
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 射水市商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

(1)産学官金のネットワークを活かした新たな伴走型支援体制を構築すること 

で、地域内小規模事業者の経営基盤を強化する。 

(2)地域の潜在的創業ニーズを発掘し、創業者支援の拡充と創業予定者の育成 

を図ることで、年間２０件の開業を地域内に創出する。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  地域の経済動向に関する情報を調査・分析し、小規模事業者が置かれてい

る外部環境等を小規模事業者及び創業予定者等に対して広く情報提供し、経

営計画策定の足掛かりとする。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

巡回指導、セミナー、特別相談窓口の実施により、自社の経営分析を支援

し、強みを活かした商品・技術等の開発や販路開拓を図るための事業計画策

定に繋げる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

セミナーや巡回訪問の実施によって事業計画策定を目指す小規模事業者の発

掘を行い、支援機関等と連携し、専門家派遣制度等を活用しながら商工会職

員とともに事業計画の策定支援を行う。また、射水市の産業競争力強化法に

基づく創業支援事業計画の沿った創業計画策定支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

「小規模事業者経営発達支援融資制度」、国・県の補助金制度等各種施策の

活用、事業計画実施における進捗状況確認・フォローアップ、産学官連携に

よる共同研究の実施等を通じた計画策定後の実施支援を行う。また、空店舗・

空工場等の情報提供、補助金制度の活用等創業計画実施支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  地域の消費者ニーズに対応できるよう需要動向の情報収集、整理、分析を

行い、小規模事業者のみならず創業予定者に対しても市場性、事業の実現性

を見極めた経営計画策定に繋がるよう支援する。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  小規模事業者の特色を生かした技術、新しく開発された商品・サービスの販路

開拓、顧客拡大のため、展示会・商談会の出展やＩＴ・プレスを活用したプロモ

ーション戦略、商品のブラッシュアップ等商品戦略の策定支援を行う。 

 また、「射水市地域経済活性化協議会」を立ち上げ、年２回開催し、今後の地

域経済の活性化における方向性、具体策を検討するとともに地域資源を活用

した特産品開発、イベント事業に取り組み、販路拡大支援を進める。 

連絡先 

射水市商工会 小杉本所  〒939-0351  

富山県射水市戸破 4229 

             TEL 0766-55-0072  FAX 0766-55-3177 

                          mail imizu@shokoren-toyama.or.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 

