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本年度の事業概要 

(1)大台町経営発達支援事業評価委員会の実施 

本経営発達支援計画に記載した事業の実施状況及び成果について、実施する事業の目標達成度合の評価シートによる「数値的評価」の導入を行い、その実行

成果で評価を図り、検証と計画の見直しを行い、経営発達支援計画の実施効果を高めていきます。 

 

(2)地域経済動向調査・需要動向調査の実施、分析、把握、共有 

 大台町内の経済・景気動向を調査・分析・把握するために効果的な大台町独自の地域経済動向調査・需要動向調査ヒアリングシートにより、職員が連携して

小規模事業者から対象事業所を選定・調査を実施します。 

① 地域経済動向調査調査 年 4回実施 

② 金融機関と連携した地域経済動向調査 

③ 小規模企業白書・中小企業白書等の分析による域経済動向調査 年 4回実施 

 

(3)大台町における経営動向・需要動向に関連したセミナーの開催 

経営計画策定セミナー・事業計画策定セミナーを実施します。経営計画策定セミナーの中で自社の経営分析を実施し、その後、事業計画策定セミナーで大台

町の景気動向・需要動向調査の結果を活用して、コンセプト、ターゲット等を明確化し、実際の需要動向の分析結果を踏まえた事業計画策定を行います。事業

計画を実行していく為の、具体的手法を身に付ける為、販路開拓・ブランディング・情報発信・商品開発等のセミナーの開催を実施します。 

創業セミナーは松阪商工会広域連合と管内商工会と連携し、スケールメリットを発揮して広く、創業者を募集して開催します。全てのセミナーに大台町商工

会職員が参加して伴走型で支援を行っていきます。 

① 経営計画策定セミナー 1回  

② 事業計画策定セミナー 1回  

③ 創業セミナー     4回 各 2時間（松阪商工会広域連合と共催） 

④ 販路開拓・ブランディング・情報発信・商品開発等のセミナー ９回 

 

(4)重点支援先・フォローアップ先に対する専門家派遣事業の実施 

経営指導員を中心に経営分析支援先や重点支援先の小規模事業者を選定し、大台町職員全員でフォローアップ支援を実施します。重点支援席には創業者・補

助金受講者・融資実行者などから選定を行って、事業計画に伴った展開ができているか定期的に支援を行います。 

課題解決が困難で専門家による支援が必要な場合は、外部専門家・各種関係機関と連携した課題解決を大台町商工会職員が伴走型支援を行っていきます。 

重点支援先への専門家派遣    3社×6回 

フォローアップ専門家派遣    10社×3回 

※県制度・消費税転嫁対策、ミラサポ専門家派遣事業と連携をとって実施します。 
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(5)小規模事業者情報の棚卸と新たな需要開拓への取り組み 

大台町内の需要動向結果を踏まえ、小規模事業者と地域住民をマッチングにつなげる、内需向け町内向け情報提供サイト「大台帳」の更なる活用を行います。

また、外需向けの取り組みとして、影響力を持つプロブロガーを招へいし、ブロガーサミットの開催、小規模事業者の提供する商品・サービスの広告、宣伝活

動を実施します。 

 

(6)販路開拓の為の各種展示会、物産展への参加 

新たな展開先とするマーケット（町外、県外等）で開催される物産展への出店や通して、既存の商品やサービスに対するニーズを調査し、把握と新たな販路

開拓に取り組んで行く為に展示会・物産展に出店します。 

・平成 29年 7月 イオン明和 松阪広域フェア（イオン明和店） 

・平成 29年 10月 アジア・フードショー2017（インテックス大阪） 

・平成 29年 11月 地方銀行フードセレクション（東京ビッグサイト） 

・平成 30年 1月 国際雑貨ＥＸＰＯ冬（幕張メッセ） 

・平成 30年 2月 グルメ＆ダイニングスタイルショー春（東京都内） 

 

1.調査・分析活動 

 1-1.地域経済動向調査を実施する 

・対小規模事業者：4回 

・金融機関との連携による：8回 

・各種白書の分析による：4回 

 1-2.需要動向調査を実施する 

・他団体等との連携による：4回 

・各種団体の公表データ活用による：4回 

2.個社レベルでの支援活動 

 2-1.経営分析を実施する 

   ・対記帳継続対象者：24件 

   ・巡回、窓口相談時：14件 

   ・金融相談における：30件 

 2-2.事業計画策定に関する指導を実施する 

   ・巡回、窓口支援数：2,600回 

   ・事業計画策定数：14件 
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   ・経営革新、三重県版経営向上計画策定数：12件 

・経営計画策定周知回数：12回 

 2-3.事業計画策定後のフォローアップ支援を実施する 

   ・フォローアップ会議開催数：350回 

 2-4.需要動向調査を実施する 

   ・対小規模事業者：4回 

2-5.5社に対して情報発信支援を実施する 

 2-6.2社に対して販路開拓・マッチング支援を実施する 

3.地域レベルでの支援活動 

 3-1.地域特産品の情報発信、販路開拓に向けて地域ブランドを再構築する 

 3-2.地域特産品の情報発信、販路開拓に向けて他の支援機関との連携体制を構築する 
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事業実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者情報把握、共有の為の 

