に応じ、事業の実施

に関し必要な伴走型の指導及び助言を行う。また、年に１度、事業計画の検証と見

直しを行い、必要であれば、取組方法を修正し、「計画達成＝利益の確保」に繋げ

る。いっぽう「小規模事業者経営発達支援融資制度」を利用した事業者に対しても

同様の支援を行う。加えて、持続化補助金等の補助金申請に関連する計画について

は、「事業完了報告書」の提出まで支援する 
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（支援方法） 

           ＜実施支援体制＞ 

 
 

 

 

 

 

 

【実行・確認】 
計画策定後、原則として半年ごとに巡回又は連絡を取り、

「事業計画進捗確認書（※）」を用いて事業計画の進捗状況を 
把握する。その上で必要であれば、事業の実施に関し必要な

 伴走型の指導及び助言を行う。 
【見直し】 
 年に１度、事業計画の検証と見直しを行い、必要であれば、

 取組方法を修正し、「計画達成＝利益の確保」に繋げる。 

【事業計画進捗確認書】 
 収支の状況、財務の状況、主に取り組んだ事項、計画達成できなかった場合の要因及び今後
の見込みと改善方法を確認するためのシート。職員間で情報の共有を図るため、進捗状況を踏
まえ実施した支援内容を記載し、事業所ごとに保管する。 
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（目標） 

支援内容 
現状（平成

26 年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画進捗確認件数 28 55 70 70 75 75 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（課題） 

小規模事業者の多くは、新たな販路の開拓・新サービスを開発する力が乏しく、 

加えて自社の新商品・新サービスを販売して行く上で、買い手の需要動向を把握 

せず、従来からの経験や勘に頼った販売を実施してきており、売れる商品を提供す

るというマーケットインの視点が不足している。そのため、今後は買い手のニーズ

を的確に把握した上で事業計画を作成することが必要である。 

 

（取組み） 

小規模事業者が新商品や新サービスの開発を進める場合、プロダクトアウトの発想

になりがちであることから、「売れる商品づくり」に必要なマーケットイン発想に

は、適切な需要動向の把握が必要であり、そのために必要な情報を収集するための

調査を行う。具体的にはインターネットを活用し、新商品・新サービスを提供する

小規模事業者の商品・サービスの「需要動向調査」を消費者に対して実施し、需要

動向に関する情報の収集を図る。収集した情報については整理・分析を行い各種統

計調査の情報と合わせて小規模事業者に提供し、需要を見据えた事業計画の策定に

役立てる。また需要動向調査の実施、結果の分析においては必要に応じ他の支援機

関（各種専門家・市内金融機関等）と連携するとともに将来の需要動向を踏まえた

助言・指導を行う。 

（支援内容） 

 

＜手段＞ 

①事業計画を策定する事業者毎に商品・サービスの需要動向調査を行う。 

調査する項目は事業者と事前相談を行い決定する。 

調査方法としては当所ホームページ（アンケートフォーム掲載）及びＥメールを

活用した形式で「需要動向調査」を実施する。 

調査対象は会員事業所等の従業員の方に事前にモニター登録をしてもらい、調査

の都度、Ｅメールでアンケートフォームの掲載場所を案内し回答してもらう。 
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なお、調査項目としては商品を購入する際に重視している事柄（例：価格、見た

目、大きさ、ネーミング、材料等）など、小規模事業者の商品開発などに反映で

きる内容とする。 

調査対象 調査人数 

会員事業所従業員 200 名

当所職員等関係者 300 名

合計 500 名

 

＜当所ホームページによるアンケートフォームイメージ＞ 

 
 

②下記の連携する機関や各種統計調査により消費者ニーズや市場動向に関する情報

の収集を図り、上記①の調査結果と総合した上で整理・分析を行う。例えば、小

売業やサービス業においては、「消費動向調査」の結果である消費者マインドの傾

向と物価の見通しに関する情報や「日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳ」の売れ筋商品

ランキング等の情報を提供し、消費者ニーズや市場動向を把握する。 

NO. 連携する機関及び媒体名等 提供する情報内容 

1 日本政策金融公庫を始めとする各種金融機関誌 

金融機関が発行する機関誌・調査レポ

ート等により各種業界におけるトレン

ド 

2 
㈱日本経済新聞社 「日経テレコンＰＯＳＥＹ

ＥＳ（ポスアイズ）」 

POS データを基にした売れ筋商品や消

費者動向 

3 
新聞記事調査（日本経済新聞・日経ＭＪ・朝日

新聞・中部経済新聞・中日新聞・伊勢新聞・夕

刊三重） 

全国と地域の日々の総合的な情報 

4 内閣府 「消費動向調査」 
消費者の意識や各種サービスへの支出

の予定等 

5 総務省 「家計消費状況調査」 
インターネットを利用した購入状況や

高額商品・サービスの消費実態等 

6 各種ホームページ 同業者の商品・サービスの内容 
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日経 ＭＪ 日経テレコン ＰＯＳＥＹＥＳ 