Ⅰ.射水市商工会地域の現状と課題 
１．射水市商工会地域の現状 

(1)概略 

射水市は、環日本海交流拠点である富山県のほ 

ぼ中央に位置しており、県下 2大都市である富山 

市、高岡市が東西に隣接する。また、半径約 7km 

のまとまりある地域であり土地面積は 109.43km2 

(内可住地面積 97.07km2、約 89%)で、県土面積の 

約 2.6%を占めている。 

平成 17 年に新湊市と射水郡（小杉町、大島町、大 

門町、下村）の１市３町１村の合併により人口規 

模 92 千人の県下３番目の市となりＪＲ等交通アクセスがよく生活拠点として利便性が高い。

子どもを育てやすい環境整備に先進的に取り組んでおり、富山市、高岡市のベッドタウンとし

て人口が集積している。 

この市町村合併により当商工会と射水商工会議所の２つの経済団体が併存することとなっ 

た。 

商工会地域である小杉・大島・大門・下地区（旧射水郡）は人口規模 59 千人、過半数を占

めている。 

当地域には、富山県立大学、県薬事研究所、県農林水産総合技術センター木材研究所等学術研

究教育機関があり、各機関には企業との連携窓口が設置され、産学官連携の体制が整えられて

いる。また、本商工会と射水商工会議所が連携して産学官交流会や等連携事業を展開し、企業

と研究機関との橋渡しを行っている。 

平成 25 年度、富山県から「歴史と文化の薫るまち 

づくり事業」の認定を受けた。この事業は、地域の 

歴史・文化的地域資源を活用した地域おこし事業で、 

当地域では射水市行政、商工会、地域事業者、観光 

協会、地域振興会(自治会）、地域住民等が連携し、 

射水市小杉地区の伝統左官技術である「鏝絵」を地 

域資源として活用したソフト事業を展開している。 

旧北陸道に面する商店街の各店舗を会場に芸術作家 

の美術品等を展示するとともに、「鏝絵」製作体験等 

を開催し、地域商業と連携した活性化を図っている。 

また、北陸新幹線が開業して平成 28 年に全国鏝絵 

サミットの開催を予定しており、県外からの誘客を計画している。 
※鏝絵とは漆喰(しっくい)を使って左官職人が鏝で土蔵などの壁に浮き彫りにした絵。 

2015 年 3 月北陸新幹線の開業、4月にプレステージインターナショナル（コールセンター）

の操業、8月に大型量販店「コストコ」がオープン、そして「第 35 回全国豊かな海づくり大

会」、平成 28 年に「全国鏝絵サミット」の開催が予定されており、雇用の拡大、交流人口の増

大による射水市の経済環境の変化が地域経済の活発化の要素となると期待されている。 
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(2)射水市商工会地域の事業所数、比率 

射水市商工会地域内における業種別の比率（グラフ①）を見ると、製造・建設業の比率が

 34％と射水市の業種別の比率 24％（グラフ②）と比較して第１次産業の割合が高くなってい

る。 
（グラブ①）             （グラフ②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（商工会基幹システムより作成）           (平成 24 年経済センサスより作成) 

 

(3)小規模事業者 

射水市商工会管内の小規模事業者は、（表１）によると平成 22 年度から 26 年度の間、毎年

20～30 件程度減少傾向にある。 

業種構成は、サービス業(飲食・宿泊業含む)が業種構成比全体の 34％を占め、最も多くな

っている。 

前段グラフ①で当商工会地域の事業所比率における建設業の比率が 22％となっているのに対

し商工会地域内の小規模事業者は 25％と高くなっている。 

全業種全般的に事業者数が減少しているが、前年比の増減は、サービス業が飲食・宿泊業の

減少率が高いもののサービス業は-0.1％と全業種で最も減少率が低くなっている。 

 

(表１）射水市商工会管内小規模事業者数の推移

平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度 前年比増減 業種構成
建設業 460 457 453 452 439 -2.9% 25%

製造業 215 211 209 203 199 -2.0% 11%

運輸業 43 42 41 41 40 -2.4% 2%
卸小売業 539 531 511 494 480 -2.8% 27%
サービス業 602 605 597 595 589 -1.0% 34%
(内飲食宿泊業) (190) (193) (187) (185) (179) -3.2% -

計 1859 1846 1811 1785 1747 -2.1% 100%
（平成26年12月1日現在射水市商工会基幹システムより抽出し作成)

(4)開廃業 

①開廃業の現状 

射水市の開廃業は次頁の表によると開業件数が減少傾向にあるのに対し、廃業件数は 500

件後半で推移している。 

製造業, 

473, 
11%

建設業, 

540, 
13%

運輸業, 

171, 4%
卸・小

売業, 
1239, 

29%飲食・

宿泊業, 
378, 9%

サービ

ス業, 
1468, 

34%

射水市の事業所数・比率



３ 
 

当商工会地域においても高齢化や後継者不足による廃業が多く、開業が廃業を上回る傾向

にある。 

商店街においても、廃業する小規模店舗が増加してきている中で当商工会管内には４商店街

存在するが、その内法人組合組織が１商店街、任意組織が１商店街、残りの２商店街組織は

既に解散している状況にある。 

 

射水市の開業、廃業事業所数 

 

 

平成16年～

平成 18 年 

平成 19 年～平成 21 年 平成 22 年～平成 24 年 

 前期比  前期比 

開業 407 258 63.3％ 168 65.1％ 

廃業 555 591 106.4％ 565 95.6％ 

[経済センサス活動調査査より(平成 16～18 年のみ企業統計調査)より作成] 

 

(5)創業 

当商工会では平成 20 年より創業予定者並びに創業１年以内の事業者を対象に「創業セミ

ナー」を開催している。これまで 91 名の受講者(内射水市内の創業予定者 52 名、創業後の

受講者 13 名)があり、その内受講後の創業者は 13 名(内射水市の 11 名)であった。 

下記（表２）によると平成 22 年度から 26 年度までの受講者の内サービス業の比率が「不明」

を除いて最も高くなっている。 

平成 25～26 年度に受講者は 28 名の内 10 名が受講後に創業しており、清掃、建築設計、美

容業、ＩＴ関連等全てがサービス業となっている。 

 

