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経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

松阪香肌商工会（法人番号 4190005007514） 

松阪市    （地方公共団体コード 242047） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目 標 

経営発達支援計画の目標 

(1)小規模事業者の課題抽出調査の実施による全小規模事業者の課題把握 

(2)小規模事業者の経営分析や事業計画策定支援等の強化による支援先企

業の経営力の底上げ 

(3)小規模事業者の事業承継支援の強化による事業承継実現企業の増加 

(4)地域資源を活用した商品開発とマーケティングに基づいた販売戦略の

促進による売れる地域資源活用商品の開発 

(5)６次産業化や農商工連携の促進による地域リーダー企業の創出 

(6)当商工会管内における創業希望者への創業支援の強化 

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 

  ・商工会独自の地域経済動向調査の実施 

  ・管内の景気動向調査の実施 

 ２．経営状況の分析に関すること 

  ・経営分析セミナーの開催 

 ・専門家と連携した「経営分析シート」の作成 

３．事業計画策定支援に関すること 

・事業計画策定セミナーの開催 

・事業者の経営分析結果に基づく事業計画の策定 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ・事業計画事業者へのフォロー実施と目標管理 

５．需要動向調査に関すること 

 ・道の駅を活用した需要動向調査 

 ・商談会等を活用した需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ・ＢtoＢ、ＢtoＣ展示販売会、商談会への各種出展 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

  ・「松阪市香肌地域活性化協議会」の組織化と運営 

  ・香肌ブランド確立にための認定事業の実施 

  ・当地域内事業所への就職のためのＪ・Ｉ・Ｕターン事業の実施 

連絡先 

松阪香肌商工会 

〒515-1411 三重県松阪市飯南町粥見３９５０ 
TEL：0598-32-2321 FAX：0598-32-2987 E-mail：m-seibu@ma.mctv.ne.jp 

松阪市役所産業文化部商工政策課 
TEL：0598-53-4149 FAX：0598-22-0003 E-mail：syok.div@city.matsusaka.mie.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．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

 ①-1地域の現状（立地） 

当商工会のある地域は、平成 17 年１月 1 日の市町村合

併により松阪市の一部の地域となっていますが、それまで

旧飯南郡として存在した旧飯南町と旧飯高町の 2町の地域

に跨った商工会として平成 18年 4月 1日に商工会合併が

行われ、現在に至っています。また合併当初は松阪西部商

工会の名称で設立し、同じように松阪市に統合された旧嬉

野町、旧三雲町で合併した松阪北部商工会とともに、旧松

阪市地域で存在していた松阪商工会議所と合わせて、現

在の松阪市の中に、１商工会議所と２商工会が併存する環

境となっています。 

現在の松阪市は、三重県のほぼ中央に位置し、東は伊

勢湾、西は台高山脈と高見山地を境に奈良県に接し、東西

50km、南北 37km と東西に長く延び、総面積で 623.58㎢を

有し、三重県全体の約 10.8％を占めています。内当商工会 

管内の面積は、317.27㎢を有し、松阪市全体の 50.9％を占めていますが、森林面積が 294.02

㎢もあり、林野率 92.7％と典型的な中山間地域として位置付けられています。 

また当商工会管内を源流として伊勢湾に流れる櫛田川の上・中流域は「香肌峡」と呼ばれ、

昭和２８年に県立自然公園に指定されており、当商工会管内全域がその中に立地しています。 

そのため風光明媚な香肌峡を前面に押し出した事業展開を目指し、平成 30年 4月 1日より

松阪西部商工会から松阪香肌商工会と名称変更を行っています。 

 

①-2地域の現状（人口推移） 
 

年 

項目 

松阪市全体の人口推移 松阪香肌商工会管内人口推移 

平成 22年 4月 1日 平成 31年 4月 1日 平成 22年 4月 1日 平成 31年 4月 1日 

人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 
0～14歳 23,225 13.6 20,662 12.6 971 9.3 627 7.6 
15～64歳 106,329 62.2 95,544 58.2 5,518 53.1 3,839 46.8 
65歳以上 41,289 24.2 47,883 29.2 3,900 37.5 3,736 45.5 
合計 170.843 100.0 164,089 100.0 10,389 100.0 8,202 100.0 

 

平成 31年 4月 1日現在の松阪市の人口は 164,089人で、平成 22年 4月 1日時点の人口

は 170,843人と 6,754人（4％）減少に留まっていますが、当商工会地域は奈良県との県境に面

する山間のエリアであり、少子高齢化が止まらず過疎化が進み、管内人口は平成 22 年 4 月 1

日時点で、10,389人であったものが 9年後の平成 31年 4月 1日現在では人口 8,202人となり、

2,187人（21.05％）が減少しています。高齢化率も平成 31年 4月 1日現在で松阪市全体では
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29.2％となっていますが、当商工会管内においては 45.5％と非常に高くなっています。 

この傾向が続いている主な要因としては、慢性的な人口流出が挙げられます。具体的には

当商工会管内には、全国初の連携型中高一貫教育校となった１学年８０名定員の小規模県

立高校が存在していますが、総合学科以外の多様な進路をめざそうとする管内の生徒

は、管外の高校へ進学することが近年多くなっています。また高校卒業と同時にそのまま

管外の事業所へ就職や大学へ進学するパターンが大半を占め、そのまま地元に戻らない状況

が続いています。また管内の自宅から通勤するケースもありますが、婚姻等を機会に日常生活

を営む上で便利な旧松阪市街地へ移住することで管内から流出したり、子供の高校進学に合

わせ通学に便利な旧松阪市街地へ移住したりと負のスパイラルが加速度的に進んできている

ことが挙げられます。 

また当商工会管内の面積率が市全体の 50.9％に対して、人口割合は 5％に止まっており、

如何に人口密度が低い地域であるかが証明されています。 

 

①-3地域の現状（産業） 

当商工会管内における創業率の低下と廃業率の上昇により、人口の少子高齢化の比率以

上に、商工業者数の減少が進み、小規模事業者数並びに会員数も以下の通り減少の一途を

たどっています。 
    年度 

項目 
H17年度 H19年度 H22年度 H25年度 H28年度 H31年度 H31/H22 

商工業者 660 625 564 488 461 440 △33.3％ 

小規模事業者 636 599 541 468 442 420 △34.0％ 

法定会員数 422 389 339 303 275 246 △41.7％ 

組織率（％） 63.9 62.2 60.1 62.1 59.7 55.9  
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平成 19年度業種別構成（H19.4.1 現在） 

業  種 建設業 製造業 
情報通

信業 
運輸業 

卸・小

売業 

金融保

険業 

不動産

業 

飲食・

宿泊業 
教育学習

支援業 

医療福

祉業 

サービ

ス業 
合 計 

商工業者 152 142 2 8 163 2 0 36 12 9 99 625 

小規模事業者 148 128 2 8 158 2 0 35 12 9 97 599 

商工会員数 80 104 1 5 106 0 0 25 1 5 62 389 

 

平成 31年度業種別構成（H31.4.1 現在） 

業  種 建設業 製造業 
情報通

信業 
運輸業 

卸・小

売業 

金融保

険業 

不動産

業 

飲食・

宿泊業 
教育学習

支援業 

医療福

祉業 

サービ

ス業 
合 計 

商工業者 115 94 1 4 98 2 2 26 10 8 80 440 

小規模事業者 112 84 1 4 94 2 2 25 10 8 78 420 

商工会員数 46 61 1 3 65 1 1 19 1 5 43 246 
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上記 12年間における比較増減数 

業  種 建設業 製造業 
情報通

信業 
運輸業 

卸・小

売業 

金融保

険業 

不動産

業 

飲食・

宿泊業 
教育学習

支援業 

医療福

祉業 

サービ

ス業 
合 計 

商工業者 -37 -48 -1 -4 -65 ±0 2 -10 -2 -1 -19 -185 

増減率（％） -24.3 -33.8 -50.0 -50.0 -39.9 0 ― -27.8 -16.7 -11.1 -19.2 -29.6 

小規模事業者 -36 -44 -1 -4 -64 ±0 2 -10 -2 -1 -19 -179 
商工会員数 -34 -43 ±0 -2 -41 1 1 -6 ±0 ±0 -19 -143 