 

 

＜活用＞ 

消費者を対象に実施した「需要動向調査」結果と連携する機関及び媒体等の情報

から項目を分類し分析を行う。具体的には「市場規模」、「対象年齢」、「価格」な

どで分類し小規模事業者の課題に応じた分析を行う。その結果を基に個社の商 

品・サービスに関する需要動向を把握し事業計画の策定に活用する。 

 

＜効果＞ 

新たな市場の選定及び需要が高い商品・サービスの開発を促進し、新たな販路開

拓と売上・利益の確保に繋がる可能性の高い、個社の強みを活かせる事業計画を

策定することが出来る。 

 

（目標） 

項目 
現状 

(26 年度） 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

需要動向調査

結果提供件数 実施なし 30 30 50 50 50

 

 

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】 

（課題） 

  小規模事業者は、新たな需要の開拓を自らで行うことが困難である。そこで、新た

  な需要開拓に寄与する支援事業を実施し、活用（参加）を推進することで、販路拡

  大を図ることが課題である。 

 

（取組み） 

  地域における消費者需要を拡大し、賑わいを創出するため、街バル・まちゼミ事業

  を実施する。また、個店の認知度・売上向上を図るため、観光客及び地域住民への

  ＰＲを目的としたマップ等の販促物を作成する。 

  広域的な販路を開拓するため、中京圏・関西圏をはじめとする展示会の開催周知、

  出展案内を行うほか、出展事業所に対しての事前勉強会、出展費用補助、出展後の

  フォローを行う。また、大阪商工会議所が事務局である「ザ・ビジネスモール」の
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  活用促進等を行い、ＩＴ活用による新たな取引先の発掘支援を行う。一方、地域内

  での販路を開拓するため、当所会報誌「ベルまつさか」（毎月発行）及び地域メデ

  ィア「松阪ケーブルテレビ」を活用した広報支援を行う。また、販路開拓支援セミ

  ナーを実施することで、販路拡大に関するノウハウの提供を行う。 

 

（事業内容） 

（1）街バル（グルメ天国まつさか）の実施 

地域の「食」を通じて賑わいを創出し、新規顧客の創出及び売上向上に繋げるた

め、松阪市観光協会と連携し、「食」に関する事業者を対象とした街バル事業「グ

ルメ天国まつさか」を実施する。参加店舗（飲食店、和洋菓子店）は、期間中（約

2 週間）お得感のある「グル天メニュー」を提供する一方、顧客は、参加店舗で

使用可能な「4枚 1セット」のチケット（700 円×4枚＝2，800 円）を購入し、期

間中、自由に利用する。事前に参加店舗の「グル天メニュー」を周知するＰＲチ

ラシを配布することで、需要を喚起すると共に、顧客に安心感を与え、今まで利

用したことのない店舗への訪問意欲を掻き立て、個店の新規顧客獲得、認知度・

売上向上の支援を行う。平成 26 年度は、参加店舗 54 事業所中 47 事業所が小規模

事業者であった。【指針④】 

 

 

（2）市内の事業所紹介マップ（商店街マップ、夜の街歩きマップ等）の作成 

松阪市商店街連合会と連携し、商店街の個店を紹介する商店街マップを作成する。

また、業種（取扱い品目）ごとの事業所紹介マップも作成し、地域内外に配布す

ることにより、個店の新規顧客獲得、認知度・売上向上の支援を行う。 

さらに、松阪市観光協会や宿泊施設を通じ、観光客への配布を行うことで、市内

での滞在時間を延ばし、宿泊者の増加に繋げる。【指針④】 

※27 年度は、ラーメン店、そば屋等の小規模事業者を掲載対象とした「麺マップ」

を作成する。 

 

