
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

みえ熊野古道商工会 （法人番号 9190005010505 ） 
紀 北 町    （地方公共団体コード 245437） 
御 浜 町    （地方公共団体コード 245615） 

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「強み」を活かし他社との差別化を図ることにより経営力

を向上すること 
（２）地域資源を活用した新商品・新サービスの開発と効果的なプロモーション

により新たな販路を開拓すること  
（３）地域の集客情報発信施設と地元商店等との連携を支援し『地域内資金

循環型経済システム』を構築すること 
（４）宿泊業・飲食業をはじめとしたツーリズム産業を強化すること 

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 
（１）国が提供するビックデータの活用  
（２）管内小規模事業者に対する景況感等の調査 
（３）地域振興施設、地域金融機関、地元行政から経済動向等の情報入

手・調査・分析 

２．経営状況の分析に関すること 
（１）経営分析を行う小規模事業者の掘り起し 
（２）巡回・窓口相談時及びセミナー参加者の経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること 
（１）事業計画策定に関する集団セミナーの開催 
（２）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 
（１）事業計画策定後のフォローアップ支援 

５．需要動向調査に関すること 
（１）地域ブランド確立のための開発産品需要動向調査 
（２）商談会等での調査 
（３）地域振興施設及び独自ネット販売での調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
（１）展示会・商談会への出展事業（ＢtoＢ、ＢtoＣ）  
（２）地域振興施設等を活用した需要拡大事業（ＢtoＣ） 
（３）ＩＴを活用した需要拡大事業（ＢtoＣ） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．地域特産品開発「“みえ熊野古道ブランド化”・ものづくり」事業 
２．「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ活性化会議」の開催 
３．イベントの開催などによる特産品等のＰＲ及び町内消費拡大 
４．外国人技能実習生共同受入制度の活用 

連絡先 

みえ熊野古道商工会 
〒519-3205 三重県北牟婁郡紀北町長島 2141 番地 
TEL：0597-47-0576  FAX：0597-47-1329 
E-mail：info@miekodo.or.jp 
 
紀北町 商工観光課 
〒519-3292 三重県北牟婁郡紀北町東長島 769 番地 1 
TEL：0597-46-3115 FAX：0597-47-5906 
E-mail：shokan@town.mie-kihoku.lg.jp 
 
御浜町 企画課 
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和 6120 番地 1 
TEL：05979-3-0507 FAX：05979-2-3502 
E-mail：m-kikaku@town.mie-mihama.lg.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現 状 

【立 地】 

みえ熊野古道商工会は、平成 26 年４月に共通の地域資源“世界遺産・熊野古道”を有する紀

北町商工会と御浜町商工会が合併し誕生しました。南北に 70km 離れた紀北町・御浜町の２町の

商工会が２市を挟む形で“飛び地合併”した全国初のケースです。 

このため行政区は、紀北町と御浜町の２町にわたっており、両町とも 

三重県南部に位置しています。 

 

 

紀 北 町  

紀伊半島南端の潮岬と志摩半島の中間、東

紀州の玄関口に位置し、東は熊野灘、西は大

台山系を境に奈良県と接し、南は尾鷲市、北

は大台町、大紀町と接しています。地形は、

大台山系から連なる急峻な山々と熊野灘特有

のリアス海岸に囲まれ、平野部が少なく、町

の総面積の９割近くを森林が占めています。

典型的な海洋性気候で積雪はほとんどなく、

平成 18 年から平成 27 年の平年値で 16.1℃

と温暖でおだやかな気候となっています。 

年間降水量は、平成 18 年から平成 27 年の

平年値で北部（紀伊長島地区）は 2,713 ㎜、

南部（海山地区）は 3,301 ㎜となっており、

特に南部は全国でも有数の多雨地帯となって

います。 

 

 

御 浜 町  

東部は雄大な太平洋熊野灘に面し、北

西部は熊野市、南部は紀宝町に隣接して

います。地形は、海岸沿いが比較的平坦 

地で、内陸部に向かうにつれ、丘陸地帯

を経て次第に山岳地帯を形成していま

す。典型的な海洋性気候で積雪はほとん

どなく、平成 26 年の年間平均気温は

17.6℃、降水量は 3,205mm の温暖多雨な

気候です。 

 

 

 

 

総面積256.53㎢

総面積 88.13 ㎢ 

ツヅラト峠展望 

（紀北町） 

風伝峠 

（御浜町） 

両町共通の地域資源 

世界遺産“熊野古道”
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【人 口】 

平成 27 年国勢調査の結果によると、 

紀北町の総人口は、16,338 人となっています。近年の人口推移をみると、減少傾向で推移し

ており、平成 17 年の 19,963 人から、10 年間で 3,625 人の減少となっています。 

また、御浜町の総人口は、8,741 人となっています。近年の人口推移をみると、紀北町と同じ

く減少傾向で推移しており、平成 17 年の 9,903 人から、10 年間で 1,162 人の減少となってい

ます。 

 
表１：みえ熊野古道商工会地域内の人口・世帯数の推移 

区 分 

紀  北  町 御  浜  町 

人  口 
世帯数

人  口 
世帯数 

総数 男 女 総数 男 女 

昭和 35 年 30,336 14,901 15,435 7,070 12,965 6,186 6,779 3,294

平成 17 年 19,963 9,241 10,722 8,205 9,903 4,601 5,302 4,101

平成 22 年 18,611 8,829 9,782 8,088 9,376 4,347 5,029 4,000

平成 27 年 16,338 7,579 8,759 7,269 8,741 4,071 4,670 3,862

平成 31 年 15,046 6,995 8,051 7,035 8,200 3,823 4,377 3,741
            資料：国勢調査、但し平成 31 年は住民基本台帳（４月 1日現在）より 

 

〈世帯数〉 

世帯数については、国勢調査結果によると一時は増加傾向にあったが、平成 17 年をピークに

その後、減少に転じ平成 27 年には 紀北町で 7,269 世帯・御浜町で 3,862 世帯となり、一世帯あ

たりの人員も昭和 35 年と平成 27 年を比較すると、紀北町では 4.29 人→2.24 人・御浜町では

3.93 人→2.26 人となり、両町とも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

測されます。 

 

〈高齢化率〉  

高齢者人口（65 歳以上）は、平成27年に紀北町で6,899 人（42.3％）・御浜町で3,279人（37.5％）

と、平成 22 年より人数、構成割合共に増加しています。 

また、平成 27 年の全国及び三重県との比較でみると、年少人口割合：紀北町（9.3％）・御浜

町（12.0％）は県平均（13.0％）、全国平均（12.6％）を下回る一方、両町とも高齢者人口割合

は県平均（27.9％）、全国平均（26.6％）を大きく上回ります。 

また、経年的な変化をみると、年少人口割合、生産年齢人口割合は一貫して減少傾向にある一

方、高齢者人口割合は増加傾向にあり加速度的に過疎高齢化が進行しています。  

 

【産 業】 

みえ熊野古道商工会における地域経済振興については、広域合併のスケールメリットを活かし

た商工会事業の充実・強化を推進し、地域全体の活性化と小規模事業者の持続的な発展を図って

います。 

しかしながら紀北町、御浜町共に高齢化や過疎化が急激に進行する中、小規模事業者数の減少

傾向が続き地域社会の停滞感が強まっています。地域内における小規模事業者数は下記参考資料

（表２：みえ熊野古道商工会地域内の小規模事業者の推移）のとおり減少傾向が明確になってい

ます。地域内の小規模事業者数の推移は、当該資料（表２）に示すとおり紀北町・御浜町の両町

合算ベースで、1999年の 1,825事業者から 2019年は 657事業者が減り 1,168事業者と激減して、

2019 年は 1999 年に比べて３分の２以下の 64.0％となっています。さらに、2009 年と比べても

10 年間で 284 事業者が減って 80.4％となっており、減少傾向が続く深刻な状況となっています。

業種構成においては、紀北町と御浜町で卸・小売業と飲食店・宿泊業の構成比率に多少のずれ

はありますが、概ね同様の業種構成となっています。両町共に地理的なハンディもあり製造業の
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比率が低く、卸売・小売業や飲食店、建設業の比率が高くなっています。中でも卸売・小売業や

飲食店・宿泊業等は、世界遺産“熊野古道”や地魚等の地域資源を活用した観光産業に関連づけ

た取り組みを行っており、製造業をはじめ他の業種においても水産物や農産物等地域資源の加工

や流通に関連した事業者が増加しています。このように主幹産業の低迷に伴い、観光は地域を支

える新たな主産業として位置づけでき、期待感も増しています。 

 

