
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

熊野商工会議所（法人番号 6190005003560） 

熊野市（地方公共団体コード 242128） 

実施期間 令和２年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

目標 

(1)小規模事業者の商品等の需要拡大による売上・利益増進 

(2)熊野市への観光客等の誘客拡大による交流人口増 

(3)全業種の小規模事業者の廃業食い止めや新たな内需型ビジ 

ネスモデルの構築 

(4)小規模事業者の地域内外（海外を含む）への販路拡大 

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 

 各種調査により、地域の経済状況等を把握、分析する。 

 2. 経営状況の分析に関すること 

 小規模事業者の経営分析支援を行い、事業計画策定に繋げる。 

 3. 事業計画策定支援に関すること 

 作成済の様式で小規模事業者の事業計画策定を支援する。 

 4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 小規模事業者が策定した事業計画のフォローアップを行う。 

 5. 需要動向調査に関すること 

 需調査により、商品のブラッシュアップに繋げる 

 6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 展示商談会等に参加し、小規模事業者の売上拡大に繋げる。 

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 

イベントの開催等により、地域経済の活性化を図る。 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のた

めの取組 

 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、

経営指導員等の資質向上、事業の評価及び見直しを行い、円滑

かつ有効に経営発達支援計画を実施していく。 

連絡先 

熊野商工会議所 

〒519-4323 三重県熊野市木本町 171番地 

 TEL：0597-89-3435 FAX：0597-89-3436 

E-mail：k-cci.info@kumano-cci.com 

熊野市 水産・商工振興課 

〒519-4392三重県熊野市井戸町 796 

 TEL：0597-89-4111 
 



（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 

  

（ア）位置と地理的特徴と課題 

 熊野市は三重県の南部、紀伊半島の南東部に

位置（右・図表１）し、津市（県庁所在地）ま

では約 120 ㎞、名古屋市まで約 210 ㎞、大阪市

まで約 160 ㎞の距離にある。 

市域は、北を尾鷲市・奈良県上北山村、南を

御浜町・紀宝町、西を和歌山県北山村・新宮市・

奈良県下北山村、十津川村と接しており、東側

は熊野灘に面している。海岸部の北部は、志摩

半島から続く典型的なリアス式海岸で、南部は

隆起砂礫海岸の七里御浜が紀宝町まで続き、市域の内陸に向かうに従い紀伊山地の急峻

な山地となっている。 

以上のような地政学的な特徴をもとに市の地域を地理的に 5つの地域に分類すること

ができる。 

①市の行政、経済の中心であり、ＪＲ熊野市駅を中心とする市街地（木本・井戸地区） 

第二は、熊野灘に面し、尾鷲市と接する漁業の盛んな沿岸部の地域（新鹿地区等） 

第三に、南の御浜町と接し、果樹園や農業の盛んな地域（有馬・久生屋・金山地区等） 

第四に、奈良県と接し、林業が盛んな地域（飛鳥・五郷地区等） 

第五に、和歌山県と接し、熊野古道等、観光が盛んな地域（旧紀和町地区）である。 

 

〇課題：熊野市は山と海に囲まれ平地の少ない地域であり、また、公共交通機関の整備

が遅れている地域であり、平成 25 年度に延伸した高速道路がもたらす観光客需要の取

り込みが課題である。 

  

（イ）人口動態分析と課題 

熊野市は、林業、漁業等の 1次産業を中心に紀州地域の中核的な都市として発展して

きた。しかし、昭和 40 年頃には 3万人を超えていた人口が、現在は 16,769人（令和元

年 9 月 1 日現在）まで減少している。また、平成 17 年の旧紀和町との合併による当時

の合計人口の約 2万 1 千人が、この 14年で約 4千人減少し、人口に占める 65歳以上の

割合が約 43％（60 歳以上の割合は約 50％）と、過疎高齢化と人口減少が同時に急激に

進行している。 

※高齢化の進行により、市外流出人口が減少したこと等により、ここ数年の人口減少率

は以前よりは低くなっている。 

詳細に平成 2年から現在までの人口動態を見ると、自然動態及び社会動態を合わせ毎

図表 1 熊野市の位置（網掛の部分） 



年約 300人～600 人減少してきた。生産年齢人口（15 歳以上 64 歳以下）も、平成 2 年

の 16,098 人が平成 22 年に 10,301 人となっており、20年間で 6,000 人程度減少して

おり、平成 27 年には 8,345 人と更に約 2,000 人減少している。令和元年 9 月現在の町

別の世帯数では、世帯数が 1,000世帯以上あるのが木本町、井戸町、有馬町の 3町だけ

で、いずれも商工業の中心となっている町である。 

 

 人口 世帯数 高齢化率 

平成 17年 19,607人 8,589世帯 33.2% 

平成 27年 17,322人 8,151世帯 41.7% 

※数値は平成 28年度熊野市統計書より。 

 

〇課題:生産年齢人口の減少と高齢化が急速に進むと同時に、人口、世帯が比較的平地

の多い中心部に集中する結果になっている。その結果、小売、サービス、建設業等住民

対象の小規模事業者の事業の持続化には新分野進出や新サービスの提供など差別化を

行い、既存顧客の深堀等を進めることが課題である。 

 