（3）まちゼミの実施 

     中心商店街の店主及びスタッフが講師となって、そのお店ならではの情報や技術

等「知って得する内容」を講座形式で消費者に伝える「まちゼミ」を毎年 2 回開

催する。（松阪まちゼミの会及び松阪市商店街連合会と連携） 

講座を通じて店主の専門知識やこだわり、親しみを感じて頂くと共に店を紹介し

消費者とより良い関係作りを築くきっかけとし、新しい顧客の開拓に繋げる。 

 

（4）展示会等への出展支援 

中京圏及び関西圏をはじめとする展示会・見本市・商談会の開催周知を行い、市

外・県外・海外での新たな取引を希望している小規模事業者を発掘する。出展事

業者を対象に、事前勉強会や出展費用補助、出展後のフォローを行う。【指針④】

 

（5）会員優待サービス券の発行 

「会員優待サービス券」（クーポン券）を会報誌「ベルまつさか」に年 4回折込む

ことにより、個店のイメージ・認知度向上を図り、地域内での販路開拓支援を行

う。クーポン券を利用した集客を目指す事業者が対象である。【指針④】 
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（6）当所会報誌への「折込チラシ同封サービス」の提供 

事業所のＤＭチラシを当所会報誌「ベルまつさか」（毎月発行）に、安価で折込む

ことができるサービスを実施し、地域内での販路開拓支援を行う。地域での新規顧

客創出を目指す小規模事業者が対象である。【指針④】 

ベルまつさか発送件数  約 3，100 件 

料金(折込・送料込）  Ａ4 サイズ 38,000 円（税込）（＠約 12.3 円） 

 

（7）地域メディアによる広報支援 

  地域に密着した放送メディアである「松阪ケーブルテレビ」と連携し、隔月で放送

している当所広報番組内において、小規模事業者の紹介を行い、地域内での認知度

を高め、新たな需要開拓を図る。【指針④】 

当所広報番組「こちら松阪商工会

議所です」内での事業所紹介 

 

 

 

(8)IT を活用した取り組み 

ＩＴリテラシーが低い小規模事業者を対象に大阪商工会議所が事務局である企業

情報サイト「ザ・ビジネスモール」への登録を通じたホームページ作成及び商談モ

ールの利用を推進する等、ＩＴを活用した販路開拓支援を行う。また、専門家及び

よろず支援拠点と連携し、自社ホームページや SNS による効果的な販路開拓につい

ての助言を行う。【指針④】  

 

(9)販路開拓セミナーの開催 

テーマに応じ、行政、地域の金融機関及び近隣商工会、コミュニティビジネスを手

掛けるＮＰＯ団体や各種専門家、関係団体等と連携し、販路開拓セミナーを開催す

る。販路開拓に関するノウハウのない小規模事業者に情報提供を行い、知識や手段

を身に付けてもらうことで、新たな需要の開拓に繋げる。【指針①・指針④】 

 

（目標） 

項目 
現状(26

年度) 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

グル天参加店舗数 54 55 55 60 60 65

グル天チケット販売数 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

販促物（マップ等）への掲載店舗数 29 30 30 30 30 30

まちゼミの参加事業所数（延数） 40 42 42 44 44 45

まちゼミの参加者数（延数） 466 490 490 510 510 520

展示会等への参加支援事業者数 実施なし 0 6 6 7 7
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会員優待サービス券掲載事業者数

（延数） 
346 350 355 360 365 370

ケーブルテレビでの紹介事業者数 15 15 15 15 15 15

販路開拓支援セミナー参加事業者数 実施なし 50 50 60 60 70

 ※グル天・・・グルメ天国まつさかの略 

 ※ケーブルテレビでの紹介事業者は、３事業者×５回（年）の固定である。 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