データベース構築 

創業重点的

支 援 

（12 社/5 年） 

後継者・事業

承 継 促 進 

（18 社/5 年） 

ビジネスモデ

ル の 再 構 築 

（100 社/5 年） 

特産品・観

光開発支援 

（5 社 /5 年） 

情 報 発 信 

支 援 

（40 社 /5 年） 

販路開拓マッ

チ ン グ 支 援 

（ 4 0 社 / 5 年 ） 

経済動向調査・需要動向調査の実施 

内需向け町内向け情報提供サイト（or アプリ）「大

台帳（仮称）」のプロトタイプ開発 

経営計画策定セミナー 

外需向け情報発信ブロガー

サミットの開催 

販路開拓の為の各種展示会、

物産展への参加 

地域ブランドの再構築 

経営計画の策定 

事業計画の策定 

大台町商工会による伴走

型フォローアップ 

※必要に応じて専門家派

遣を実施します。 

事業計画策定セミナー 

販路開拓・ブランディング・情報発信 

商品開発等のセミナー 

需要開拓への取り組み 

 

創業セミナー 
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事業詳細 実施内容へのご意見 

地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）ヒアリングシートを活用した小規模事業者への地域経済動向調査の実施 

１年目事業の中で実施した、地域経済動向調査ヒアリングシートを活用して、大台町内の経済動

向調査を実施します。 

4半期に 1回、大台町商工会職員で定期的に巡回しヒアリングを行い、調査後のヒアリングシー

トは小規模事業者ごとに経営カルテにファイリングし、組織内での情報共有に役立てます。 

 

（２）金融機関と連携した地域経済動向調査 

民間・政府系金融機関等と連携を強化し、お互いの保有している情報等を共有し、小規模事業者

へ有益で地域経済の活性化につながる地域経済動向を収集します。特に町内の金融機関である、百

五銀行三瀬谷支店、三重信用金庫三瀬谷支店と定期的に意見交換を行い、大台町管内の景気・経済

動向の情報共有を行い、金融機関との情報交換等で得た地域経済・金融動向などは、巡回時に小規

模事業者等に提供し、事業計画策定等に役立てます。 

 

（３）小規模企業白書・中小企業白書等の分析による地域経済動向調査 

中小企業庁から発表される中小企業白書・小規模企業白書や国・県・各団体等が提供する調査

内容等の情報を、小規模事業者の経営等に関する調査当地域のとの関連を見据えながら、①小規

模事業者をとりまく経営環境や企業経営について②小規模事業者をそれぞれ産業分野に分けた将

来展望③小規模事業者のための行政施策等についての情報を収集します。 

 

地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）ヒアリングシートでの地域経済動向調査の現状 

 地域経済動向調査ヒアリングシートを活用して、職員全員

で、毎月の巡回時にヒアリングを行っています。四半期で１

つの報告書を作成し、ホームページへ掲載しております。現

在は 3 期掲載済み（4 月～6 月、7 月～9 月、10 月～12 月）。 

 

（２）金融機関との情報共有による地域経済動向調査の現状 

1年間を通して、金融機関支店長・担当者と意見交換する

機会を設けて情報共有を行ってきました。現状では担当者ご

との情報にとどまっていることから、職員ミーティングや書

類ベースでの共有が必要であると考えています。 

 

 

（３）小規模企業白書等による地域経済動向調査の現状 

 中小企業白書・小規模企業白書等の要約版をホームページ

に掲載しています。他の調査結果等については職員が個々に

理解して、小規模事業者へ提供していますが、職員間で共有

するには至っておりません。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）経営計画策定セミナーの開催による経営分析の実施 

事業の持続的発展に取り組んでいく中で、自社の経営分析は必要不可欠であり、経営計画策定

セミナーを企画実施します。本セミナーの中で、自社の棚卸から、自社の持つ強みや差別化のポ

イントを把握し、自社の経営分析を実施します。 

 開催時期 テーマ 講師 

平成 29年 5月 
経営計画作成セミナー 

～小規模持続化補助金の取得に向けて～ 

中小企業診断士 

駒田 誠司 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）経営計画策定セミナーの開催による経営分析の実施 

・開催日：2017年 5月 9日（火） 

・開催地：大台町商工会 ２Ｆ会議室 

・講 師：中小企業診断士 駒田 誠司 

・テーマ：経営計画作成セミナー 

・参加者：8名 

 ※消費税軽減税率補助金対応 
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（２）記帳・金融相談等の事業者に対する経営分析 

経営計画セミナーによる経営分析の他に、記帳継続対象者、金融相談者や、巡回・窓口相談時な

ど、小規模事業者との接点が多くあり、小規模事業者から現況・数値・資金繰り等の情報をヒアリ

ングする中で、景気動向調査結果を踏まえて、調査・分析することで、大台町における自社の位置

づけなどを正確に把握することにつながり、効果的な指導が可能となります。 

 

