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注目の相談事例

三重県地域活性化
雇用創造プロジェクト事業が
始まりました！第3期（～令和7年3月）

三重県産業支援センターは中小企業・小規模事業者の皆様の
  さまざまな経営課題について、ご相談に応じます！

お気軽にご相談ください。オンライン相談も可能です。

地域活性化雇用創造プロジェクトは
第1期（平成28年度～30年度）、第2期
（平成31年度～令和3年度）に引き続き、
装いも新たに第3期が始まりました。
三重県は若者の県外流出を要因と
した人口減少等による慢性的な労働
力不足が深刻な状況となっている一方、
第４次産業革命等による社会情勢の
変化に伴い、高度・専門技術を持つ人
材の需要がますます高まっています。
そこで、プロジェクト第3期はこれら
の課題を解決すべく、良質で安定した
雇用創出目標数を3年間で745人と設
定し、2つの大きな事業テーマ「１．多
様な人材の活躍による人手不足分野の
解消」と「２．中小・小規模企業におけ
る高度・専門人材の不足解消」を掲げ、
事業を推進します。
できるだけ多くの企業様にご活用い
ただく事を前提に、対象業種を限定し
ておりません。ご活用に際しては各事
業の詳細内容をご確認ください。

当プロジェクトは経済団体、教育・研
究機関、金融機関、三重労働局、中部
経済産業局、株式会社地域経済活性
化支援機構、三重県、三重県産業支援
センター等で構成される「プロジェクト

推進協議会」のアドバイスや提案に
よって、より充実したプロジェクト事業
内容に仕上げています。
賛助会へのご入会を前提に、全事業
を無料でご活用いただけます。第2期で
すでに会員としてご登録いただいてい
る企業様は、引き続き第３期の会員資
格を有するものとし、新たな入会手続
きなしに、第3期の各事業をご活用いた
だけます。特に第1期、第2期で活用され
ていない企業様は大歓迎ですので、是
非この機会に賛助会への入会と各事
業のご活用をよろしくお願いします。

前述しました2つの大きな事業テー
マ毎に企業・事業主向け支援事業、求
職者・労働者向け支援事業、就職促進
支援事業があります。（事業構成表を
ご覧ください）
企業の皆様は、企業・事業主向け支
援事業はもちろんですが、求職者・労働
者向け支援事業や就職促進支援事業
のほとんどの事業にも参加いただくこ
とが可能です。
第3期では新たに高度人材を育成す
るための補助金事業やヘルスケア分野
やコンビナートプラント事業に関する
支援事業等が加わりました。全19事業
を県と当センターが担当し、それぞれ
が情報を共有しながら、相乗効果を狙
い、推進しています。
各事業の具体的なイベントはセミ

ナー、講座、グループワーク、専門家派
遣、インターンシップ、求職者との交流
会、合同企業説明会、企業見学会等と
なります。新型コロナウイルス感染症
の状況により各イベントは対面かオン

ラインあるいはハイブリットかを判断し
て開催しますことをご理解ください。
企業の皆様に少しでもお役に立てる
よう推進しますので、ご不明な点等は
遠慮なくご質問ください。

一部の事業を除き
あらゆる業種の企業様が
活用できるようになりました

賛助会への入会を前提に
すべての事業が
無料でご活用できます

充実した全19事業を
是非ご活用ください

多彩な経験を持つ
スタッフ11人が
対応します。
三重県内で事業活動を
されている企業の皆様、
三重県で働きたい求職
者の皆様、ぜひ当事業を
ご活用ください。

ご相談は、
「三重県産業支援センター よろず支援拠点」まで

059-228-3326

支援内容相談内容

陣田屋商店
90年以上続く老舗製麺所
店主の思いに寄り添って
販路拡大・WEB戦略を支援

くわなサテライト　立道 和久

Company Profile

店主の思いを理解しながら強み・持ち味を活かす
アイデアを提供してくれました

継続的な販路拡大、ホームページの改善を支援
　陣田屋商店の麺は小麦粉の特徴を生
かした上で黄金比にブレンドし、こだ
わりの国産塩を加え、生地をしっかり
寝かせて熟成させる伝統的な製麺方法
を大切にしているので、プロの料理人
からの評価も高いです。店主の神山さ
んは研究熱心で、事業者向けにこだわ
り素材を使ったオリジナル麺も製造し
ています。継続的に販路拡大を支援し
ていく中で、WEBデザイナーのコー
ディネーターの協力を得ながらHPや
オンラインショップのデザインや使い
勝手を改善しました。桑名商工会議所
と一緒に補助金の活用についてもアド
バイスをしています。