＜地域経済活性化事業＞ 

松阪市では平成 25 年度から 28 年度までの 4年間のアクションプラン「”豪商の 

まち松阪”活き生きプラン」を作成しており、平成 26 年 1 月にはこのプランに掲

げた具体的施策の事業推進を図るために、松阪市都市計画課と当所が事務局とな 

り、商業者、市民代表者、行政機関等で構成された「松阪活き生きプラン推進委員

会」を設置した。現在このプランと連動しながら中心市街地活性化事業を進めてい

る。平成 14 年に設立された「松阪まちなか街づくりネットワーク」が地域経済活

性化の為の空店舗活用、イベント等を実施しており、今後 5年間についても継続す

る。また、他団体との協力により「氏郷まつり」、「松阪まちなか"褒めて褒められ

音楽祭"」、「まちゼミ」等の事業を実施し地域に継続的な賑わいを創出する。一方、

三井家をはじめとする「豪商のまち」というイメージを前面に打ち出した観光施策

事業を展開する他、松阪木綿を使った観光商品の開発を行い、産業化を目指す。併

せて産業観光の推進により、観光客の増加を目指す。 

また、松阪市の「豪商のまち店舗改装補助金」と「松阪市商店街空き店舗等出店促

進補助金」の活用についても松阪市と協力して事業を推進する。 

 

（事業内容） 

（1）当所が事務局である「松阪まちなか街づくりネットワーク」では、平成 14 年から

8 月の第一土曜日に「七夕まつり・鈴の音市」を開催し、商店街の賑わいの創出と

個店の認知度向上、新規顧客の開拓を図っている。 

「鈴の音市」は、お伊勢まいりの賑わい、本居宣長の門人が全国から学問を学びに

来た頃に栄えた「楽市楽座」の再現”を図り、街の賑わいを取り戻し、その積み重

ねにより中心市街地の活性化を目指す事業である。 

周辺住民団体等が主催する松阪七夕まつり実行委員会の「七夕まつり」と協力し、

中心市街地内約１キロを歩行者天国にして開催する。中心商店街や企業、市民団体、

文化・芸術団体、学校関係等 60～70 団体（約 50 ブース）が参加し毎年２万人規模

の人出で賑わう。 

（2）毎年 11 月 3 日に行われる「氏郷まつり」では、市内の商店街振興組合と協力し、

「５４０氏郷まつり実行委員会」を組織し、中心商店街の 540ｍの区間に出展者を

募集し、管理運営を行い、商店街の賑わい創出と個店の認知度向上、新規顧客の開

拓を図る。 

（3）音楽を通じて演奏者・聴衆者・商店街が連携し街中を活性化することを目的に中

心商店街内の数か所に、路上ステージを設け、「松阪まちなか"褒めて褒められ音楽

祭"」を平成 26 年度より開催している。既存事業と連動し同時開催することによる

集客増加、街中への新しい顧客層の開拓を目指す。 

（4）まちゼミは平成 25 年 2 月に県内で初めて開催し、その後毎年２回開催している。
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講座を通じて商店主の専門知識やこだわり、親しみを感じて頂くと共に店を紹介

し消費者とより良い関係作りを築くきっかけとなり、新しい顧客の開拓を目指す。

（5）松阪市の観光資源である松阪木綿の産業化を目指すことを目的に、松阪市及び関

係団体と協力し、松阪木綿を使った観光商品の試作品開発等を実施する。 

（6）松阪市は、江戸時代に屈指の大商人となった三井家発祥の地であり、松阪商人の

経営学・歴史等の内容を取り入れた「松阪商人塾」を開催することにより「豪商

のまち松阪」のイメージを構築し、地域振興に繋げる。 

（7）産業観光の推進として当所ホームページに会員事業所の産業観光施設の内容を平

成 26 年 12 月より掲載している。今後も事業所の募集、内容の充実を図る。 

（8）「豪商のまち店舗改装補助金」と「松阪市商店街空き店舗等出店促進補助金」に

ついて、市内事業者にＰＲし、活用促進を図っていく。またその申請書作成につ

いて支援する。 

 