表２：みえ熊野古道商工会地域内の小規模事業者の推移（主要業種をピックアップ） 

 
〈特産品〉 

紀北町・御浜町共に、黒潮が運ぶ豊富な水産物が獲れる地域で、温暖な気候と豊富な水資源に

恵まれ、山間部は米、柑橘類、野菜等の農作物を生産しているほか、良質な檜や杉が育つ地域で

す。基幹産業は、紀北町が水産業、御浜町は年中みかんのとれるまちとして柑橘類の生産が盛ん

です。 

主な特産品は、次のとおり。（三重県地域産業資源指定分） 

■三重県による指定地域産業資源リスト 

区  分 紀  北  町 御  浜  町 

農林水産物 

伊勢えび、あわび、尾鷲ひのき、さ

んま、養殖まだい、渡利かき、ブリ、

ひろめ、さざえ、サメ 

伊勢えび、南紀みかん、さんま、熊

野地鶏、マイヤーレモン、さざえ 

鉱工業品及び鉱工業

品の生産に係る技術 

東紀州の干物、東紀州の郷土寿司、

塩辛 

東紀州の干物、熊野材、東紀州の郷

土寿司、塩辛、米酢・黒米酢 

文化財、自然の風景

地、温泉その他の地

域の観光資源 

熊野古道（伊勢路）、銚子川 熊野古道（伊勢路）、七里御浜 

※上記のほかに、三重県全域での指定品で該当する場合あり。 

【交 通】 

紀 北 町 

道路・交通網は、静岡県浜松市と和歌山県和歌山市を結ぶ国道 42 号と三重県志摩市と本町を

結ぶ国道 260 号が交わる交通の要衝であり、このほか国道 422 号も通っています｡平成 25 年３

月に紀伊長島ＩＣまで、平成 26 年３月に紀伊長島ＩＣから海山ＩＣ間が供用開始され、紀勢自

動車道が全線開通となりました｡これにより名古屋市までの所要時間が短縮され、約２時間と

なっています。 

鉄道網は、ＪＲ紀勢本線が町内を縦断しており、紀伊長島駅、三野瀬駅、船津駅、相賀駅の

４駅があり、このうち紀伊長島駅は特急停車駅となっています｡紀伊長島駅から特急で名古屋ま

で約２時間、東京までは新幹線の乗り継ぎを経て、約４時間で到着します。 
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御 浜 町 

道路交通網は、海岸部の国道 42 号と山間部の国道 311 号が、その間には熊野市と紀宝町を結

ぶ県道鵜殿熊野線(オレンジロード)が整備されています。また、海岸部から山間部に向かって県

道３路線が東西に整備されており、国道 42 号と国道 311 号を連絡しています。 

平成 25 年度には、紀勢自動車道と共に熊野尾鷲道路が全線開通し、これにより名古屋市まで

の所要時間が短縮され、約３時間となっています。中部圏、近畿圏と高速道路で結ぼれたことで、

交通の利便性が大きく向上し、観光客の増加、地域医療の充実、物流の安定など経済の好循環が

図られ様々なストック効果が現れています。 

鉄道網は、同じくＪＲ紀勢本線が海岸沿いを走り、神志山、紀伊市木、阿田和の３駅があるも

のの特急停車駅はありません。 

 

【町総合計画における商工・観光の現状分析】 

紀  北  町 御  浜  町 

商 工 業 商 工 業 

近年、道路・交通体系の変化や消費者ニーズ

の変化等を背景に、全国的に既存商店の衰退が

進み、その活性化が大きな課題となっています。

紀北町の商業は、こうした商業構造の変化と

共に、経営者の高齢化や後継者不足などで一層

厳しさを増しています。また、工業についても、

木材・水産加工業を中心に、地域の雇用の場と

して地域経済を支える重要な役割を担っていま

すが、その大半は零細で経営基盤も弱く、景気

の変動に左右されやすい事業所となっていま

す。 

企業誘致については、立地条件の不利さ、長

引く不況の回復の遅れなどから困難な状況が続

いており、新たな企業の誘致は容易な状況には

ありません。 

商業については、ショッピンクモール「ピネ」

を中心とした商業活動の展開、東紀州地域振興

公社等との連携、首都圏商業拠点「三重テラス」

を活用し、地域特産品の地域外での販売活動を

積極的に行っています。 

しかし、車社会の一層の進展や近隣への大型

店の進出、消費者ニーズの多様化、高度化等を

背景に購買力の流出が勢いを増し、高齢化や人

口減少とも相まって取り巻く環境は一層厳しさ

を増しています。 

また、工業については、企業立地条件の整備

として、高速道路整備等を関係機関に要請を続

けているほか、工場立地を目指す企業等の情報

を継続的に収集しています。 

しかし、長期にわたる景気の低迷や国際間競

争の激化等を背景に、事業所数、従業者数、製

造品出荷額共に減少傾向にあるほか、企業立地

の停滞といった問題を抱えており、取り巻く情

勢は厳しさを増しつつあります。 

観   光 観   光 

紀北町は、豊かな自然や「紀伊山地の霊場と

参詣道」として世界遺産登録された熊野古道を

はじめとした貴重な歴史・文化的資源に恵まれ

ています。 

また、熊野灘臨海公園、体験型イベント交流

施設「けいちゅう」、きいながしま古里温泉、

下河内散策路、町営キャンプ場「キャンプ inn 

海山」、道の駅「紀伊長島マンボウ」及び道の

駅「海山」の２つの道の駅、地域振興施設「始

神テラス」などの観光・交流施設に加え、特色

ある食文化、数多くのイベントなど多くの来訪

者を有する観光資源・交流資源を有していま

す。 

御浜町は豊かな自然に恵まれ、「熊野古道」な

どの貴重な歴史遺産を有するまちです。これま

でも「熊野古道」等を活用したイベント等の開

催や、みかん祭りを通じて集客を図り、首都圏

営業拠点「三重テラス」を活用した観光及び特

産品のＰＲを実施しています。高速道路の延伸

や熊野古道 10 周年、道の駅パーク七里御浜の

「重点道の駅」選定等により、観光入込客数に

ついても増加傾向にあります。 

しかし、日帰り客がほとんどを占めているほ

か、数多くの地域資源も、観光客が年間を通して

繰り返し訪れる魅力ある観光・交流資源として活

用されているとはいえない状況にあります。 



- 5 - 
 

こうした地域資源を活用して、自然体験、海・

山の産業体験、スポーツ交流などのメニュー化

により、民宿・旅館、キャンプ場等への宿泊客

の誘致に努めてきました。 

また、平成 26 年に紀勢自動車道が全線開通

し、中京圏、関西圏から本町へのアクセスが向

上したことから、観光客の誘致や住民生活への

利便性の向上が図られました。 

 

 

 

 

 

 

 

②課 題 

【地域経済の課題】 

主幹産業の低迷に伴い、観光は地域を支える新た

な主産業として位置づけでき、今後は観光に関連づ

けた事業展開が必要です。 

平成 26 年３月に紀勢自動車道が全線開通し、都

市部との時間距離が短縮され、関西圏や中京圏から

の観光客等が増加しておりますが、反面、紀勢自動

車道が全線開通したことで国道 42 号から紀勢自動

車道へ 60％以上の交通転換がなされたという調査

結果が出ており、紀北町では国道 42 号沿いにある

道の駅（紀伊長島マンボウ、海山）や地元商工業者

はストロー現象で客数、売上共に急激な減少傾向が

みられました。 

一方、御浜町では道の駅「パーク七里御浜」の隣

接地へ、令和２年に１日当たり 大 100 人程度の収

容力を持つ宿泊施設の進出が予定されており、これ

を踏まえて平成 30 年度には、御浜町第５次総合計

画後期基本計画の６策に加え『地域振興のための観

光基本方針』が策定されました。現在、道の駅「パ

ーク七里御浜」の周辺を、まちの賑わいを創出する

エリアとして、また地域外からの人の流れをつくる

集客交流拠点として、周辺エリアの一体的な整備と

機能強化を図るための施策が進められています。 

このため本経営発達支援事業では、集客交流施設

である紀北町においては、紀勢自動車道地域振興施

設「始神テラス」や道の駅「紀伊長島マンボウ」「海

山」、また御浜町においては、道の駅「パーク七里

御浜」を地域の集客情報発信基地（以下、「集客情

報発信施設」という。）として位置づけ、インバウ

ンド客も含めた誘客による地域外資金の獲得と持

続的地域経済振興に向けた『地域内資金循環型経済

システム』を構築していく必要があります。 

紀  北  町 御  浜  町 

商 工 業 商 工 業 

紀北町とみえ熊野古道商工会が連携のもと、

持続的な企業経営に向け、経営近代化の促進を

はじめ、時代変化に柔軟に対応した支援を行う

御浜町とみえ熊野古道商工会が連携のもと商

店個々の経営の健全化、サービスの向上等を促

進していく必要があります。 

紀勢自動車道・熊野尾鷲道路のストック効果 

(平成 30 年 3 月：東紀州地域高速道路整備効果検討会資料より抜粋)

御浜町へのホテル建設に関する記事 

(平成 30 年 11 月 30 日付：朝日新聞 DIGITAL より抜粋) 
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と共に、地域経済の活性化に向け、優良企業の

誘致、起業・創業への支援、既存企業との連携

協力を図り、就業機会の確保に努める必要があ

ります。 

このため、関係機関や団体等とも連携のもと、

既存企業の体質強化、健全化に向けた支援はも

とより、新たな特産品づくりや新産業の創出等

に向けた取り組みを進めていく必要がありま

す。 

観   光 観   光 

観光客のニーズが、自然や文化志向の体験型

観光へと変化している状況を踏まえ、観光のあ

り方も豊富な地域資源を活用した体験型交流を

一層推進することにより、多様化する観光客の

ニーズに的確に応えていくと共に、農林水産業

など地場産業と連携した観光振興、観光関連施

設の整備と豊富な地域資源を活用した通年型の

体験型集客交流を推進することにより、魅力あ

る観光交流圏づくりを進め、地域経済の活性化

を図っていく必要があります。 

自然志向・健康志向の強まりや癒しを求めるニ

ーズの増大、既存観光・交流資源を活用しなが

ら、施設等のネットワーク化や新たな観光資源

の掘り起こしをはじめ、観光施設等の改修、体

験型交流、通年型の観光地づくり、交流人口の

増加に向けた多面的な取り組みを町一体となっ

て『地域振興のための観光』を進めていく必要

があります。 

 