経営分析支援目標 平成 29年度目標件数 支援対象・支援件数 

記帳対象者経営分析 24件 支援件数は月 2件。 

巡回・窓口経営分析 14件 

開業 5年以内、第 2創業、事業承継後

2年以内の小規模事業者を選定し、支

援件数は月 1件。 

金融相談における経営分析 30件 支援対象は融資推薦者。 
 

（２）記帳・金融相談等の事業者に対する経営分析 

○記帳対象者経営分析  

 12件 

○巡回・窓口経営分析    

① 小規模持続化補助金  平成 28年度補正 14件（9） 

② 創業補助金（事業承継） １件（0） 

③ 三重県版経営向上計画  ステップ２ 22件 

④ 経営力向上計画    3件 

○金融における経営分析   

①マル経 27件 

②マル普 3件 

             

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定セミナーの開催 

経営計画作成セミナーへの参加事業者・経営計画作成支援事業者を対象にして、事業計画策定セ

ミナーを企画実施します。平成 28年に大台町商工会で実施した、「大台町買い物動向調査」のデー

タを活用しながら、コンセプト・ターゲット等を明確にし、具体的な事業計画が作成できる内容と

します。 

開催時期 テーマ 講師 

平成 29年 9月 
事業計画作成セミナー 

～大台町買い物動向調査を活用した販路開拓～ 

中小企業診断士 

未定 

 

 

 

 

（２）松阪商工会広域連合と管内商工会での創業支援セミナーの開催 

松阪商工会広域連合管内に所属する 6商工会のスケールメリットを生かして、松阪商工会広域連

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１） 事業計画作成セミナーの開催 

開催日：2018年 2月 15日（木） 

開催地：大台町商工会 ２階会議室 

講師：駒田経営研究所・所長  

中小企業診断士 駒田 誠司 氏 

テーマ：販路開拓のための事業計画作成セミナー 

参加者：7名 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）松阪商工会広域連合と管内商工会での創業支援セミナ
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合で創業支援セミナーを開催します。各商工会の事務局長・経営指導員が中心となり企画・開催し、

当地域の創業・事業承継者予定者の参加を促し、円滑な創業・事業承継ができるよう支援します。 

開催時期 テーマ（案） 講師 

10月中旬 創業の心構えと創業事業計画策定について 中小企業診断士（未定） 

10月中旬 創業融資・資金計画について 金融機関（未定） 

10月中旬 創業時の税務と申告について 税理士（未定） 

10月中旬 各種助成金の活用と販路開拓について 中小企業診断士（未定） 

【創業セミナー 全 4回】 

ー開催の現状 

【第 1回】 

開催日：2017年 10月 17日（火） 

開催地：多気町民文化会館２階第２講座室 

講師：㈱百五総合研究所 部長 大地 勉 氏 

テーマ：創業に向けた心構えと経営ビジョンについて 

参加者：10名 

【第２回】 

開催日：2017年 10月 19日（木） 

開催地：多気町民文化会館２階第２講座室 

テーマ：マーケティングの基礎知識について 

講師：㈱百五総合研究所 主任研究員 平林 滋 氏 

参加者：10名 

【第３回】 

開催日：2017年 10月 24日（火） 

開催地：多気町民文化会館２階第２講座室 

テーマ：収支計画の考え方と資金調達について 

講師：㈱百五総合研究所 主任研究員 鈴木 寿俊 氏 

   日本政策金融公庫・三重県信用保証協会 担当者様 

参加者：8名 

【第４回】 

開催日：2017年 10月 26日（木） 

開催地：多気町民文化会館２階第２講座室 

テーマ：お客様の心を掴むプレゼンテーションのポイント 

講師：特定非営利活動法人Ｍブリッジ理事長米山 哲司 氏 

参加者：8名 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）巡回による重点支援先の選定と事業計画進捗指導の徹底 

経営指導員を中心に、年間巡回・窓口指導数は維持しつつ、職員の資質向上に取り組むことで、

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）巡回による重点支援先の選定と事業計画進捗指導の

徹底 

小規模持続化補助金、創業補助金、三重県版経営向上計
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指導内容の質の向上に取り組んでいきます。 

その中で重点支援先（補助金採択事業者、マル経融資実行事業者、創業間もない事業者等）を

選定し、経営分析結果をもとにして外部専門家・各種関係機関と連携した事業計画策定支援を実

施していきます。重点支援先はフォローアップ会議により、決定し、年間 10事業者として上限は

設けないようにします。 

支援内容 平成 29年度目標件数 概要 

事業計画書策定 26件 三重県版経営向上計画 等 

事業承継 3件  

創業 2件  

フォローアップ支援 350回 事業計画作成事業者指導 

 

（２）専門家派遣実施によるフォローアップ 

職員ミーティングの中で、小規模事業者の課題解決に向けて意見交換を行い、課題解決が困難

な場合は、フォローアップ専門家派遣を実施して、担当職員と連携しながら課題解決に取り組ん

でいきます。また、事務局長が必要であると認めた場合は、伴走型重点支援先として、1年を通し

て（2ヵ月に 1回程度）定期的に専門家派遣を実施し、継続的に支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