 

 上記業種別のデータによる減少要因等は以下のことが考えられます。 

当商工会の立地図から見て取れる様に、当地域は三重県内では有数の中山間地域に該

当し、古くより林業が栄えた地域で、それに伴い木材加工を行う製材業が主要産業でし

たが、国内産林業の低迷、大手ハウスメーカーの地方への進出等により、販売単価の下

落、販路の縮小現象を引き起こし、大幅に製材業者数が減少しています。こうした状況

は全国的にも同様の傾向が続いていますが、当地域においては、顧客の需要に柔軟に対

応することで販路を多く持ち、経営の持続的発展を続けている製材業者も数社見受けら

れます。 

また建設業においては旧松阪市との合併により当地域への工事に関しても、旧市街地

の建設業者の入札参加の増加や、当地域での公共工事予算の削減等が要因となり、経営

規模の縮小や廃業する傾向が続いています。 

卸・小売業者においては特に減少数が多く、少子高齢化による購買力の低下や半径 50

㎞内への大型店舗の相次ぐ出店、道路網の整備等による消費の流出も要因の一つと考え

られますが、事業規模の縮小による後継者のいない小規模事業主がどんどん高齢化する

ことで廃業を余儀なくされる事業所の増加が減少につながっている一番大きな要因と

考えられます。 

 また飲食・宿泊業やサービス業においても、事業主の高齢化による廃業や購買力の低

下により、食堂や理美容事業者を中心に減少が続いています。そのような中、当商工会

管内の特徴として道の駅が２つも存在し、うち１件の「飯高駅」は温泉とレストランを

併設し入込客数は年間３５万人を超え、年商 3億 3,500万円と県内でもトップクラスの

数字となっており、施設内には特産品製造施設も併設し、地域の有志者で有限責任事業

組合にて餅や菓子を製造し、道の駅以外にも販路を広げ、当会としても各種補助金を活

用しながら「香肌ブランド」として地域の特産品化を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また当地域は約５０年前の養蚕からの転作として官民一体となり、緑茶の栽培加工に

力を入れてきた経緯があり、かつては伊勢茶の中でも深蒸し煎茶として加工販売を経営

する事業者も多くありましたが、事業主の高齢化に伴い製茶業者も集約化が進み、２代

道の駅飯高駅特産品販売所 

  

道の駅飯高駅全景 
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目以降の後継者が共同出資を行い法人化することで経営を存続させている事業所が現

在３事業所存在しており、栽培生産から加工製造、一般消費者への販売に至るまで６次

産業化を目指し取り組んでいます。 

 また交流人口の増加を目指し、香肌峡県立自然公園を全面に打ち出した観光開発を行

政、商工会とで取り組み始めています。 

 

①-4地域の現状（交通） 

 当地域には紀伊半島を横断する形での旧和歌山街道とかつては大和と伊勢を最短ル

ートで結んだ伊勢本街道があり、その街道に沿うように国道１６６号線と３６８号線が

あり、特に国道１６６号線は整備が進み、高速道路を除く一般国道としては大阪、奈良

から伊勢へ向かう最短道路として近年往来が激しくなってきています。また三重県南部

の尾鷲市や熊野市の水産業者のトラックも、大阪方面への納品等の運搬ルートとしての

利用も増えており、観光客やビジネス客の取り込みが今後の課題となってきています。 

 公共交通機関は幹線道路である国道１６６号線を往復する路線バスしかなく、利用客

の減少とともに松阪駅と道の駅飯高駅の間で約１時間に１本と本数も減り、飯高駅より

山間部の地域においては、１日に５本しかないため市のコミュニティバス運行サービス

により高齢者の社会生活を維持している状況となっています。 

 

①-5地域の現状（松阪市総合計画：商工観光部門、中山間地域の振興） 

 平成２８年度から３１年度までの松阪市総合計画の中の商工政策としては、「商工業

の振興」、「企業誘致・連携の推進」、「観光・交流の振興」、「地域ブランドの振興」、「雇

用・勤労者福祉の充実」が挙げられており、中でも「商工業の振興」においては、松阪

市産業支援センター運営事業が盛り込まれ、中小企業・小規模事業者の課題解決相談と

して専門家派遣事業が展開されており、当会においても活用し、管内の小規模事業者に

効果的に還元されています。その他にも３分の１補助対象で上限２０万円の豪商のまち

店舗改装支援事業も管内小規模事業者においての活用実績もあり、今後も周知徹底する

ことで活用件数の増加を計画しています。 

 また中山間地域の生活環境の整備や雇用の創出など、住みよい環境を整えることで地

域外からの移住者を増やしていくことを目的として「中山間地域の振興」が挙げられて

おり、空き家バンク制度を活用した移住促進や観光資源を活用し、観光交流人口を増や

すとともに、観光ビジネス産業と連携して雇用の場の確保などに取り組まれています。 

 

 ②地域の商工業の課題 

 上記５つの視点からの地域の現状を踏まえ、当地域における課題が以下のとおり浮き

彫りとなっています。 

 

 1.当商工会管内の商工業の衰退と内部環境改善 

  産業構造の変化や少子高齢化等の外部環境に伴い、当地域の主要産業である製材業

関連を始めとし、毎年商工業者が減少しています。反面、地域経済や地域コミュニテ

ィを維持していくためには小規模事業者の存続は必須であります。そのような状況を

踏まえ、昔ながらの経営手法からの脱却を図り、経営を持続的発展していくためには、

経営分析を行い「事業の見える化」を図り、それぞれの課題解決に向けた事業計画を
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策定し推進していくことで経営力を強化する内部環境改善の必要性があります。 

 

 2.廃業率の上昇と後継者不足対策 

  当商工会管内で廃業される事業者の多くは、少子高齢化による地域経済の縮小に耐

え切れず止む無く廃業する事業者が大半を占めますが、中には事業主の高齢化ととも

に後継者候補が見つからず、事業として存続できる規模を有しながらも廃業を余儀な

くされている事業所もあります。その原因は、子供が地域から出て行って後継ぎとし

て戻ってこなくなってしまったケースや子供がいないケースなどがありますが、その

ような事業所の後継者不足への対策をケアしていくことで、地域経済の衰退を少しで

も踏み留めることができると考えられます。したがって、その事業所の実情に沿った

事業承継計画を策定し、中長期的な対策を立てていくことで子や親族への事業承継、

第三者への事業承継等柔軟な対応が可能となり、効果的に廃業率を低下させることが

できると考えられます。 

 

 3.新たな産業の創出と創業支援 

  これまでの補助事業等の活用により地域特産品の開発事業は徐々に進み、現在では

「香肌ブランド」としてまとまった商談会や販売会を開催できるようになってきてい

ます。しかしこれまでは観光事業による誘客は当地域に２つある道の駅に依存すると

ころが多く、県立自然公園の地の利を活かした観光産業の開発には至っていませんで

した。近年櫛田川を活かしてのカヌー体験や香肌峡の山々を活かしたトレッキング、

文化遺産や名勝をめぐるサイクリングなど、自然を活かした観光事業を手掛けるＮＰ

Ｏ法人が立ち上がり今後の活動が期待されています。そのような昼間人口の流入に伴

うマーケットイン対応の小規模事業者の事業展開支援や、観光サービス業や飲食業等

を開業しようとする創業支援の重要性が高まってくることが予想され、その対応策が

課題となってきています。併せて創業セミナーによる創業喚起や創業計画策定に基づ

く創業支援策が課題となってきます。 

 

 4.行政との連携 

  上記課題を解決していくためには、松阪市においての当地域の特殊性があるため、

当商工会単独で取り組むべきものと、地域行政が単独で取り組むべきもの、また当商

工会と地域行政がともに連携をとりながら取り組むべきことを整理することで、より

効果的な商工業振興対策ができると考えられます。例えば当商工会単独では対応でき

ない、少子高齢化対策としての空き家バンク事業やＪターン、Ｉターン、Ｕターンを

促進させる仕事バンク事業と商工会の創業支援事業とを連携させることで、当地域へ

のスムーズな移住が実施しやすくなると考えられます。 

またこのような連携事業を次期の総合計画に盛り込んでいただくことで、より効果

的に事業推進が可能になると考えられます。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

   これまでの５年間においても、当商工会の経営発達支援計画に基づき経営支援を実

施してきましたが、管内の小規模事業者数の減少に歯止めをかけることができません

でした。 



- 6 - 

 