【商工会の課題】 

商工会は、地域唯一の総合経済団体であり「地域に密着した“顔の見える”支援」、「幅広い相

談に対応可能」、「小規模企業支援ノウハウを持っている」という強みがあると認識されていま

す。 

小規模事業者支援については、税務指導や労務指導といった実務的な指導を中心として、資金

課題の解決策として日本政策金融公庫のマル経融資制度による金融斡旋や、補助金を活用した事

業活性化への取り組み支援を行ってきており、まさに事業者からは顔が見え、幅広い相談に応じ

てくれる「かかりつけ医」のような存在として位置付けられています。 

しかし、これらの取り組みに対し、ある一定の評価を受けているものの、小規模事業者を取り

巻く環境が厳しさを増し、変化のスピードも速まるなかで、事務的で単発的、かつ限定的な経営

支援だけでは、小規模事業者の持続的発展には対応できない。専門的な分野の指導は必ずしも得

意ではないという課題や、実際に経営指導にあたる職員のレベルにも格差があり、全体的なレベ

ルアップが必要との指摘もあります。 

このような状況を打破するため、紀北町・御浜町の行政と手を携え、関係する支援機関とも連

携を図りながら、地域小規模事業者の経営力強化を前提とした、個社の現状把握による経営課題

を解決するための小規模事業者に寄り添った支援が必要となっています。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

本商工会地区は、基幹産業の水産及び柑橘類関連産業の低迷並びに商店街の衰退に加え、経営

者の高齢化や事業の将来への危惧に伴う事業承継断念などがあり、小規模事業者は減少基調にあ

って、地域の産業・経済基盤のさらなる低下が懸念されています。 

一方では、長年培ってきた技術・ノウハウを活かした新分野展開などによる新たな市場開拓や

経営基盤の再構築に取り組んでいる事業者も少なくない。こうした地域の現状や課題を踏まえ、

中長期的な視点から定めた行政機関と連携した小規模事業者の経営支援事業のあり方は以下の

通りとします。 

 

①商工会の 10 年ビジョン 

 商工会の 10 年後のビジョンは、『“ちいさな企業”の持続可能な、自立的で個性豊かな地域経

済社会の実現』です。 
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みえ熊野古道商工会管内の小規模事業者の現状を踏まえ、その多くが顧客数減少に伴う売上

減少に起因しています。よって、今後 10 年間、観光は地域を支える新たな主産業として位置づ

け、観光に関連づけた事業展開が必要です。 

これを踏まえて、マーケティング・プロモーション等の販路開拓に伴う取り組みを積極的に行

い、多くの人達が集い、賑わう町が形成されていく中で、小規模事業者においても、力強く適応

していける持続的発展を図る必要があります。 

商業においては、小規模事業者が個社の強みを活かし、個性的で魅力ある商品やサービスを展

開して、集客情報発信施設（紀北町の地域振興施設「始神テラス」、道の駅「紀伊長島マンボウ」、

道の駅「海山」、御浜町の道の駅「パーク七里御浜」）への来訪者を、まちなかの個店へと繋げて

いくことによって、地域外資金の獲得による『地域内資金循環型経済システム』が確立し、町の

持続的な発展への役割の一端を担う存在となります。  

製造業においても、小規模事業者が自発的に技術力を高め、付加価値の強化を図りながら新た

な市場へ販路拡大していくために、積極的に地域特産品や製品開発を行っていきます。このよう

な取り組みによって、予測される産業構造の大変革期を乗り切るための経営力強化を図ります。

 

②紀北町及び御浜町の総合計画との連動性・整合性 

平成 29 年度にスタートした紀北町第２次総合計画では、まちの将来像を「みんなが元気！紀

北町 ～ 豊かな自然、にぎわいと笑顔があふれるまち ～ 」と定め、産業については、『魅力と

活力ある産業のまち』を目的に、また、平成 28 年度にスタートした御浜町第５次総合計画後期

基本計画では、まちの将来像を「思いやりと自然があふれるまち・みはま みんなが輝く希望と

活力あるまちづくり！」と定め、産業については、『活力がみなぎり、魅力ある産業づくり』を

目的に、以下の施策を行うこととしています。 

 

 ■産業施策の主要項目 

紀  北  町 御  浜  町 

商 工 業 商 工 業 

①地場産業の振興 

②経営体制の強化 

③起業・創業の支援 

④新規企業の立地促進・支援 

①魅力的な商業活動の促進 

②特産品開発、新産業創出等への支援 

③既存企業の体質強化の促進 

観   光 観   光 

①観光振興体制の確立 

②観光地としての魅力の向上 

③情報発信の強化 

④各種イベントの充実 

⑤熊野灘レクリエーション都市の活用 

①観光・交流資源の充実・活用 

②地域と連携した体験型交流の充実 

③ＰＲ活動の推進 

 

両町とも主な具体策として、『農林水産業と連携した特産品の開発・販売を促進すると共に、

地域内外へのＰＲを強化し、地域ブランドの確立・開発と販路の拡大』を掲げており、その拠点

として、集客情報発信施設である紀北町においては、紀勢自動車道地域振興施設「始神テラス」、

道の駅「紀伊長島マンボウ」、道の駅「海山」、また御浜町においては道の駅「パーク七里御浜」

を位置づけています。さらに観光施策の拠点としても重要視しており本計画における課題解決に

対応しています。 

また、『町内消費拡大に向けたポイントカード等の普及促進』『経営体質の強化による強い企業

づくり』なども商工会と連携した産業政策として示しており、本計画の内容と整合しています。
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③みえ熊野古道商工会としての役割 

地域小規模事業者の経営力強化を前提とした、個社の現状把握による経営課題を解決するため

の小規模事業者に寄り添った支援が求められており、小規模事業者の持続的な発展に主体的に取

り組み、地域の行政や関係する支援機関との連携を図りながら、支援方法や支援体制を抜本的に

見直して、新たな支援体制の構築が必要であり、以下の役割が必要とされています。 

○販路拡大や付加価値の強化に繋がる実効性の高い支援の実施 

○さまざまな業種に対応した経営支援の実施 

○国・県のほか紀北町及び御浜町が実行する施策や各種補助金などの小規模事業者に役立つ情

報の適切でタイムリーな発信と実行支援の実施 

○変化する支援ニーズへの対応 

○地域の各団体との連携強化による支援力の向上 

○小規模事業者に寄り添った支援を行うための経営指導員の資質の向上  

 

（３）経営発達支援事業の目標 

合併のコンセプトでもあった『“ちいさな企業”のステップアップを支えるアクション、そし

てまちづくりに貢献する。』をテーマに掲げ、集客情報発信施設での特産品の販売促進、観光客

等のニーズ把握、それを踏まえた地域特産品の開発、各種イベントによる集客力の向上、商工会

内に併設した常設のインターネット配信スタジオを活用したインターネット通販を推進すると

共に、紀北町においては、地域振興施設「始神テラス」を核に、道の駅「紀伊長島マンボウ」、

道の駅「海山」、御浜町においては、地域振興のための観光拠点道の駅「パーク七里御浜」の集

客情報発信施設と地元商店等との連携による観光客等の送客なども展開して、地域全体の持続的

な発展を図っていきます。 

 

みえ熊野古道商工会は、商工会の役割や業務を見直し、新たな支援体制を再構築していくこと

により、地域内小規模事業者の課題克服と、販路開拓への新たな取り組みを支援し、小規模事業

者の中長期的な振興へと繋げていくため、紀北町及び御浜町の産業施策及び先に掲げた「（２）

小規模事業者に対する長期的な振興のあり方」に則り以下の４点を経営発達支援計画における

今後５年間の目標とします。  

①小規模事業者の「強み」を活かし他社との差別化を図ることにより経営力を向上すること 

②地域資源を活用した新商品・新サービスの開発と効果的なプロモーションにより新たな販路を

開拓すること  

③地域の集客情報発信施設と地元商店等との連携を支援し『地域内資金循環型経済システム』を

構築すること 

④宿泊業・飲食業をはじめとしたツーリズム産業を強化すること 

 

以上を勘案し、当商工会の目標達成のための方針を下記の通り設定しました。 

 

（４）目標達成に向けた方針 

①魅力ある個店の創出と育成 

売上・利益増加への新たな取り組みについて、自社の経営分析により強みを見出し、事業計画

策定や需要動向調査などを組み合わせて、他社との差別化を図るための強みを活かした魅力ある

個社づくり及びものづくりを総合的に支援します。 

 

②経営課題の解決による売上・利益の確保 

小規模事業者の中には、激変する外部環境の変化に対応しきれず、多くの経営課題を抱えてい

る事業者も多い。そのような事業者の中には、課題解決のために積極的な行動を起こさない事業

者も存在します。小規模事業者への経営指導員等の積極的な巡回訪問や課題案件に応じた専門家

派遣を行うなど、伴走型支援を実施して経営課題の解決を図り売上・利益の確保に務めます。 
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③集客情報発信施設をマーケティング拠点として活用した商品展開力及び販売力の向上 

