
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

 

尾鷲商工会議所（法人番号 ３１９０００５００３７８６） 

 

実施期間   平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

尾鷲商工会議所では、主要産業の撤退による加速度的に増加する過疎高齢化への対応

に、小規模事業者に寄り添った「経営分析」、「事業計画立案」、「新商品・サービス開発」、

「販路開拓」等について効果的な支援を図り、持続可能なビジネスモデルの構築を目指

す。 

＜目標＞ 

①新商品・新サービス開発の販路開拓による小規模事業者の売上増加を図る。 

②六次産業化等の新事業展開（第二創業）による小規模事業者の安定経営を図る。 

③地域資源等の活用による交流人口を増加させ、小規模事業者の売上増加を図る。 

④後継者育成等を通じた廃業率の低下を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容【指針⑶】 

２．地域の経済動向調査に関すること 

   小規模事業者を対象とした実態調査及び各種調査による地域経済動向調査を行

い、その情報を分析・加工して小規模事業者へ提供する。 

３．経営状況の分析に関すること【指針⑴】 

   専門家による経営分析セミナーの開催や経営指導員等による巡回・窓口相談時に

おいて経営分析を行い、自社の財務内容や強み弱みを認識し事業計画の策定に活用

する。 

４．事業計画策定に関すること【指針⑵】 

   経営分析を行った事業者や事業計画策定に意欲のある事業者を中心に、事業計画

策定を以下の方法で実施する。  

・経営計画策定セミナーを年２回開催し事業計画策定支援を行う。 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針⑵】 

   経営指導員等が事業計画策定後のフォローアップを定期的に行い、必要であれば

専門家等を交えて計画の見直し等も行い、確実な事業計画の実行を支援する。 

６．需要動向調査に関すること【指針⑶】 

   新商品・新サービスの開発や販路開拓を行うため、対象市場の需要動向調査を行

い、その結果を分析・加工し、対象事業者へ情報提供を行う。 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針⑷】 

   新たな商圏の開拓を以下の方法で行う。 

   ・需要開拓セミナーの開催 

   ・展示会、物産展等への出展 

   ・マスメディアを活用した販路開拓 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

電力設備跡地を活用した新産業の創出や創業セミナーの開催による雇用機会の増加

や、地域資源を活用したブランディングによる当市の知名度の向上、既存イベント及

び新規イベント開催による賑わいの創出を行い地域の活性化に資する。 

連絡先 

尾鷲商工会議所 中小企業相談所 

〒519-3611 三重県尾鷲市朝日町 14-45 

電話：0597-22-2611／ＦＡＸ0597-22-2682 

Ｅ‐mail：owasecci@za.ztv.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 

目標 

⑴地域の現状及び課題 

①面積及び気候 

 三重県尾鷲市は、紀伊半島南部に位置し、面積 

は 192.71㎢で、その地形は三方を山に囲まれ一 

方はリアス式海岸の太平洋に面しており、黒潮が 

運ぶ豊富な水産物が獲れる地域で、また年間降水 

量 4,044mm、年間平均気温 16.1℃（平成 29年度版 

尾鷲市統計書より）の温暖で多雨地域であること 

から良質な檜や杉が育つ地域である。 

 

②人口推移 

第一次産業従事者を対象とした飲食店や小売店 

が多く存在し、加えて昭和 39年には火力発電所が 

建設されたこともあり、尾鷲市の人口は、市制施 

工直後の昭和 40年には 34,019人を数えた。しか 

しながらその後人口は年々減少し平成 27年には 

18,009人と２万人を切り、将来人口推計では尾 

鷲市の人口が 2040年には 10,326人と推計されて 

いる。 

 
 
 

＜高齢化率＞ 

高齢化率においても昭和 50年の 10.5％から平成 27年には 41.1％に増加し、2.5人に

１人が 65歳以上の高齢者となり、加速度的に過疎高齢化が進行している。 

 

③業種別の現状と課題 

・現状（全体の概要） 

当地域の業種は、次項表のとおり「卸売、小売業」が最も多い業種で全体の 27％を

占め、次いで「宿泊業、飲食サービス業」（16％）、「生活関連サービス業、娯楽業」

 

尾鷲市 

また、世帯数でも尾鷲市統計書によると昭

和 50年から平成 16年まで 1万世帯を超えて

いたが、その後減少に転じ平成 27 年には

8,652世帯となり、一世帯あたりの人員も昭

和 50 年には 3.15 人だったが平成 27 年には

2.08 人となり、核家族化の進行及び高齢者

単身世帯が増加しているのが推測される。 

 

 

＜世帯数＞ 
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（9％）、「建設業」（7％）の構成（平成 26 年）となっているが、昭和 61 年より平成

26年まで約 1,000件の事業者が減少している。 

当地域の主力産業である火力発電所（電力供給業）は、市外から発電設備の保守点

検等を行うため長期宿泊を伴う労働者が多く来訪するため、地域内の下請建設業者の

みならず、宿泊業者や小売業者など多くの業種が安定した売上を計上できる恩恵を受

けてきたが、その火力発電所が平成 30 年に廃炉となり、平成 31 年度より発電設備の

本格的な解体工事が始まる予定である。この廃炉により様々な産業に影響が出ると推

測される。 

 

下表は尾鷲市内の業種別事業者数の推移 

  