(表２）「創業セミナー」受講者内訳

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 計 業種構成
建設業 0 0 1 1 1 3 6%
製造業 0 1 0 0 1 2 6%
卸小売業 4 3 1 0 2 10 11%
サービス業 6 5 3 4 5 23 28%
(内飲食業) (0) (1) (2) (0) (2) 0 -
その他 2 0 0 4 4 10 22%
不明 0 9 5 1 5 20 28%
計 12 18 10 10 18 68 100%
※数字は創業予定者並びに創業後1年以内の受講者数

※不明は創業予定業種が不明  
 

２．射水市地域経済の問題 
射水市では平成 25 年度に射水市内中小企業者を対象に「射水市中小企業景況調査」が実施

された。この調査は、現在の経営上の問題、中小企業振興のための市への意見・要望について

問うもので回答は 226 事業所であった。 

多い回答は以下の通りであった。 

・現在の経営上の問題（順位、項目、回答企業数） 

１位 仕入れや原材料費の経費増加（66 企業） 

２位 販売(製品・サービス含)単価の低下・上昇難（65 企業） 

３位 ニーズの変化への対応（56 企業） 

４位 民間需要の停滞（4７企業） 

５位 施設や設備の不足・老朽化（46 企業） 
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・中小企業振興のための意見・要望（順位、項目、回答数、回答の多い業種） 

１位 融資、信用保証制度の充実（回答数:34 回答の多い業種:サービス業､運輸業､建設業）

２位 人材育成や後継者に関する支援（回答数:30 回答の多い業種:サービス業､教育・ 

学習支援業､建設業） 

３位 販路拡大への支援（回答数:24 回答の多い業種:サービス業､運輸業､建設業） 

４位 内需振興策（回答数:21 回答の多い業種:サービス業､卸・小売業､建設業､製造業）

５位 企業誘致（回答数:17 回答の多い業種:サービス業､運輸業､建設業） 

 

射水市が平成 25 年に実施した射水市中小企業景況調査、平成 26 年 3 月に策定した射水市中

小企業振興計画、射水市内の産業構造、小規模事業者等の現状等を踏まえた問題は以下の通り

である。 

(1)経費の増加等による収益減少がもたらす経営基盤の脆弱化 

仕入れ・原材料費等経費を価格転嫁出来ず、経費増加と取引先からの単価引き下げや

    コストダウンの要求によるキャッシュフローの圧迫等により経営基盤が脆弱化してい 

る。 

(2)設備投資や経営改善の停滞 

民間需要の停滞により設備投資が停滞している。既存の設備ではニーズの変化に対応

できていないケースが見受けられる。需要動向や自社の現状を的確に把握できておらず、

経営改善に計画的に取り組めていない。 

(3)高齢化や技術伝承の難しさによる人材確保・後継者育成難 

製造業、建設業では熟練技術の伝承の難しさ、職人への求職者が少ない等、専門的知

識や技術の継承が課題となっている。商店街では、後継者不在による空店舗の発生やイ

ベント等販売促進を含めた商店街活動の鈍化が見られる。 

(4)消費者ニーズの変化への適応 

大型店やチェーン店の進出等により人の流れが変わり、地域商店街への来客数の減少

や価格競争の激化に対応できていない。 

小規模事業者が特色ある技術、商品・サービスを持ちながらも消費者のニーズをつかめ

ず、商品開発及び営業力不足から販路拡大、収益の増加に繋がっていない。 

(5)開業率の低迷 

支援機関ごとに創業支援を行っているが、関係団体も含めた各種施策の情報発信が一元化さ

れていないため、創業予定者または希望する者が潜在的にいながらも、それぞれのニーズ

に応じた最適な支援を十分に受けられておらず、開業の実現に結びついていない。 

 

 

Ⅱ．商工会の支援上の課題 
  本商工会は、これまで小規模事業者に対する金融、税務、労働等の支援を行う経営改善普及

事業において、例えば制度融資のあっせんによる日本政策金融公庫等金融機関からの資金調達

支援、商工会の記帳ソフト「ネット de 記帳」による記帳指導と所得税等確定申告支援、労働

保険の納付等による経営基盤の強化を図ってきたが単発的な支援に留まっている。 

今後、消費者ニーズが多岐多様化する中で小規模事業者の独自の技術やサービス等強みを活か

した付加価値の高い新商品開発、販路開拓、人材育成等に自立的かつ創造的な事業展開による

持続的な発展に向けて小規模事業者に寄り添った支援することが求められる。 

また、創業支援においても創業を目指す人材の発掘、創業計画策定支援から開業後も地域に定

着し、事業を軌道に乗せるための持続的な伴走型支援が求められている。 

 商工会は、地域に密着した総合経済団体であり、小規模事業者支援機関として地域内の金融
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機関、税理士等数多くある支援機関と連携しながらリーダーシップを執り、支援機関の中核と