 これまで商工会が行ってきた『売れるものは何か、どのようにして売るか』という入口の支援・

指導と、集客情報発信施設を活用した『売れたもの何か、どのようにしたら売れたか』という、

より具体的かつ効果的な直接結果に結ぶ付く出口対策支援を講じます。紀北町の地域振興施設

「始神テラス」、道の駅「紀伊長島マンボウ」、道の駅「海山」、御浜町の道の駅「パーク七里御

浜」をこの出口対策の要とし、マーケティング拠点機能を果たすことで、具体的な出口情報等を

得ることができ、地域資源を活かした新商品開発・改良などに対する売るためのより具体的かつ

効果的な支援を行い、“みえ熊野古道ブランド化”による商品展開力及び販売力の向上を図りま

す。 

 

④集客情報発信施設をハブ拠点とした『地域内資金循環型経済システム』の構築 

 地域の集客情報発信施設である紀北町の地域振興施設「始神テラス」、道の駅「紀伊長島マン

ボウ」、道の駅「海山」、御浜町の道の駅「パーク七里御浜」を、地域内への送客ハブ拠点として

役割を強化し、地元商店等と連携した“まちなか回遊”による地域外資金の獲得を目指した『地

域内資金循環型経済システム』を構築します。 

 

⑤関連機関との連携による支援 

人的資源・資金的資源が限られている当商工会において、小規模事業者の特徴に対応したきめ

細やかな支援を実施するには限界があります。紀北町・御浜町との連携を図ることはもとより、

三重県商工会連合会、三重県産業支援センター、三重県よろず支援拠点などとの連携を強め、情

報交換やビジネスマッチング事業などの支援を実施します。  

 

⑥地域に密着した支援機関としての機能及び能力の強化 

上記の方針を実施するためには、経営指導員等が広範な知識を習得し、かつその知識を事業者

にわかりやすく提供するためのスキルが必要となります。現在開催されている各種研修会に参加

し経営指導員等の資質向上を図ることはもとより、職員間の情報の共有やＯＪＴによるノウハウ

の習得を行い経営指導員等の能力の強化を図ります。また、紀北町及び御浜町のほか他地域の商

工会や関係機関との情報交換も積極的に行い、適切な情報をタイムリーに事業者に発信する仕組

み作りに取り組むことにより、地域に密着した支援機関としての機能強化を図ります。 
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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 

［現状］ 

現状では、各指導員が会員巡回や窓口相談のほか金融機関や行政機関等からの情報入手によ

る現況把握となっており、ビッグデータ等を活用した専門的な分析ができておらず十分な地域

の経済状況が把握されているとは言い難い。 

また、各種情報は組織として整理されておらず、個々の能力により活用されてきた。 

［課題］ 
今後、小規模事業者の経営発達を支援していくためには、下記の方法により情報収集・調査・

分析を実施することで、より事業者の実情に沿った的を射た支援を行っていく必要がある。 

今後は、様々な情報を組織的に収集して正確に把握し、指導・支援の根拠となる情報を整理

することが重要である。これら情報のデータベース化と研究により、データに基づいた正しい

方向性の認識と的確な支援が可能となる。 
このため小規模事業者の業種・業態に合わせて収集・調査・分析した内容を適宜提供または

指導・支援に活用する。 

 

（２）事業内容 

①国が提供するビックデータの活用 

みえ熊野古道商工会管内地域（紀北町・御浜町）の産業の稼ぐ力を高めるために、経営指導

員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用した地域経済動向分析を行い、効率的

な経済活動を図るための分析結果の見える化による情報収集に取り組む。     

   〔分析手法〕 ア．「地域経済循環マップ」より生産分析（構成割合）。  

          イ．「まちづくりマップ From-to 分析（滞在人口）」より管内地域への来訪者分析。

          ウ．「産業構造マップ」より産業の現状等（事業所数、従業員数、部門別販売金

額）を分析。  

    上記の内容をわかりやすく総合的に分析し、整理・加工して事業計画策定支援等に反映する。

 

②管内小規模事業者に対する景況感等の調査 

地域内の業種別の構成比に基づき割り振った小規模事業者に協力を要請し、管内の景気動向

等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う「中小企業景況調査」に

独自の調査項目を追加し、年４回調査・分析を行います。また、県全体や全国と景況調査結果

を比較して、当地域の現状や他地域との差異なども分析する。     

〔調査対象〕４０社（建設業、製造業、卸・小売業、サービス業）    

〔調査項目〕売上高、採算、前年度比較、資金繰り、設備投資、在庫、雇用、経営上の問題

点等    

〔調査手法〕年４回、経営指導員等によるヒアリング 

〔分析手法〕経営指導員が外部専門家と連携を図り分析を行う。 
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③一般社団法人（地域振興施設）から経済動向の情報入手・調査・分析 

観光関連産業に関する各種情報を把握するため、一般社団法人が運営する地域振興施設の

ＰＯＳレジシステムに基づく売上などについて、一般社団法人から毎月情報提供を受け地域の

経済動向を調査・分析する。 

〔調査項目〕利用客数、売上動向、高速道路の通行量、観光バスの立ち寄り台数等 

〔調査手法〕毎月、データの提供及び経営指導員等によるヒアリング 

〔分析手法〕経営指導員及び経営支援員が分析を行う。 

 

④地域の金融機関から経済動向の情報入手・調査・分析 

三重県及び東紀州地域の経済動向を把握するため、紀北町・御浜町に支店が存在する金融機

関(百五銀行、第三銀行、紀北信用金庫)に対して、経営指導員等が支店長等と定期的（半期ご

と）に面談又は支店長等に商工会へ一堂に会してもらい、景況感等についてヒアリング又は情

報交換を行い、広域的な情報も含めた経済動向を調査・分析する。 

〔調査項目〕地域の設備投資、個人消費、住宅着工状況、業種別景況等の経営経済動向等 

〔調査手法〕年各１回、個別面談でのヒアリング及び集団での意見交換 

〔分析手法〕経営指導員及び経営支援員が分析を行う。 

 

⑤地元行政から情報入手・調査・分析 

管内の経済動向を把握するため、紀北町・御浜町の両町の担当部署と定期的（半期ごと）に

面談し、地域内の景況感等について情報交換を行い、地域の経済動向を調査・分析する。 

〔調査項目〕地域の人口動態、先端設備等導入計画認定状況、公共工事の発注状況、業種別

景況等の経営経済動向等 

〔調査手法〕年２回、担当者等からの資料提供及びヒアリング 

〔分析手法〕経営指導員及び経営支援員が分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

分析結果は、商工会のホームページで情報開示して、広く管内事業者等に周知する。事業計画

書等を策定する上での根拠として使用するなど地域の小規模事業者に活用していただくと共に、

商工会内部で共有化して経営指導員等が小規模事業者の事業計画策定や経営改善等の指導・支援

の際に活用する。 

 

（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 － １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

③公表回数 １回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

④公表回数 － ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

⑤公表回数 － ２回 ２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 

［現状］ 

従来より経営指導員等による巡回指導・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて、小規模

事業者の状況確認・課題抽出、決算分析など経営分析に努めてきた。また、専門的な課題等に

ついては、外部専門家等による現地指導を受けながら、課題抽出、解決策の提示などに取り組

んできたが、地域の小規模事業者の減少傾向は続いている。 

［課題］ 

この状況を打破するため、地域の小規模事業者の持続的発展を進めるための基礎づくりとし

て、経営指導員等の巡回指導・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて経営分析を行う事業

者を発掘し、小規模事業者の経営分析を行い事業計画策定や販売力強化等に繋げていく。 

経営状況の分析については、これまで実施しているものの高度・専門的な知識が不足してい

るため、専門的な課題等については、三重県の専門家派遣制度や中小企業庁の中小企業・小規

模事業者ワンストップ総合支援事業によるミラサポの施策等を活用して、専門家等と連携する

などの改善をした上で、現地指導も受けながら小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してよ

り丁寧に指導・支援し、小規模事業者の持続的発展を図る。 
 

（２）事業内容 

①巡回、窓口相談及びセミナー開催による経営分析を行う小規模事業者の掘り起し    

ア．巡回・窓口相談時の小規模事業者に対する個別ヒアリング 

経営指導員や経営支援員が実施する巡回指導または窓口相談において、小規模事業者に対

して個別ヒアリング等を実施し、経営分析の重要性を説明することで、経営分析を希望する

事業者の掘り起しを行う。また決算指導、融資、補助金等の相談時等に決算書を入手できる

機会を活かして経営分析の重要性を説明することで、同様に事業者の掘り起しを行う。 

イ．経営分析セミナー開催 

セミナーを開催して、小規模事業者に知識・情報を提供すると共に経営に関する意識改革

を促進し、小規模事業者自らが現状把握や経営分析に取り組む姿勢を醸成していくと共に、

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。 

〔募集方法〕セミナーチラシを作成して配布及び新聞掲載等での開催周知による 

〔開催回数〕年２回 

〔参加者数〕毎回１５名程度 

  