（３）専門家による個別相談会等の実施 

更なる開かれた商工会を目指して、身近に感じてもらえ小規模事業者が来会するきっかけづくり

として、司法書士、税理士、金融、商品写真撮影、社会保険労務士、中小企業診断士、情報発信相

談会、弁護士等の個別相談会を実施します。 

専門家派遣制度を使ってまではと相談を遠慮される小規模事業者も多く存在することから、気

軽にご相談いただけるようにあらゆる分野で定期的に行っていきます。 

画の申請・認定に対する支援を強化し、重点支援先として

支援を実施しました。 

③ 小規模持続化補助金  平成 28年度補正 14件（9） 

④ 創業補助金（事業承継） １件（0） 

⑤ 三重県版経営向上計画  ステップ２ 22件 

⑥ 経営力向上計画    3件 

また、事業承継については 3件（相談中も含む）と創業 2

件の支援を行いました。融資や補助金等の支援情報を持っ

て定期的に訪問し、お話を伺う中で課題を発見し、対応し

ました。 

 

 

 

（２）専門家派遣実施によるフォローアップ 

 重点支援先・創業者・創業 3 年以内の事業者・事業承継後

のフォローアップについては、巡回訪問を強化して支援して

きました。 

【伴走型】        13 事業所 指導 34 回 

【県単】          14 事業所 指導 14 回 

【消費税】               4 事業所 指導 7 回 

【ミラサポ】        2 事業所 指導 6 回 

【リーガルサポート】   11 事業所 指導 14 回 

【三重県版経営向上計画】  6 事業所 指導 14 回 

  

（３）専門家による個別相談会等の実施 

■消費税軽減税率対策個別相談会 

開催日：2017年 5月 17日（水） 

開催地：大台町商工会 １Ｆ相談室 

講師：駒田経営研究所・所長  

中小企業診断士 駒田 誠司 氏 

参加者：9名 
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※毎月、日程を定めて記帳相談会・金融相談会を開催します。記帳相談会は記帳担当職員、金融

相談会は事務局長・経営指導員が対応します。 

 

 

 

■大台町内食品取扱施設監視 

開催日：2017年 6月 14日（水） 

開催地：事業所所在施設 

講師：三重県食品衛生協会松阪支部 食品衛生指導員  

参加者：114名（82名） 

 

■１日公庫金融個別相談会 

開催日：2017年 7月 14日（金） 

開催地：大台町商工会 １Ｆ相談室 

講師：㈱日本政策金融公庫津支店 担当者 

 

■商用写真撮影・ブログによる情報発信個別相談会 

開催日：2017年 9月 20日（木）～21日（金） 

開催地：大台町商工会 １Ｆ相談室 

講師：プロブロガー 瀬長 明日香 氏 

参加者：6 名 

 

■登記・相続・遺言に関する何でも相談会 

開催日：2017年 9月 29日（金） 

開催地：大台町商工会 １Ｆ相談室 

講師：司法書士・行政書士 中村事務所 中村 聡志 氏 

参加者：3 名 

 

■商工業者向け法律等に関する何でも相談会 

開催日：2017年 10月 31日（火） 

開催地：大台町商工会 １Ｆ相談室 

講師：三重県商工会連合会経営指導員弁護士 岸田 哲 氏 

参加者：0 名 
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■１日公庫金融個別相談会 

開催日：2017年 11月 21日（火） 

開催地：大台町商工会 １Ｆ相談室 

講師：㈱日本政策金融公庫津支店 担当者 

参加者：0 名 

 

■消費税軽減税率対策個別相談会 

開催日：2018年 1月 31日（水） 

開催地：大台町商工会 １Ｆ相談室 

講師：駒田経営研究所・所長  

中小企業診断士 駒田 誠司 氏 

参加者：7名 

 

■就業規則・労働条件・問題等に関する何でも相談会 

開催日：2018年 2月 15日（木） 

開催地：大台町商工会 １Ｆ相談室 

講師：たまき社会保険労務士事務所 中山 博文 氏 

参加者：2 名 

 

■商工会職員による金融・記帳等相談会 

日時 内容 相談人数 

2017 年 7 月 27 日（木） 金融 2 人 

2017 年 7 月 28 日（金） 記帳 2 人 

2017 年 8 月 28 日（月） 金融 1 人 

2017 年 8 月 29 日（火） 記帳 2 人 

2017 年 9 月 25 日（月） 金融 2 人 

2017 年 9 月 26 日（火） 記帳 3 人 

2017 年 10 月 27 日（金） 金融 1 人 

2017 年 10 月 30 日（月） 記帳 3 人 

2017 年 11 月 27 日（月） 金融 1 人 

2017 年 11 月 28 日（火） 記帳 3 人 



12 

 

2017 年 12 月 21 日（木） 金融 0 人 

2017 年 12 月 22 日（金） 記帳 3 人 

2018 年 1 月 29 日（月） 金融 1 人 

2018 年 1 月 30 日（火） 記帳 4 人 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）ヒアリングシート等を活用した小規模事業者への需要動向調査 

毎月小規模事業者に対して定期的に巡回訪問を行っており、地域経済動向調査を実施している 

ことから、合わせて需要動向ヒアリングシート（ターゲット別消費者動向や業種別の需要向、嗜好、

商品、流行、購入価格、購買方法等について）を作成し、地域経済動向調査と同様に 4 半期に 1

回、大台町商工会職員で定期的に巡回しヒアリングを行います。 

 