（ウ）主要な産業の現状と課題 

 熊野市は、温暖多雨な気候と紀伊山地、熊野灘に抱かれた豊かな自然環境からもたら

される自然の恵みを受けた農林水産業などの第一次産業と食料品製造業やプラスチッ

ク製品製造業などの第二次産業があり、第三次産業は、世界遺産熊野古道などの観光資

源ＰＲやスポーツ交流、合宿誘致に全市を挙げて取り組んでいることから、ホテル、民

宿、旅館業等の集積もある。 

第一次産業においては、温暖多雨な気候にあった温州みかんの栽培や江戸時代から続

くさんま漁、杉・檜を中心とした製材など、地域資源を活用した伝統ある産業の育成と

新規農作物である新姫の栽培など高付加価値化、ブランド化、差別化を図った取組が行

われており、当会議所も熊野ブランド認定事業を行う等、主に販路開拓分野で参画し、

進めている。 

第二次産業においては、食品製造業、木材・木製品製造業、プラスチック製品製造業

など 約 40 社が操業している。 

集積の多い干物等食品製造業を除くと、プラスチック製品製造業など素材・部品関連

産業については、数こそ少ないものの独自の成形・加工技術によりコスト削減を図り、

海外メーカーとの競合激化により業績悪化傾向にある国内メーカーの中にあっても、比

較優位性を高めている企業が市内に立地しており、今後も当市の産業振興において大き

な役割を果たすものと思われる。 

第三次産業についても、平成 25 年度に紀勢自動車道（紀勢大内山 IC～尾鷲北 IC）

や熊野尾鷲道路（尾鷲南 IC～熊野大泊 IC）の開通が実現し、紀勢国道工事事務所によ

ると、紀勢自動車道と熊野尾鷲道路が全通すると、所要時間 3時間以内で熊野市に到達

できる圏域の人口が、開通前の約 90万人から、7倍以上の 680万人に拡大すると見込ま

れている。 

それら観光入込客への対応次第で、旅館業や農林水産物販売業、観光振興にかかるサ

ービス業の発展が見込まれ雇用増が期待できる。 



今後さらに進行すると予想される少子高齢化に対して、市外の人との交流も含めて地

域を活性化させ、市内における雇用の場の創出拡大を図る必要がある。 

しかし、現状は、長く熊野市の経済を支えてきた 1次産業は、後継者不足や漁獲量減

等による収益性の問題から衰退が進み、また、少子高齢化の急激な進行もあり、地域内

経済の循環では、経済活動が成り立たない業種も増加している。 

例えば、商業面においても、商業統計によると本市全体の年間商品販売額が、平成 16

年度には約 308 億円あったものが、平成 26 年度には約 244 億円と約 80％の規模になる

など、経済活動の低迷も数値となって表れている。 

一方、世界遺産「熊野古道」や高速道路の延伸、G7伊勢志摩サミットのポストサミッ

ト効果等を機会として捉えた観光客向けの商品販売（宿泊、飲食、物産等）は伸長して

おり、他地域へ発信、販売していく食料品加工業等の支援の優先順位が上昇している。 

 

区分 
商店数（店） 年間販売額（百万円） 

平成 16年 平成 19年 平成 26年 平成 16年 平成 19年 平成 26年 

総 数 457 467 299 30,858 31,449 24,414 

卸売業 62 69 48 10,783 11,831 8,085 

小売業 395 398 251 20,075 19,619 16,329 

※数値は平成 28年度熊野市統計書より。 

※平成 16年から平成 19 年の数値の増は旧紀和町との合併に起因する。 

 

〇課題：主要な産業の変化に加え人口減少と高齢化が進み、定住者をターゲットとして

いる小売業、住民向け建設、サービス業などは、縮小する商圏に対して、新たな商品や

サービスの提供を進めることが課題である。 

同時に、今後も拡大することが期待されている交流人口への対応、取組が当地域の小

規模事業者の持続的発展にとって必須の条件であることから、当商工会議所は、地域を

支える小規模事業者が人口減少時代に対応した新しいビジネスモデルの構築等の課題

解決に向けた継続的な支援を行う必要がある。 

 

（エ）小規模事業者の実態調査分析と課題 

 本経営発達計画策定に先立って、平成 27 年 4 月に当商工会議所の約 700 件の小規模

事業者の会員を対象に緊急経営実態調査を行った。（回収率 31.6％）その結果と今まで

の巡回、窓口相談結果を総合すると以下のような状況であることが分かった。 

 

①地域住民の生活を対象にした小売・サービス業の現状 

当市は東紀州地域の中核的な都市として発展した経緯もあり、現在も卸・小売業の数

は多い。たとえば、会員数でいえば 182社あり、会員数の 24.1％ある。 

しかし、人口減少に加えて、市内には、1,000 ㎡以上の大型小売店が 4 店あり、取扱

商品が重なる小売店では競争が激化し、アンケート結果からは、「事業を継続させたい」

は 30.8％にとどまり、13業種の中で最も低い結果になっている。 

一方、生活関連サービス業であっても、生活必需品分野、例えば、一定の需要のある

プロパンガス販売店などは縮小均衡が成り立っている。また、鮮魚小売店から、加工食



品部門への進出、強みをいかした飲食業への進出など、市場の変化に対応している個別

店舗は新たな顧客を開拓している。 

創業でいえば、商業分野の創業は極めて少ないが、趣味を活かした小規模な創業やコ

ミュニティビジネス分野の創業もみられる。 

一方、サービス業の創業は活発である。最も多いのは介護、福祉関連事業者である。

また、創業の傾向として、薬局や整体、美容師など資格所有者が多い特徴がある。さら

に、熊野市の自然や土地柄、人柄に魅せられて Iターン者が熊野で創業するケースも見

られる。熊野市も独自の専門家派遣制度を創設するなど注力しており、創業支援の場合、

他の支援機関との地理的、距離的な問題もあり、ほぼ全数を当会議所が支援している。 

また、自動車板金、自動車整備工場数も多く、大手チェーン店が参入していない業種

では、競争が激化していない。 

 

〇課題：生活関連内需型小規模事業者は縮小する商圏人口や多様化するニーズに対して

従来のビジネスモデルでは対応できず、経営革新等新たな取組が課題になっている。 

 

②旅行者を対象とした観光産業の現状 

観光地として、「熊野古道」の知名度は総じて高く、平成 25年度の高速道路の延伸効

果もあって、平成 15年度の 1,185,621人に対し、平成 28年度は 1,421,738 人と増加し

ている。 

一方、宿泊客の受け皿となる宿泊施設は総じて小規模であり、30 室を超える宿泊施設

は 4軒と少なく、現状ではスポーツ合宿以外の団体客を受け入れる施設が乏しい。 

同時に、飲食業でも 200人以上収容できるのは鬼ケ城センターの 1社しかなく、交流

人口の増加に対して受け入れ態勢が整っていない。 

一方、従来、多く見られた社員旅行等の団体旅行は減少傾向にあるが、旅行会社が主

催する募集型の団体旅行は一定のニーズがあり、テーマ性のある旅行、例えば熊野市で

はクラブツーリズム社の観光バスによる集客力は強く、当会議所とのつながりもあっ

て、弁当の手配等は会議所が行い、地域の小規模事業者の販路拡大に貢献している。（下

記の伴走支援事例 1 参照） 

また、近年の傾向として、香港、台湾を主体とした団体旅行客と欧米人を中心とした

個人旅行客等インバウド需要が急増している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇課題：人口が急激に減少している当地域では観光に活路を見出す必要がある。ここ数

年、熊野市が整備している施設はほとんどが観光施設であり、また、東京の三重テラス

（三重県のアンテナショップ）での観光・物産 PRなどを行政と共同して開催するなど、

伴走支援事例１ [観光バス客弁当・昼食等需要の拡大] 

当会議所は 10年前から毎年、東京、名古屋の大手から中小までの旅行会社 10社

程度を訪問し、地域の観光の PR 以外に、関連する飲食関係事業所の需要拡大を目

指した営業活動を行っている。現在では、その成果が出ており、毎年 4,000食の積

み込み弁当や昼食需要の受注獲得に成功している。それを市内の 5件の弁当店（別

途車内販売用商品については 5社）が提供するなど成果を出している。 



一体となった活動をかねてより行っているが、さらに効果を挙げるには支援体制強化が

課題である。 

 また、当会議所では、昨年度より「全国展開事業」の一環で熊野ブランド認定制度の

整備を進めており、旅館業等も対象にしていることから、小規模な民宿等の営業力強化

が課題である。 

 