上記表は、尾鷲市内の小規模事業者を含むすべての企業数の推移であり、次項のグラ

フは、企業数及び小規模事業者数の推移を表しており、年々企業数が減少すると共に小

規模事業者も同様に減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

区分 Ｓ61 Ｈ3 Ｈ8 Ｈ13 Ｈ18 区分 Ｈ21 Ｈ24 Ｈ26 

総数 2,486 2,309 2,159 1,895 1,671 総数 1,606 1,369 1,431 

農・林・漁業 22 16 15 10 13 農林漁業 22 17 22 

鉱業 7 6 7 4 4 鉱業、採石業、砂利採取 7 4 4 

建設業 181 167 175 166 136 建設業 137 116 108 

製造業 192 180 143 118 85 製造業 67 65 68 
電気・ガス・熱供給・水道 4 4 4 4 4 電気・ガス・熱供給・水道 4 2 4 

            情報通信業 11 12 15 

運輸・通信業 62 58 51 48 37 運輸業、郵便業 30 26 21 

卸売・小売業、飲食業 1,175 1,056 975 829 754 卸売業、小売業 459 392 392 

金融・保険業 46 42 48 38 33 金融業、保険業 34 29 32 

不動産業 44 45 46 41 89 不動産業、物品賃貸業 90 79 75 

            
学術研究、専門・技術

サービス業 
36 25 31 

            宿泊業、飲食サービス業 272 251 235 

            
生活関連サービス業、娯

楽業 142 133 131 

            教育、学習支援業 73 35 62 

            医療、福祉 72 70 88 

            複合サービス事業 15 11 16 

サービス業 722 704 666 609 483 
サービス業（他に分類さ

れないもの） 104 102 99 
公務（他に分類されないも

の） 31 31 29 28 33 
公務（他に分類されるもの

を除く） 31 - 28 

    
【資料】総務省統計局・経済センサス 
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（小売業） 

 尾鷲市内の小売業者は飲食料品、衣料品、雑貨等の販売を家族経営で行っている小規

模零細企業が多く、過疎高齢化が進んでいる中で、高速道路の開通により消費者の購買

行動が県外にも及ぶなど、市内での消費が大幅に減少している。 

こういった中で尾鷲商工会議所では、平成 25年より平成 29年まで５年連続で地域振

興券事業「つばき振興券」を発行し、市内での消費喚起を目的に実施した。 

下表のアンケート調査結果によると新規消費喚起額が 21,240 千円となり、地域振興

券の全体流通額（274,497千円）から判断すると 99,480千円の新規消費額と試算され、

毎年開催していることから地域振興券事業が市内外の消費者にも浸透したこともあり

一定の経済効果があったと思われる。しかしながらプレミアム分（10％分）等の軽費の

捻出が困難となり、尾鷲市からの補助も無くなった為、平成 29 年度で地域振興券事業

は終了となった。 

 

地域振興券の使用目的 消 費 額 消費喚起額(①＋②） 

①振興券による普段の買い物の消費額 40,073 千円 58,608 千円 

②振興券の入手をきっかけとした商

品・サービスの購入において支払った

消費額 

 

18,535 千円 

 

 

新 規 消 費 喚 起 額  

（②＋③） 

③振興券の入手をきっかけとした商品・サ

ービスの購入において、振興券に追加し

て支払った現金等による消費額 

 

2,705 千円 

 

21,240 千円 

平成 27年利用者アンケート調査より（地域振興券利用総額 274,497.5千円） 

 

地域振興券事業により尾鷲市内での購買行動が戻りつつあったが、高速道路の開通や

消費者ニーズに合致していない商品の品揃え、振興券事業の終了などから、市外県外へ

の購買行動が増加していった。売上の低迷から親族への事業承継が進まず廃業にいたる

ケースが多く、市内の小規模事業者が年々減少する傾向が続いている。 

   

（工業・建設業） 

従来より公共工事が減少傾向にあったこと等から厳しい経営環境にあり、火力発電所

の廃炉の影響は、巡回相談時等の聞取りから廃炉が公表された前年（平成 29 年）に影

響が出始めていることが判明し、関連する建設業者や鉄工業者等への受注が大幅に減少
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していた。 

また建築業においても、尾鷲市内では元々平地面積が狭小で過疎化が進んでいること

から住宅着工件数も年々減少し、建築業者、特に一人親方の大工においては、高齢化が

進む一方で後継者も不足していることから廃業が増加している。 

 

（観光・サービス業） 

  観光では、当市は名所旧跡が少なく、多くの観光客で賑わう地域ではないが、太平

洋に面したリアス式海岸に面しており、釣り客や海水浴の往来が盛んであった。 

しかし東日本大震災で発生した津波による影響や長引く景気低迷から当市へ訪れる

釣り客等も大幅に減少傾向にある。 

釣りの観光スタイルも宿泊から日帰りの形態に変わり、当市では民宿を兼業する渡

船事業者が多く、宿泊部門での売上が減少し苦しい経営状態となっていった。 

平成 16年７月に「紀伊山地の霊 

 場と参詣道」(熊野古道)が世界遺 

産に登録され、尾鷲市内には熊野 

古道のルートが馬越峠（まごせとうげ） 

の他複数存在している。世界遺産 

登録後は年間約 50,000人の来訪者 

があり、平成 26年には当市まで高 

速道路が開通したことにより熊野 

古道への来訪者が急増し 94,000人 

を数えた。しかしながら翌年以降の 

来訪者は減少し例年の約 50,000人前後で推移している。 

宿泊業者は、この熊野古道客や高速道路の延伸工事関係者の長期宿泊者、火力発電

所の保守点検業者により稼働率も良く安定した売上を確保してきた。しかし火力発電

所の廃炉が決定したことによる保守点検の受注が減少し、加えて平成 33年頃には高速

道路の延伸工事も終了することから、今後宿泊客の減少が予想される。 

 

（林業・水産業） 

当市は温暖で多雨地域で太平洋に面したリアス式海岸を有し地理的に恵まれている

ことから、林業・水産業が盛んで基幹産業として発展してきた地域であったが、近年 

                                      の林業・漁業は厳しい経営環境に置かれ

ている                 いる。 

林業においては、安価な外国産材の流

通や住宅建築において洋風建築が主流

となる等、日本人の生活スタイルが変化

したことから国産材の需要が減少して

いった。尾鷲市内の林業家は平成２年に

は 938戸（個人所有者含む）あったが、

平成 27 年には 219 戸となり８割近く減

少していった。 

                      また漁業では、一般漁業の他に鯛やハ 
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マチ等の養殖も盛んであり、特に養殖の鯛は餌の改良等により品質が高く,多く流通し

養殖業者も多数存在していた。しかしながら林業と同様に外国産の養殖魚等が安価で

流通し、若者の魚食離れが加わり、また飼料費も高騰したことから養殖魚の生産量が

減少し、同時に廃業も増加していった。 

一般漁業においても平成元年の水揚が 20,000 トンから平成 28 年には 5,000 トンま

で減少し、売上が低下する等厳しい経営状態が続いている。また事業主の高齢化が進

む一方で後継者も不足し就労者が減少している（下表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（製造業） 

当市は都市部より遠距離にあり、交通網も未整備区間が多く平地も少ないことなど

から製造業を営む事業者が少なく、水産物を加工製造販売する小規模な事業者が存在

する程度である。水産加工製造販売業者も近年の水産物の漁獲高が大幅に減少してお

り、魚価も高騰していることから利益が圧迫されている。 

 