　陣田屋商店は創業から90年以
上の老舗製麺所で、1カ月以上保
存ができ、なおかつ美味しい「半
生麺」が得意です。有名レストラ
ン・料亭やうどん店へ納入してい
ます。自家製のうどん・そばは、桑
名市東矢田町の国道1号線沿いに
ある店舗やネットショップで購入す
ることができます。また三重郡朝
日町小向で直営店「うどん屋つる
吉」を運営しています。販路拡大や
オンラインショップの改修につい
て、桑名商工会議所と協力しなが
らよろず支援拠点くわなサテライ
トが支援を行っています。

　よろず支援拠点くわなサテライトと桑
名商工会議所の支援によって、2020年の
「みえセレクション」にいなべ産極細蕎麦
（乾蕎麦）が選ばれました。プロ仕様であ
りながら「家庭の味が一番おいしい」とい
う、店主の私が大事にしている思いを理
解してくれていることを嬉しく思います。
当店の「強み・持ち味」を活かすアイデア
やアドバイスを継続的に提供してもらっ
ており、桑名商工会議所とよろず支援拠
点くわなサテライトがそれぞれの良さを
出しながら一緒になって応援してくれる
ことが心強いです。

住 所
電 話
H P

桑名市東矢田町８番地
0594-22-0273
https://www.jindaya.com/

住 所
電 話
H P

三重郡朝日町小向348-2
059-377-0611
https://www.turukichi.com/

【事業構成表】

1 多様な人材の活躍による
　 人手不足分野の解消

2 中小・小規模企業における
　 高度・専門人材の不足解消

企
業
・
事
業
主

向
け
支
援

①U• Iターン推進環境づくり事業 
②企業向け働き方改革取組推進事業 
③外国人受入体制構築事業
④障がい者の働きやすい
　職場づくりモデル事業

①女性の就職支援事業
②外国人の就職支援事業
③労働者向け働き方改革取組
　推進事業

求
職
者
・
労
働
者

向
け
支
援

①地域企業就職促進交流事業 
②参加型企業情報等発信事業 
③首都圏等就職相談アドバイザー事業

就
職
促
進
支
援

①商品開発力等向上支援事業 
②海外販路拡大支援事業
③ヘルスケア分野への進出、
　業種転換支援事業
④高度人材育成支援事業

①高度ものづくり技術人材育成事業 
②コンビナートプラント
　運営人材育成事業
③実践型商談力向上事業
④withコロナ時代に適応した
　販路開拓支援のための人材育成事業

①高度・専門人材
　県内就職促進事業

☎059-327-5830

県内の労働力不足解消に向け、
「多様な人材が能力を発揮し輝け
る環境の整備」、「第4次産業革命
等に適応できる高度・専門人材
の確保」を重点事業として推進し、
雇用を創造します。

航空宇宙、医療福祉機器などの
先端産業分野をはじめ、広くもの
づくり分野における県内中小企
業の高付加価値化に向けて支援
しています。各種支援事業メニュ
ーの推進、産学官連携やニーズシ
ーズマッチング、異業種交流など
を促進しています。

津市の拠点ほか、桑名市、松阪市
にサテライトを設け、創業から資
金繰り、売上拡大など、中小企業
等の総合相談窓口となり、経営
支援を行っています。

プロフェッショナル人材や若手人
材の活用による企業の経営革新
への取り組みを支援しています。
確保の難しい、経験豊富で高度
な技術をもつ人材（プロ人材）採
用のお手伝いをいたします。

中小企業等の経営向上・経営革
新に対する取り組みを促進する
ため、商工団体等関係機関と一
体になって経営向上計画等の作
成支援及び専門家の派遣を行っ
ています。また、展示会・商談会の
実施など販路開拓の支援を行っ
ています。

中小企業・小規模事業者の事業
承継［親族承継・従業員承継・第
三者承継（M&A）］に関わる様々
な相談に応じ、課題解決に向け
た支援を行っています。

北勢における企業支援の拠点とし
て、中小企業等の課題解決支援及
び技術人材育成等を行っています。
特に、DXは、重点支援分野として、
IT系ベンダー企業等と連携しながら、
技術支援コーディネーターによるも
のづくり中小企業のDX化の取り組
み支援を進めています。