③製造業の現状 

熊野市は、地理的な制約もあり、碁石の黒石として知られる那智黒石等の地場産業は

あるものの、金属、プラスチック加工など下請的な町工場は少ない。 

反面、木材の産地であることから製材業は一定の集積がある。しかし、建築材が外材

に押されていることや 2つの森林組合が 1つに集約されるなど小規模な製材業が多く、

今後は、一部の製材所を除き、経営は厳しくなると思われる。 

一方、熊野材、県産材を見直す動きが県内外にあり原木市場は一定のニーズがある。 

A 製材所では、建築材以外にも家具や建具などを製造しており、付加価値の高い商品

開発や消費地に直売するなど新たな市場を開拓している。 

同様な事例として、地理的ハンディを乗り越え比較優位性を維持している企業の代表

例が B社で、金型とプラスチック製品の競争力は強い。 

さらに、地域資源である魚類を使った食品加工業では、縮小する熊野市商圏から販路

を市外に見出し、成功している事例もある。たとえば、干物、練り製品の C社や燻製品

の D社などで、土産物に特化している点が特徴である。（下記の伴走支援事例 2 参照） 

また、熊野市は温州みかんを中心とした柑橘類の栽培が盛んな地域であり、比較的大

規模な事業者から小規模事業者まで栽培に加えて、みかんジュース等加工品の製造を行

っている。 

同様に、干物製造事業者の集積もあり、内需型と外需型に区分できる。内需型は地域

内の住民を対象に一定の需要をまかなっているが、年々ジリ貧状態になっている。一方、

外需型は、市外、県外から FAX、TEL で受注を受けるなど独自の販路開拓事業を行って

いるが、総じて固定客依存度が強く、新たな販路開拓が課題である。 

そこで、平成 27年度からは当会議所は小規模事業者の海外展開支援（食品等の輸出）

にも注力しており、アジアやアメリカ等への商品の輸出が実現できてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伴走支援事例２ 新商品開発を支援し、販売価格を約 5倍にした事例 

熊野沖で取れるさんまは北海道、三陸沖から南下したもので、脂が適度にぬけ

ているので、名物のさんま寿しや丸干しに加工されている。 

しかし、小さなさんまは値がつかず、捨て値同然で取引されていたが、「全国

展開事業」を通じて小さなさんまに着目し、従来の干物ではなく、燻製で商品化

し販売したところ、地元の道の駅等で人気商品になり、初年度は 2万本、2年目

は 3万本出荷するほどのヒット商品となっている。 

通常の丸干なら 1 本 60 円程度であるが、燻製さんまは 290 円で販売できるほ

ど市場性のある強い商品になり、大阪の展示会にも当商工会議所の経営指導員が

同行支援を行ったことなどにより、全国に販売が始まった。 



〇総括：干物製品の小規模事業者に対しては、独自の販路開拓に加えて、地域の観光施

設等への出品支援や県外への販売支援が必要であり、当会議所が推進している「熊野ブ

ランド」事業等を通じて、特徴のある商品についてはブランド化支援を行っていく必要

がある。 

 

④建設業の現状 

公共事業主体の土木業は高速道路関係と平成 23 年に当地に甚大な被害をもたらした

水害復旧工事がほぼ完了したことで、景況感は一服している。 

また、人材確保と資材価格の上昇がコストアップになっており、公共事業では単価が

低く採算が厳しい現実も見られる。 

建設業では、当地ではビル建設の需要はほぼなく、個人住宅や農業用の小規模な建築

工事が当地の主要な工事である。 

一方、土地柄もあり、大手ハウスメーカーで新築するケースは少なく、地域の工務店

に依頼する傾向が強いが住宅着工戸数自体が少なく、リフォーム分野への進出が課題で

ある。 

 

〇当地の建設業のほとんどが内需型小規模事業者で、熊野市周辺の住民を対象としてい

ることから、地域内の人口減少、住宅を建築する若年者人口不足の影響を受けている。   

高齢の大工、工務店経営者が多く、新築需要依存度を下げ、バリアフリー化や家族構

成の変化に対応したリフォーム市場への参入が課題である。 

また、30、40歳代のデザインセンスの高い工務店もみられるが、地域での知名度は総

じて低いことから、同世代の 30 歳代後半の住宅購入者世代をターゲットにした販売促

進支援と今後徐々に浸透すると思われる低価格訴求型のハウスメーカーへの対応も課

題である。 

 

（2）10年先を見据えた中長期的な振興の在り方 

 

（ア）上記の現状と課題で述べたような、地域の定住者数の減少は確実であるため、第

2 次熊野市総合計画にも交流人口を含めた人口の目標値が記載されている。人口減少や

高齢化等により小規模事業者の経営環境が益々悪化する恐れが高いため、小規模事業者

の持続的発展や円滑な事業承継が進むよう、伴走型で個社支援を引き続き行っていく。

また、定住者と共に交流人口もターゲットとする商品やサービスの開発・提供が喫緊の

課題であり、商工会議所としてその振興・支援も行う。更に、イベントの開催や地域の

魅力発信を行う等、面的支援も行っていく。 

 

令和元年 9月 1日現在 

熊野市人口 

令和 9年推定 

熊野市人口 

令和 9年熊野市目標人口 

（交流人口を含む目標値） 

16,769 人 12,334人 15,000人 

※数値は第 2次熊野市総合計画より。 

※令和 9年推定人口はコーホート変化率法による。 

（イ）また、交流人口を含めても人口減少は進行していくため、地域外への商品の販売

額増も喫緊の課題となっている。これについても第 2次熊野市総合計画には、多様な手



法による販路拡大の取組の必要性や海外市場を見据えた地域産業活性化について記載

されており、商工会議所としても小規模事業者の海外展開を含む地域外への販路の拡大

に向けた取り組みへの支援を行っていく。 

※第 2次熊野市総合計画の計画期間は平成 30年度～令和 9年度まで。 

 

○これらの取り組みにより、地域経済の衰退を防ぎ、１０年後も、国内外の観光客から

選ばれる訪問地となるよう、「熊野古道」や「熊野ブランド」に関連する事業の育成と、

当地域の持続的発展を目指していく。 

 

（3）中長期的な振興のあり方を踏まえた小規模事業者支援の目標 

（令和 2年～令和 7年） 

 

[目標①] 

 地域資源（農林水産資源や観光資源）等を活用した小規模事業者の商品やサービスを

事業計画策定から事業実施段階まで切れ目のない伴走型支援を行うことで、小規模事業

者の商品やサービスの需要拡大を実現し、売上と利益を増進させていく。 

 

[目標②] 

 大手旅行会社と連携した熊野市への観光客の誘客やスポーツ等による交流人口の拡

大を実現する。 

 

[目標③] 

 全業種の小規模事業者に対して、経営力強化や事業承継支援を行い、地域で生活して

いくために必要な生活インフラを担う事業者の廃業を食い止める。また、高齢者等向け

商品やサービス（食料品の移動販売等）の開発などの新たな内需型ビジネスモデルを構

築していく。 

 

[目標④] 

 多様な業種での勤務を経験した職員が在籍しており、販路拡大支援を得意としている

ことから、小規模事業者の地域内外（海外を含む）への販路拡大に注力していく。 

 