そこで改めて、活力ある小規模事業者が地域を牽引する社会の創造を目指し、小規

模事業者の減少傾向に歯止めをかけることを目的として、地域の全小規模事業者の経

済動向調査結果をデータベース化します。それを活用して、小規模事業者の経営力の

底上げと、事業承継・創業支援による新陳代謝が促進されるようにきめ細かな伴走型

支援を行います。具体的には、小規模事業者の中長期的な課題解決のために、経営分

析したうえで具体的な数値目標を設定した事業計画を策定し、各事業者の実情に合わ

せた個社支援を実践することで、現実的な振興を実践します。 

加えて当商工会管内における外部環境整備の一因となる創業支援や観光産業開発に

よる流入人口施策を含め、１０年間の中長期的なスパンでの振興施策を以下のとおり

計画し実施していきます。 

 ①小規模事業者の持続的発展に寄与するために、具体的な数値化目標を設定した事業

計画を策定支援していく。 

 ②円滑な事業承継や創業者支援を実施し、小規模事業者の新陳代謝を促進させること

で、地域経済を活性化させていく。 

 ③地域行政と綿密に連携し、当地域の実情を見据えた小規模事業者振興施策を松阪市

総合計画と連動させていくことで、中長期的な外部環境整備を推進していく。 

 ④マーケットイン型や地域資源を活用したオンリーワン型の特産品や観光商品を販

売していくことで、売上拡大につなげていく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

  当商工会管内の小規模事業者の現状・課題や中長期的な振興のあり方を踏まえ、本

計画の期間における目標を以下のとおりとします。 

 ①小規模事業者の課題抽出調査の実施による全小規模事業者の課題把握 

 ②小規模事業者の経営分析や事業計画策定支援等の強化による支援先企業の経営力

の底上げ 

 ③小規模事業者の事業承継支援の強化による事業承継実現企業の増加 

 ④地域資源を活用した商品開発とマーケティングに基づいた販売戦略の促進による

売れる地域資源活用商品の開発 

 ⑤６次産業化や農商工連携の促進による事業経営者の創出 

 ⑥当商工会管内における創業希望者への創業支援の強化による小規模事業者数減少

の歯止め 

  

（４）目標の達成に向けた方針 

  ① 今後２年間をかけて管内の小規模事業者の詳細な実態を把握するため、独自の地

域経済動向調査を実施し、できるだけ多くの管内小規模事業者のそれぞれの課題を

データベース化し把握したうえで、優先順位を設けながら課題解決に向けた支援を

実施していきます。 

  ② 上記①のデータベースに基づき、経営力強化支援を最優先に取り組むべきと判断

された小規模事業者については、まずは三重県商工会連合会が推奨する「事業見え

る化レポート」による経営分析を実施し、次にその分析結果に基づいた三重県が推

奨する「三重県版経営向上計画」等の事業計画策定支援を実施し、その後事業計画

の実行に向けてフォローアップ支援を実施していきます。 
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  ③ 上記①のデータベースに基づき、事業承継支援を最優先に取り組むべきと判断さ

れた小規模事業者については、三重県商工会連合会が推奨する「事業価値を高める

経営レポート」分析を実施し、次にその分析結果に基づいて事業承継計画策定支援

を実施し、その後事業承継の実行に向けてフォローアップ支援を実施していきま

す。 

  ④ 当商工会管内の小規模事業者に対して経営分析を実施する中で、地域資源を活用

し、小規模事業者の持つ技術やノウハウ、アイデアを加えることで、新商品や新サ

ービスの開発が可能であると判断される場合は、事業計画策定支援を通じて積極的

に支援していきます。また需要動向調査によるマーケティング調査や専門家を交え

た広域的なマーケティング分析を踏まえた商品やサービスの開発も促進し、展示会

や商談会、即売会などを通じて需要拡大・販路拡大することで、経営力の強化を支

援していきます。 

  ⑤ １次産業者が商い的な取り組みができるように、６次産業化や農商工連携による

商品化を促進し、販売ＰＲまで計画的、段階的に実現できるように支援していきま

す。 

  地産他消を推進し１次産業者の経営改革を促し、６次産業化の取り組みに対する支

援、既存企業との農商工連携推進を促し、事業経営者を創出し、販路の拡大による

経営力強化を図ることで雇用の促進、経営者の育成を実施していきます。 

  ⑥ 創業を希望する者を募り、松阪市の産業競争力強化法に基づいた創業支援計画に

則した創業支援並びに三重県商工会連合会や他の商工会並びに三重県産業支援セ

ンター等と連携し、創業セミナー等を実施し、知識の向上と創業計画の策定支援を

実施していきます。 

  

   上記の目標を達成するために、毎年ＰＤＣＡサイクルによる検証を行い、改善を

図りながら小規模事業者に伴走した支援を実施していきます。 

   また上記支援を円滑に推進するために、各種関連機関と連携を取り情報の共有を

図りながら効率的かつ効果的に支援を実施していきます。 
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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（令和２年４月１日～令和７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 

 

（１）現状と課題 

  地域経済動向調査に関しては、すでに認定を受けている旧経営発達支援計画におい

ても実施していますが、古いものではすでに５年経過しており、情報の陳腐化も進ん

でいます。また各小規模事業者のそれぞれの課題について短期的に支援するべきもの

や中長期的に支援する必要があるもの等整理ができていないため、時期を捉えた的確

な小規模事業者支援ができていない状況となっています。 

  また当商工会の特殊事情として、松阪市の中に、１商工会議所と２商工会が混在す

る変則的な行政区となっているため、「ＲＥＳＡＳ」等ビッグデータシステムについ

ては、市町村単位までのデータ分析しかできないため、独自のデータ集積と分析が必

要となってきます。 

そこで本計画の最初の取り組みとして、改めて管内小規模事業者の実態調査を含め

た地域経済動向調査を１年目には商工会会員向けに職員の聞き取り訪問で実施し、２

年目には、非会員向けに同様に実施し、留守で連絡が取れない小規模事業者には、返

信用封筒を準備するなどできるだけ調査票の回収に努めて、管内の小規模事業者のデ

ータベース化を行い、そのデータを分析することで松阪香肌地域の独自の経済動向調

査としてまとめ公表します。 

また同時に当商工会管内の業種別のデータ構築がなされていないことから、３年目

以降に管内の経済動向としての調査分析を行い、その分析結果を公表し、小規模事業

者支援に向けてステップアップが図れるよう、経営分析・事業計画策定等へ活用して

いきます。 

 

（２）事業内容 

  ①当商工会独自の地域経済動向調査の実施 

    効率的かつ効果的な経営分析や事業計画策定、事業承継計画策定等が行えるよ

うに配慮したアンケートを作成し、アンケート調査後、経営指導員と外部専門家

と連携してデータベース化し、管内の地域経済動向として専門家による分析を行

い、管内の景気動向としてまとめ、分析結果を当商工会のホームページ等で公表

します。    

   【調査対象】 １年目…当商工会員小規模事業者全社（２４０社） 

          ２年目…当商工会管内非会員小規模事業者全社（１８０社） 
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   【調査項目】 事業の景況と見通し（過去３年間の実績、今後３年間の見込み：

売上と採算性）、代表者の年齢、業種、業態（法人個人）、経営者

の代、業歴、代表者の子供の人数、従業員数、経営理念策定の有

無、事業計画作成の有無、事業資金借入の有無、返済予定期間、

連帯保証人の有無と関係性、事業承継の予定、後継者の有無、候

補者との関係性と選んだ理由、後継者への引継ぎ課題、廃業予定

の有無と理由、事業承継を検討する条件、地域で購入するもの

等々 

【調査手法】  経営指導員等巡回訪問時にヒアリング調査で回収 

               巡回時留守のところは、調査依頼書と返信用封筒を小規模事業者

のポストへ投函して記入後郵送してもらい回収します。 

【分析手法】 経営指導員と外部専門家により地域経済動向として分析し、公表

します。 

 