特許、意匠、商標、営業秘密など知
的財産に関するあらゆる相談に、専
門の相談員が対応しています。弁
理士らの無料相談や専門家派遣
など、様々な支援機関・専門家と連
携して企業経営を支援しています。

よろず支援拠点

☎059-253-4355

経営支援班

☎059-253-3888

プロフェッショナル
人材戦略拠点

☎059-253-3154

事業承継・
引継ぎ支援センター

☎059-253-1260

地域活性化
雇用創造プロジェクト

北勢支所

☎059-228-3370

事業の将来性はあるものの、債
務超過等の財務上の問題を抱え
ている中小企業者を対象に、きめ
細かい経営相談・再生支援を行
います。

中小企業活性化協議会知財総合支援窓口
☎059-253-1430

技術支援班

津

くわなサテライト

まつさかサテライト

☎059-228-3326

☎0594-24-1515

☎0598-54-2929

津窓口

四日市窓口
☎059-253-8310
☎059-327-5830

ＤＸ 資材・燃料高騰 新型コロナ 補助金・助成金

相談無料

詳しくはHPから
https://www.miesc.or.jp/

support/project/3/

▶

陣田屋商店

直営店 うどん屋つる吉

陣田屋商店　代表者・店主　神山 透
かみやま   とおる

（左から）桑名
商工会議所の
齋藤経営指導
員、神山 透店
主、立道コー
ディネーター

無料の経営相談所
中小企業・小規模事業者のための

事業計画策定／雇用・労務

中村 敏夫
NAKAMURA Toshio

資金繰り

池田 茂 IKEDA Shigeru

　30年間電子部品製造会社に勤務。
製品開発から品質管理、営業サポー
ト、製造現場等の職種を経験し、そ
の後ハローワークにて事業所の求人
サポート活動をしてきました。社会保
険労務士として、事業者様の雇用に
関する相談をお受けします。

経営改善／経営知識／現場改善・生産性向上

岡本 均
OKAMOTO Hitoshi
　20年以上に亘り、中小企業の経
営者として、事業承継、資金繰り、経
営改善、現場改善などのマネジメン
トを行っています。
　企業経営者・中小企業診断士と
して、経営支援や補助金支援など
経営者様のお手伝いをします。

売上拡大／販路開拓／IT活用

岡田 保久
OKADA Hoku
　百貨店にて販売促進担当・バイ
ヤー・マネジャーとして28年間勤務。
　全国1,000社以上の中小企業の
マーケティング支援をしてきた経
験を活かして、三重県の経営者の
「思い」をカタチにするお手伝いが
できるよう頑張ります！

チーフ
コーディネーター

施策活用

百済 勝彦 KUDARA Katsuhiko
サブチーフ
コーディネーター

事業計画／雇用・労務／人材育成

加藤 健一郎 KATO Ken-ichiro

販路開拓／IT活用／現場改善・生産性向上

中野 昭彦 NAKANO Akihiko

経営知識／商品開発／売上拡大

髙垣 和郎 TAKAGAKI Kazuo

経営改善／事業計画

村田 裕昭
事業計画／施策活用／経営革新

山口 耕平 YAMAGUCHI Kouhei

IT活用

村阪 浩司 MURASAKA Hiroshi OHNO Mai

広告デザイン／商品デザイン／IT活用

大野 真依
商品開発／事業承継／販路開拓／事業計画

澤田 由香 SAWADA Yuka

税務

梶 有香里 KAJI Yukari MIZUTANI Tetsuya

IT活用／事業計画／現場改善・生産性向上

水谷 哲也
現場改善・生産性向上／IT活用

石﨑 一之進 ISHIZAKI Ichinoshin

IT活用／市場調査

鈴木 克彦 SUZUKI Katsuhiko IWASA Masato

ものづくり／施策活用

岩佐 雅人
経営改善

三輪 時弘 MIWA Tokihiro

くわなサテライト

施策活用／経営改善／売上拡大

立道 和久 TATEMICHI Kazuhisa ISHIKURA Toyoki

まつさかサテライト

事業計画／広告デザイン／施策活用

石倉 豊生

MURATA Hiroaki

三重県よろず支援拠点コーディネーター紹介
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コーディネーター コーディネーターコーディネーター

コーディネーター コーディネーターコーディネーター

コーディネーター コーディネーター
コーディネーター

コーディネーター

「みえセレクショ
ン」のいなべ産
極細蕎麦（乾
蕎麦）

6 72022 No.792022 No.79