（4）中長期的な振興のあり方を踏まえた小規模事業者支援の方針 

（令和 2年～令和 7年） 

 

[方針①] 

日常的な巡回・窓口相談時に加え、多様な機会で提案し、経営状況分析と事業計画策

定支援を総力で支援する。事業計画策定事業者に対して、経済動向・需要動向情報等を

提供し、伴走支援により商品やサービス開発を促進する。また、観光客の増加につなが

っている観光キャンペーンを行政等と連携して強力に推進し、交流人口の需要拡大・販

路開拓を支援する。 

 

 



[方針②] 

 今後も都市部の大手旅行会社へ観光情報や地域資源を用いた商品情報等を提供し、当

地域への旅行ツアーの造成とツアーへの小規模事業者の商品の組み込みを実現するこ

とにより、小規模事業者の売上・利益の増進に貢献していく。 

 

[方針③] 

日常的な巡回・窓口相談時に加え、多様な機会で提案し、経営状況分析と事業計画策

定支援を総力で支援する。事業計画策定事業者に対して、経済動向・需要動向情報等を

提供し、内需型小規模事業者の経営力強化や円滑な事業承継を促す。これは、地域で生

活していくために必要な生活インフラの保持にも繋がる。また、新たな内需型ビジネス

モデルの構築についても伴走型で支援を行っていく。 

 

[方針④] 

 今後も事業計画策定事業者に対して、経済動向・需要動向情報等を提供して上で、小

規模事業者と共に都市部等で開催される展示商談会に積極的に参加し、地域内外（海外

を含む）への販路拡大に係る伴走型支援に注力していく。展示商談会への参加について

は、経営指導員等が事前・現場・事後指導を伴走型で行うことで、販路拡大の確立を高

める。 

 

[方針➄] 

 上記の目標①～④を達成するため、経験の浅い職員の実態に応じた OJTと各種研修会

への参加及び熊野市実施の専門家派遣事業の活用による専門家からのノウハウ移転を

通して支援力向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

平成 26 年度までは、①三重の景況調査（年 2 回実施 200 事業者対象）を行ってきた

が、地域の経済状況等はある程度は把握できるが、小規模事業者の実態等は把握できな

い。また、各小規模事業者も漠然とした地域の景況感等は把握しているものの、データ

として認識できていない。これが、事業計画策定や販路拡大策の実行が進まない要因の

一つとなっていた。 

 そこで、平成 27 年度からは、上記に加えて②小規模事業者実態調査（会員企業を対

象にした全数調査）を行い、③RESAS 地域経済分析システム（経産省）の情報も収集、

分析、加工して、巡回、窓口相談時の情報提供や会報誌、ホームページに掲載し周知し

ていくこととした。 

 しかし、小規模事業者を支援する職員の入退職が相次いだこともあり、伴走型支援を

行う上で、上記情報の活用が必ずしも十分ではなかったので、RESAS の所内勉強会の開

催や研修会への参加等を積極的に行い、職員の情報の分析・加工能力等を向上させる必

要がある。 

 

（２）事業内容 

①三重の景況調査 

事 項 内 容 

情報収集・整理 

分析を行う項目 

・売上、利益の状況、仕入条件の現状及び見通し 

・設備投資の状況や資金繰り状況 

・経営課題 

調査方法・手段 当会議所会員企業 200社へのアンケート調査（年 2回） 

郵送及び FAX にて回収し、当会議所が熊野市内の景況感等を分析

し、その結果を三重県商工会議所連合会が取りまとめる。 

成果の活用方法 業種毎の経営環境の把握ができ、巡回指導時等の小規模事業者支援

において、熊野市内及び三重県下の同業他社との比較ができ、経営

分析の素材として活用できる。また、結果を会報誌やホームページ

に掲載することで、各事業者がいつでもそれを確認でき、経営判断

の材料ともなる。 

 



②小規模事業者実態調査 

事 項 内 容 

情報収集・整理 

分析を行う項目 

・従業員の雇用状況 ・売上状況 

・事業承継の状況  ・必要な支援施策 等 

調査方法・手段 当会議所全会員企業約 700社へのアンケート調査（年 1回） 

職員が事業所を訪問し、その場で記入してもらい、（不在の場合は

FAX 等にて回収）当会議所で集計を行い、その分析を行う。 

成果の活用方法 ①の三重の景況調査では調査項目が限られており、事業承継の状況

や支援ニーズは調査できない。事業承継状況の把握等は重要度が高

い。活用方法については、①と同様に巡回指導時等の小規模事業者

支援における経営分析の素材として活用する。また、結果を会報誌

やホームページに掲載することで、各事業者がいつでもそれを確認

でき、経営判断の材料ともなる。 

更に調査結果を熊野市に報告することで、市の今後の施策立案にも

活用してもらえる。 

 

③RESAS地域経済分析システム 

事 項 内 容 

情報収集・整理 

分析を行う項目 

・地域経済循環マップ  ・まちづくりマップ 

・産業構造マップ 等 

調査方法・手段 当会議所職員が RESASを用いて、「何で稼いでいるか」、「人の動き」

等の生産分析や産業構造分析を行う。（年 1回） 

RESAS の活用に不慣れな職員が多いため、会議所内での勉強会の開

催や研修会への参加を行い、分析能力を高める。（各年 1回） 

成果の活用方法 RESAS 等のビッグデータの活用に不慣れな小規模事業者が多いた

め、商工会議所で取りまとめた分析結果の提供は小規模事業者にと

って意義がある。「地域は何で稼いでいるか」、「地域の産業構造は

どうなっているか」等のビッグデータを巡回指導時等に事業者に提

供し、今後の事業計画策定のための基礎データとして活用してもら

う。また、分析結果を会報誌やホームページに掲載することで、事

業者がいつでも情報を確認できるようにする。 

 

○地域の経済動向調査の目標 

 

項 目 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①三重の景況調査 2回 2回 2回 2回 2回 2回 

②小規模事業者実態調査 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

③RESAS 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

合 計 3回 4回 4回 4回 4回 4回 

 

 



3. 経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

以前の経営状況分析はマル経融資や小規模事業資金等の金融斡旋時、各種補助金申請

時に行ってきたが、分析シートを作成していなかったので、審査書類の項目に沿った内

容になっていた。   

そこで、経営計画作成セミナーにおいて、講師から提供を受けた戦略シートをベース

にこれを改良し、小規模事業者が容易に作成でき、実効性のある分析シートを当会議所

独自で作成した。 

 分析シートの作成により、小規模事業者の経営状況分析数は増加し、事業計画策定を

行う事業者も増加しているが、前述した当会議所の支援職員の入退職により、職員の分

析支援能力にバラつきがでているため、その支援能力の向上が課題となっている。 

 

○経営状況分析シート（簡易版） 

経営状況分析シート（表面） 

 

経営状況分析シート（裏面） 

 
 

 

 

 

 

 

売上・利益の状況と要因 

資金繰り・資金需要 

販路開拓取組状状況 

直面する経営ニーズ 

必要な支援策 



○経営状況分析シート（詳細版） 

 