・課題 

こういった状況下でほぼ全ての業種において売上低迷や後継者不足等を抱え、大き

く大別すると以下の課題となる。 

主力産業である火力発電所の廃止による影響 

電力事業は、保守点検事業等を行う工業、建築業のみならず、外部から訪れる労

働者による消費から小売業、宿泊業者にも波及効果がある等、市内の多くの事業者

は電力事業に依存してきた地域であったため、この火力発電所の廃止は、地域内で

の消費が大きく減少してしまい、既存の事業展開では業況の回復が見込めない可能

性があり、新たな事業展開が必要となる。 

  

観光資源等（熊野古道等）の有効活用ができず交流人口が取り込めていない 

   世界遺産に登録された熊野古道の来訪者は年間５万人前後で推移しており、観光 

資源に乏しい当地では、この熊野古道等の観光資源を活用した交流人口を増加させ、

地域内での消費を増加させる必要がある。 

 

 第一次産業の衰退 

  基幹産業であった林業・水産業は、外国製品の台頭や後継者不足等から厳しい経

１５歳以上の産業別就業者数 

  第１次産業 第２次産業 第３次産業 合計 

Ｓ40 年 3,588  3,376  7,446  14,410  

Ｓ50 年 2,504  3,707  8,188  14,399  

Ｓ60 年 1,853  3,447  8,504  13,804  

Ｈ2 年 1,285  3,728  7,806  12,819  

Ｈ12 年 729  2,811  7,435  10,975  

Ｈ22 年 591  1,823  6,330  8,744  

Ｈ27 年 522  1,582  5,995  8,099  
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営環境にあり、六次産業化を含めた第二創業等による新たな事業展開が必要である。 

 

⑵小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 主力産業の廃止から多くの業種に影響が出ることが予想され、地産地消を含めた循環

型社会の構築が不可欠となっている。そこで現在、広大な電力発電設備の跡地（約 63

万㎡）利用について尾鷲市、尾鷲商工会議所、中部電力㈱の３者で協議会を立ち上げ、

地産地消の持続可能な循環型社会のコンセプトを表す施設となる場所の提供の検討を

開始した。 

この地産地消の循環型社会の構築は陸上養殖やバイオマス発電等の新たな産業の創

出も視野に入れ、併せて集客交流事業も検討されているが、現在の電力設備の解体に今

後３年～５年程度かかることが予想され、現在検討されている事業は設備解体後、更に

複数年の長期間にわたることから、この期間の地域内経済の循環は難しく、地域外へと

販路を拡大する必要がある。 

尾鷲市では、第６次総合計画の後期計画に「共に創り 未来につなぐ 誇れるまちお

わせ」をテーマに活力ある産業の創造として以下の施策を挙げている。 

・「水産業・関連産業の振興」―漁業従事者の確保・育成や漁業所得の向上につなが  

る取り組みを進め、魚食普及や情報発信等に取り組

む。 

・「林業・関連産業の振興」―多種多様な需要に応じた木材の供給体制の強化、尾鷲  

ヒノキのブランドの進展に取り組む 

・「商工観光業の振興」―地域資源を活用し、地域の特性を活かした商品開発支援及び 

 事業、企業に誘致や起業支援を行い、雇用創出や地域産業の

活性化に取り組む。 

いずれの振興策においても地域資源のブランド化や後継者育成、また、「食」をテー

マとした関連事業の魅力アップや充実を図るとある。 

尾鷲商工会議所として、地域資源（海洋深層水、鮪、檜等）を活用した持続可能な経

営体質の強化を目的に、実現可能な新商品・新サービスの開発支援を行うにあたり、消

費者ニーズを的確に捉え、自社の強みを活かし適宜実現可能な目標に向かう事業計画を

立案し行動することが重要と考え、小規模事業者の意識改革を図りながら事業展開を行

う。 

自社の商品、サービスの販路拡大は、地域総合経済団体である全国 500余りの商工会

議所のネットワークを駆使するとともに、支援機関と連携し都市圏で開催される商談会

や展示会等への出展を促進し地域外へと販路を拡大する。 

（中長期の目標数値） 

 ・新商品・新サービス開発や第二創業による新たなビジネスモデルの構築を、小規

模事業者 1,047社の３％程度発生させる。 

  ・ビジネスマッチングや地域資源等を活用することにより、小規模事業者の売上を

５％程度向上させる。 

  ・尾鷲市内の小規模事業者数は、直近の 10年間（Ｈ16年～Ｈ26年）で約 25％減少 

   （1,410社から 1,047社）しているが、今後 10年間で小規模事業者数 1,047社の

20％程度の減少に抑制させる。 
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⑶経営発達支援事業の目標並びに方針 

以下の事業により小規模事業者の売上を増加させ持続的な経営を目指す。 

①新商品・新サービス開発の販路開拓による小規模事業者の売上増加を図る 

現状の品揃えでは消費者ニーズに合致した商品は少なく地域外へ出展したとしても

販路の拡大は望めない。地域資源や自社の強みを活かし、各種調査結果のデータを基

に消費者ニーズや流行に合致した新商品・新サービス開発を専門家の指導により行い、

都市圏で開催される商談会や展示会等への出展を促進し地域外へと販路を拡大し売上

の増加を図る。 

＜展示会等での売上等目標＞ 

  項 目 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

売上増加率  ―  ３％  ３％  ３％  ５％  ５％ 

出展回数 ―  ３回  ３回  ３回  ４回  ４回 

新商品開発事

業者数 

― ３社 ３社 ３社 ４社 ５社 

 

（方針） 

   第一に自社の商品力を向上させる必要があり、販路開拓セミナー及び商品開発セ

ミナーを通じて商談術や商品開発力を学び、都市圏での商談会、展示会等で消費者

ニーズを的確に捉え、適宜商品に改良を加え販路を拡大し売上増加を図る。 

 

②六次産業化等の新事業展開（第二創業）による小規模事業者の安定経営を図る 

厳しい経営環境にある小規模事業者に対して、自社の強みや需要動向を捉えた新事

業展開によるビジネスモデルの構築を図り安定した売上確保を目指す。 

＜第二創業・事業承継目標件数＞ 

項 目 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

第二創業 

事業者数 

―  ２社  ２社  ３社  ３社  ３社 

 

（方針） 

現在、火力発電所跡地の利用計画には、バイオマス発電等の排熱を利用した陸上養

殖や農作物栽培の事業も計画されており、こういった事業での需要動向や、収支等の

調査を行った上での事業計画を策定し、第二創業を促進させ小規模事業者の安定した

売上確保を実現させる。 

また、新規事業への気づき等を目的に、第二創業での成功事例や地域内外の各種情 

報等を提供し、創業セミナーの開催や専門家の指導などにより事業者の強みに沿った 

創業方法等について指導し、創業事業者を増加させ安定した売上確保を図る。 

 