②管内の景気動向調査の実施 

管内小規模事業者の景気動向等についてより詳細な実態を令和４年度より３年

間継続的に把握することで管内各小規模事業者の経営分析や事業計画策定をより

効果的に行うため、年 2 回調査・分析を行います。また分析については、経営指

導員と外部専門家と連携して行い、その結果を年 2回公表します。 

 【調査対象】 管内小規模事業者 40社（建設業、製造業、卸・小売業、サービス

業から 10社ずつ） 

 【調査項目】 売上額、仕入価格、経常利益それぞれ過去３年間の実績と今後３

年間の見通し、資金繰り、雇用、設備投資等 

【調査手法】 経営指導員等巡回訪問時にヒアリング調査で回収 

               巡回時留守のところは、調査依頼書と返信用封筒を小規模事業者

のポストへ投函して記入後郵送してもらい回収します。 

   【分析手法】 経営指導員と外部専門家により地域景気動向として分析し、公表

します。 

 

（３）成果の活用 

  〇情報収集・調査・分析した結果は当会のホームページに掲載し、広く管内事業者

等に周知します。 

  〇分析結果をデータベース化し、小規模事業者の課題解決に向けた支援に効果的効

率的に活用します。 

  〇経営指導員等が巡回指導する際の参考資料とします。 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①公表回数 ０回 １回 １回 ０回 ０回 ０回 

②公表回数 ０回 ０回 ０回 ２回 ２回 ２回 
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３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

  これまでも経営状況の分析に関しては経営発達支援計画に目標を掲げ取り組んで

きたものの、目標達成には至っていない状況となっています。要因としては高度・専

門的な知識の不足等により効率が悪い手法で実施していることが挙げられます。 

本計画においては、統一書式による経営分析手法の採用や外部専門家等との連携等

改善施策を講じ、効率的かつ効果的に実施していきます。 

 

（２）事業内容 

  ①当商工会独自の地域経済動向調査をデータベース化し、その分析結果に基づき、

経営分析による課題抽出の必要性のある小規模事業者に対して、巡回訪問時等に

掘り起こしの声掛けを行います。その後小規模事業者全体を対象とした経営分析

セミナーを開催し、掘り起こした事業所には改めて参加促進を行います。また本

セミナーは毎年１回開催することで、１５社の参加者を目標に支援のできる体制

を保ちます。同時にデータベース化の中から事業承継支援の必要性がある事業者

についても掘り起こしの声掛けを行い、事業承継に向けた分析を実施します。 

   【募集方法】開催通知の郵送及び巡回時の声掛け 

   【開催回数】年間１回 

   【参加者数】目標１５社 

 

  ②経営分析の内容 

   【対 象 者】 セミナー参加者の中、またデータベース化の中から課題解決に向

けて意欲的な３０社」を選定 

   【分析項目】 定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双 

方を行う 

          ≪財務分析≫過去３年間の売上高、営業利益、粗利益率、経常利

益、経常利益率等 

          ≪SWOT分析≫事業の強み、弱み、脅威、機会等 

【分析手法】 三重県商工会連合会が推奨する「事業見える化レポート」を活用

し、経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う 

       事業承継に課題を見出した事業所においては、三重県商工会連合

会が推奨する「事業価値を高める経営レポート」を活用し、経営

指導員等が外部専門家と連携し分析を行う 

       なお、より高度な経営分析が必要な場合は、更に外部専門家と連

携し、詳細な経営分析レポートを作成する。 

 

（３）成果の活用 

  〇分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

  〇統一書式で分析することで、分析結果をデータベース化し、内部共有することで、

経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 



- 11 - 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①開催件数 ０回 １回 １回 １回 １回 １回 

②分析件数 ３件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

  これまでも事業計画策定は実施してきたものの、補助金や計画申請に係る事業計画

策定が主であり、小規模事業者自らが自主的に経営課題を発掘するために経営分析を

行い、そのデータに基づく事業計画策定支援にはなかなか至っていない状況が続いて

いました。そこで本計画においては、小規模事業者自らが経営課題に対して需要を見

据えた売上対策等「気付き」を自覚していただき、経営の売上向上や持続的発展を促

すことのできる事業計画策定に積極的に取り組むことができるよう支援していきま

す。 

 

（２）支援に対する考え方 

  小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行

動や意識変化を促せる訳ではないため、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを

工夫するなどにより、経営分析を行った事業者の５割程度の事業計画策定を目指しま

す。 

併せて、巡回・窓口支援、持続化補助金の申請を契機として経営計画の策定を目指

す事業者の中から、実現可能性の高いものを選定し、事業計画策定につなげていきま

す。 

 

（３）事業内容 

  ①経営分析を行った事業所を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

  【募集方法】経営分析を行った事業所並びに事業計画策定を希望する小規模事業者 

        ※事業計画策定を希望する小規模事業者が参加される場合は、経営分

析を実施した後、参加していただく。 

  【回  数】集団セミナー年１回 

  【ｶ ﾘ ｷ ｭ ﾗ ﾑ】三重県版経営向上計画を活用した事業計画の策定 

・事業計画策定の意義と必要性 

・事業課題を把握・整理する 

        ・実施計画を立案する 等 

  【内  容】三重県版経営向上計画とは、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」

に基づき、創設された制度で、県内小規模事業者の経営の向上に対す

る主体的な努力を促進し、意欲を引き出すために、その発展段階に応

じて作成する事業計画を三重県が認定することで、県内小規模事業者

の成長と県内経済の活性化を図ることを目的としています。 
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        定性的に課題を把握し整理するステップ１から実施計画を立てるス

テップ２や定量的に収支計画や資金計画を策定実行していくステップ

３まで、各小規模事業者の発展段階に応じて対応するため、基本的な

講座を集団セミナーで行い、その後個別に対応していきます。 

  【参加者数】目標１５社 

   

  ②事業計画の策定 

  【支 援 対 象】経営分析を実施した事業者を対象とします。 

  【手段・手法】基本的には上記①の事業計画策定セミナーの受講者に対して、経営

指導員等が担当制で分担して張り付き、集団セミナー終了後効果的

な事業計画の策定を目指し、外部専門家を活用し個別相談会も実施

しながら精査策定していきます。 

         またセミナー参加者以外でも事業計画策定の必要性がある場合は、

経営分析を行った後、随時事業計画を策定していきます。 

 

（４）目標 

  現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策定

件数 
１８件 １５件 １５件 １５件 １５件 １５件 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

  昨年までは、補助金申請にかかる事業計画書に基づくフォローアップが主になって

おり、売上金額以外の成果指標について事業者との共有が不十分であり、事業計画と

のズレの原因の検証把握についても不十分でありました。そこで本計画では、事業主

等と担当経営指導員等との意思疎通を十分図ることで「気づき」を重視した事業計画

のフォローアップに重点を置き、意識共有された中で、事業計画目標が達成できるよ

う心がけて実施していきます。 

 

（２）事業内容 

  事業計画を策定した全ての事業者を対象とし、事業計画策定者には担当職員を設定

します。またフォローアップの頻度については、限られた人員の中、事業計画の進捗

状況に応じて訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断

し訪問回数を減らしても支障のない事業者を見極めて調整を行いながら実施してい

きます。 

具体的には、事業計画策定目標１５社の内、５社は月１回、５社は四半期に１回、

５社は年２回を目安として対応していきます。ただし、事業者からの申出や事業計画

の進捗状況に応じて臨機応変に対応していきます。 

なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断される

場合は、原因と対策案、修正案について専門家のアドバイス等、第三者の視点を活用
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しながら対応していきます。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

対象事業者数 
13 社 15社 15社 15社 15社 15社 

頻度延数 83 回 90回 90回 90回 90回 90回 

売上 3％以上 

増加事業所数 
8 8 8 9 9 10 

粗利益率 1％以上 

増加事業所数 
8 8 8 9 9 10 

 

 