（２）事業内容 

 

事 項 内 容 

対象事業者 管内（熊野市内）小規模事業者 

分析項目 ・過去 1年間と比較した売上、利益の増減状況やその要因 

・直面する経営ニーズ 

・販路開拓取り組み状況 

・資金繰り状況 等 

分析手段・方法 経営指導員等がヒアリングして事業所の経営状況や課題について

整理し、事業者が分析シートを作成する。作成した分析シートをロ

ーカルベンチマークを用いて同業他社と比較、分析する。 

成果の活用方法 経営状況分析とその後の事業計画作成に至るプロセスは、小規模事

業者の課題設定にとどまらず、強みの発見にもつながる。小規模事

業者の気づきと課題の見える化を通じて、小規模事業者の事業計画

策定を促し、持続的発展の基礎を作る。 

 

※上記の簡易版分析シートは簡易であるため、事業計画策定へと進む事業者には 3C 分

析 による自社の現状や把握 SWOT 分析 を経た事業戦略の策定のための詳細版経営分析

シートを活用し、経営分析支援を行う。 

※経験の浅い経営指導員等については、上記の経営分析シートの所内勉強会を毎年 1回

開催し、経営分析支援能力向上を促す。 

 

○経営状況の分析の目標 

 

項 目 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①経営状況分析作成シー

トによる経営状況分析 
60社 60社 60社 60社 60社 

※当会議所経営指導員は 3名であり、20社/1名を目標とする。 

 

4. 事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

現状の事業計画書の作成支援は、金融斡旋や決算指導時、三重県版経営向上計画申請

時、各種補助金申請時等、事業者が必要に迫られての支援依頼に基づき作成支援を行っ

ているが、事業者は積極的に事業計画を策定したいというマインドにはなっておらず、

恒常的な仕組みになっていない。 

 

※三重県版経営向上計画とは、三重県が平成26年4月に制定した「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事業計画認定制度。三重県知事に認定される。 

 



（２）支援に対する考え方及び事業内容 

 

経営分析をもとにした事業計画策定によって、小規模事業者は経営目標を明確化し、

目標に向かった事業計画に対する継続的な PDCA によって、事業を持続的に発展させる

必要があるが、事業計画策定の意義や重要性は浸透していない。そこで、下記のシーン

等で、経営分析を行った事業者に対し、事業計画策定による販路開拓等の事例紹介を行

うなど、事業計画の策定に繋げていく。 

 

○事業計画策定を促すシーン 

各シーン（手段） 手 法 

①金融斡旋や決

算指導時 

金融斡旋や決算指導時に上記の経営分析シートを活用し、経営分析

支援を行うが、分析を行った事業者に事業計画策定へのステップア

ップを促す。 

②各種補助金申

請時 

各種補助金申請時の支援において、事業計画策定支援も担当経営指

導員が張り付き、必要に応じて熊野市の施策である専門家派遣事業

を活用しながら支援を行う。 

③三重県版経営

向上計画等の計

画申請時 

三重県版経営向上計画等の計画申請時に事業計画策定支援も事業

計画策定支援も担当経営指導員が張り付き、必要に応じて熊野市の

施策である専門家派遣事業を活用しながら行う。 

④事業計画策定

セミナー（事業承

継予定者・創業予

定者を含む）時 

飲食店等は廃業があると、間もなく他社が居ぬきで創業する事例が

多数あり、実質的には事業承継であることが多いため、事業承継予

定者・創業予定者を対象に含む経営計画策定セミナーを開催し、経

営分析から経営計画策定までを一貫して促す。 

※事業計画策定セミナーはチラシの新聞折り込み、会議所会報誌、会議所ホームページ

等で周知を行い、4 回シリーズとする。カリキュラムは、経営分析から税務、人材、販

路開拓等とし、事業計画策定までの一貫した内容とする。（想定参加者数 10名/年） 

 

事業計画書は当会議所が作成した様式を使用する。書式は 2種類あり、簡易版は（内

容は下記に記載）、小規模事業者の中でも、事業規模がより小さい者を対象にし、詳細

版は比較的売上規模が大きい小規模事業者を対象にする。 

 詳細版（下記挿入）の構成は、3C分析（カスタマー、コンピティーター、カンパニー）、

SWOT 分析、基本戦略である SO 型（強みと市場の機会）と課題解決型に区分し戦略を立

て、目標売上高と目標利益の設定、それを実現するための 4P 戦略（プロダクト、プロ

モーション、プレース、プライス）に区分する形式になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

※事業計画書（簡易版）の内容 

（１）今後の目標 （目標売上高・目標利益・その他の目標） 

（２）目標達成に向けて重点的に取り組むこと 

（３）3年程度目指すこと（中長期目標） 

（４）収益の改善に関すること（新たな顧客の開拓、獲得したい顧客、削減したいコスト） 

（５）署名欄：実現への決意・約束 

⚫ 小規模事業者に署名を求め、次年度の実現を約束させる。 

⚫ PDCA のスタート 



○事業計画書（詳細版） 

 

 

 
 

○事業計画策定の目標（各シーン毎） 

 

項 目 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①金融斡旋や決算指導時 26社 26社 26社 26社 26社 

②各種補助金申請時 3社 3社 3社 3社 3社 

③三重県版経営向上計画

等の計画申請時 
3社 3社 3社 3社 3社 

④事業計画策定セミナー

（事業承継予定者・創業

予定者を含む）時 

10社 10社 10社 10社 10社 

事業計画策定数の目標 42社 42社 42社 42社 42社 

※対象は経営分析を行った事業者で、その 7割の事業計画策定を目標値とした。 

製品・販路・価格・販促の４Ｐ 

 

4P 戦略策定時に合わせて地域経済情

報・需要動向情報の提供を行う 

・基本戦略 

①長所伸長 

②課題解決 

・スケジュール 

目標 

売上 

利益 

 



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、事業計画策定後の支援は金融斡旋後や補助金の採択後や巡回指導時等に実施は

しているものの、不定期であり、新たな課題が発生した場合の相談業務が主であり、体

系的な実施指導は行われていない。 

 事業計画策定後の支援の目安回数を設定するなどし、体系的な指導体制の構築が必要

である。 

 

 

（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、事業計画の進捗状況やフォローアップ

の必要性を勘案した上で、訪問及び電話等により集中的に支援する事業者と支援回数を

減らしても問題の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 42社の内、9社（フォローアップが特に重点的に必要な事

業者を 2割程度と想定）は毎月 1回、33社は半年に 1回訪問や電話等でフォローアップ

する。ただし、事業者からの支援要請への対応や事業計画とのズレが生じていると判断

した場合は臨機応変にフォローアップ頻度を増やし、専門家を派遣するなどし、事業計

画の実行に向けた支援を行う。 

 

○事業計画策定後の実施支援の目標 

 

項 目 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 
42社 42社 42社 42社 42社 

フォローアップ 

延べ回数 
174回 174回 174回 174回 174回 

売上増加事業所数 9社 9社 9社 9社 9社 

利益率増加事業所数 9社 9社 9社 9社 9社 

 