③地域資源等の活用による交流人口を増加させ小規模事業者の売上増加を図る 

  地域資源である熊野古道や水産物等を活用した新たな事業を創出することにより

交流人口を平成 28年比 5％以上（522,100人）の増加を図り、地域内での消費を増や

すことによる小規模事業者の売上増加を図る。 
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＜尾鷲市内の入込客数推移＞      

年次 一般観光客 釣り客 海水浴客 合 計 

Ｈ24年 393,775 14,580 6,595 414,950 

Ｈ25年 412,931 14,255 8,040 435,226 

Ｈ26年 492,515 5,652 7,950 506,117 

Ｈ27年 559,601 6,235 9,090 574,926 

Ｈ28年 481,417 5,783 10,050 497,250 
（資料：尾鷲市統計書） 

 

（方針） 

  交流人口の増加には、既存の熊野古道に、当所女性部等が開発した地域の秘境を熊 

野古道のルートに加えた新コースの設定により魅力度を向上させ集客交流を図る。そ 

の他観光資源にはリアス式海岸の好漁場があり、釣り客の増加を図る目的に、この漁 

場の良さのＰＲをマスメディアの活用や釣り大会等の誘致により行う。 

  また、上記事業に尾鷲の水産物（マグロ等）の料理を提供する食の魅力発信も同時 

に行うことによる相乗効果を高め、交流人口を増加させ、地域での消費を拡大し小規 

模事業者の売上増加を図る。 

 

④後継者育成を通じた廃業率の低下を図る 

上記①から③の目標を確実に実行させることにより売上を確保し、経営を安定させ後

継者への引継ぎを可能とすることで、後継者不足による廃業を減少させる。高齢化して

いる事業主の年齢を考えると販路開拓等の事業と同時進行で行う必要がある。 

＜事業承継件数＞ 

項 目 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

事業承継件

数 
― ２社 ２社 ２社 ３社 ３社 

 

（方針） 

  経営指導員を中心に事業承継を諦めている小規模事業者に、後継者の育成方法につ

いて経営の不安を払拭することができる気づきを提供するため、後継者育成セミナー

の開催や職員による巡回・窓口相談等により、後継者育成を行う事業者の掘り起しを

行い、事業計画策定支援を通じて事業承継の意識付けを行う。現在、三重県では市町、

金融機関、商工団体、税理士、弁護士などによる「三重県事業承継ネットワーク」が

設立されている。このネットワーク等と連携して、各方面の専門家等の指導を受けス

ムーズな事業承継を実現させ、廃業率を低下させることを目標とする。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針⑶】 

⑴現状と課題 

地域の経済動向調査に関し当所では、毎年三重県下の商工会議所合同で景況調査

（三重の景況）を年間２回実施（当所 146 事業所を対象に調査）し、県内各地域別

に景況感を調査している。日本商工会議所ではＬＯＢＯ調査による全国の景況感が

わかる調査を行い、他には国が提供している内閣府景気ウォッチャー調査や地域経

済分析システム（ＲＥＳＡＳ）、三県県下の金融機関が行っている景況調査もある。 

   これらの調査結果は、経営指導員が関連する調査データを把握する程度の活用に

とどまっており、会員企業へ調査結果の内容を掘り下げて提供することが少なかっ

た。このため消費者ニーズに合った商品作りや事業戦略を構築した経営には至らな

かったことから、今後は小規模事業者へ情報を分析しニーズに合った内容を提供す

る必要がある。 

 

⑵事業内容 

 ①三重県内及び管内の実態を把握するため、三重県下商工会議所が行う「三重の景

況」に独自の調査項目を追加し、管内の小規模事業者の景気動向等について、年

２回調査・分析を行う。 

   【調査対象】管内小規模事業者 140事業所（製造業、建設業、卸売業、小売業、

サービス業、交通運輸業）。 

   【調査項目】既存の項目（経営の現状・今後の見通し・売上状況・売上の見通し・

利益状況・販売条件・仕入条件・設備投資・資金繰り・借入の状況・

借入予定・現在の経営課題）に以下の項目を追加する。 

新商品等開発を含めた販路開拓希望の有無・後継者育成の有無・経 

営課題・雇用状況等。 

   【調査手法】調査票を職員による配布、回収又は郵送による配布、回収。 

   【分析手法】経営指導員等が専門家と連携し分析する。 

   

②国が提供している調査結果の活用 

・地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を活用し、年１回公表する。 

  【分析手法】「地域経済循環マップ」による地域でのお金の流れ等を分析 

       「産業構造マップ」による各産業の現状等を分析 

       「企業活動マップ」による小規模企業の財務内容の比較を分 

        析 

       「観光マップ」による国内に目的地等を分析 

・内閣府景気ウォッチャー調査を活用し、年４回公表する。 

【分析方法】地域別の家計動向や企業動向等の景気動向について分析。 
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⑶成果の活用 

  ・情報収集、調査、分析した結果は、ホームページへ掲載し、管内事業者等へ周知

する。 

  ・巡回、窓口指導時に事業者のニーズに合った調査結果を提供し、事業者の経営分 

   析や事業計画策定等に反映する。 

 

⑷目標 

 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

①公表回数 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②公表回数 
ＲＥＳＡＳ 

 
内閣府景気ウォ

ッチャー 

 

― 

 

― 

 

１回 

 

４回 

 

１回 

 

４回 

 

１回 

 

４回 

 

１回 

 

４回 

 

１回 

 

４回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針⑴】 

⑴現状と課題 

専門家が関与している一部の小規模事業者では、経営状況の分析が行われている 

が、多くの小規模事業者は経験と勘に頼った経営を行い、自社の経営分析を行って

いないのが現状である。当所では事業者からの依頼や、マル経融資（小規模事業者

経営改善資金）、三重県中小企業融資等の融資斡旋時や各種補助金申請時に簡単な経

営分析を行う受動的な対応が中心となっている。また、指導を行った事業者の内容

は、事業所毎のカルテには概略を記載しているが、経営分析の詳細な内容について

は記載していなかったことから職員間での情報も共有されていないのが現状であ

る。更に経営指導員等の経営分析力も低いことから積極的な経営分析を行うことも

なかった。課題として、全職員が詳細な経営分析を行える能力を有するよう外部専

門家と連携し、かつ経営分析を行う小規模事業者の掘り起しも必要である。 

 