②経営分析の実施    

ア．巡回・窓口相談時による経営分析 

〔対 象 者〕経営・税務・金融支援を受けた事業所 ４０社    

〔分析項目〕定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を実施 

（定量）売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率、労働生産性等 

（定性）ＳＷＯＴ分析 → 自社の強みや弱みの内部要因や外部環境 

〔分析手法〕経済産業省の「ローカルベンチマーキング」、中小企業基盤整備機構の「経営計

画つくるくん」、全国商工会連合会「経営分析システム」等のソフトを活用し、

経営指導員等が分析を行う。 

イ．経営分析セミナーを通じた経営分析 

〔対 象 者〕セミナー受講者の中から経営分析を希望し、かつ事業意欲のある各セミナー参

加者それぞれ１０社（合計２０社）を選定 
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〔分析項目〕定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を実施 

（定量）売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率、労働生産性等 

（定性）ＳＷＯＴ分析 → 自社の強みや弱みの内部要因や外部環境 

〔分析手法〕経済産業省の「ローカルベンチマーキング」、中小企業基盤整備機構の「経営計

画つくるくん」、全国商工会連合会「経営分析システム」等のソフトを活用し、

経営指導員等が分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

分析結果は事業者と共有し、分析結果を踏まえた事業計画策定支援等に繋げていく。また職員

間でも分析手法や分析結果を共有し、分析支援能力の向上に努める。 

 

（４）目標 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

セミナー開催回数 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
 

経営分析件数 

（巡回・窓口相談による） 
― ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件

経営分析件数 

（セミナーによる） 
― ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

経営分析件数 合計 ― ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件

 
 

４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

経営革新計画、三重県版経営向上計画などの施策制度に沿った事業計画策定や小規模事業者

持続化補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金などの補助金を活用するた

めの事業計画策定、さらには設備投資等融資に絡んだ事業計画策定に取り組み成果を得ている

が、ＰＤＣＡサイクルシステムに基づく事業計画作成支援の実績は、地域の小規模事業者数か

らみれば一部であり、全体に浸透させていく必要がある。 

［課題］ 

これまで事業計画策定支援に取り組んできているものの、作成方法がわからないだけでなく、

それ以前に事業計画策定の意義や重要性に対する理解が浸透していないため、今後は、事業計

画策定セミナーの開催方法を見直すなどの改善をした上で本支援を実施する。 

小規模事業者が経営課題を解決するため、上記の地域の経済動向の調査・把握、経営分析、

需要動向調査等の結果を踏まえ、今までにも増して広く、深く事業計画策定支援を行うと共に、

三重県、紀北町、御浜町、地域金融機関及び専門家等とも連携し小規模事業者に寄り添った伴

走型の指導・支援を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 
（２）支援に対する考え方 

経営環境の変化に対応し、持続的かつ発展的な事業展開を図るため、地域経済動向調査、経営

分析、需要動向調査に裏付けされた、実現可能で効果的な事業計画の策定を支援する。また、小

規模事業者の販路開拓等の新たな取り組みを、計画策定の核として設定し、売上や利益の目標達

成を重視した事業計画の策定を支援する。 
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小規模事業者に対し、ビジネスモデルの再構築を図るための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し取り組みに対するハードルを下げるなどにより、「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の年間６割程度の事業計画策定を目指す。 

併せて、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、事業計画策定に繋げていく。 

 

（３）事業内容 
①事業計画策定に関する集団セミナーの開催 

経営分析を行った事業者を対象とした事業計画策定セミナーを開催する。  

〔募 集 方 法〕ホームページでの広報及びセミナーチラシを作成し、経営分析を行った事業

者へ直接案内を行う。 

〔回    数〕年２回 

〔カリキュラム〕事業計画の必要性、事業計画作成手段・手法、儲かる仕組みづくり等 

〔参 加 者 数〕毎回２０名程度  

②事業計画の策定 

〔支 援 対 象〕経営分析を行った事業者を対象とする。 

〔手 段・手法〕事業計画策定セミナーの受講者に対し、事業所ごとに経営指導員等が担当制

で張り付き、専門家も交えて確実に事業計画の策定に繋げていく。 終的に事

業計画の実行まで密着して支援を継続する。 

（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 ― ３６件 ３６件 ３６件 ３６件 ３６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 

［現状］ 

これまで事業計画策定後の支援については、持続化補助金等の補助事業の実績報告が伴う事

業にあっては、補助金対象事業に着手しているかどうかなどを巡回時に聞く程度で進捗状況管

理はほとんど小規模事業者任せであり、事業終了後の実績報告書の策定支援が主であった。 

一方で、補助金を伴わない事業計画策定後の支援については、積極的に行われず支援件数は

少ない状況である。 

また、事業計画策定後の情報発信支援については、みえ熊野古道商工会内に設置しているイ

ンターネットスタジオ「Studio Ｕｔｖ」を地域の情報発信基地として位置づけ、独自番組で事

業所や地域特産品・地域情報等の配信に加え、情報発信力を高めるため、地元ケーブルテレビ

との提携による独自番組を制作して県内及び近隣３県のケーブル局で放映したほか、大阪ケー

ブル局エリア限定番組も制作・放映した。 

［課題］ 

これまで実施しているものの不定期であったり、そもそも訪問回数が少ないため、補助事業

以外の対象者も積極的にフォローするなど改善した上で実施する。 

今後は、事業計画の遂行状況確認や遂行上の課題解決、実行効果の検証をより多く実施し、事

業計画が事業者に根づいていくような支援が求められており、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。
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（２）事業内容 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、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ない事

業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。 

具体的には、事業計画策定３６社のうち、１２社は毎月１回、１２社は四半期に一度、他の

１２社については年２回とする。ただし、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。 

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する場合には、三

重県商工会連合会・南部経営支援センターの経営指導員等や専門家など、第三者の視点を必ず投

入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行

う。 

このほか、事業計画を策定した小規模事業者に対しては、従来の毎月実施している巡回指導時

に事業の進捗状況の確認を行うと共に、計画内容などのタイミングに応じて電話や窓口相談の頻

度を高め必要な指導・支援を行う。さらに、小規模事業者が販売イベント、展示会、マッチング

会への出展や取引先等と商談などをする際にも、必要に応じて経営指導員等が同行し、ユーザー

側のニーズや意向を直に確認し、小規模事業者の指導・支援に反映させていく。 

 

（３）目標 

支援内容 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

フォローアップ 

対象事業者数 
― ３６社 ３６社 ３６社 ３６社 ３６社 

頻度（延回数） ― ２１６回 ２１６回 ２１６回 ２１６回 ２１６回

売上増加事業者数 ― １２社 １２社 １６社 １６社 ２２社 

利益率３％以上 

増加の事業者数 
― １２社 １２社 １６社 １６社 ２２社 

 

 

６．需要動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

［現状］ 

直接的な販売動向データを地域振興施設「始神テラス」の実店舗や通販サイトより利用客数・

購買数等から導き出し、よりリアルな実態把握を行っている。 

また、地域住民生活等緊急支援としてのプレミアム商品券発行事業に伴い、商品券利用者の

消費動向を調査して何に使用したか把握し、管内売れ筋商品のニーズを把握してきた。このほ

か、物産展や商談会への出店による対面調査などを実施している。 

［課題］ 

独自のインターネット販売による動向調査については、販売数が目標を下回る結果となり、

サンプル数が少なく情報として広く提供できるものではなかったことから、ネット販売数の向

上を図ると共に、サンプル抽出方法などを見直す必要がある。 

また、小規模事業者が持続的発展をしていくためには、自社の商品・サービスや新製品の研

究・開発・改良に合った需要動向の情報を収集・分析し、小規模事業者に提供していく必要が

あることから、調査項目が不足していたり、分析内容が不十分であった点を改善した上で実施

する。 
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（２）事業内容 

次の①～③の需要動向調査を行い収集・整理・分析等した情報を小規模事業者の相談内容に応

じて提供し、専門家等も参画して販売戦略、店舗陳列、商品構成、商品開発・改良、パッケージ

デザイン開発等のための基礎データとして活用する。 

これにより名物づくりのほか、顧客サービスの充実や新たなサービスの創出など顧客満足度の

向上を図り、小規模事業者を中心とした個店の経営力を強化する。 

 

①地域ブランド確立のための開発産品需要動向調査 

事業計画を策定した小規模事業者の商品開発・改良を目的に、管内の食品製造業と飲食店か

ら５社を選定し、地域資源の「地魚」や「柑橘類」等を活用した新商品・メニューを対象とし

て調査する。具体的には、地域内外の消費者・観光客のニーズを把握・分析するために、紀勢

自動車道地域振興施設、地域内３か所の道の駅において、試食・試飲及びアンケート調査を実

施し、調査結果を分析した上で、当該５事業者にフィードバックすることで、さらなる商品の

改良やターゲットの変更、販売方法等についてブラッシュアップを図り商品化に資する。また、

当該調査の分析結果を事業計画に反映する。 

〔サ ン プ ル 数〕来場者２００人 

〔調査手段・手法〕紀北町内の紀勢自動車道地域振興施設「始神テラス」、道の駅「紀伊長島

マンボウ」、道の駅「海山」、御浜町内の道の駅「パーク七里御浜」におい

て比較的来場客が多い夏休み（８月）に、商品化を目指す産品等を店頭で

試食・試飲していただき商工会の職員等が聞き取りアンケート票へ記入す

る。 

〔分析手段・手法〕調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞きながら、

経営指導員等が分析を行う。  

〔調 査 項 目〕味、甘さ、硬さ、色、大きさ、価格、見た目、パッケージ等  

〔分析結果の活用〕分析結果は、経営指導員等が当該食品製造業者及び飲食店に直接説明す

る形でフィードバックし、さらなる改良等を行う。 

 