6. 需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

商工会議所で契約している日経テレコンやミラサポ、ＥＣサイトのランキング、金融

機関の情報誌、業界誌、専門誌などから情報を収集し、主に事業計画を作成した小規模

事業者に対して適時情報提供を行ってきた。 

 しかし、管内小規模事業者が開発した新商品等に対する消費者の生の声を聴くことは

できなかった。 



（２）事業内容 

 

 事業者が開発した新商品等に対する消費者等の生の声を聴き、事業者の商品のブラッ

シュアップによる売上の向上に繋げるため、下記のような需要動向調査を行うこととし

た。当地域の製造業は食品や伝統産業（那智黒石）が主であるため、それらの需要動向

調査を行い、製造業者に調査結果をフィードバックし、商品開発に資する。 

 

①新商品等の物産展等におけるアンケート調査 

事 項 内 容 

調査手段・手法 都市部等の地域外物産販売イベント（アクアイグニス物産展や大阪

市で開催される三重県関西事務所主催の物産展を想定）にて来場者

に必要に応じて試食をしてもらいながら、経営指導員等が聞き取り

の上、アンケート票へ記載する。 

サンプル数 来場者 50人程度 

分析手段・手法 調査結果は、経営指導員等が取りまとめ、分析を行う。 

調査項目 ①食品 

味、大きさ、パッケージデザイン、価格 等 

②非食品 

デザイン、価格、使用したいシーン 等 

分析結果の活用 分析結果は当該経営指導員等が製造業者に直接説明する形でフィ

ードバックし、更なる商品のブラッシュアップに繋げる。 

 

②新商品等の商談会等における調査 

事 項 内 容 

調査手段・手法 都市部等で開催される商談会等（地方銀行フードセレクションや沖

縄大交易会を想定）に事業者と共に参加し、商談に同席しながらバ

イヤーから商品に対する意見をもらう。 

調査数 バイヤー30名程度 

分析手段・手法 調査結果は、経営指導員等が取りまとめ、分析を行う。 

調査項目 ①食品 

味、大きさ、パッケージデザイン、価格 等 

②非食品 

デザイン、価格、使用したいシーン 等 

分析結果の活用 分析結果は当該経営指導員等が製造業者に直接説明する形でフィ

ードバックし、更なる商品のブラッシュアップに繋げる。 

 

 

 

 

 

 



○需要動向調査の目標 

 

項 目 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①調査対象事業者数 3社 3社 3社 3社 3社 

②調査対象事業者数 4社 4社 4社 4社 4社 

合 計 7社 7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 

 

 人口減少等の影響により、当地域は地域内経済の循環だけでは内需型企業の経営が成

り立たなくなってきているため、都市部等の地域外や海外展開を含めた展示会、商談会

への参加を促進している。当会議所には観光業や小売業を経験してから入所した職員が

存在することや、小規模都市であるがゆえ、商工会議所と事業者との距離が近く、事業

者の商品や特性を把握しやすいため、小規模事業者の海外展開（輸出）の実現や大手旅

行エージェントへの働きかけによる小規模事業者の商材の旅行ツアーへの組み込みが

実現する等、新たな需要の開拓支援は成功しているといえる。 

 しかし、成果を出せるノウハウを持った職員は一部に限られるため、そのノウハウの

移転が課題となっている。 

 

（２）事業内容 

 

 事業計画を策定した小規模事業者の新たな需要を開拓するため、今後も都市部等で開

催される展示会・商談会（下記を想定）へ事業者と共に参加する。必要な営業用ツール

（企業概要書、商談シート、名刺等）の作成支援も既に実施しており、専門家の支援も

受けながら、バイヤーとの商談の進め方、魅力的な展示ブースの作り方支援、商談同席

による条件折衝支援、事後の契約に向けた支援等も実施していく。 

また、当地は世界遺産「熊野古道」等を有する観光地でもあるため、大手旅行エージ

ェントへ積極的に働きかけ、当地への誘客と事業計画を策定した小規模事業者のツアー

への商品の組み込みによる直接的な売上向上に寄与していく。 

これらの取り組みを進める上で、経営指導員等だけではなく、ノウハウを持った事務

局長も同席して伴走型支援を行うことで、支援ノウハウの移転もすすめる。 

 

※当地の製造業者の大半は食品製造業者であるため、支援対象は主に事業計画を策定し

た食品製造業者を想定している。 

 

 

 

 

 

 



①想定している展示会・商談会：地方銀行フードセレクション（BtoB） 

事 項 内 容 

出展方法 当商工会議所がブースを借り上げ、事業者と共に出展する。 

出展者事業者数 2社程度 

展示会の概要 地方銀行フードセレクションは東京都で開催される食品の展示商

談会で、約 1,000 社のサプライヤーが出展し、約 13,000 名のバイ

ヤーが来場する、日本最大級の地域食品の展示商談会。 

出展にあたり、地方銀行の支援も受けられる。 

手法・及び 

支援内容 

出展にあたっては、事前に必要な営業用ツール（企業概要書、商談

シート、名刺等）の作成支援を行う。 

展示・商談会の現場では商談に同席し、バイヤーの知りたい情報、

条件等を的確に示せるように伴走型支援を行う。 

展示・商談会後には、事業者と共に商談内容の精査を行い、新規契

約による新たな需要が生まれるよう、契約に向けた支援も行う。 

 

②想定している展示会・商談会：沖縄大交易会（BtoB） 

事 項 内 容 

出展方法 当商工会議所がブースを借り上げ、事業者と共に出展する。 

出展事業者数 2社程度 

展示会の概要 沖縄大交易会は沖縄県で開催される食品の商談会で、海外展開を主

としている。商談は基本的にすべて事前マッチングされることか

ら、小規模事業者の商品に興味を持ったバイヤーと確実に商談を行

うことができる。当会議所はここ数年同商談会への出展支援を行っ

ており、1 社あたり約 15 件の商談対応と、小規模事業者の海外展

開も実現している。 

手法・及び 

支援内容 

出展にあたっては、事前に必要な営業用ツール（企業概要書、商談

シート、名刺等）の作成支援を行う。 

展示・商談会の現場では商談に同席し、バイヤーの知りたい情報、

条件等を的確に示せるように伴走型支援を行う。 

展示・商談会後には、事業者と共に商談内容の精査を行い、新規契

約による新たな需要が生まれるよう、契約に向けた支援も行う。 

※海外展開が主の商談会であるため、専門家にも同行支援してもら

いながら、商談の成功度を高めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



③旅行エージェントへの働きかけ（BtoB、BtoC） 

事 項 内 容 

働きかけ方法 当商工会議所職員が事業計画を策定した小規模事業者の商品を、直

接都市部の大手旅行エージェントに PRする。 

旅行エージェン

トへ働きかける

事業者数 

3社程度 

働きかける旅行

エージェント数 

3者（名古屋市等の大手旅行エージェント） 

手法・及び 

支援内容 

大手旅行エージェントに当会議所職員が直接訪問し、ツアー企画担

当者に当地への旅行ツアーの造成とそれに伴う小規模事業者の商

品の組み込みを提案する。 

訪問にあたっては、小規模事業者に対し、大手旅行エージェントが

欲している商品像を説明し、商品開発を行う。 

ツアー造成後には大手旅行エージェントとの契約等に係る支援も

伴走型で行う。 

※この取り組みは、過去に日本商工会議所の「全国商工会議所きら

り輝き観光振興大賞」の奨励賞を受賞。 

 