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 

①金融機関との連携を通じた支援ノウハウ等の共有の為、金融機関主催の研修会及

 び当所主催の研修会に相互に参加し、情報交換を通じて事業者支援の連携を図る

 ことにより小規模事業者の経営の安定と発展を目指す。 

②地域に関する広域的な情報の取得及び地域に適した支援ノウハウ習得のため、松

 阪税務署管内の５つの商工会と当所の経営指導員及び補助員を対象とする 

「指導員等連絡協議会」を開催する。協議会で入手した有益な情報を小規模事業者

 に提供することにより、需要開拓の一助とする。 

③三重県が主催する各商工団体の経営指導員等による地域や組織を超えたネット 

 ワークづくりを目的とした「経営指導員等ネットワーク会議」に参加する。経営

 支援に関するテーマに基づいたグループワーク等を通じ、支援力向上に向けた情

 報交換を行い、経営指導員の支援力向上を図る。 

  ④最新融資制度や融資活用方法並びに地域の経済動向情報を入手するため、日本政

策金融公庫津支店管内の商工団体を対象とする「小規模事業者経営改善資金貸付

推薦団体連絡協議会」に参加する。入手した情報をもとに小規模事業者の円滑な

資金調達を支援し、経営改善に繋げる。 

⑤経営指導員・補助員の支援力向上を図るため、三重県が主催する「商工会議所専

 門スタッフ研修会」及び「補助員研修」に参加し、県内商工会議所の経営指導員

 や補助員との情報交換を行い、県内の需要動向に関する情報や課題を入手する。

  ⑥「三重県版経営向上計画」策定に係る情報を入手するため、三重県が主催する「中

   南勢みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会分科会」に参加する。県内津以南

   の商工会議所・商工会及び金融機関の職員との情報交換を行い、入手した情報を

   基に小規模事業者への啓発を行うことにより、経営向上計画の作成を促進する。

 

 以上①～⑥へ参加した経営指導員・補助員は、入手した情報を報告書にまとめ、

 月１回開催する指導員の勉強会で報告を行う。勉強会では、報告内容に関する意

 見交換を行い、指導業務のレベルアップに繋げる。 

 小規模事業者にとって、有益な情報については、経営指導員が巡回及び窓口相談

 等の際に提供することにより新たな需要開拓に繋げる。 
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２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

三重県商工会議所連合会や（独）中小企業基盤整備機（以下「中小機構」）が主催

する研修に経営指導員を積極的に参加させると共に専門家派遣に随行させ、支援力

を向上させる。 

また、習得した支援ノウハウについては、経営指導員の勉強会において報告し、所

内での情報共有を行う。 

（事業内容） 

(1）三重県商工会議所連合会や中小機構が主催する以下のような研修に経営指導員

等を積極的に参加させ、効率的に販路拡大を図るための手法や手順を習得す 

る。 

   ①商工会議所専門スタッフ研修（４回/年） 

   ②IT を活用した事業戦略（中小機構） 

   ③販路開拓支援の進め方（中小機構） 

(2）中小機構が主催する以下のような研修に経営指導員等を積極的に参加させ、小

 規模事業者の経営課題に応じた「経営改善計画書」作成のポイントを習得し、小

 規模事業者に対する経営改善支援ノウハウを習得し支援能力の向上を図る。 

   ①小規模企業支援能力研修 

   ②経営改善計画作成支援の勘所 

(3）中小機構が主催する税務・財務診断研修に経営指導員等を積極的に参加させ 

 記帳指導・税務指導といった経営指導に加え、経営分析の手法を習得し、経営助

 言能力の養成を図る。 

  （4）地域の金融機関が主催する小規模事業者の経営力強化のための研修セミナー等

    へ参加し、融資斡旋業務を行う上で必要なスキルを習得する。 

(5) 事業所への専門家派遣を活用する中で、経営指導員が随行し、専門家の指導 

 ノウハウを吸収し、支援力向上に繋げる。 

(6) 経営指導員等は、支援力向上に繋がる検定・資格の取得に積極的に取り組む。

  例）簿記検定試験・販売士検定試験・ビジネス実務法務検定試験・ 

    ビジネス会計検定試験・中小企業診断士・社会保険労務士・ 

    行政書士・FP 検定試験 他 

     

（組織内での共有体制） 

(1）事業者に接触した経営指導員等は「会員管理システム（TOAS）」の経営カルテ

 へ事業所ごとの支援内容及び経営分析結果を入力し、組織内での情報共有を図 

 る。 

(2) 月 1 回定期的に日常の業務等で得た情報の共有及び経営支援力向上のために 

 経営指導員の勉強会を開催する。 

(3）研修に参加した職員は、研修内容を報告書にまとめるとともに、月１回開催す

 る経営指導員の勉強会にて発表し、組織内での知識の共有と定着を図る。 

  （4）時間の効率化と経験の浅い経営指導員の能力を補い、指導力の強化を図るため

   業種ごとの課題に応じた指導方法をマニュアル化する。 

 

３.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

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毎月 1回、全経営指導員により、経営発達支援計画に関する事業の進捗確認を
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  行うと共に、問題点を抽出し課題解決を図る。また、その場において、「経営