 ６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

  少子高齢化による過疎化が進行し、地域内マーケットが急速に縮小している当地域

おいて、当商工会では、特産品開発における地産他消の販路拡大における経営力の強

化や、新たな観光商品開発や既存観光商品の広報促進による当地域への流入人口を増

やすことで地域内消費を増加させ、結果として飲食店等管内事業者の経営力の強化に

結び付けられることを目的に、「香肌ブランド」を構築する計画の中、重点項目とし

て取り組み始めています。観光商品開発については、現時点では香肌峡の自然ＰＲが

始まったところで、問い合わせ先を含め受け入れ体制の未整備等まだまだ準備段階の

状態ですが、当商工会管内には三重県内でも有数の集客力を誇る道の駅「飯高駅」を

有していますので、需要動向調査を実施しながら商品を開発し魅力的な地域となるこ

とで、今まで以上に流入人口を増加させていきたいと考えています。 

これまでも一定の需要動向調査は行ってきていますが、組織的な取り組みを行って

おらず、特産品を製造販売している事業者が道の駅「飯高駅」の店頭にて試食販売を

する程度の方法で、しかも個社にて実施していました。 

  そこで、既に特産品を取り扱っている事業者をはじめ、経営分析やその後の事業計

画策定を通じて、今後積極的に取り組んでいただける事業者を合わせた参画事業者の

売上、所得増加を目的に需要動向調査を実施します。 

 

（２）事業内容 

  ①道の駅「飯高駅」を活用した需要動向調査 

現在当地域を代表する特産品としては、深蒸し煎茶や和紅茶、こんにゃく等が

挙げられますが、これまで特産品開発を積極的に取り組んできた事業所は、高級

品から廉価品、高齢者向けの少量分包やファミリーや若者向け等パッケージの大

きさやデザインを試行錯誤しながら、新商品を毎年改良してきています。 

当会としては、そのような事業者や新たな掘り起こしによる新商品開発を進める

事業者を支援するため、年間３５万人以上の集客力のある道の駅「飯高駅」にお
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ける試食とアンケート調査、グループインタビュー、デプスインタビューなどを

実施し、その調査結果を分析し、更なる商品のブラッシュアップや新商品開発に

つながるよう、各事業者の事業計画へフィードバックしていきます。 

またヒアリング項目の設計や聞き取り、集計分析においては、外部専門家に委

託又はアドバイスを受けながら、経営指導員等が実施していきます。 

なお、特産品開発に限らず、観光商品開発においてもウォーキングやサイクリ

ング、山登りやカヌーやラフティング等による川下り等香肌峡県立自然公園を活

かした各種体験商品についても、受入事業者が選定され需要動向調査の必要性が

発生した場合は、同様に実施していきます。 

   【サンプル数】商品・サービスの特性に応じて臨機応変に対応 

          （アンケートは来場者 50人、インタビューは 5人程度が基本） 

   【調査方法・手法】商品・サービスの特性に応じて、以下①～③のいずれか 

①アンケート 

道の駅「飯高駅」において、来場者が増加する土曜日、又は日曜日に実施。来

場者に試食又は試飲後、経営指導員等が聞き取りのうえ、アンケート票へ記入

する 

②グループインタビュー 

商品またはサービスのターゲットとなる数名のグループに対して、予め用意し

ておいた質問に加え、フリートークしてもらう模様を経営指導員（必要に応じ

て事業者も）が同席して詳細に記録する。 

③デプスインタビュー 

商品またはサービスのペルソナ（ターゲットの中心）となるユーザーに対して、

予め用意しておいた質問を中心に経営指導員と 1 対 1 か、事業者も加わって 2

対 1でインタビューして詳細に記録する。 

   【分析手段・手法】外部専門家に委託又はアドバイスを受けながら経営指導員等

が実施する 

   【調査項目】特産品開発：①味覚、②食感、③色、④大きさ、⑤価格、⑥見た目、 

              ⑦パッケージ（形状、色） 等 

        観光開発：各種体験商品に対するターゲットとなる年齢層、グルー

プ行動、初級・中級・上級対応、ガイド設置 等 

         ※調査項目は、特産品、観光商品それぞれの内容に応じて外部専門

家のアドバイスを受けて、都度効果的なものを設計する 

   【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が直接事業者へ説明する形でフィ

ードバックし、更なる商品等のブラッシュアップを行う 

 

  ②商談会等を活用した需要動向調査 

三重県商工会連合会や全国商工会連合会が企画する商談会や信用金庫、地方銀

行、日本政策金融公庫等が開催する商談会等々、各事業所の実情と合致した商談

会に参画した際に、来場するバイヤーに対して試食、アンケート調査を実施する。 

   【サンプル数】商談会規模に応じて臨機応変に対応（来場者 50人以上） 

   【調査手段・手法】商談会場にて、試食後、事業者並びに経営指導員等で聞き取

りし、アンケート票へ記入する 
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   【分析手段・手法】外部専門家に委託又はアドバイスを受けながら経営指導員等

が実施する 

   【調査項目】特産品開発：①味覚、②食感、③色、④大きさ、⑤価格、⑥見た目、 

              ⑦パッケージ（形状、色）、⑧取引条件、⑧バイヤーの

感触 等 

        観光開発：①各種体験商品に対するターゲットとなる年齢層、②グ

ループ行動、③初級・中級・上級対応、④ガイド設置の

必要性の有無、⑤ツーリスト等の取引条件、⑥バイヤー

の感触 等 

         ※調査項目は、特産品、観光商品それぞれの内容に応じて外部専門

家のアドバイスを受けて、都度効果的なものを設計する 

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が直接事業者へ説明する形でフィ

ードバックし、更なる商品等のブラッシュアップを行うとと

もに、新規取引先の開拓等に活用する 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

①調査対象 

事業者数 
0社 3社 4社 5社 5社 5社 

②調査対象 

事業者数 
0社 5社 6社 7社 7社 7社 

 

 

 ７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

  平成２９年度までは、三重県内において松阪地域の６商工会が一つのブロックとな

った松阪商工会広域連合という組織体のなかで、ＢtoＢやＢtoＣの商談会や即売会を

実施してきました。平成３０年度より広域連合の枠組みが無くなり、代わりに三重県

商工会連合会内に北部・南部の二つの経営支援センターが設置され、当会は南部経営

支援センターに属し、三重県南部の 13 商工会で、イオン明和店において「食の特産

品フェア」として即売会を開催、また三重県南部地域の５商工会議所も加わり、松阪

商工会議所の大ホールにおいて「みえのまるみえ大商談会」を実施しています。 

  平成３０年度実施した「みえのまるみえ大商談会」においては、全国規模ではなく

三重県全域のバイヤーにのみ声をかけて少ロットでも取引が始められるよう配慮し

た商談会であったことが功を奏し、当管内からは 5社が出展しスポット契約を含める

と合計で 7社との取引が始まり成果があがっています。 

  特産品を扱う一部の事業者においては、商談会おけるディスプレイや試食方法、商

品説明のＦＣＰシートやバイヤーとの商談シート等上手く活用して商談会に臨む方

も見えますが、大半の事業者は使いこなせていない現状となっています。 

また食品表示法の改正に伴う対応も遅れており、販路拡大へクリアすべき問題は多
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平成 30 年度「みえのまるみえ大商談会」

松阪香肌商工会管内事業所 イオン明和店「食の特産品フェア」 

松阪香肌商工会ブース 

 

く残っています。 

  そのため当商工会としては、上記の課題をクリアし効果的な成果が挙げられよう、

経営指導員等が伴走型支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業内容 

  ①イオン明和店における展示販売会出展事業（ＢtoＣ） 

   三重県商工会連合会取り纏めによるイオン明和店における展示販売会において、

事業計画を策定した事業所を優先的に出展するようにし、新たな需要の開拓を管内

の各食品関係事業者に向けて支援します。他の商工会地区の出店状況によりブース

の変動が見込まれるものの５～７ブースを確保し、出展事業者は新たな特産品や販

路拡大を目指す商品を出品し、新規顧客を増やすことで売上拡大を図ります。 

 