なり、小規模事業者への伴走型支援体制を一層高めていくことが今後の課題である。 

 

 

Ⅲ．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
  射水市中小企業振興計画では、中小企業は経営基盤の強化によって地域経済の発展や安定し

た雇用機会の創出に努めるとともに少子高齢化等に対応したコミュニティの創出等地域の豊 

かな生活の実現に向けた社会貢献を果たしていく役割があるとしている。 

その中で小規模事業者が持続的に発展していくためには、支援機関等と連携した消費者ニーズ

を捉えた付加価値のある商品開発や販路開拓、イベントへの参加等を地域とのネットワークを

構築することで経営基盤の強化と地域貢献が可能となる。 

これは、短期的に構築できるものではなく、地域の経済情勢等を情報収集しながら的確に見極

め、小規模事業者が地域に密着した関係の中で築きかれるもので創業者についても同様であ

る。 

地域に密着した商工会は、小規模事業者等の支援機関としてネットワークづくりとそれを活

かした伴走型支援体制を構築して行く。 

 
 

Ⅳ．経営発達支援計画目標 
１．方針 

今後５年間、支援機関として産学官金のネットワークを活かした新たな伴走型支援体制を構

築する。経営計画の作成、産学官金連携等による新商品開発、販路拡大、人材育成等経営基盤

の強化のため、職員の一層の資質向上によって経営指導員や記帳専任職員等職員の職域を問わ

ず一丸となって小規模事業者に伴走型支援を図るとともに重点目標として創業者の発掘・創業

支援を積極的に展開し、地域内小規模事業者の新陳代謝を促進する。上記、伴走型支援の拡充、

深耕を図ることで経営基盤が強固な活力ある企業を生み出していく。 

 

２．目標 

(1)産学官金のネットワークを活かした新たな伴走型支援体制を構築することで、地域内小規

模事業者の経営基盤を強化する。 

各種調査を基にした市場動向等消費者ニーズの把握、経営分析と経営計画の作成支援計

画実行に併せた施策活用、計画の検証まで一貫した支援体制を整え、市場ニーズに合った

新商品・サービスの開発、ＩＴ活用を取り入れた販路拡大、収益力向上による  経営基盤

の強化と安定化を支援する。 

富山県、射水市、富山県立大学等研究機関、商工会等支援機関、金融機関等と産学官 

金連携を進め、付加価値の高い商品開発・ブランド力強化を推進し、販路開拓、を持続的

に支援する。 

(2)地域の潜在的創業ニーズを発掘し、創業者支援の拡充と創業予定者の育成を図ることで、

年間２０件の開業を地域内に創出する。 

本計画の重点事項として取り組むもので、射水市が経済産業省より認定を受けた産業  

競争力強化法に基づく創業支援事業計画に則って射水市、射水商工会議所並びに金融機 

      関等と連携して進めるとともに本商工会では「創業セミナー」の拡充に加え、新規事業と

して「創業ウェルカムキャンペーン」プロジェクトを立ち上げる。創業予定者の発掘、創

業前の事業計画の作成、販売促進等の支援メニューの拡充と伴走型支援によって創業予定

者の育成を図ることで、年間 20 件、５年間で 100 件の開業を地域内に創出する。 
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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 
平成２７年４月１日～平成３２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 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 (1)現状と課題 

これまで行政機関、金融機関、民間シンクタンク等から多くの調査・統計等の情報が集ま

っているが、この情報を経営指導員等で特に分析を行うことなく、一部の小規模事業者に資

料の提示による提供するに留まっていた。 

今後、地域の各支援機関や小規模事業者の巡回訪問等から情報収集を図るとともに経済の動

向、商品やサービスの需要動向等多くの調査・統計結果を整理し、経営指導員が定期的に開

催する「経営支援会議」で地域の経済動向に関する情報を分析し、小規模事業者が置かれて

いる外部環境等を小規模事業者及び創業予定者等に対して広く情報提供し、経営計画策定の

足掛かりとする。 

 