  発達支援計画関係個別事業報告書」（図表 6）を作成する。 

 ②3 月下旬、「経営発達支援計画関係個別事業報告書」を基に、経営発達支援計画

 に関する事業実施状況をまとめる。 

③4月上旬、中小企業診断士等 3名の有識者と事務局担当者により、「経営発達 

支援計画評価会」を開催する。事業報告後、計画の達成度合いを評価し、成功

要因や失敗要因を分析する。「経営発達支援計画評価表」（図表 7）により成果

の評価・見直し案の提示を受ける。 

 ＜経営発達支援計画評価会 有識者（案）＞  

   中小企業診断士等  2 名 

   行政機関      1 名 

④経営発達支援計画評価会の結果を踏まえ、全経営指導員により具体的な改善方

   法を検討、策定する。 

⑤改善方法をもとに、計画を見直し、「経営発達支援計画評価会」において報告

し、承認を受ける。 

⑥事業評価・見直しの結果を正副会頭会議にて報告する。  

⑦事業の評価・見直しの結果については当所のホームページで公表すると共に、

 窓口に資料として設置し常に閲覧可能とする。 

  ホームページアドレス http://www.m-cci.or.jp/ 

⑧改善計画に基づき新年度事業を実施する。 

         

 

 

 

      図表 6 
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      図表 7 
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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 
   以下が、当所全体の組織であり、点線内は、経営発達支援事業を実施するた 
   めの体制である。 
   実際に経営発達支援事業を実施する人員は 10名。 
   また、当所全体の経営指導員数は 6名、補助員数は 2名、記帳指導員数は 
   1名であり、専務理事を含む全職員数は 19名である。 
 
             ＜松阪商工会議所事務局機構＞ 
 

 （専務理事） 
 
 

（事務局長） 
 
 
 

 

 

 
    地 域 振 興 部     中小企業相談所         総  務  部 
    （部長） ※指導員     （所長） ※指導員        （部長） 
 

 
 地 域 振 興 課       経 営 支 援 課            総  務  課 

     （課長）部長兼務       （課長）所長兼務           （課長）部長兼務 
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

    松阪商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

    住  所 〒515-0014 三重県松阪市若葉町 161-2 

    電話番号 （0598)51-7811 

    FAX 番号 （0598)51-3416 

    Ｕ Ｒ Ｌ http://www.m-cci.or.jp  E-Mail kaigisho@mctv.ne.jp 

 

 

 

 

指
導
員
１
名 

 

補
助
員
２
名 

 

事
務
職
員
１
名

 

指
導
員
３
名 

 

記
帳
指
導
員
１
名 

 

事
務
職
員
６
名 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 28 年度 

(28 年 4 月

以降) 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000

 

中小企業相談所

特別会計 

 

 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、一般会計繰入金 

 

 

 

（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。 

 

 



 

３２ 
 

（別表４－１） 

 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 

事業名：「創業・第二創業事業（松阪商人サポート隊）」 

  

 多様なビジネスの創出と創業機運を高めることを目的に、松阪地域における創業支援

機関（当所・松阪北部商工会・松阪西部商工会・三重県信用保証協会・日本政策金融公

庫 津支店 国民生活事業部・松阪市・ＮＰＯ法人Ｍブリッジ）が連携し「松阪商人サポ

ート隊」を結成。創業者、第二創業者発掘・育成、継続的な経営支援、コミュニティビ

ジネス創出支援等を効果的かつ円滑に実施できるような体制を構築することを目的に創

業相談の総合窓口を当所に設置し、相談者に対して体系的な支援を実施する。 

 支援においては、相談者のレベル、相談内容に合わせた創業支援を目指し、きめ細か

い相談対応として業種別の相談会を開催し、中小企業診断士、ＩＴ・デザイン等各分野

の専門家による訪問指導を実施する。創業、第二創業後も相談者の進捗状況・レベルに

応じマーケティング、経営、人材育成、販路開拓、税務経理、資金繰り等事業継続為の

フォローアップとして支援機関と連携し個別指導事業を実施する。 

 