⑵事業内容 

①セミナー開催や巡回、窓口相談による経営分析を行う小規模事業者の掘り起し 

  ・経営分析セミナーの開催 

年２回程度セミナーを開催し、経営分析を行う事業者の掘り起しを行い、経営 

分析を行う小規模事業者の増加を図る。 

    

  ・巡回、窓口相談時における経営分析の掘り起し 

    決算や記帳継続指導対象者に対しては、毎年の会計データが存在しており、ま

た会計ソフト「ブルーリターンＡ」を活用している事業者もあることから、過

去のデータを蓄積し財務分析することにより長期的な経営分析が行えるメリ

ットがあり積極的に経営分析を行う。 
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②経営分析の実施 

  ・小規模事業者を対象に経営分析の手法を学ぶセミナーを通じた経営分析を行う。 

   【対象者】セミナー受講者の中からで経営分析を希望し、かつ事業意欲のある

７社程度を選定する。 

   【分析項目】財務分析―現状の把握及び同業他社の比較等を分析。 

ＳＷＯＴ分析―自社の強みや弱みの内部要因や、外部環境を分析。 

３Ｃ分析―対象とする市場規模や、自社の経営資源、競合他社等

を分析。 

   【分析手法】ローカルベンチマーク（経済産業省）等を活用し、同業他社との

比較や自社の財務内容を把握し、経営指導員及び専門家と連携し

分析を行う。 

・巡回・窓口相談時による経営分析 

   【対象者】決算指導対象者や金融相談事業者等、巡回、窓口指導時に希望する

意欲のある事業者７社程度を選定する。 

   【分析項目】財務分析―現状の把握及び同業他社の比較等を分析。 

ＳＷＯＴ分析―自社の強みや弱みの内部要因や、外部環境を分析。 

３Ｃ分析―対象とする市場規模や、自社の経営資源、競合他社等

を分析。 

   【分析手法】ローカルベンチマーク（経済産業省）等を活用し、同業他社との

比較や自社の財務内容を把握し、経営指導員及び専門家と連携し

分析を行う。 

 

⑶成果の活用 

  分析結果は、分析した事業者にフィードバックし、自社の強みや弱み、財務内容を

理解し、販路開拓や新商品、新サービス開発等に活用すると同時に、分析結果を職員

で共有（週１回職員による案件毎の検討会実施）し、今後の職員のスキルアップを図

る。 

 

⑷目標   

 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

①セミナー 

開催回数 

― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②分析件数 

 

― １４件 １４件 １４件 １５件 １５件 

 

 

４.事業計画策定支援に関すること【指針⑵】 

⑴現状と課題 

   当所での事業計画策定支援は、小規模事業者持続化補助金や中小企業経営強化法 

に基づく経営力向上計画、三重県版経営向上計画等について事業計画の策定支援を

行ってきたが、支援先は希望する一部の事業者のみであり、地域内の小規模事業者

は、経営課題解決に欠かせない事業計画の策定、実行の重要性は認識しているが、
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その立案方法がわからない事業者が多い。 

前述の地域経済動向の調査、分析等の結果を踏まえ、多くの小規模事業者に対し

て事業計画策定の重要性及び立案方法、計画実行等についてセミナー等の開催によ

り支援する必要がる。 

 

⑵支援に対する考え方 

   今まで事業計画策定セミナーを実施したことが無かったため、今後セミナーを年

２回程度開催し、事業計画策定の重要性を認識させ、事業計画策定事業者の増加を

図っていく。「３．経営状況の分析に関すること」で経営分析を行った事業者に対

し事業計画策定を目指す。また、巡回・窓口相談時等においても事業計画策定支援

を実施する。 

 

⑶事業内容   

①事業計画策定セミナー開催による支援 

    経営分析を行った事業者や事業計画策定に意欲のある事業者を中心に事業計

画策定セミナーを開催する。 

【募集方法】経営分析を行った事業者へ直接案内を行い、その他、金融相談時や

決算、記帳指導事業者等については、ホームページや地域の新聞社

による募集記事掲載によるセミナー開催周知を行い募集する 

【実施回数】年間２回程度 

【カリキュラム】難しいイメージのある事業計画の策定についてわかりやすい内

容とするため、初歩的な内容から計画の実行方法等まで具体的

な内容とし、開催時間は参加しやすい夜間を中心に開催する。 

【参加者数】１０名程度 

 

  ②事業計画の策定支援 

   【支援対象者】上記①のセミナー参加者 

   【手段・手法】経営指導員が①のセミナー参加者に積極的に事業計画の策定支援

を行い、最終的に事業計画の実行まで支援を継続する。経営指導

員で対応できない案件については、専門家の指導を受け策定支援

及び計画の実行を行う。 

    

⑷目標 

   現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

事業計画

策定件数 

 ― 10件 10件 10件 11件 12件 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針⑵】 

⑴現状と課題 

   これまでの事業計画策定後の支援については、補助事業等の実績報告が伴う事業

については、事業終了後に報告書の策定支援は行ってきたが、補助金を伴わない事
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業計画策定支援は、職員の能力不足などから積極的に行われず支援件数も少なかっ

た。 

本計画では、事業計画策定件数の目標を掲げ積極的に事業計画策定支援を行い、

策定後も的確な計画実行支援を行う必要がある。 

  

⑵事業内容 

事業計画策定を行った全ての小規模事業者に対して、基本的には経営指導員等が

３ヶ月に１回程度巡回訪問によりＰＤＣＡサイクルを意識し事業の進捗状況を確認

し、必要な助言・指導を行い、必要であれば巡回訪問頻度を増加し対応する。 

事業者の進捗状況については、週１回職員で情報の共有を行う意見交換等の打合

せを実施し、必要な助言・指導を行い対応する。また、経営指導員等職員で対応が

できない案件については専門家を交え検討し、事業の進捗状況や内容によっては計

画の見直しや再検討を行い支援する。 

 

 ⑶目標 

   現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

フォローアップ

対象事業者数 
― 10社 10社 10社 11社 12社 

指導延べ回数 ― 30回 30回 30回 33回 36回 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針⑶】 

 ⑴現状と課題 

当地域は都市圏から遠距離に位置し、交通網も未整備で面積も狭小であること等 

  から製造業者が少なく、事業主の高齢化等から新商品や特産品開発を行う事業者も

少なく、販路開拓を目指した商品開発について当所から働きかけても消極的な事業

が多く、販路開拓の支援事例が少なく職員のスキルも低下していた。 

    課題として経験と勘に頼った商品作りから、消費者等の需要を的確に掴み商品作

りを行うことが必要である。 

 