(2)情報の収集、整理、分析 

 ①情報の収集 

以下の調査及び項目については関係機関との連携によって地域の経済動向等を収集し、調

査、分析したデータ・結果を、地域内小規模事業者並びに創業予定者等に提供する。 

ⅰ．中小企業景況調査【拡充】 

全国商工会連合会と連携して製造・建設・小売・サービス等業種別の業況、採算、設備

投資計画の有無等の動向を四半期毎に調査し、その結果を定期的に、業界の動向に関す 

る情報として提供する。 

  ⅱ．中小企業金融実態調査【拡充】 

富山県商工会連合会と連携して小規模事業者等の経営概況や資金繰り、融資制度の活用

に関する動向を年１回調査し、情報提供を行う。 

  ⅲ．小規模事業者の事業活動の実態把握調査【拡充】 

    中小企業庁が実施している小規模事業者の今後の運営（事業承継等）、経営環境（仕入

先、販売先、今後の経営方針等）、小規模事業者支援施策の活用状況、小規模事業者の社

会貢献（イベント等）の調査を年１回調査し、結果の情報提供を行う。 

  ⅳ．商店街実態調査【拡充】 

     富山県商工会連合会と連携して商店街の現状、後継者、空店舗に関する動向を年１回調

査し、小売業、サービス業を中心に情報提供を行う。 

  ⅴ．聞き取り調査【新規】 

経営指導員が業種別、地区別等巡回調査計画を策定し、地域の経済動向を詳細に把握す

るため、景況、設備投資、販路、消費動向等の直近の実績と来期の見通しについてヒアリ

ングシートを作成し、商工会職員で聞き取り調査を行う。調査は、業種別に小規模事業者

を抽出するが、日本標準産業分類において製造業では小分類（機械製造業・食料品製造業

等）、建設業では小分類（土木工事業・建築工事業等）等、業種を掘り下げた詳細な情報

収集を行う。 
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ⅵ．その他【拡充】 

    その他国・県・市等が調査した各種調査事業資料を「経営支援会議」等で分析し、小規

模事業者個別に課題に応じた情報提供を行う。（北陸地域の経済動向(中部経済産業局)、

県工業統計調査、県商業統計調査、県経済月報、県経済センサス（富山県）など) 

 ②情報の整理、分析 

ⅰ．全国商工会連合会が実施している中小企業景況調査、富山県商工会連合会が実施してい

る金融実態調査、商店街実態調査等のほか、国・県・市等から集まる調査結果資料を商工

会職員全員が経営相談の時に活用できるように景況、金融等分野別に整理する。 

ⅱ．聞き取り調査よる直近の経営状況や今後の経営方針等景況、設備投資、販路、消費トレ

ンド等の今期実績と来期の見通しや支援課題が記載された個別のヒアリングシートを集 

計・分析し、レポートにとりまとめ広く情報提供する。 

  ⅲ．各種調査結果の情報は、経営指導員等が定期的に開催する「経営支援会議」において業

種別に景況動向や業界の課題等を分析し、職員全員が活用できるよう整理しデータ化す 

る。 

   

(3)情報の提供 

①小規模事業者への巡回訪問    

小規模事業者を個別に巡回訪問する際に、国・県・市等の各種調査結果資料を提示すると

ともに聞き取り調査で分析したデータを、全国商工会連合会から貸与されているタブレット

端末で提示し、経営分析の参考にする。 

②創業予定者並びに創業間もない小規模事業者(創業後１年以内)への情報提供 

創業予定者等に巡回・窓口相談や「創業セミナー」開催の際に国・県・市等の各種調査結

果資料を提示するとともに聞き取り調査を分析したデータをタブレット端末で提示し、課題

抽出や創業計画の策定の参考にする。 

 ③全職員の情報共有 

経営指導員等が「経営支援会議」聞き取り調査の分析結果をデータ化することで、全職 

員が情報共有し、商工会内の業種別部会会議やセミナー等の際レポートにまとめ提供する。

④経営相談コーナーにおける情報提供 

本商工会が講演会、懇談会を実施する「商工会会員全体交流会事業」の際に経営相談コー

ナーを設置し、小規模事業者に情報提供する。 

 ⑤広報等による情報提供 

巡回指導で得た聞き取り調査の分析結果等の情報提供を希望する小規模事業者に対し、個

別にメール、ＦＡＸ等で提供するほか、商工会ホームページ、会報において広く公開する。

 