○新たな需要の開拓に寄与する事業に関することの目標 

 

項 目 現 行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①地方銀行フードセレク

ション出展事業者数 
2社 2社 2社 2社 2社 2社 

成約件数/社 1件 1件 1件 1件 1件 1件 

②沖縄大交易会 2社 2社 2社 2社 2社 2社 

成約件数/社 1件 1件 1件 1件 1件 1件 

③旅行エージェントとへ

の働きかけ事業者数 
3社 3社 3社 3社 3社 3社 

売上増加額 400万円 400万円 400万円 400万円 400万円 400万円 

 

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 

 

 小規模都市であるため、行政（熊野市）や市内金融機関等の関係機関との距離感が近

く、緊密に連携が取れており、小規模事業者支援や地域活性化のためのイベント開催等

を協力して行っている。また、熊野市第 2次総合計画においても、当会議所の会頭が熊

野市総合計画審議会委員を務めている。 



（２）事業内容 

 

①中心市街地のにぎわいと地域経済活性化のためのイベント開催 

 

 熊野市第 2次総合計画にも、中心市街地のにぎわいと地域経済活性化についての記載

があり、当会議所が熊野市や商店街振興組合等と連携して実施しているイベントについ

て紹介されている。 

 当会議所は中心市街地のにぎわいと地域経済活性化のため、毎年次の 3つのイベント

を関係機関と連携しながら開催している。 

 

イベント名 内容 主体 

古道通り 

夜市 

花火大会の前日に行われるイベント。帰省客と観光客をタ

ーゲットにしたイベントで、地域の小規模事業者 10社が出

店スタイルで販売、あるいは飲食の提供など需要拡大を目

的にしている。本質的な目的は、前泊者を増加させること。

（毎年約 5,000人が来場） 

熊野市、熊野市記念通り商店街振興組合、熊野商工会議所

等が一体となって取り組んでいる。 

熊野 

商工会議所 

さんま祭り 

毎年 1月第 4日曜日に開催。1,000匹のさんまの丸干しを振

舞うことで地域では有名なイベント。入込客 5,000 人。熊

野市で唯一ある熊野市記念通り商店街振興組合のエリア内

で行う事業で、熊野市、熊野市記念通り商店街振興組合、

熊野商工会議所が一体となって取り組んでいる。 

熊野商工会

議所 

熊野街道 

ひなめぐり 

毎年 3 月から 4 月にかけて開催。展示するひな壇はその質

と量から期間中に市内外からの来訪者 5,000名。（文化交流

センター） 

中心市街地を核とした市内全域の 60店舗（小売店）が参加。 

スタンプラリーを活用することで、回遊促進を通じて各店

舗の知名度向上と新たな顧客接点を通じた販売促進に寄与

している。 

熊野商工会

議所 

（会議所会

員で実行委 

員会を組織

して運営） 

 

②合同就職相談会への協力 

 

 熊野市第 2次総合計画にも、働く人材の確保についての記載があり、当会議所はハロ

ーワーク尾鷲熊野出張所、三重県、熊野市、近隣自治体（御浜町、紀宝町）、近隣商工

会（三重くまの古道商工会、紀宝町商工会）等と連携しながら、合同就職相談会の開催

に協力している。 

※年 1回開催で、就職者 15名程度を見込んでいる。 

 

 

 



③熊野ワンストップ創業支援窓口ネットワークの設置 

 

 熊野市第 2 次総合計画にも、若者・女性の創業者の目標値（令和 9 年に 28 人）が記

載されている。熊野市は事業承継と共に、創業にも注力しており、当会議所としても、

下記の図の通り熊野市、市内金融機関（紀北信用金庫、新宮信用金庫、(株)第三銀行、

(株)百五銀行）、(株)日本政策金融公庫と熊野ワンストップ創業支援窓口ネットワーク

を設置している。 

 同ネットワークでは年に 1回会議を開催し、熊野市内の創業の状況や支援施策等の情

報共有や意見交換を行っている。 

 

 
 

④熊野ブランド認定事業の実施 

 

 熊野市 2 次総合計画の人口目標値では、交流人口を含む人口目標が 15,000 人と記載

されており、交流人口（観光客やスポーツ交流）向けの熊野市の魅力発信も必要となっ

ている。当会議所としては平成 28年度から熊野ブランド認定事業を開始した。 

 熊野ブランド認定事業は、熊野の豊かな自然遺産、歴史文化遺産、産業遺産を結び付

け、独自の資源及び伝統的な加工技術等を活かし、ストーリー性のある特産品及び魅力

ある加工品等を認証するもので、熊野のイメージを高めると共に、観光及び産業の振興、

地域経済の活性化と熊野市の更なる発展に寄与することを目的としている。 

 当会議所は認定商品を都市部等の観光物産展等で PR や販促活動を行っており、今後

もそれを継続していく。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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 

 

現状では、下記に記載の三重県事業承継ネットワークブロック会議や中小企業支援機

関等連携会議への出席による情報収集や意見交換の他、熊野市の施策である専門家派遣

事業を活用した専門家派遣、三重県産業支援センター、三重県よろず支援拠点等からの

情報提供、スタッフの派遣等を通じた支援ノウハウの等の情報交換を行っている。 

 しかし、小規模事業者支援や地域活性化は総合的な支援力が必要であり、当会議所は

商工会議所での勤務経験が浅い職員が多いため、今後も上記の会議への出席や、行政や

上記の支援機関と連携することで、より専門的で効果的な支援を実現していくことが課

題である。 

 

（２）事業内容 

 

①三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） 

  

○参加機関 

 当会議所、尾鷲商工会議所、みえ熊野古道商工会、紀宝町商工会、 

三重県商工会連合会、熊野市、近隣自治体、(株)百五銀行、(株)第三銀行、 

紀北信用金庫、(株)日本政策金融公庫、三重県信用保証協会、三重県、 

(公財)三重県産業支援センター 

 ○会議内容 

 企業の事業承継診断・個者支援の現場の状況を情報交換し、地域における課題の共有

を図り、効果的な支援方法や解決方策の意見交換、検討を行う。 

 

※上記の団体が会議に参加しており、各団体の取り組み事例等が紹介されるので、他団

体が行っている有効な事業や施策等を当会議所としても取り入れることができる。 

※会議出席は 1名だが、会議資料等は全職員に回覧しており、特に重要な事項について

は出席者が朝礼にて説明を行うことで、全職員に支援ノウハウ等の情報がいきわたるよ

うにしている。 

 