⑵事業内容   

①管内の小売店、飲食店等５店舗程度を対象に、地域資源である「マグロ」や「海

洋深層水」等を活用した新商品・メニューを対象とする。具体的には、市内の土

産物販売店等で試食会等を行い、来場者にアンケート調査を実施し、調査結果を

分析し商品開発事業者に分析結果をフィードバックし、より消費者ニーズに合致

した商品作りを図る。 

＜アンケート調査方法＞ 

  【調査手段】市内の土産物店にて来場者（30 人程度）に経営指導員が調査項

目を聞取りにより調査する。 

  【調査項目】見た目／大きさ／味／価格／パッケージ等。 

  【分析方法】経営指導員が商品開発や販路開拓の専門家の意見を交えて調査

結果を分析する。 
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  【分析結果】分析結果は経営指導員が商品開発者にフィードバックし、より

良い商品作りを行う。 

         

  ②第二創業を希望する事業者に対して展示会、物産展等において市場動向調査を行 

う。 

     【分析方法】ＳＷＯＴ分析等による自社の強みを把握し、その強みを活かし

た事業展開について展示会等へ出展し、需要動向調査を行う。 

     【調査項目】展示会や物産展の来場者に対して、出展する商品が飲食であれ

ば、「味・価格・見た目（パッケージ）・量」等についてアンケ

ート調査を行う。サービスであれば、「価格・利用頻度・必要

性」等をアンケート調査する。 

     【調査手段】上記のアンケート結果や、ターゲットとする地域経済動向の分

析をＲＥＳＡＳや、消費者動向については地域別の家計動向が

わかる内閣府景気ウォッチャーを活用し経営指導員等が分析を

行う。 

 

⑶成果の活用 

 ①分析結果は、当該事業者へフィードバックし、新商品・新サービスの向上に活用 

する。 

  

②分析結果は、当該事業者にフィードバックし、実現可能な事業計画の策定等に活 

用し、第二創業を促進する。 

 

⑷目標 

  現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

①調査対象 

事業者数 
― ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

②調査対象 

事業者数 
― ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

アンケート

回収数 
― 30人／社 30人／社 30人／社 30人／社 30人／社 

    

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針⑷】 

 ⑴現状と課題 

これまで回数は少ないが都市圏での物産展等へは出展はしていたが、他社との差

別化ができる商品・サービスが少なく、消費者ニーズを踏まえての出展後のフォロ

ーも不十分であり、自社商品のＰＲ効果も希薄であった。 

このことから需要動向調査の結果を分析し、消費者ニーズに沿った商品・サービ

ス作りを行い、自社の強みを活かした新たな販路開拓を行う必要がある。 
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 ⑵事業内容 

①需要開拓セミナーの開催 

 地域外への販路を求めていかなければいけないが、地域外での商談経験が少な

く自社の強みや弱みを理解せず、消費者ニーズを把握していない事業者が多いこ

とから、商談会等の出展前の準備を行う為、需要開拓の方法を学ぶセミナーを年

１回程度開催し、新たな需要の開拓を支援する。 

 

②展示会・物産展等への出展 

   名古屋、東京、海外等の都市圏で開催される以下記載の商談会等へ出展し新た

な需要の開拓を支援する。 

・「しんきんビジネスマッチングフェア」 

開催地：名古屋市／開催期間：年１回１日開催／出展者来場者：県内外か 

ら出展企業約３４０社、来場者約 3,000名の恒例商談会 

・「地方銀行フードセレクション」 

開催地：東京／開催期間：年１回２日間開催／出展者来場者：都内外から  

出展企業約 800社、来場者約 12,000名の商談会 

     ・「沖縄大交易会」 

      開催地：沖縄県／開催期間：年１回２日間開催／出展者：バイヤー約 250

社・出展者約 250社の商談会。海外からのバイヤーも出展し海外への販路

拡大を図る。 

   

③マスメディアを活用した販路開拓 

    小規模事業者の中には消費者ニーズにあった商品作りを行っているが、効果的

なＰＲが行なわれず自社の商品力が伝わらないケースがあることから、マスメデ

ィアへの積極的な商品等の情報提供等によりメディアを活用した自社商品等の

ＰＲによる販路開拓を図る。 

 

 ⑶目標 

   現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

①セミナー参加事

業者数 

― 10社 10社 10社 10社 10社 

②商談会等参加事

業者数 

― ６社 ６社 ６社 ７社 ７社 

売上増加率 ― ３％ ３％ ３％ ４％ ５％ 

③マスメディア活

用の事業者数 

―  

３社 

 

３社 

 

３社 

 

４社 

 

５社 

   売上増加率  ５％ ５％ ５％ ６％ ７％ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 ⑴現状と課題 

   当市の賑わいイベントは、各団体が各々でイベントを開催していることから、集

客人数も少なく、イベントが終了すれば賑わいも終了していた。また、団体を構成

する人員も高齢化していることからイベント開催スタッフが減少していき、複数年

継続していたイベントも終了するケースが増加している。 

   商工会議所が主体となり、行政や民間企業、関係団体と連携し新たな産業等の創

出や、共同開催によるイベントでの交流人口の増加を図っていかなければならな

い。 

  

 ⑵事業内容 

   ①「おわせＳＥＡ（シー）モデル協議会」の開催（新規事業） 

廃炉となる火力発電所の跡地を活用した地域活性化を図ることを目的に、

尾鷲市、中部電力㈱、尾鷲商工会議所の３者による協議会。 

地域活性化策として、地域の間伐材等を利用したバイオマス発電所の建設

や発電による排熱を利用した陸上養殖や農作物栽培の新規事業の創設等、地

産地消の持続可能な循環型社会の構築を図り地域を活性する仕組みづくり

を行うため、１週間に１回上記３者による検討会議を開催する。 

 

②「尾鷲まぐろ流通促進プロジェクト協議会」の開催（継続事業） 

   この協議会は、構成員には尾鷲市内の水産会社や漁業協同組合、三重県水

産研究所、尾鷲市、三重県、商工会議所が連携し尾鷲産まぐろの消費拡大、

まぐろのまち尾鷲の確立に資することを目的に設立し、地域資源であるまぐ

ろによる地域活性化を図るため、年１回程度検討会を開催する。 
   

③「三重県尾鷲市尾鷲港産地協議会」の開催（継続事業） 

   行政（尾鷲市）、漁業者（漁協、水産加工組合、海産商協同組合、水産会社）、 

  当所が連携し、漁村の６次産業化等を通じた産地の水産業強化の取組を実施 

  し地域の活性化を図るため、年３回程度検討会を開催する。 

 