【地域の経済動向調査に関する行動目標（５Ｗ２Ｈ）＋期待効果】 

Ｗｈｙ 

（実施理由） 

小規模事業者が売上拡大を目指すには、経済環境の変化が、事業活動

にどのような影響を与えるのかを予め検討しておくことが危機を回

避して新たなチャンスを捉えることにつながるため、本経済動向調査

を実施する。 

Ｗｈａｔ 

（実施内容） 

① 中小企業景況調査（4半期ごと）【拡充】 
② 中小企業金融実態調査（年１回）【拡充】 
③ 小規模事業者の事業活動の実態把握調査（年１回）【拡充】 
④ 商店街実態調査（年１回）【拡充】 
⑤ ヒアリングシートに基づく聞き取り調査【新規】 
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Ｗｈｅｒｅ 

（場所） 

① 地域の小規模事業者、創業予定者に対して、管内巡回による事業

所先や商工会窓口にて調査分析情報を提供する。 

② 地域の小規模事業者、創業希望者に対して、個別にメール、FAX

により調査分析情報を提供する。 

③ 商工会ホームページ、会報で調査分析情報を広く公開する。 

Ｗｈｏ 

（担当者） 

① 事務局長（総括） 

② グループ長（巡回計画作成、情報の共有化） 

③ 経営指導員（調査分析、課題の抽出、整理） 

④ 補助員・記帳専任職員（情報整理、データ化、事業者への周知） 

Ｗｈｅｎ 

（スケジュール） 

平成２７年４月１日～  

※巡回については職員間で計画的に日程調整する 

Ｈｏｗ 

（実行プロセス） 

① 計画（経営支援会議により立案） 

② 実行（調査分析、事業者への情報提供） 

③ 点検・評価（経営発達支援計画事業評価会議にて評価） 

④ 検証・改善（改善方針を公表する）※ＰＤＣＡサイクルを回す 

Ｈｏｗ Ｍｕｃｈ 

（費用） 

消耗品費（ヒアリングシート代）        

調査分析費（高度な分析を伴うもの）      

広報費（ホームページ、広報紙）       

期待効果 ① 経営計画策定の足掛かりとなる  
② 経営環境を的確に把握することで新たなチャンスを捉える機会になる 
③ 職員の資質向上（OJT）につながる 

 

 （目標） 

地域の経済動向に関する情報を調査・分析し、小規模事業者が置かれている外部環境等を

小規模事業者及び創業予定者等に対して広く情報提供し、経営計画策定の足掛かりとする。

  支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

情報提供に係る巡

回訪問件数 
115 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000

聞き取り調査件数 0 200 250 300 350 400

経営相談コーナー 

情報提供件数 
0 100 120 150 200 250

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 (1)現状と課題 
従来、経営指導員等が記帳指導や決算申告指導、金融指導の斡旋等の際に一部の小規模事業

者に対して決算書を基にした財務分析、資金繰り等の現状把握に留まっており、経営課題の抽

出や課題解決に結びつく自社分析による小規模事業者の事業計画策定に繋がっていない現状

にある。 

また、小規模事業者は、これまでの経験や勘に頼り、自社の持つ独自の商品・技術、等経営

資源の強み・弱みや計数管理によって自社を分析している小規模事業者は少ない。 

創業予定者においては、得意技術やサービスが地域の消費者ニーズに即しているか情報が不足

している。 
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そこで地域の経済動向、需要動向を踏まえ、自社の強みを活かした商品・技術等の開発や販

 路開拓に向けた事業計画策定に繋げるため、自社の基盤強化に前向きな小規模事業者を発掘 

し、その事業者に対し、よろず支援拠点、富山県新世紀産業機構、全国商工会連合会、富山県

商工会連合会や専門家と連携し、支援が求められる。 

  

(2)事業内容 

 ①積極的な巡回指導による経営分析【拡充】 

    経営指導員等が、事業所に巡回訪問し、事業主へのヒアリングと現場観察を通して小規

模事業者の持つ設備や技術等経営資源の分析を行うとともに全国商工会連合会の「経営分

析システム」を活用した財務分析を行う。 

  （実施方法） 

経営指導員等が事業所を訪問する際、タブレット端末を持参して決算書を基に「経営分

析システム」から引き出すことのできる収益性、安全性、成長性に関する業種別の経営

指標と小規模事業者の損益分岐点分析等財務面の実績をレーダーチャートで比較分析 

し、財務面を中心とした強み・弱みを分析し、経営計画策定の参考とする。 

 