  【参考】イオン明和店においては、松阪商工会広域連合時より定着しているイベン

トであり、金～日の 3日間で、総額 270万円の販売実績を持ち、イベント

終了後固定客が直接事業者で購入することも多くあります。また開催期間

中にイオンのバイヤーも訪れ、数社はイオンとの取引も成立している実績

もあり、事業者としては、運送費等負担が少なく取引が始めることが出来

るため、継続的に取り組みたい事業として位置づけています。 

開催場所：イオンモール明和（三重県多気郡明和町中村 1223） 

出展対象：食の地域特産品を取り扱う事業者 

来場者数：3日間約 5,400人 

出展社数：約 25社 （当会より７事業者程度） 

 

  ②みえのまるみえ大商談会への参加事業（ＢtoＢ） 

   三重県商工会連合会取り纏めによる商談会で、事業計画を策定した事業所を優先
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的に出展するようにし、新たな需要の開拓を支援します。他の商工会地区の出展状

況により調整が図られるものの５社～７社のブースを確保し、出展事業者は新たな

取引先を増やすことで売上拡大を図ります。 

 

  【参考】この商談会は食品、非食品を問わず地域特産品を製造販売している事業所

を中心に、三重県内での取引を増やすことを目的に最近２年ほど続けて開

催されており、近隣の事業所で少ロットの取引実績もでてきているため、

今後も継続的に取り組みたい事業として位置づけています。 

開催場所：松阪フレックスホテル（三重県松阪市中央町 36-18） 

出展対象：伊勢・志摩・東紀州の特産品を取り扱う事業者  

来場者数：バイヤー等 100人 

出展社数：約 60社 （当会より７事業者程度） 

 

  ③その他展示販売会への参加事業（ＢtoＣ） 

   上記①、②は地元における販売会や展示会であるのに対して、地元外における即

売会においても、事業計画に基づき、新商品を開発した既存の特産品を製造販売し

ている事業者や、新たに特産品開発に取り組んだ事業者の中で、全国的に販路拡大

を図りたいと希望する事業者に対して、積極的にＰＲするため全国規模の各種販売

会への出展支援を行います。 

そして一般消費者の反応の確認を行うことで、今後のパッケージ開発等各商品の

ブラッシュアップに役立てるため、大手の百貨店やスーパーの食品売り場の催事場

等において展示販売会が開催できるよう、バイヤー等と積極的に交渉し販路拡大支

援を行います。 

 

   年間開催目標１回  

 

  【参考】例えば令和元年度においては、前年度における小規模事業者地域力活用新

事業全国展開支援事業における新商品開発を行い、展示会へ出展した際に、

百貨店のバイヤーの目に留まり、１週間のイベント即売会を開催すること

になり、当会として積極的に支援した実績があります。 

○「松阪香肌ブランドフェア」 

開催場所：東急百貨店渋谷東横店地下食料品売場催事場の１区画 

出展対象：香肌ブランド認定事業者食料品 

来場者数：６日間約 1,500人 

出展社数：７社 

 

  ④その他商談会への参加事業（ＢtoＢ） 

   現在全国主要都市において、特産品開発や観光商品開発に伴う様々な下記参考の

ような商談会が開催されているため、上記③と同様に当管内の事業者の事業計画の

特徴に応じ、販路拡大を目指して臨機応変に対応しながら支援していきます。 

   またその他の業界においても事業計画に基づき、販路拡大を目指す事業者に対し

ても、適切な商談会等がある場合には、積極的に支援していきます。 
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   年間出展目標１～２回 

 

   【参考】○百五銀行「地方銀行フードセレクション」 

        開催場所：東京ビッグサイト 

出展対象：全国に向けた販路拡大を希望する食品の生産・加工・販売 

      等の事業者 

来場者数：２日間約 14,000人 

出展社数：約 1,000社 

○日本政策金融公庫「アグリフードＥＸＰＯ大阪」 

 開催場所：ＡＴＣアジア太平洋トレードセンター 

 出展対象：農業者、食品製造・加工業者、６次化支援技術を提供する  

事業者 

 来場者数：２日間約 16,000人 

 出展社数：約 500社 

○全国スーパーマーケット協会「スーパーマーケットトレードショー」 

  地方・地域産品ゾーン 

 開催場所：幕張メッセ  

 出展対象：地方・地域産品（食品）を取り扱う中小企業および、 

そのとりまとめの企業・団体 

 来場者数：３日間約 90,000人 

 出展社数：約 2,100社 

○㈱ビジネスガイド社「グルメ＆ダイニングスタイルショー」 

  開催場所：東京ビッグサイト 

  出展対象：農業者、食品製造・加工業者 

  来場者数：４日間約 26,000人 

 出展社数：約 250社 

○全国商工会連合会「観光商談マッチングフェア」 

開催場所：ヒューリック浅草橋ビル 2階 ヒューリックホール  

出展対象：観光に力を入れている全国の商工会・商工会連合会及び加

盟事業者 

来 場 者：旅行エージェント各社 

 

 上述の各展示販売会や商談会への出展については、事業計画を策定した事業者を優先

的に出展させ、新たな需要の開拓を支援します。また、出展にあたっては、三重県商工

会連合会の展示会商談会活用セミナーへの参加を促します。また、経営指導員等が事

前・事後の出展支援を行うとともに、出展期間中には、陳列、接客などきめ細かな伴走

支援を行います。 
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（３）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

①出展事業者数 4社 4社 5社 5社 6社 7社 

売上額／社 5万 5万 6万 6万 8万 9万 

②出展事業者数 5社 5社 5社 6社 6社 7社 

成約件数／社 1件 １件 １件 2件 2件 2件 

③出展事業者数 ― 5社 5社 5社 6社 7社 

売上額／社 ― 13万 15万 15万 18万 20万 

④出展回数   ― １回 １回 １回 ２回 ２回 

出展事業者数/回 ― 5社 5社 6社 6社 7社 

成約件数／社 ― １件 １件 2件 2件 2件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

  当商工会管内においては、地域の現状の人口推移のとおり、人口減少による過疎

化・高齢化が加速度的に進んでおり、それに伴い小規模事業者の減少も続いています。 

  そのような中、当商工会では平成５年の旧飯南町商工会の頃より今日まで、期限付

き商品券発行事業と独自のスタンプ事業を展開してきました。５年ほど前には、松阪

市と松阪飯南森林組合、市内の２商工会との連携にて「森林活（もりかつ）プロジェ

クト」を立ち上げ、松阪市のバイオマス発電計画に必要なチップを山林に放置された

間伐材から確保しようと計画し、出荷者が森林組合に持ち込むと１ｔにつき 6,000円

で買い取り、その半額分を持ち込み先の地域の各商工会の商品券で発行する仕組みを

構築し、現在も利用されています。そのような対策を講じてはいますが、消費者数の

減少と店舗数の減少により、年々商品券事業、スタンプ事業とも縮小傾向となってい

ます。 

  また令和元年度に入り、松阪市役所の企画振興部地域づくり連携課移住促進係と当

商工会が連携した事業に取り組んでいます。これは都市部より移住を希望される方

は、住むところと働くところの両面の確保が必要であり、両方の問題がクリアされな

いとなかなか移住へ踏み込むことが出来ないという課題がこれまでありました。 

過疎地域である当地域は「空き家バンク」の登録件数も多く、また今後も登録件数

を増やしていく方針の中、行政としては働く場所がどれくらい過疎地域で確保するこ

とが出来るのか不明であったため、商工会を通じて管内の商工業者で雇用を計画して

いる事業者がどれくらいあって、どのような職種を希望しているかを調査してほしい

と雇用意向調査の依頼があり、データ化した中から雇用を希望する事業者で、職業安

定所にも求人票を提出している事業所を優先的にオリジナルの求人票を作成し、移住

希望者に提供する仕組みを構築する「仕事バンク」作業を行っています。 

また当管内にある小規模県立高校総合学科２年生 80名を対象に、当地域へ通う高校
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生が、当地域の経済を支える地元企業の概要や仕事内容、企業が求める人材等につい

て直接情報を得る機会を設け、地元企業が地元の優秀な人材を少しでも確保すること

ができるようと、三重県商工会連合会、飯南、飯高地域振興局、当商工会が連携し、

令和元年度に初めて「高校生と地元企業の交流会」を開催することとなり、これから

若者の地元就職のための礎の一つになればと期待しています。 

このように少しずつではありますが、連携した事業が進んできています。しかし当

商工会の立地が、松阪市の一部であり市が市全体を捉えて掲げる商工政策とは乖離が

あることは避けられません。 

したがって、地域の経済の実情を取りまとめる組織の必要性を感じています。 

 