②商談会等での調査 

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、小規模事業者が事業

計画を策定し開発した商品・製品が、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う。具体的には、三重県南部地域の商工会と商工会議所が連携し

て開催する「みえのまるみえ大商談会」などの展示会やビジネスフェアにおいて、来場するバ

イヤー等に対し、試食・試飲及びアンケート調査を実施する。 

〔サ ン プ ル 数〕来場者５０人 

〔調査手段・手法〕経営指導員等が展示会・ビジネスフェア来場者に対しアンケート調査を

行う。 

〔分析手段・手法〕調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞きながら、

経営指導員等が分析を行う。 

〔調 査 項 目〕アイデア、品質・技術、デザイン（パッケージ含む）、価格、販売方法、

使用方法、競合品・代替品との比較、取引条件、商品価値等 

          ※業種や展示会の内容によって項目や視点は変化させる。 

〔分析結果の活用〕分析結果は、経営指導員等が当該食品製造業者などに直接説明する形で

フィードバックし、さらなる改良等を行う。 

 

③地域振興施設及び独自ネット販売での調査 

売れる商品づくりを目的に、売れ筋や販売トレンドなど地域内外の消費者・観光客のニーズ

を把握・分析するため、地域振興施設「始神テラス」の実店舗や通販サイトより利用客数・購

買数等の販売動向データを収集する。 
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〔サ ン プ ル 数〕毎月 

〔調査手段・手法〕地域振興施設「始神テラス」→ ＰＯＳレジによる販売情報の抽出 

         独自ネット販売 → ネット販売サイトからの販売情報の抽出 

〔分析手段・手法〕調査結果は、経営指導員等が主体となり分析を行いつつも、不足するノ

ウハウについては、販路開拓等を得意とするよろず支援拠点等の外部専

門家の意見を聞き行う。 

〔調 査 項 目〕利用客数、品目、購買数、客単価など 

〔分析結果の活用〕分析結果は、経営指導員等が当該事業者に直接説明する形でフィード 

    バックし、さらなる改良等を行う。 

 

（３）目標 

支援内容 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 

１社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

②調査対象 
事業者数 

２社 ５社 ５社 ６社 ６社 ６社 

③調査対象 
事業者数 

― １０社 １０社 １０社 １０社 １０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 

［現状］ 

従来から地域振興施設「始神テラス」や地域内の３か所の道の駅での特産品等の販売促進、

ＪＡＰＡＮブランド事業やみえ地域コミュニティ応援ファンド事業等を活用した新商品開発や

マーケティング活動、きいながしま港市等のイベント事業の実施など、小規模事業者の販路開

拓の支援活動を実施して成果を出してきた。 

［課題] 

今後は、上記の経験・ノウハウ・ネットワークを活か

して、今まで以上の販路開拓支援を展開して小規模事業

者の販路開拓及び販売力強化を図っていく。 

地域の小規模事業者が製造・販売・提供する物品、サ

ービス、技術等を消費者や取引先対象企業等にアピール

するため展示会、商談会、即売会等に積極的に出展する

と共に、当商工会地域内の地域振興施設「始神テラス」

及び道の駅３施設（紀伊長島マンボウ、海山、パーク七

里御浜）において、地域での販売促進を図るために集客

イベントを商工会独自で開催し、小規模事業者の商品等

の販売会を開催する。しかし、新たな需要開拓に有効な

展示会・商談会を商工会が選定し、事前・事後の指導を

含め展示会の有効活用を支援することが課題となってい

る。また、インターネットによる新たな需要開拓につい

ても伴走型で支援する必要がある。 

このため本事業については、展示会出展の事前・事後

のフォローが不十分であったため、改善した上で実施す

る。 

 始
はじ

神
かみ

テラス（紀北町）

パーク七里御浜（御浜町） 
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（２）事業内容 

①展示会・商談会への出展事業 

支援に対する考え方 

「地魚」や「柑橘類」等の地域資源を活用した商品等の新たな需要開拓を図るため、展示会・

商談会への出展を支援する。展示会等を単独で開催するのは困難なため、県内外で開催される

既存の展示会等や三重県・三重県商工会連合会等が開催する展示会等への出展を目指す。 

出展にあたっては、参加させるだけでなく効果的なプレゼンテーションができるよう事前研

修を行うほか、事後には商品のブラッシュアップや商談相手へのアプローチ支援など、商品力

の強化を図りながら成約に繋げる実効性のある支援を行う。また、出店期間中には、経営指導

員等が陳列、接客などきめ細かな伴走型支援を行う。 

ア．みえのまるみえ大商談会（ＢtoＢ) 

  〔支援対象〕「地魚」や「柑橘類」等の地域資源を活用した商品の製造業者・販売業者 

〔概  要〕11 月～１月のうち１日開催。三重県南部地域の市町の商工団体（13 商工会及び

５商工会議所）から製造業者等が出展する地産地消をテーマにした展示商談会。

県内外のバイヤー等と商談を行い販路拡大を目指す。 

〔来場者数〕バイヤー８５社（１２８名）／2018 年実績 

〔出展者数〕５４事業所／2018 年実績 

イ．みえ南部地域「食」の特産品フェア （ＢtoＣ) 

〔支援対象〕「地魚」や「柑橘類」等の地域資源を活用した食品製造業者・販売業者 

〔概  要〕10 月～１月のうち３日間開催。三重県南部地域の 13 商工会から食品製造業者等

が出店する“食”をテーマにした物産展。消費者を対象としたＰＲと市場調査な

どによる販路拡大を目指す。 

〔来場者数〕約３,０００名 

〔出展者数〕３５事業所／2018 年実績 

ウ．しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア」出展事業（ＢtoＢ) 

商工会が「しんきんビジネスマッチング“ビジネスフェア”」で１～２ブースを借り上げ、

事業計画を策定した小規模事業者を優先的に出展させ、各自で取り扱う商品、製品、技術、

サービス等の新たな需要の開拓を支援する。 

  〔支援対象〕「地魚」や「柑橘類」等の地域資源を活用した商品の製造業者等 

〔概  要〕10 月頃１日開催。東海地区 36 信用金庫の主催で、ポートメッセなごやに自慢の

商品、技術、情報、知恵を持ち寄って、展示・ＰＲし商談会を開催。 

〔来場者数〕３,３７０名 

〔出展者数〕３９０事業所／2018 年実績 

※そのほか、三重県・三重県商工会連合会が開催する展示会・商談会等 

 

②地域振興施設等を活用した需要拡大事業（ＢtoＣ） 

支援に対する考え方 

地域近隣エリアのみの販路しか有しない事業者に対しては、『売れたもの何か、どのように

したら売れたか』という、より具体的かつ効果的な出口対策支援を講じるために、マーケティ

ング拠点の要としている集客情報発信施設のうち、東紀州地域の集客交流施設の中でも、 も

多い入込客数（2018 年 649,629 人）である紀勢自動車道地域振興施設「始神テラス」におい

て、施設内の「きほくの小径」スペースを活用して開催される集客イベントへの出展を勧奨し、

地域外客への需要拡大を支援する。露出頻度の増加と認知度向上により売上拡大を図る。 

また、マーケティング拠点の要としている集客情報発信施設（本地域振興施設や道の駅３施

設「紀伊長島マンボウ」「海山」「パーク七里御浜」）への出品者に対しては、販売動向などを

確認しながら定期的なフォローをし、新商品の開発支援や既存商品の品質向上等の面でブラッ

シュアップにも繋げていく。 



- 19 - 
 

〔支 援 対 象〕地区外に販路を求める意欲のある小規模事業者 

〔概   要〕土・日・祝祭日にテントショップを開設。特産品等を販売して消費者を対象と

したＰＲと市場調査などによる販路拡大を目指す。 

 
③ＩＴを活用した需要拡大事業（ＢtoＣ） 

支援に対する考え方 

昨今のインターネットが著しく普及している環境下では、販売チャネルとしてネット販売を

利用しないことは、ビジネスチャンスを逸していると言わざるを得ないため、地域外に販路を

求める小規模事業者を対象にＩＴを活用した需要拡大を支援する。具体的には、自社の強みや

取扱商品等の魅力を発信することの重要性を説明し、平成 26 年６月に全国の商工会で初めて

開設した常設のインターネット配信スタジオ「Studio Ｕｔｖ」を活用して制作している独自

番組で紹介する。地域のツーリズム産業も含めた全国に向けての情報発信を促進すると共に、

動画配信によるネット販売システムにより認知度向上や売上増加を図るなど、新たな需要の開

拓を支援する。 

〔支 援 対 象〕地区外に販路を求める意欲のある小規模事業者 

〔配信番組名〕オレンジのキホクニヤ商店 

〔概   要〕“みえ熊野古道ブランド”として紀北町・御浜町の特産品等を紹介及びネット販売。 

月２回更新。インターネットは随時配信、地元ＣＡＴＶでも毎日定期放映。 

〔ネット販売ＨＰ〕キホクニヤ（https://kihokuniya.com） 

〔取扱品目数等〕６００アイテム／１４０事業者 

 