（２）ビッグデータを活用した需要動向調査 

 今後ビジネスを行っていく中で、ビッグデータの活用は必要不可欠であると言われております。

代表的なもので、総務省より、地域経済分析システム（RESAS（リーサス））が提供されているが、

システム自体を把握しきれておらず活用できていないのが現状です。「産業マップ」「観光マップ」

「人口マップ」「自治体比較マップ」等の機能を活用し、地域の特徴・課題・人の流れなどを把握

するなど、活用方法について外部専門家を招へいし、経営指導員を中心として松阪商工会広域連合

と連携し、方向性の検討と情報収集・分析を行います。また、他のビッグデータについても情報収

集・活用してより精度の高い調査結果を作成し、小規模事業者に役立つ需要動向調査結果として提

供します。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）ヒアリングシート等を活用した小規模事業者への需要

動向調査 

需要動向調査については、４半期に１回実施する形ではな 

く、各種補助金・事業計画等の作成の際に、個別でその都度、

需要動向調査を行いました。 

 

（２）ビッグデータを活用した需要動向調査 

■ビッグデータ活用セミナー 

開催日：2018年 1月 15日（月） 

開催地：大台町商工会 ２Ｆ研修室 

講師：株式会社トーチ 朝倉 克彦 

※全国展開事業で対応 

５．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）内需向け町内向け情報提供サイト「大台帳」の機能向上 

大台帳ＵＲＬ  http://db.odai.or.jp/moc/index.php 

平成28年度より、導入した内需向け情報提供サイト「大台帳」は、地元の商店を検索してもらう

インターネットツールとして運用を開始しました。本サイトでは小規模事業者が簡易的なホームペ

５．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針

④】 

（１）内需向け情報提供サイト「大台帳」の機能向上 

①事業者が各自のブログ、Facebook、instagram、twitter

に発信した情報を集約し、そのうち新着 5件のトピックを

リスト表示する機能 
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ージを作成し、リアルタイムな情報発信が可能になることから、現在ホームページを保有していな

い小規模事業者にとっては自社ホームページとしても活用いただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）販路開拓・情報発信等のセミナーの開催 

現在は良いものを作っても売れる時代ではなく、積極的な事業展開は必須であり、需要動向を見

据えて上での販路開拓、情報発信などを強化していく必要性があります。また、大台町は少子高齢

化・過疎化が進んでおり、地域の消費が衰退していく中で、現状の売上を維持しつつ販路開拓を行

っていくことも大きな課題となっています。そのような状況下で下記のセミナーを開催します。 

開催時期 テーマ 講師 
伴走型 

対象 

平成 29年 7月 
ワードプレスを活用したホーム

ページの作成セミナ－①②③ 

Wordpress 公認トレーナ

ー 三浦正人 
○ 

平成 29年 9月 
検索にかかりやすいＳＥＯ対策

セミナー①② 

ネットコンサルタント 

未定 
 

平成 29年 10月 
情報発信の為の写真撮影セミナ

ー①②③ 

写真家 

未定 
○ 

平成 29年 12月 
商品パッケージ・ブランディング

セミナー 
未定  

 

②事業者掲示板の全件表示ページを新規に作成し、「事業者

名」および「検索ワード」による絞込機能 

③１つの事業者を指定した複数の業種の検索結果に表示す

る機能 

④イベントカレンダー画面を新規に作成 

⑤ 小規模事業者経営情報データベースの改修 

 

 

 

 

 

 

 

（２）販路開拓・情報発信等のセミナーの開催 

■WordPress を活用したホームページ作成セミナー 

・開催日：2017 年 7 月 19 日（水）～20 日（木） 

・開催地：昴学園内パソコン教室 

・講師：株式会社ジムシーネット 井坂 治 氏 

・参加者：7名 

 

■大台町商工会地域活性化セミナー 

・開催日：2017 年 10 月 22 日（日） 

・開催地：大台町商工会 ２Ｆ会議室 

・講師：株式会社アクアイグニス  

代表取締役 立花 哲也 

・テーマ：地域とともに！地域の再構築をめざして！ 

・参加者：25名（24名） 

 

【松阪商工会広域連合共催】 

■海外展開セミナー 初級編 

・開催日：2017 年 7 月 18 日（火） 

・開催地：多気町商工会 ２Ｆ研修室 
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【WordPress を活用したホームページ作成セミナー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大台町商工会地域活性化セミナー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・講師：中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー 

    中谷 泰 氏 

・テーマ：中小企業の海外展開について 

・参加者：1名 

■海外展開セミナー 中級編 

・開催日：2017 年 8 月 22 日（火） 

・開催地：多気町商工会 ２Ｆ研修室 

・講師：中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー 

大槻 恭久 氏 

・テーマ：初めての海外展開について 

・参加者：1名 

 