連携者及びその役割 

＜連携者＞ 

・松阪北部商工会 

  代表者：会長 瀬古一彰 

  住 所：三重県松阪市曽原町 875-2 

  電 話：0598-56-2039 

・松阪西部商工会 

  代表者：会長 岡田辰也 

  住 所：三重県松阪市飯南町横野 593-1 

  電 話：0598-32-2321 

・三重県信用保証協会 

  代表者：会長 安田敏春 

  住 所：三重県津市桜橋 3丁目 399 番地 

  電 話：059-229-6011 

・株式会社日本政策金融公庫 津支店 国民生活事業 

  代表者：事業統轄 浅井信雄 

  住 所：三重県津市万町津 133 

  電 話：059-227-5211 

・特定非営利活動法人Ｍブリッジ 

  代表者：理事長 米山哲司 

  住 所：三重県松阪市日野町 788 番地カリヨンプラザ 3階 

  電 話：0598-23-8400 

・松阪市 
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＜役割＞ 

・当所 

  本事業における総合窓口。 

  創業セミナー・創業塾・金融相談、開業手続き相談、創業計画書作成支援、専門家

  による無料窓口相談などの創業、第二創業支援及びフォローアップ。 

・松阪北部商工会、松阪西部商工会 

  金融相談、開業手続き相談、創業計画書作成支援、専門家による無料窓口相談など

  の創業、第二創業支援及びフォローアップ。 

・三重県信用保証協会 

  融資相談、保証承認及び創業・第二創業後の継続的な資金繰り支援。 

・日本政策金融公庫 津支店 国民生活事業 

  融資相談、融資実行及び創業・第二創業後の継続的な資金繰り支援。 

・松阪市 

  ・空き店舗対策事業として、中心市街地にある商店街振興組合の区域内にある空き

   店舗等に出店する事業者に対して、改装費と賃貸料を補助（松阪市商店街空き店

   舗等出店促進補助金）。 

  ・三重県中小企業融資制度「小規模事業資金」の保証料補給。 

  ・資金の調達が受けやすい公的融資制度について「広報まつさか」やホームページ

   を用いて情報発信。 

・ＮＰＯ法人Ｍブリッジ 

  コミュニティビジネス創出支援及び事業継続支援。 

（連携による効果） 

上記機関が連携することで、創業希望者に対するワンストップ相談対応が可能とな 

り利便性が高くなる。また、支援連携体制を取ることにより、各機関で情報共有を 

図ることができる。また、マスコットキャラクターの作成等により、支援機関の敷居

の高さをなくし、新たな創業希望者の発掘、底上げに繋げる。さらに各機関の強みを

生かした幅広い分野において創業者への支援が期待できる。 

連携体制図等 

※別紙①記載とする。 
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別紙① 
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（別表４－２） 

 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 

（事業名）「鈴の音市」 

 松阪まちなか街づくりネットワークでは、毎年８月第一土曜日に「鈴の音市」を開催

し、商店街の賑わいの創出を行っている。 

「鈴の音市」は、お伊勢まいりの賑わい、本居宣長の門人が全国から学問を学びに来た

頃に栄えた”楽市楽座の再現”を図り、街の賑わいを取り戻し、その積み重ねにより中

心市街地の活性化を目指す事業である。 

連携者及びその役割 

＜連携者＞ 

・本町まちづくりの会   住所：三重県松阪市本町 2182-1 

・ミズ・ネットワーク松阪 住所：三重県松阪市中町 1877 

・魚町おととの会     住所：三重県松阪市魚町 1711 

・松阪市商店街連合会   住所：三重県松阪市日野町 788 松阪街づくり公社内 

・まちづくり支援者 

 ①高岡良治 住所：三重県松阪市日野町 12 

 ②海住恒幸 住所：三重県松阪市殿町 1384 

・株式会社 都市環境研究所 三重事務所 

  代表者：所長 五十子 修 

  住 所：三重県津市広明町 358 オオハシビル 

  電 話：(059)223-3861 

・中谷マネジメントリサーチ（中小企業診断士） 住所：三重県伊勢市円座町 1479-2 

 

＜役割＞ 

・当所 

  本事業における事務局。 

  スケジュールの調整及び関係者への連絡等。 

・本町まちづくりの会、魚町おととの会、ミズ・ネットワーク松阪 

  松阪市中心市街地活性化のためのまちづくり活動の提案及びイベントの実施。 

・松阪市商店街連合会 

  販促イベントの実施及び各商店街振興組合への連絡調整。 

・まちづくり支援者 

  まちづくり活動の提案。 

・株式会社 都市環境研究所、三重事業所・中谷マネジメントリサーチ 

  事業に対する助言及び指導。 

連携体制図等 

※別紙②記載とする 
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別紙② 

 