（３）目標 

項目 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

①-ア．みえのまるみえ大商談会 

参加事業者数 
３社 ３社 ３社 ５社 ５社 ５社 

成約件数／社 ― １件 １件 ２件 ３件 ３件 

①-イ．みえ南部地域「食」の特産品フェア

出展事業者数 
３社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

売 上 額／社 ６万円 ８万円 １０万円 １０万円 １２万円 １２万円

①-ウ．しんきんビジネスマッチング
参加事業者数 

１社 １社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数／社 ― １件 １件 ２件 ２件 ２件 

①展示会・商談会への出展事業 

参加・出展事業者数  合計
７社 ９社 １０社 １２社 １２社 １２社

成約件数／社   合計 ― ２件 ２件 ４件 ５件 ５件 

売 上 額／社   合計 ６万円 ８万円 １０万円 １０万円 １２万円 １２万円

②地域振興施設等を活用した需要拡大

出展事業者数 
― ５社 ５社 ６社 ６社 ６社 

売上増加率／社 ― ３％ ３％ ５％ ５％ ５％ 

③ＩＴを活用した需要拡大 

参加事業者数 
５社 １０社 １０社 １２社 １２社 １２社

売上増加率／社 ― ２％ ３％ ３％ ５％ ５％ 
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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 

［現状］ 

紀北町・御浜町において、消費拡大を目的に「大感謝フェア」を実施しており、地域の小規

模事業者が参画した地域内消費の押し上げに対する支援への取り組みを行っている。さらに両

町において推進しているカード事業については、各行政と連携して地域課題と関連した特徴あ

るカード活用特典を企画するなど、それぞれの組織で積極的な事業展開をしており、これらの

町内消費購買力の向上に向けた事業活動への支援も行っている。 

［課題］ 

さらなる賑わいを創出して地域経済振興を推進していくには、商工会が主体となり、行政や

民間企業、関係団体と連携・協力し新たな産業等の創出や、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。    

 
（２）事業内容 

①地域特産品開発「“みえ熊野古道ブランド化”・ものづくり」事業（都度） 

小規模事業者が独自、あるいは連携して地域の１次産業、２次産業、３次産業が一体となり、

地域力を生み出す農商工連携スタイルによる地域の素材を活用した特産品開発に取り組むこ

とを奨励すると共に、開発や連携に対するチャレンジを支援し、新たな商品開発の創出や知名

度向上を図ることで、“みえ熊野古道ブランド化”を実現する。 

現在、「みえ熊野古道ブランド化」の浸透を図るため、販促のぼりの製作及びかわら版チラ

シ、タウン情報誌（フリーペーパー）の発行など、「地域の名物

おこし・名物づくり事業」を推進している。 

既にブランドマークは完成しており、全世界に向けてｗｅｂで

公募し、500 点の中からインドネシアのデザイナー「エコ エディ

スイシプト氏」の作品を採用し、平成 23年に商標登録（第 5430800

号）している。みえ熊野古道商工会のブランディングは、『地域

ドリームをグリップ』、『地域住民のハートをグリップ』、『地域

商いのチャレンジをグリップ』という３つの取り組みの象徴であ

る。当地の恵みを楽しむ、誰からも愛される町(まち)とするため

の“オンリーワン”の取り組みを示す地域ブランドとして確立していく。 

みえ熊野古道商工会が「四季・感動」定点写真事業で保管してきた東紀

州地域の画像約 10,000 点に、平成 26 度事業として実施したフォトコンテ

ストでの応募作品を新たに追加して、行政や事業所に貸し出し、地域アピ

ールを行うと共に企業イメージの向上を図る。また、みえ熊野古道商工会

が実施する商品開発や各種事業に活用し、「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ」の

ブランディングイメージ確立に役立たせる。現在もスタジオ事業で全世界

へ発信中。 

 

②「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ活性化会議」の開催（年２回） 

 紀北町、御浜町、東紀州地域振興公社、紀北町観光協会、御浜町七里御浜マネジメント機構

（仮称）、地域振興施設・始神テラス、道の駅・紀伊長島マンボウ、道の駅・海山、道の駅・パ

ーク七里御浜、熊野古道カードサービス、御浜カードサービス等で構成する「みえ熊野古道

ＪＡＰＡＮ活性化会議」を計２回行い、会議において、「小売業・飲食店・宿泊業・サービス業」

を中心とした地域経済の活性化の方向性について、足並みを揃えた意識の共有を図っていく。

商標登録第 5430800 号 

名物おこしのぼり 
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③イベントの開催などによる特産品等のＰＲ及び町内消費拡大 

特産品等のＰＲや消費拡大を目的として、次の事業を紀北町・御浜町と連携のもと開催。こ

れらのイベント等は、実行委員会などを組織して開催しており、関係者間で意識の共有を図る

ため、事前事後の会議や「②みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ活性化会議」において、町内消費購買力

の向上を目的として検討を行う。 

ア．大感謝フェア（年１回） 

《関係機関等：紀北町、御浜町、熊野古道カードサービス、御浜カードサービス、ピネ専門

店街》 

紀勢自動車道の全線開通に伴う入込客が増大しており、消費者の町外流出を防ぎ、小売

業・飲食店・宿泊業・サービス業の新たな町内消費の拡充に繋げるため実施。 

イ．御浜みかん祭（年１回） 

《関係機関等：御浜町、御浜みかん祭り実行委員会》 

道の駅・パーク七里御浜において開催。特産品販売

コーナーに小規模事業者が出店し、各自で取り扱う特

産品や商品等の販路開拓、販売促進を行う。   

ウ．まんぼうまつり（年２回） 

《関係機関等：紀北町、道の駅・紀伊長島マンボウ、

マンボウ倶楽部》 

道の駅・紀伊長島マンボウにおいて開催。特産品販

売コーナーに小規模事業者が出店し、各自で取り扱う

特産品や商品等の販路開拓、販売促進を行う。 

エ．三重きいながしま港市（毎月１回、年末約１０日間） 

《関係機関等：紀北町、三重きいながしま港市協会》 

商工会が立ち上げた団体である三重きいながしま港

市協会が開催する集客イベント。小規模事業者が出店

し、各自で取り扱う特産品や商品等の販路開拓、販売

促進を行う。 

オ．地域通貨カードによる消費拡大 

《関係機関等：紀北町、御浜町、熊野古道カードサー 

 ビス、御浜カードサービス》 

紀北町・御浜町の町内消費の域外流出を防ぐため、「熊野古道カード」「御浜カード」の活

用による、加盟店におけるポイント打点だけでなく、各種キャンペーンや行政との連携によ

るサービスを行っており、さらなる充実を図っていく。 

カ．集客情報発信施設でのマーケティング拠点事業 

核となる紀勢自動車道地域振興施設「始神テラス」は、みえ熊野古道商工会が 3,500 万円

の基金を拠出して設立した「一般社団法人 みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ」が運営。 

名称の「みえ熊野古道ＪＡＰＡＮ」は、熊野古道を一つのイメージとした、東紀州地域の

特産品等のブランドイメージ化を進める『地域拠点』である。みえ熊野古道商工会が地域総

合経済団体として今後の小規模事業者支援及び発達計画を遂行する地域振興の核として機

能させる。 

入込客数の多い本地域振興施設を第１情報窓口とし、地域に３か所ある「道の駅」を第２

の集客情報発信施設として、『地域内資金循環型経済システム』の構築を促進していく。 

商工会が地域振興として立ち上げた 

『三重きいながしま港市』 

御浜みかん祭 
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④外国人技能実習生共同受入制度の活用 

現在、みえ熊野古道商工会が１次受け入れ機関として実施して

いる「外国人技能実習生共同受入制度」について、政情の不安定

な中国に加えてベトナムからの受け入れも行い、さらに本年度よ

りネパールからも受け入れを開始して、地域地場産品の伝統的加

工技術の伝承や生産性の向上を図り、全国市場への販路開拓対応

を行う。 

 

 

 

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り組み 

 
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 

［現状］ 

他の支援機関と連携した情報交換については、その機会が少なく、また、情報交換に対する組

織的な取り組みはあまり行われていない。 

［課題］ 

 今後は、他支援機関と支援力向上を目的とした情報交換会や研修会を積極的に実施すると共

に、その際得られた各種情報を効果的に事業者にフィードバックする必要がある。 

 
（２）事業内容 

次の事業で得られた「補助金等の情報」「融資制度等の情報」「税務制度等の情報」などの事業

者に直結する情報については、「商工会ＨＰ」を活用し情報発信を行うと共に、必要に応じて経

営指導員等が巡回時に直接事業者に説明するなど、情報のフィードバックを実施する。 

①三重県商工会連合会・南部経営支援センター主催の「経営支援会議」への出席（年６回） 

三重県南部地域 13 商工会が参集する三重県商工会連合会・南部経営支援センター主催の「経

営支援会議」に出席し、他商工会の小規模事業者に対する伴走型支援に関するノウハウや支援

の現状、地域の経済情勢、需要動向等について把握すると共に相互の情報交換を行うことで、

支援ノウハウの一層の向上に努める。また、その情報及びノウハウについては職員の定期ミー

ティング等で報告し職員間で共有する。 

〔相手先〕三重県商工会連合会、松阪北部商工会、松阪香肌商工会、明和町商工会、多気町商

工会、大台町商工会、大紀町商工会、志摩市商工会、玉城町商工会、南伊勢町商工

会、小俣町商工会、度会町商工会、紀宝町商工会 

 