（２）事業内容 

  ①「松阪市香肌地域活性化協議会」の組織化と運営 

   当地域の地域資源を活用した 6次産業化を含めた特産品開発や観光客誘致による

観光産業開発等による地域経済の活性化等を協議するため、当商工会をはじめとし、

松阪市役所産業文化部商工政策課、飯南地域振興局、飯高地域振興局、ＪＡ松阪、

桑名三重信用金庫、百五銀行、第三銀行、松阪飯南森林組合等の関係者が一同に参

画できる協議会を発足します。 

定期的に年１～２回程度の会議を開催し、各団体等が行う地域経済活性化の取組

みや事業等について意見交換し情報の共有化を図りつつ、地域全体で今後取り組ん

でいける事業等について検討し、企画立案していきます。 

   なお当商工会は、本協議会の事務局を担うとともに、事業遂行にあたり中心的な

役割を果たしていきます。 

 

  ②「香肌ブランド」確立のための認定事業の実施 

   当商工会では、これまでも地域特産品開発等において、参画事業者と連携し「香

肌ブランド」として特産品の即売会、商談会等に臨んできましたが、ブランドロゴ

や色合い等を統一する等の対応に終始し、認定委員会組織は存在していませんでし

た。そこで、本計画１年目において、「香肌ブランド」認定委員会を組織化し、独自

の認定基準を設けて、地域経済の活性化に寄与するように取り組んでいきます。 

   組織化当初は、既存商品で「香肌ブランド」として認定していきたいものを選定

していく作業から入り、その後は認定を希望する事業所を育成支援していく取り組

みを行っていきます。 

   この「香肌ブランド」事業についても、上述の「松阪市香肌地域活性化協議会」

で状況報告を行い、参加者間で意識の共有化を図ります。 

 

  ③若者や移住希望者の当地域内事業所への就職のためのＪ・Ｉ・Ｕターン事業 

   現状と課題にも記載しましたが、令和元年度より地元企業への就職希望者の確保

をするための事業が少しずつ展開されてきていますので、今後も本計画の中に盛り

込むことで、一層の推進を図っていきます。 

   このＪ・Ｉ・Ｕターン事業については、南三重地域 16 市町で構成する「南三重

地域就労対策協議会」と連携を図るとともに、上述の「松阪市香肌地域活性化協議

会」で状況報告を行い、参加者間で意識の共有化を図りながら、当該事業の促進に
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努めます。 

   (ⅰ)年 1回の求人票の見直し。 

松阪市役所企画振興部地域づくり連携課と連携をとりながら、作成した求人票

の見直しを年１回図っていきます。 

   (ⅱ)高校生と地元企業の交流会を年 1回開催します。 

     令和元年度から実施される交流会は、毎年２年生 80 名を対象として開催さ

れるため、毎年開催することで地元に通う高校生に地元企業で求人のある事

業所をＰＲします。 

 

 

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 

 

 ９．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）現状と課題 

  三重県には、みえ中小企業・小規模企業振興条例が定められており、その条例に基

づき、市町の首長から金融機関をはじめとする各種支援機関が参画した協議会や実務

者レベルのワーキング会議等が開催されており、三重県産業支援センター内に設置さ

れている事業承継ネットワーク会議も同時に開催され、大きな枠組みから実務者レベ

ルでの各種支援施策等の情報交換がされています。また三重県商工会連合会内におい

ても、三重県南部１３商工会の事務局長、経営指導員が集まり開催される南部経営支

援会議においては、各種支援の進捗状況の報告等の情報交換により、支援ノウハウ等

の共有が行われています。また三重県下の商工会事務局長等責任者が集まり開催され

る事務局責任者会議では、三重県商工会連合会統一による重点施策等の周知とともに

他地域の重点施策の取り組み状況等の情報共有がされています。またその他にも日本

政策金融公庫津支店による経営改善貸付推薦団体会議が年２回開催され、津支店管内

の商工会議所地域を含めた経済動向の情報共有や支援事例等のノウハウの共有が行

われ、大型店の進出計画等大きな経済動向についての情報共有も行われています。 

  また当商工会は松阪市の行政区域に属するため、産業競争力強化法に基づく創業支

援計画において松阪市、松阪商工会議所が主として取り組む「松阪商人サポート隊」

事業とも連携し、支援ノウハウ等の情報共有を図っています。 

  このように支援ノウハウ等の情報交換は、ある程度できているものの、全国的な支

援ノウハウの情報が少なく、全国商工会連合会や、中部経済産業局管内の情報共有が

今後必要であると思われます。 

 

（２）事業内容 

  ①みえ中小企業・小規模企業振興推進協議会並びに三重県事業承継ネットワークブ

ロック会議への出席（年１回） 

    みえ中小企業・小規模企業振興条例の取り組み状況や振興施策について並びに

事業承継の支援事例等の情報共有を図るため参加します。 

    情報交換を行う相手先：三重県中勢地域の市町、商工会及び県内の支援機関 
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  ②三重県商工会連合会事務局責任者会議への出席（年４回） 

    県連と県下の商工会の事務局長等事務局責任者が集まる会議で、各種補助事業

や統一施策の詳細、課題、活用例等の情報交換・情報共有のため参加します。 

    なお、全国商工会連合会や経済産業省及び中小企業庁、中部経済産業局等の全

国的な支援ノウハウの共有等の情報確認については、本会議において事務局責任

者より上程し、三重県商工会連合会からそれぞれ情報確認を行っていただき、確

認後、三重県商工会連合会の電子掲示板にて情報をアップしていただき情報共有

を図るよう提案していきます。 

    情報交換を行う相手先：三重県商工会連合会及び県内各商工会の責任者 

 

  ③三重県商工会連合会南部経営支援会議への出席（年４回） 

三重県南部の１３商工会の局長・指導員が集まり、事業者への支援施策につい

ての情報収集、確認を含め支援ノウハウの情報交換を実施します。併せて地域の

事業所支援の独自な取組み状況についての情報を交換し、管内事業者支援に役立

てます。また新規企業の出店情報や出店時期の変更、取引企業の募集情報など最

新の情報を得られる機会となるため参加します。 

情報交換を行う相手先：三重県南部地域各商工会の事務局長・経営指導員等  

 

  ④経営改善貸付推薦団体連絡協議会への出席（年２回） 

    当商工会の管轄となる日本政策金融公庫津支店のエリアに該当する商工会議

所・商工会が集まり、意見交換による地域経済情報や金融情勢、支援事例等によ

る支援ノウハウ等の情報共有を図るため参加します。 

情報交換を行う相手先：日本政策金融公庫津支店及び管内各商工会等担当者  

 

  ⑤三重県地域経済牽引事業促進協議会松阪地域部会への参加（年２回） 

三重県、三重県南部地域の市長、町長、商工会議所会頭、商工会長、三重大学、

銀行で構成される協議会で、全体会議と作業部会に分かれ開催され、基本的には

全体会議は商工会長、作業部会は事務局長が参加します。 

会議においては三重県南部地域の経済動向並びに各行政施策等についての情報

交換が行われるため参加し、得た情報を管内事業者への支援に役立てます。 

情報交換を行う相手先：三重県、三重県南部地域の市町・町長、商工会長等 

 

  ⑥松阪商人サポート隊事業会議への参加（年３回） 

   松阪市、松阪商工会議所、松阪市産業支援センター、日本政策金融公庫津支店、

三重県信用保証協会、ＮＰＯ法人(コミュニティビジネス)、三重県産業支援センタ

ー、松阪北部商工会、当商工会で構成される創業支援組織で、各種セミナーの開催

や支援ノウハウの共有を図り、管内における創業支援に役立てます。 

   情報交換を行う相手先：松阪市、松阪商工会議所、松阪市産業支援センター等 

 

 

 

 



- 23 - 

 