■海外展開セミナー 上級編 

・開催日：2017 年 10 月 24 日（火） 

・開催地：多気町商工会 ２Ｆ研修室 

・講師：中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー 

    中谷 泰 氏 

・テーマ：海外展開を成功させるために 

・参加者：0名 

 

■サバーブ松阪ビッグデータ活用セミナー 

・開催日：2017 年 6 月 13 日（火） 

・開催地：多気町民文化会館 2 階第 2 講座室 

・講師：水谷ＩＴ支援事務所 合同会社エムアイティエス  

代表 水谷哲也 氏 

・テーマ：ビッグデータを活用した『販路開拓』 

 

■サバーブ松阪展示商談会フォローアップセミナー 

・開催日：2017 年 9 月 29 日（金） 

・開催地：多気町民文化会館 2 階第 2 講座室 

・講師：合同会社 販路開拓サポート 
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【サバーブ松阪 ＦＣＰシート作成セミナー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）外需向け情報発信大台ミートの実施 

■プロブロガーによる取材小規模事業者 12事業者（予定） 

・開催日時：平成 29年 11月下旬 

・開催場所：大台町内小規模事業者巡回訪問 

・対象者：小規模事業者（県外へ販路を求める事業者） 

・内容：大台町内で特産品・商品を製造して販売している事業者の取材  

 

■第 2回大台町ブロガーサミットへの参加小規模事業者 20事業者（予定） 

・開催日時：平成 29年 11月下旬 

・開催場所：昴学園高等学校 きらら寮 

 代表  小地沢俊介 氏 

・テーマ：展示会・商談会での成約に結びつくポイント 

 

■業種別講習会 

・開催日：2018 年 1 月 25 日（木） 

・開催地：多気町商工会 2 階研修室 

・講師：合同会社 マネジメントオフィス・ハシモト 

橋本大輔氏 

・テーマ：補助金活用セミナー ここを押さえろ！！補助

金採択のポイント！ 

・参加者：0 名 

 

■サバーブ松阪成果発表会 

・開催日：2018 年 1 月 26 日（金） 

・開催地：多気町商工会 2 階研修室 

・講師：㈱アーリー・バード 代表取締役 三田泰久氏 

・テーマ：本事業の参加企業・職員による成果発表とディ

スカッション 

・参加者：1名 
 

３）外需向け情報発信大台ブロガーミートの開催 

■第 2回ブロガーサミット ｉｎ 大台町 

・開催日：2017年 11月 16日（木） 

・開催場所：大台町商工会 ２Ｆ会議室 

・テーマ：大台町の情報発信をしていくためのヒント等 

■小規模事業者が提供する商品・サービスのブログによる 

情報発信 

大台町内 12事業所を取材・記事執筆 

■招へいブロガー 

【ブロガー1】ゆうせい 

ブログ名 ゆうせいオフィシャルブログ 

URL https://yousayblog.com/ 
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・対象者：小規模事業者、地域住民、学生等広く募集 

・内容：大台町における情報発信の現状、前年のブロガーサミット後の変化、ブログで情報発

信する為のテクニック・ヒント 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）販路開拓の為の展示会・商談会への参加 

今回の事業では下記の展示会・物産展に出展（店）します。 

①イオン明和 松阪広域フェア（物産展） 

・開催日時：平成 29年 7月 7日(金)～9日（日） 

・開催場所：イオン明和店１階催事エリア（三重県明和町） 

②アジア・フードショー2017 

・開催日時：平成 29年 10月中旬 

・開催場所： インテックス大阪 

③地方銀行フードセレクション 

・開催日時：平成 29 年 11 月 9 日（木）～10 日（金） 

・開催場所：東京ビッグサイト 

④国際雑貨ＥＸＰＯ冬 

・開催日時：平成 30 年 1 月中旬 

・開催場所：幕張メッセ 

【ブロガー2】中川マナブ 

ブログ名 東京散歩ぽ 

URL http://tokyosanpopo.com/ 

【ブロガー3】アリマックス 

ブログ名 ガジェとろ 

URL https://gadgetintroduction.com/ 

【ブロガー4】瀬長明日香 

ブログ名 め〜んずスタジオ 

URL http://www.asuka-xp.com/ 

ブログ名 とよすと 

URL http://toyosu.tokyo/ 

 

 

 

 

（４）販路開拓の為の各種展示会、物産展等の実績 

①お伊勢さん菓子博 2017（第 27 回全国菓子大博覧会） 

・開催地  ：県営サンアリーナ 

・開催日  ：2017年 4月 26日（水）、30日（日） 

・参加事業者：（資）積木商店、（株）宮川物産 株式会社

セーフティ・リ・ファーム８８ 他 

 

②第 35回斎王まつり 

・開催地  ：明和町斎宮歴史博物館 

・開催日  ：2017年 6月 3日(土)～4日（日） 

・参加事業者：法菓堂 他 

 

③イオン明和 サバーブ松阪食の特産品フェア 

・開催地  ：イオンモール明和 

・開催日  ：2017年 7月 7日(金)～9日（日） 

・参加事業者：（資）丸合製茶、法菓堂、他 



17 

 

⑤グルメ＆ダイニングスタイルショー春(展示会)  

・開催日時：平成 30 年 2 月中旬    

・開催場所：東京都内 

 