②中小企業支援機関等連携会議への出席（年 1回） 

 ○参加機関 

当会議所を含む県下 12商工会議所、三重県商工会連合会、 

三重県中小企業団体中央会、(株)百五銀行、(株)三重銀行、(株)第三銀行、 

(株)三重 TLO、三重県、三重県工業研究所、日本弁理士会東海支部、 

(公財)三重県産業支援センター 

 ○会議内容 

  ・知財に関する情報共有及び意見交換 

  ・その他事業所支援に関する情報共有及び意見交換 

 

※上記の団体が会議に参加しており、各団体の取り組み事例等が紹介されるので、他団

体が行っている有効な事業や施策等を当会議所としても取り入れることができる。 



※会議出席は 1名だが、会議資料等は全職員に回覧しており、特に重要な事項について

は出席者が朝礼にて説明を行うことで、全職員に支援ノウハウ等の情報がいきわたるよ

うにしている。 

 

10. 経営指導員等の資質向上に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

現状は、三重県商工会議所連合会、中小企業大学校等の研修会参加と熊野市の施策で

ある専門家派遣事業による OJTを中心に経営指導員等のスキルアップを図っているが、

経営指導員経験年数が比較的短く（指導員平均 5 年）また、平均年齢 33 歳と若いこと

から、経験不足が課題になっている。 

 

（２）事業内容 

 

 経営指導員他、職員の経験年数が相対的に短く、経験不足が課題となっているため、

次のような取り組みを行い、支援スキル・ノウハウを充実させる。 

 

①各種外部研修会への職員の参加（参加回数は職員の段階を勘案し回数を計画） 

  

中小企業大学校で開催される小規模事業者支援のための研修（基礎的研修・専門的研

修）に計画的に経営指導員等を派遣する。経験の浅い職員は特に伴走型支援の進め方や

事業承継支援等についての支援スキル・ノウハウが不足しているため、それらについて

重点的に派遣する。 

 また、参加しない職員の支援スキル・ノウハウ向上のため、研修資料の共有を図り、

不明点については研修参加者及び法定経営指導員がその説明を行う仕組みとする。 

 

②所内勉強会の開催（年 1回） 

 

 上記の外部研修会の他に、所内での勉強会を開催し、支援スキル・ノウハウを充実さ

せる。具体的には、（公財）三重県産業支援センターの事業承継コーディネーターを講

師に迎える事業承継勉強会等を開催する。当勉強会は経営指導員だけでなく、他の職員

も参加することで、会議所組織全体の支援スキル・ノウハウを充実させる。 

 

③所内支援事業及び国、県、市等の支援施策の説明会の開催（年 1 回） 

 当会議所の小規模事業者支援の方針や国、県、市等の支援施策を職員に理解させるた

め、説明会を開催します。正職員全員参加のもと、各事項の説明は法定経営指導員が行

うことで、経営指導員だけでなく、組織全体の支援スキル・ノウハウを充実させる。 

 

④専門家派遣事業活用による OJT 

 熊野市の施策の専門家派遣事業を活用し、小規模事業者の専門的・高度な課題に対し

て指導を行っているが、専門家の派遣の際には必ず職員が 1名以上同行することとして



いる。専門家と共に行う指導は同業他社の事例を交えながら指導する場合が多く、その

OJT 効果は非常に高い。専門家派遣の同行は経営指導員に限らないため、組織全体の支

援スキル・ノウハウの向上に繋がる。 

 また、専門家派遣の記録についてはファイルに綴じ、全職員がいつでも閲覧、共有す

る仕組みとしている。 

 

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 

 

平成 27年度の経営発達支援計画の申請から、本計画について、PDCA サイクルに則り、

毎年度事業実施状況の評価、検証、見直しを下記の様に行ってきた。有識者や外部委員

による計画の評価、検証を行い、計画の見直し案の提示を実施し、見直し案について、

地域活性化委員会で検討を行ってきた。また、見直し計画については常議員会に報告し、

承認を得る。承認された計画は期間中商工会議所のホームページ等で公表する。 

 この PDCAサイクル通り、今後も事業の評価及び見直しを行っていく。 

 

（２）事業の内容 

 

 上記に記載の現状の PDCA サイクルに則った評価及び見直しをするための仕組みを継

続させていく。尚、下表の通り評価・検証を行い、承認された計画は期間中商工会議所

のホームページで公表する。 

 

事項 評価・検証方法 時期・回数 備考 

定量的評価 

進捗状況を数値で把握、

評価し、必要に応じて見

直しを図る 

年に 1回 

正副会頭会議による内部評価 

定性的評価 

進捗状況を周辺情報か

ら把握、評価し、必要に

応じて修正を図る 

年に 1回 

 

正副会頭会議による内部評価 

総合評価 

計画内容全項目の進捗

と効果、今後の見通し等

を評価検討する。 

年に合計 2回 

・地域活性化委員会による検

討（1回） 

・外部の有識者等による検討

（1回） 

 

※上記の地域活性化委員会は当会議所の議員等で組織。 

※上記の外部有識者の評価は地域の状況に精通している中小企業診断士等の専門家や

経営コンサルタント（三重県津市在住の外部者）、熊野市水産・商工振興課長で組織。 

※地域活性化委員会、外部有識者の評価共、法定経営指導員が出席し開催する。 

※評価結果は当会議所の事務所に備え付け、小規模事業者等が随時閲覧可能な状態とす

る 



（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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）法定経営指導員の関わり 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

 ■氏 名  齋藤 公己 

 ■連絡先  熊野商工会議所 TEL.0597-89-3435 

 

■氏 名  松田 祐子 

 ■連絡先  熊野商工会議所 TEL.0597-89-3435 

 

②法定経営指導員の関わり 

 

  経営発達支援事業の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を行う。 

 

 

 

 

事務局長 1名 

（中小企業相談所長兼務） 

（法定経営指導員兼務） 

熊野市 

水産・商工振興課 

指導課 

法定経営指導員 1名 

経営指導員 1 名 

経営支援員 1 名 

記帳指導職員 1名（嘱託） 

振興課 

経営支援員 2名 

 

中小企業相談所 総務課・業務課 

一般職員 2名（嘱託） 

一般職員 3名（パート） 

 

嘱託、短時間労働者含めて 

12名の少人数の商工会議所 

なので、本計画の実施は全員 

で取り組む 



（３）商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会議所 

 

 〒519-4323 

  三重県熊野市木本町 171番地 

  熊野商工会議所 

  TEL：0597-89-3435 / FAX：0597-89-3436 

  E-mail：k-cci.info@kumano-cci.com 

 

②関係市町村 

 

  〒519-4392 

  三重県熊野市井戸町 796 

  熊野市 水産・商工振興課 

  TEL：0597-89-4111 

   

 

 
 

 

 

（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 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 

 

○アンケート調査 

○セミナー開催費 

○旅費 

○展示会出展費 

○イベント開催費 

100 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

100 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

100 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

100 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

100 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

商工会議所会費、市補助金、事業費収入 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。



（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 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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