 １０．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

（１）現状と課題 

   当商工会は、現在事務局長 1 名、経営指導員１名、経営支援員２名、記帳指導

員２名の６名での事務局体制となっています。三重県の場合は、事務局長は６０

歳以下の経営指導員兼事務局長として位置づけられ、ＣＰ（キャリアパス）事務

局長と呼ばれ、管理職以外にも直接経営改善普及事業に携わっています。また補

助員、記帳専任職員の職階を無くし、経営支援員制度を導入し、経営支援員も経

営改善普及事業に積極的に取り組み、経営支援を行う仕組みになっています。 

そのため三重県商工会連合会が主催する各種研修会には、経営指導員だけでな

く事務局長、経営支援員も積極的に参加しています。 

また中小企業基盤整備機構の「税務・財務診断（旧基礎研修 1）」については、

事務局長・経営指導員・経営支援員の全員の受講が既に済んでおり、「経営診断基

礎（商業・サービス業コース）（旧基礎研修 2）」についても事務局長、経営指導員

が受講済みです。また毎年スポット的に開催される経営指導員向け小規模事業者

支援研修（経営発達支援事業研修等）についても経営指導員、経営支援員ともに

受講済みで、日頃より資質の向上に心掛けています。 

また独自に平成 30 年度には伴走型小規模事業者支援推進事業を活用し、2 日間

18 時間をかけてマネージメントゲーム研修や 1 日 2.5 時間での事業計画書の書き

方研修を開催し、資質向上に努めています。 

その他にも管内小規模事業者の指導事例やトラブル事例対応等の情報共有や少

ない職員数の中で効率的に巡回指導を行う事を目的に、毎月月末または月初めに

月間スケジュール調整を含めたミーティングを行っており、緊急を要する情報共

有等が発生した際には、都度全職員が揃っている時間帯にて短時間のミーティン

グを行うようにしています。 

しかし経営カルテのファイリング等企業毎のファイリングの方法や恒久的に必

要とする書類についてのファイリングが年度単位となっており、人事異動があっ

た際の継続支援において、非効率な点もあり今後改善する必要性があります。 

また近い将来として記帳指導員の単価配分が無くなることも見込まれているこ

とから、一般職員の採用も検討事項となっており、今後は一般職員も経営指導員、

経営支援員と同様に資質向上に積極的に取り組むように計画しています。 

 

（２）事業内容 

  ①各種研修会への積極的な参加 

   三重県商工会連合会や中小企業基盤整備機構等が主催する研修会には、研修内容

や職員のスキルアップの状況を判断しながら、職員ミーティング等で受講できるよ

う調整し計画的かつ積極的に参加します。 

   当会では、事業計画策定等の経営発達事業の経験の浅い職員が多いため、「事業

計画策定セミナー」や「販路開拓関係のセミナー」への参加を優先的に実施します。 

 

  ②職員資質向上研修会の実施 

   伴走型小規模事業者支援推進事業を活用して、財務分析を含める経営分析手法や
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事業計画策定、事業計画策定後のフォローアップ手法等経営支援スキルの向上が図

れる研修会を、中小企業診断士等専門家を招聘し実施します。 

 

  ③職員ミーティングの実施 

   これまでと同様に毎月１回月間スケジュール調整を兼ねた全職員参加のミーテ

ィングを実施します。その際には、小規模事業者に対して前月に行われた成功指導

事例やトラブルが発生した際の対応等の報告、伴走型小規模事業者支援推進事業や

小規模事業者持続化補助金等重点実施事項の進捗状況等の報告を各自から発表し、

職員間の情報共有を図るとともに、支援スキルアップにつなげていきます。また上

述の研修会に参加した内容についてもここで報告することにより職員間の共有を図

り組織全体としての支援能力の向上につなげます。さらに緊急を要する情報共有事

項が発生した際には、随時短時間ミーティングを開催しスムーズな事業者支援が行

えるようにします。 

 

  ④支援スキルアップのための情報ファイリングの徹底 

   直接小規模事業者支援の情報共有となる経営カルテ、及び支援時に発生した書類

等を綴るファイルと財務支援を実施したファイルを分けて保管し、極端に古い情報

ファイルは、別に保管するようにして情報整理を行い支援体制の強化を図ります。 

 

 

 １１．事業の評価の見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

  現在は年に１回、外部有識者として中小企業診断士を交え、正副会長、事務局長、

経営指導員にて経営発達支援計画事業評価検証委員会を開催し、事業進捗状況報告

とその報告に対する客観的な評価を行っています。しかしその年度毎の単発的な評

価になりがちで、前年度の事業評価からＰＤＣＡサイクルに基づく次年度計画の再

構築に至るまでの検証委員会となる仕組みづくりが課題となっています。 

 

（２）事業内容 

   下記メンバーで経営発達支援計画事業評価検証委員会を構成し、年１回当該年度

の事業評価並びに次年度に向けての計画の見直しを行います。その際には、過去の

事業評価についても検証し、ＰＤＣＡサイクルがきっちりと回るような仕組みを構

築します。 

   なお事業評価については外部有識者のコメントが掲載された事業評価表を事務

所に常時備え付け閲覧可能とし、併せて当商工会ホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 

 

  【経営発達支援計画事業評価検証委員会構成員名簿】 

外部有識者 三田泰久 中小企業診断士 

行政担当 松本 健 松阪市役所産業文化部商工政策課長 

行政担当 榊原典子 松阪市役所企画振興部飯南地域振興局長 

行政担当 廣本知律 松阪市役所企画振興部飯高地域振興局長 

行政担当 中津平一 松阪市産業支援センター長 

商工会 岡田辰也 松阪香肌商工会会長 

商工会 長野 靖 松阪香肌商工会副会長 

商工会 水谷美治 松阪香肌商工会副会長 

商工会 藤岡 信 
松阪香肌商工会事務局長 

（法定経営指導員） 

商工会 木谷里江 
松阪香肌商工会主任経営指導員 

（法定経営指導員） 

三重県商工会連合会 鎌田文雄 南部経営支援センター長 
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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 

（令和元年 10月現在） 

（１）実施体制（商工会の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支

援事業実施に係る体制／商工会と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会による小規模事業者の支援に関する第７条第 5 項に規定する経営指導員に

よる情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏 名： 藤岡 信 

   ■連絡先： 松阪香肌商工会 TEL0598-32-2321 

■氏 名： 木谷 里江 

   ■連絡先： 松阪香肌商工会 TEL0598-32-2321 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 

   経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、 

  事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

 

 

松阪市香肌地域

活性化協議会 

総会 

監事 

理事会 

会長 

副会長 

理事 

事務局 

法定経営指導員２名 

（事務局長１名） 

（主任経営指導員１名） 

経営支援員２名 

松阪市役所商工政策課 

松阪市産業支援センター 

飯南地域振興局 

飯高地域振興局 
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（３）商工会／関係市町村連絡先 

 

①商工会 

〒515-1411 

  三重県松阪市飯南町粥見 3950 

   松阪香肌商工会 

    TEL：0598-32-2321 ／ FAX：0598-32-2987 

  E-mail：m-seibu@ma.mctv.ne.jp 

 

 ②関係市町村 

〒515-8515 

  三重県松阪市殿町 1340-1 

   松阪市産業文化部商工政策課 

    TEL：0598-53-4149 ／ FAX：0598-22-0003 

 E-mail：syok.div@city.matsusaka.mie.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m-seibu@ma.mctv.ne.jp
mailto:syok.div@city.matsusaka.mie.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） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 ３，８００ ３，８００ ３，８００ ３，８００ ３，８００ 

 

専門家派遣 

旅費 

会議費 

印刷製本費 

展示会等出展費 

広報費 

委託・外注費 

 

１，４５０ 

１００ 

２０ 

８０ 

１，５００ 

１５０ 

５００ 

 

１，４５０ 

１００ 

２０ 

８０ 

１，５００ 

１５０ 

５００ 

 

１，４５０ 

１００ 

２０ 

８０ 

１，５００ 

１５０ 

５００ 

 

１，４５０ 

１００ 

２０ 

８０ 

１，５００ 

１５０ 

５００ 

 

１，４５０ 

１００ 

２０ 

８０ 

１，５００ 

１５０ 

５００ 

 

（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、各種手数料収入、松阪市補助金、三重県小規模事業費支援費補助金 

 

 

（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。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

特に連携なし 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 
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