【お伊勢さん菓子博 2017】        【イオン明和 サバーブ松阪食の特産品フェア】 

 

 

 

 

 

【第 22回グルメ＆スタイルダイニングショー】 【第 28回 NAGOYAフードビジネスショー】 

 

 

 

 

 

 

【サバーブ松阪天神橋二丁目商店街イベント】 【地方銀行フードセレクション 2017】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④アジア・フードショー2017 

 本年度は未実施 

 

⑤第 22回グルメ＆スタイルダイニングショー秋 2017 

・開催地  ：東京ビッグサイト 

・開催日時 ：2017年 9月 6日（水）～8日（金） 

・参加事業者：(株)セーフティ・リ・ファーム 88 

(株)宮川物産 他 

 

⑥第 28 回ＮＡＧＯＹＡフードビジネスショー 

・開催地  ：名古屋吹上ホール 

・開催日時 ：2017年 9月 20日（木）～21日（金） 

・参加事業者：(株)セーフティ・リ・ファーム 88 

(株)宮川物産、（資）丸合製茶 

 

⑦サバーブ松阪天神橋二丁目商店街イベント 

・開催地  ：天神橋筋商店街 

・開催日時 ：2017年 10月 13日（金）～14日（土） 

・参加事業者：商品預かり 

 

⑧地方銀行フードセレクション 2017 

・開催地  ：東京ビッグサイト 

・開催日時 ：2017年 11月 9日（木）～10日（金） 

・参加事業者：(株)セーフティ・リ・ファーム 88 

(株)宮川物産 

 

⑨ニッポン全国物産展 2017 

・開催地  ：池袋サンシャインシティ展示ホール 

・開催日時 ：2017年 11月 17日（金）～19日（日） 

・参加事業者：(株)宮川物産 
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【ニッポン全国物産展】               【えーもん商談会】            

 

 

 

 

 

 

【サバーブ松阪食の展示販売会】     【料理王国新年シェフ交流会】 

 

 

 

 

 

 

【第１回国際雑貨ＥＸＰＯ春】    【第 23 回グルメ＆ダイニングスタイルショー春 2018】 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩みえのえーもん商談会 

・開催地  ：三重県総合文化センター 

・開催日時 ：2017年 11月 23日（木） 

・参加事業者：(株)セーフティ・リ・ファーム 88 

 

⑪サバーブ松阪食の展示販売会 

・開催地  ：三重テラス 

・開催日時 ：2018年 1月 12日（金）～14日（日） 

・参加事業者：（資）丸合製茶工場 他 

 

⑫料理王国新年シェフ交流会 

・開催地  ：エルテック新大阪 

・開催日時 ：2018年 1月 15日（月） 

・参加事業者：(株)セーフティ・リ・ファーム 88 

(株)宮川物産 

 

⑬第１回国際雑貨ＥＸＰＯ春 

・開催地  ：幕張メッセ 

・開催日時 ：2018年 1月 24日（水）～26日（金） 

・参加事業者：ソフトママ（有）、（株）大西縫工所 

⑭第 23回グルメ＆ダイニングスタイルショー春 2018 

・開催地  ：東京ビッグサイト 

・開催日時 ：2018年 2月 7日（水）～9日（金） 

・参加事業者：(株)セーフティ・リ・ファーム 88 

       （資）積木商店、(株)宮川物産、マエダク 

リーン管工業（有） 

 

⑮第 11回アグリフードＥＸＰＯ大阪 2018（予定） 

・開催地  ：ＡＴＣアジア太平洋トレードセンター 

・開催日時 ：2018年 2月 21日（水）～22日（木） 

・参加事業者：川口養鶏、(株)宮川物産 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）商工会職員向け資質向上セミナー 

■実施予定セミナー 

開催時期 テーマ 講師 
伴走型 

対象 

平成 29年 6月 
大台町商工会の現状・存在意義とは（座

談会形式）等①②③ 

松阪広域連合 

鎌田 文雄 
 

平成 29年 7月 
大台町商工会の財政・事業内容・個人情

報の取扱いについて 

事務局長 

松井 柾佐美 
 

平成 29年 7月 
ワードプレスを活用したホームページ

の作成支援セミナー 

Wordpress 公認トレー

ナー 三浦 正人 
〇 

平成 29年 7月～ 
職場への５Ｓ導入による業務効率化セ

ミナー①②③④⑤ 

５Ｓ経営研究所株式

会社 山名 敏文 
〇 

平成 29年 9月 
大台町買い物動向調査を活用した販路

開拓セミナー 

中小企業診断士 

未定 
〇 

平成 30年 1月 地域のお店向け店舗診断セミナー 
中小企業診断士 

未定 
〇 

また、元大台町商工会職員で地域情勢を熟知している、松阪商工会広域連合 村田裕昭氏（中

小企業診断士）を招へいし、『商品・サービス価格設定セミナー』、『大台町経営分析シートを活用

した経営分析と指導セミナー』、『ＳＷＯＴ分析徹底セミナー』、『地域のお店向け店舗診断セミナ

ー』等の日常での必要となる指導内容についても実施する予定であり、全職員で共有し、議論し

ながら方向性について検討し、今後の支援に役立てていきます。 

 