④創業セミナーの開催による活性化（新規事業） 

当所主催による創業セミナーを年１回程度開催することにより、地域での開

業率を増加させることにより雇用機会も増加させ地域の活性化を図る。 

     

⑤婚活イベントの開催による活性化（新規事業） 

当所及び行政等と連携し、婚活イベントを年１回程度開催することにより 

若年層や優良な人材が定住することにより地域の活性化を図る。 

    

   ⑥既存のにぎわいイベント及び新規イベントの開催（継続及び新規事業） 

既存の「おわせイタダキ市（朝市の物販で年１２回開催）」・「バル（飲食店

賑わいで年１回開催）」・「ツーデーウオーク（2 日間熊野古道ルート等を踏破

で年１回２日間）」の継続開催や、このイベントに商店街連合会やスタンプ会
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が実施する売り出しイベント（各年１回）を同時開催や新たなイベントの追加

により集客交流が図られ、地域内での消費が増加し小売店等の小規模事業者の

売上が増加し活性化を図る。 

また尾鷲市の計画にある「食」をテーマとした魅力ある賑わいイベント（地

域資源を活かしたＢ級グルメやアイデア料理コンテスト等）を企画運営するこ

で宿泊業者等の観光サービス関連業者の売上が増加し地域の活性化を図る。 

 

   ⑦新規観光ルートの開発（新規事業） 

当市には世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」（熊野古道）が

あることにより交流人口が増加したが、現在では交流人口も横ばいで推移して

いる。このため当所女性部が発刊した「魅せます！尾鷲」に掲載されている秘

境を既存の熊野古道ルートと結び付け魅力ある新規観光ルートを開発し、尾鷲

観光物産協会とも連携し、年２回程度の秘境ツアーを開催し交流人口の増加を

図る。 

    

⑧就職相談会の効果的な開催方法 

  ハローワークと連携し、地元へのＵターン希望者や近隣市町等から参加し

やすい相談会とするため、現在年１回開催している「ふるさと相談会」を年

２回程度開催し、正月休みやお盆の時期に開催し、参加しやすい相談会とし、

若年層や優良な人材を確保し定住人口の増加を図ることにより地域の活性化

に資する。 

 

 

 

 

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 

  職員の支援力強化を目的に以下の研修会等へ派遣する。 

   ①地域の金融機関及び日本政策金融公庫との情報交換を年２回程度開催し、地域 

の小規模事業者の実情や支援方法について学ぶことで、事業者への的確な指導

が実現すると共に職員の資質向上も図られる。 

    

②当所で行われる三重県よろず支援拠点での経営相談時（原則年 12回）に、当 

所職員を同席させることにより、専門家からの支援の引継ぎや職員の資質向上

が図られる。 

 

   ③三重県内の中小企業相談所長会議（年２回程度開催）において支援の成果や支 

援ノウハウ等の情報交換を行うことにより、様々な角度からの支援アプローチ 

が可能となる。 

 
   ④中小企業基盤整備機構や日本商工会議所、三重県商工会議所連合会が主催する 

    研修会へ随時職員を派遣し、支援ノウハウ、支援成果等について情報交換を行 
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うことで、より多くの情報収集ができ職員の支援力向上が図られる。 

   ⑤専門家派遣事業やベテラン職員が行う指導現場へ、随時若手職員を同行させ支 

援ノウハウの習得を図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 ⑴現状と課題 

   当所の経営指導員は、年間 20時間以上の経営支援に関する研修を受講してい 

るが、その他職員は年間数時間程度の一般的な研修のみの受講で、専門的な指導

は経営指導員しか対応ができない状態にあり、経営指導員以外の職員の支援力向

上が課題である。 

 

  ⑵事業内容 

①外部機関の講習会・研修会等の積極的活用 

一般職員等を中心に支援能力向上を目的に、中小企業庁が主催する「経営指

導員向け小規模事業者支援研修」等へ計画的に派遣する。 

また事業計画策定や経営分析の手法を習得するため、中小企業基盤整備機構 

     等が主催する「事業計画策定セミナー」や「経営分析セミナー」等の研修を

年１回程度職員等を派遣する。 

    

②専門家・ベテラン職員による指導 

       若手職員や指導歴の浅い経営指導員等の支援力向上を図るため、専門家派 

遣事業時やベテラン職員の経営指導時に同行させ、ＯＪＴによる支援力の向 

上を図る。 

 

  ③職員間の情報共有  

    ・研修会等受講毎の情報共有 

職員が受講した研修内容については、全職員が共有できるよう、受講毎に

受講した職員が講師となり、研修会を随時実施し講習内容の共有を図り支

援力の向上を図る。 

 

     ・データ入力による情報管理及び検討会の実施 

事業計画策定支援や経営分析支援を行った内容について、指導を行った職 

員が「経営発達支援計画 支援データ管理簿」に支援した内容を、全職員

が閲覧できるよう随時入力を行い、毎週１回、入力案件を全職員で内容の

検討を行うため検討会を実施する。職員で対応が困難な場合は専門家を活

用し検討する。 

  

 

３．事業の成果、評価及び見直しの実施に関すること 

   外部有識者（税理士、金融機関の支店長、専門家、行政の５名程度）による評価

委員会を設置し、毎年度事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行い、事
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業の成果・検証・見直し案については、毎月開催している正副会頭会議へ報告し承

認を受ける。事業の成果・検証・見直しの結果は当所ホームページで公表する。評

価、見直しの方法は以下のとおり行う。 

             

（評価・見直し方法） 

     

評価委員会 

評価委員会を半期毎（４月及び 10月）に事業の進捗状況を目標値 

等の数値で把握できる部分は数値で評価し、その他の事項は同業種、 

同事業の外部情報から判断し評価を行い、必要に応じて助言、見直し 

を図る。 

 

 

 

 

             

尾鷲商工会議所 正副会頭会議 

    評価委員会で審議された事業の成果・検証・見直し案について正副 

    会頭会議へ報告し承認を受ける。 

    場合によっては報告された内容を見直し等再検討を評価委員会等へ 

    指示を出す。 

 

 

 

 

 

               

検証結果の公表 

    正副会頭会議で承認された事業の成果・検証・見直しについて尾鷲 

    商工会議所のホームページ等で公表する。 
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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 30年 10月現在） 

（１）組織体制 

当所は専務理事以下職員１１名、嘱託４名（うち３名は地域振興係所属で尾鷲市から

の指定管理業務である海洋深層水取水施設の維持管理専従者）、合計１５名の小規模な

商工会議所であるため、当所中小企業相談所の経営指導員を中心として職員全員で経営

発達支援事業に取り組む。 

 