②日本政策金融公庫主催の「マル経協議会」への出席（年２回） 

東紀州管内の商工会及び商工会議所が参集する外部機関である日本政策金融公庫・津支店主

催の「経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会」に出席し、金融支援施策や資金需要の動向、県

内及び管内の経済・需要動向、小規模事業者の状況等について把握すると共に相互の情報交換

を行うことで、支援力の強化に努める。 

本会議は、情報交換機会の少ない日本政策金融公庫や会議所地域の状況も把握できる貴重な

場である。また、全経営指導員等が統一的な支援を行えるよう、一層の支援能力向上が課題と

なっているため、経営指導員を本会議に順番で出席させるほか、その情報及びノウハウについ

ては職員の定期ミーティング等で報告し職員間で共有する。 

〔相手先〕日本政策金融公庫津支店、紀宝町商工会、尾鷲商工会議所、熊野商工会議所 

19 年目の外国人技能実習の様子 
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③尾鷲税務署主催の「税務連絡協議会」への出席（年１回） 

東紀州管内の商工会及び商工会議所が参集する外部機関である尾鷲税務署主催の「経営指導

員税務連絡協議会」に出席し、税務支援施策、管内の景況動向、小規模事業者の状況等につい

て把握すると共に相互の情報交換を行うことで、支援力の強化に努める。 

本会議は、情報交換機会の少ない尾鷲税務署や会議所地域の状況も把握できる貴重な場であ

る。また、全経営指導員等が統一的な支援を行えるよう、一層の支援能力向上が課題となって

いるため、経営指導員を本会議に順番で出席させるほか、その情報及びノウハウについては職

員の定期ミーティング等で報告し職員間で共有する。 

〔相手先〕尾鷲税務署、紀宝町商工会、尾鷲商工会議所、熊野商工会議所 

 

④全国商工会連合会や中小企業基盤整備機構などの機関を通じた情報交換（都度） 

商工会をはじめとする全国の支援機関には当商工会が保有していない有効な指導・支援ノウハ

ウを保有しているところがあるので、必要な情報やノウハウに関しては、全国商工会連合会や中

小企業基盤整備機構などの機関を通じて情報を収集し、ノウハウ保有先支援機関と情報交換等を

行い、小規模事業者の抱える課題や求めるニーズに応えられる支援体制を整える。 

〔相手先〕全国商工会連合会、中小企業基盤整備機構 等 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

職員のスキルに関し、現状では三重県商工会連合会、中小企業大学校等の研修や現場での専門

家派遣事業でのスキルの移譲、支援経験の浅い経営指導員や経営支援員については、熟練経営指

導員が帯同支援等を実施している。 

［課題］ 
小規模企業に対する経営支援の充実を図るため、全指導員が統一的な支援を行えるよう、また、

経営支援員についても指導員に準じた業務が遂行できるよう一層の支援力向上が課題である。 

 
（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

スキルマップ作成と研修計画の策定を行い、三重県商工会連合会・全国商工会連合会が主催

する研修への参加に加え、中小企業大学校の主催する研修に経営指導員等が年間１回以上参加

することで、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

また、三重県下の商工会が一堂に会する正副会長及び職員研修会において開催される経営支

援事例発表大会に出席し、他商工会の支援事例を学ぶ。 

 

②ＯＪＴ制度の導入 

若手経営指導員等については、三重県版経営向上計画、経営革新計画、小規模事業者持続化

補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等の策定・申請・事業実施の各段

階において、ベテラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、ＯＪＴ

により指導・助言内容、情報収集方法などを学ぶ。また、本事業での販路開拓を目指した支援

事業を通じて、小規模事業者と共に実際に各所での販売促進事業に関わることで、消費者やバ

イヤーなどの反応を直接、肌で感じることができるほか、商談等の実践現場に携るなど、小規

模事業者と一緒になって試行錯誤する中で方向性を見出し、事業計画を進めることにより利益

の確保を目指すための伴走型の支援能力の向上を図る。 
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③職員間の定期ミーティングの開催 

「経営支援会議」を月２回開催し、組織内で経営指導員等全職員がノウハウを共有する。さ

らに「小規模事業者経営発達支援融資制度（第２マル経）」の対象とする重点支援事業と位置付

けた事業計画等については、モデル事例として指導員を中心とした事業推進ミーティングにお

いて、進捗に合わせて情報共有することで、段階的に支援ノウハウを習得していく。 

 

④データベース化 

担当経営指導員等が巡回、窓口の相談案件や支援内容を、適時・適切に電子カルテに入力す

ると共に定期的にペーパー出力して企業別カルテに保管し、支援中の小規模事業者の状況等を

職員全員が相互共有できるようにする。担当職員以外でも一定レベル以上の対応ができるよう

にデータベース化し、組織全体として共有化、支援能力の向上を図る。 

 

 
１１．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 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

 中小企業診断士である外部評価者を加えた外部評価会議を年１回開催している。 

［課題］ 
事業の見直しが十分ではなかった点もあり、今回の計画については、必要に応じ外部評価者

を加えた的確な評価を踏まえて、ＰＤＣＡサイクルによる効果的な事業推進に結び付けられる

評価体制の構築が必要である。 

 

 
（２）事業内容   

○当町との繋がりも強くこの地域にも精通している、外部有識者の中小企業診断士・橋本大輔氏

に対して、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行い、適宜アドバイスを受ける。

○計画策定等を支援した小規模事業者に対して、支援内容やフォロー活動に対する満足度調査を

経営指導員等の聞き取りにより実施。その内容及び指導員の自己評価を踏まえて、事務局内で

評価・改善等について検討すると共に、必要に応じて外部有識者の助言を得る。 

○当会の理事会と併設して、事務局で検討した内容を検証する機関として「経営発達支援計画評

価協議会」を設置する。構成メンバーは、紀北町商工観光課長、御浜町企画課長、法定経営指

導員、外部有識者として中小企業診断士、地域金融機関代表者等とする。年２回開催し、経営

発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。   

○当該協議会の評価結果は、役員会にフィードバックした上で、事業実施方針等に反映させると

共に、みえ熊野古道商工会のホームページ（http://www.miekodo.or.jp）に掲載するほか、事

務所へ常時備え付けすることで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 
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【みえ熊野古道商工会「経営発達支援計画」に関するＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域振興施設等を活用したＰＤＣＡサイクル】 

 

○ＰＬＡＮ   地域素材の発掘、加工製造、規格、キャッチコピー、ネーミング、パッケージ

開発、みえ熊野古道ブランディング、インターネット販売システムの策定 

 

 

○ＤＯ     地域振興施設「始神テラス」等での販売促進及びホームページ・インターネッ

ト販売との連動システムの実施 

 

 

○ＣＨＥＣＫ  売上動向、試供品による各種調査及び評価（味、値段、購買層、顧客満足度、

売れ筋傾向）、ホームページ・インターネット販売との連動システムの現状評

価 

 

 

○ＡＣＴＩＯＮ 各種改善、販路の選定、みえ熊野古道ブランディングの修正 

 

 

○ＰＬＡＮ   新たな商品企画、販売計画策定等ステップアップ計画の策定 
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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１１月現在）

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所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／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制

等） 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第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：東 幸久 

 ■連絡先：みえ熊野古道商工会 TEL：0597-47-0576 

 ■氏 名：南 重光 

  ■連絡先：みえ熊野古道商工会 御浜支所 TEL：05979-2-3220 

 

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、事務の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会/関係町連絡先 

①商工会 

〒519-3205  

三重県北牟婁郡紀北町長島 2141 番地 

みえ熊野古道商工会 

TEL：0597-47-0576 ／ FAX：0597-47-1329 

E-mail：info@miekodo.or.jp 

 

みえ熊野古道商工会・事務局機構図 

専  務 
 

事務局長 
（法定経営指導員）

紀北町 
商工観光課 

御浜町 
企画課 

御浜支所 
法定経営指導員 １名 
主幹経営指導員 １名 
経営指導員   １名 
経営支援員   １名 

 

本 所 
主幹経営指導員 １名

経営指導員   １名

主任経営支援員 １名

経営支援員   １名

一般職員    １名

海山支所 
本所職員が兼務 
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②関係町 

〒519-3292  

三重県北牟婁郡紀北町東長島 769 番地 1 

紀北町 商工観光課 

TEL：0597-46-3115 ／ FAX：0597-47-5906 

E-mail：shokan@town.mie-kihoku.lg.jp 

 

〒519-5292  

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和 6120 番地 1 

御浜町 企画課 

TEL：05979-3-0507 ／ FAX：05979-2-3502 

E-mail：m-kikaku@town.mie-mihama.lg.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 ５,０００ ５,０００ ５,０００ ５,０００ ５,０００

 

 

動向調査分析費 

 

各種セミナー

開 催 費 

 

需要開拓・販路

開 拓 事 業 費 

 

資質向上事業費 

 

 

５００ 

 

４００ 

 

 

４,０００ 

 

 

１００ 

５００

４００

４,０００

１００

５００

４００

４,０００

１００

 

５００ 

 

４００ 

 

 

４,０００ 

 

 

１００ 

５００

４００

４,０００

１００

（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 

会費収入、国補助金、三重県補助金、紀北町及び御浜町補助金、手数料収入、一般受託料収入、 

特別会計繰入金等 

 

 

（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） 

 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 

特にありません。 

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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