 

 

 

 

商工会職員向け資質向上セミナー 

■WordPress（ホームページ制作ツール）講習会 

開催日：2017年 7月 18日（火） 

開催地：昴学園内パソコン教室 

講師：株式会社ジムシーネット 井坂 治 氏 

テーマ：ワードプレスを活用したＨＰ作成支援セミナー 

 

■職員向け５Ｓへの取り組みと小規模事業者支援① 

開催日：2017年 9月 11日（月） 

開催地：大台町商工会 

講師：5S経営研究所株式会社 山名 敏文氏 

テーマ：職場への５Ｓ導入による業務効率化セミナー 

 

■大台町商工会職員向け情報発信セミナー 

開催日：2017年 9月 19日（火） 

開催地：大台町商工会 

講師：プロブロガー瀬長 明日香 氏 

テーマ：ブログ活用の可能性実践的情報発信セミナー 

 

■大台町商工会の現状・存在意義とは 

開催日：2017年 10月 2日（月） 

開催地： 大台町商工会 

講師：松阪商工会広域連合 統括 鎌田 文雄 氏 

 

■職員向け５Ｓへの取り組みと小規模事業者支援② 

開催日：2017年 10月 16日（月） 

開催地：大台町商工会 

講師：5S経営研究所株式会社 山名 敏文氏 

テーマ：職場への５Ｓ導入による業務効率化セミナー 

 

■職員向け５Ｓへの取り組みと小規模事業者支援③ 

開催日：2017年 12月 22日（金） 
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（２）松阪商工会広域連合・管内 6商工会と連携した勉強会の開催 

 事業を実施していく中で、大台町という小さい組織での判断と言うものは偏ったものになって

しまう可能性があり、松阪商工会広域連合体制というスケールメリットを生かした、足並みを揃

えた、事業実施判断を行い、地域で統一していく必要性を深く感じています。そんな中で、広域

連携会議の中で、地域の現状や経営発達支援事業の情報共有、新規販路開拓研究会・各種補助金・

制度活用研究会、財政・自主財源研究会、職場改善研究会など、事務局長・経営指導員が中心と

なり議論することで、松阪広域管内の意識統一と各種団体への意見陳情・業務従事意識の向上に

つながっていくと考えられます。 

 

開催地：大台町商工会 

講師：5S経営研究所株式会社 山名 敏文氏 

テーマ：職場への５Ｓ導入による業務効率化セミナー 

 

■職員向け５Ｓへの取り組みと小規模事業者支援④（予定） 

開催日：2018年 2月 28日（水） 

開催地：大台町商工会 

講師：5S経営研究所株式会社 山名 敏文氏 

テーマ：職場への５Ｓ導入による業務効率化セミナー 

 

松阪商工会広域連合・管内 6商工会と連携した勉強会の開催 

 １年を通して、松阪商工会広域連合・管内商工会と連携し

て、経営発達支援事業やサバーブ松阪・販路開拓・各種補助

金等も含めて意識統一や勉強会等を実施することで小規模

事業者支援について役立てるように取組み非常に高い効果

を生むことが出来ました。 

平成 29 年 5 月 9 日 第１回広域連携会議、サバーブ松阪事

務局打ち合わせ会議、経営発達支援事業

連絡協議会 

平成 29年 6月 14日 第１回運営委員会 

平成 29年 7月 14日 第２回広域連携会議、第２回サバーブ 

松阪事務局打ち合わせ会議 

平成 29年 7月 19日 第２回経営発達支援事業連絡協議会 

平成 29年 8月 30日 第２回運営委員会 

平成 29年 11月 28日 第３回広域連携会議、第３回サバー 

ブ松阪事務局打ち合わせ会議、経営発

達支援事業連絡協議会 

平成 30年 1月 10日 サバーブ松阪プロジェクト推進会議 

平成 30年 2月 1日 サバーブ松阪プロジェクト推進会議 

平成 30 年 2 月 6 日 松阪広域南部地域経営支援センター運

営会議 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

大台町経営発達支援事業評価委員会では、事業の実施状況及び成果について、大台町独自の目標

達成度合の評価シートを導入し、数値的な評価を行って評価委員会へ上程します。 

評価委員会は外部専門家として、大台町の地域情勢を良く知る株式会社アーリーバードの三田泰

久氏をコーディネーターとして依頼し、評価委員会にて事業の検証と計画の見直しを行います。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関するこ

と 

■平成 29 年度経営発達支援事業評価委員会 

開催日：2017 年 6 月 16 日（金） 

開催地：大台町商工会 

講師：株式会社アーリーバード 三田泰久 氏 

内容：平成 28 年度事業の評価検証について 

平成 29 年度の事業計画について 

 

■平成 29 年度経営発達支援事業評価委員会（予定） 

開催日：2018 年 2 月 16 日（金） 

開催地：大台町商工会 

講師：株式会社アーリーバード 三田泰久 氏 

内容：平成 29 年度経営発達実施事業・経過報告について 

平成 30 年度経営発達実施事業について 

 

 