 
               ・所長（経営指導員兼務）：１名 

                  ・経営指導員：２名（所長兼務含む） 

               ・経営支援員：２名 

 ・記帳指導職員：１名 

                （合計５名） 

 

 
               ・業務庶務係：６名（嘱託１名含む） 
                   

・地域振興係：３名（嘱託） 

                 （合計９名） 

 

 

 

（２）連絡先 

    尾鷲商工会議所 中小企業相談所  

    所在地：〒519-3611 三重県尾鷲市朝日町 14番 45号 

    電 話：0597-22-2611 ＦＡＸ：0597-22-2682 

    Ｅ－ｍａｉｌ：owasecci@za.ztv.ne.jp 

    ＵＲＬ：http://owasecci.com 
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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） 

 
Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

必要な資金の額 57,000 57,000 57,150 57,150 57,150 

 

中小企業相談所 

地域振興費（展

示会等への出展

費用、商品開発

費など） 

 

 

53,000 

４,000 

 

53,000 

４,000 

53,000 

４,150 

53,000 

４,150 

53,000 

４,150 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、会費収入、受益者負担金等 

 

 

（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小規模事業者の経営状況や対象市場の経済動向調査 

  三重県内の経済動向調査は「三重の景況」、全国の対象市場での経済動向調査は、国

が提供している調査により情報を収集分析。経営分析にはセミナーを開催し分析方法

を学び自社の強み弱みを理解する。 

②新商品、新サービス開発による新事業展開支援 

  新商品等の開発を行う上で、事業計画策定が必要となり計画策定にはセミナー等の

開始により専門家から指導を受け、展示会等の出展により需要動向を把握し対象市場

へ販路を拡大し売上増加を図る。 

③商工振興支援 

  熊野古道や水産物の地域資源等を活用し、外部団体と連携し交流人口の増加を目的

に各種イベント等を連携開催し、地域内での消費を拡大し小規模事業者の売上増加を

図る。 

 

連携者及びその役割 

①連携者 

・三重県商工会議所連合会 会長 岡本 直之 

所在地：三重県津市栄町 1-891三重県合同ビル６階 電話：059-227-1666  

・百五銀行尾鷲支店 支店長 安藤 正人 

  所在地：三重県尾鷲市朝日町 12-25 電話：0597-22-0105 

・第三銀行尾鷲支店 支店長 湯浅 健一 

  所在地：三重県尾鷲市朝日町 12-1 電話：0597-22-2411 

・紀北信用金庫本店 理事長 森浦 克好 

  所在地：三重県尾鷲市古戸町 12-3 電話：0597-23-2341 

・日本政策金融公庫津支店 支店長 田宮 良則 

  所在地：三重県津市万町津 133 電話：059-227-5211 

・三重県信用保証協会本店 会長 植田 隆 

  所在地：三重県津市桜橋 3-399 電話：059-229-6021 

・公益財団法人三重県産業支援センター 理事長 山川 進 

所在地：三重県津市栄町 1-891三重県合同ビル５階 電話：059-228-3321 

・三重県 知事 鈴木 英敬 

所在地：三重県津市広明町 13 電話：059-224-2534 

・三重県よろず支援拠点（事務局：三重県産業支援センター） 

所在地：三重県津市栄町 1-891三重県合同ビル５階 電話：059-228-3326 

・東海税理士会尾鷲支部 支部長 野田 国一 

所在地：三重県尾鷲市港町 6-13 電話：0597-22-1887 

（役割） 

地域経済動向に詳しい地域金融機関からの情報収集や、小規模事業者の経営状況の分
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析を、三重県よろず支援拠点や税理士、三重県からの専門家派遣事業を活用し行い、

現状把握に努め、販路拡大への方向性を見出す。 

 

②連携者 

・公益財団法人三重県産業支援センター 理事長 山川 進 

所在地：三重県津市栄町 1-891三重県合同ビル５階 電話：059-228-3321  

・三重県よろず支援拠点（事務局：三重県産業支援センター） 

所在地：三重県津市栄町 1-891三重県合同ビル５階 電話：059-228-3326 

・尾鷲市 市長 加藤 千速 

所在地：三重県尾鷲市中央町 10-43 電話：0597-23-8132 

・三重県 知事 鈴木 英敬 

所在地：三重県津市広明町 13 電話：059-224-2534 

・百五銀行尾鷲支店 支店長 安藤 正人 

  所在地：三重県尾鷲市朝日町 12-25 電話：0597-22-0105 

・第三銀行尾鷲支店 支店長 湯浅 健一 

  所在地：三重県尾鷲市朝日町 12-1 電話：0597-22-2411 

・紀北信用金庫本店 理事長 森浦 克好 

  所在地：三重県尾鷲市古戸町 12-3 電話：0597-23-2341 

・日本政策金融公庫津支店 支店長 田宮 良則 

  所在地：三重県津市万町津 133 電話：059-227-5211 

（役割） 

対象市場の需要動向調査の分析や、新事業展開への事業計画等について、地域金融機

関や外部支援団体所属の専門家より消費者ニーズを的確に捉えた新商品開発を行い、

六次産業化を含めた新たなビジネスモデルの構築により販路開拓を図る。 

 

③連携者 

・尾鷲市 市長 加藤 千速 

所在地：三重県尾鷲市中央町 10-43 電話：0597-23-8132 

・協同組合尾鷲観光物産協会 理事長 土井 弘人 

  所在地：三重県尾鷲市中井町 12-14 電話：0597-23-8261 

・尾鷲市商店連合会 会長代行 北裏 裕通 

所在地：三重県尾鷲市朝日町 14-45尾鷲商工会議所内 電話：0597-22-2611 

・尾鷲イタダキ市実行委員会（事務局：尾鷲商工会議所） 委員長 橋本 正 

  所在地：尾鷲市朝日町 14-45 電話：0597-22-2611 

（役割） 

商店街の売出イベントや朝市等の交流等イベントへ共催にて食に関するイベントや

観光資源を活用した魅力ある観光スポットのＰＲ等を通じ交流人口を増加させ、地域

での消費拡大による小規模事業者の売上増加を図る。 

 

連携体制図は別紙 
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連携体制図等 

経営発達支援事業全体連携図 

               小規模事業者 

 

 

 

         

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

①小規模事業者の経営状況や対象市場の経済動向調査 
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②新商品、新サービス開発による新事業展開支援 
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