「経営分析システム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②セミナーの開催【新規】 

    セミナーを開催し、小規模事業者並びに創業予定者が自社の経営資源を再確認するとと

もにＳＷＯＴ分析、３Ｃ（顧客・競合・自社）分析手法等による経営課題を見出すきっか

けづくりとする。 

（実施方法） 

よろず支援拠点、富山県新世紀産業機構、全国商工会連合会、富山県商工会連合会等と

連携し、経営指導員が専門家等とともに、各種分析手法による現状分析を支援し、小規模
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事業者の課題抽出と事業計画策定の足掛かりとする。 

 

③特別相談窓口の設置【新規】 

    商工会に特別相談窓口を設置し、経営指導員等が日頃の巡回で課題を持つ小規模事業者

並びに創業予定者を発掘し、相談窓口の活用を勧め、支援機関、専門家と連携し、財務、

新商品開発、創業等各分野に沿った経営の現状を把握し事業計画作成に繋げる。 

（実施方法） 

職員が一丸となり、地域の経済動向や需要動向等の情報提供や小規模事業者の経営環境

や財務分析、経営課題の抽出を個別面談形式で行い、事業計画策定の足掛かりとする。 

 

【経営状況の分析に関する行動目標（５Ｗ２Ｈ）＋期待効果】 

Ｗｈｙ 

（実施理由） 

小規模事業者が売上向上を目指すには、売上が低迷・減少している原因

がどこにあるのか突き詰める必要がある。事業者が今どのような状況に

あるかを把握するために経営状況の分析が不可欠である。 

Ｗｈａｔ 

（実施内容） 

① 積極的な巡回指導による経営分析【拡充】 

② 経営分析セミナーの開催【新規】 

③ 特別相談窓口の設置 【新規】 

Ｗｈｅｒｅ 

（場所） 

① 地域の小規模事業者、創業予定者に対して、管内巡回により事業主

所先で事業主へのヒアリング、現場観察を実施する。 

② 地域の小規模事業者、創業予定者に対して、商工会研修室にて経営

分析セミナーを開催する。 

③ 巡回を通じて課題を持つ小規模事業者、創業所定者を発掘し、商工

会にて設置する特別相談窓口にて個別面談にて経営分析を行う。 

Ｗｈｏ 

（担当者） 

① 事務局長（総括） 

② グループ長（巡回計画作成、各支援機関との連携、共有化） 

③ 経営指導員（経営分析、課題の抽出、整理） 

④ 補助員・記帳専任職員（情報整理、事業者への周知） 

Ｗｈｅｎ 

（スケジュール） 

平成２７年４月１日～  

※巡回については職員間で計画的に日程調整する 

Ｈｏｗ 

（実行プロセス） 

① 計画（経営支援会議により立案） 

② 実行（計画的巡回による事業者の現状把握、全国連「経営分析シス

テム」を活用した経営分析、巡回によるタブレット端末を活用した

経営分析情報の提供、セミナーの実施、特別相談窓口の設置により

事業者の現状分析を支援する） 

③ 点検・評価（経営発達支援計画事業評価会議にて評価） 

④ 検証・改善 （改善方針を公表する）※ＰＤＣＡサイクルを回す 

Ｈｏｗ Ｍｕｃｈ 

（費用） 

専門家招聘費（経営課題の内容に応じて活用）     

 

期待効果 ① 経営計画策定の足掛かりとなる  

② 自社の経営基盤や強みを知る 

③ 職員の資質向上（OJT）につながる 
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（目標） 

巡回指導、セミナー、特別相談窓口の実施により、自社の強みを活かした商品・技術等の開

発や販路開拓を図る事業計画策定に繋げるための経営分析を支援する。 

   支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回指導訪問件数 3,379 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900

セミナー受講者数 19 22 23 24 25 30

巡回並びに特別相談窓口 

による経営分析件数 
42 45 50 55 60 65

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
(1)小規模事業者等の抽出された課題に対し、各支援機関と連携した伴走型の指導・助言を行 

い、需要を見据え、持続的発展に向けた事業計画の策定支援を行う。【新規】 

①事業計画策定セミナーを開催し、事業計画策定と策定プロセスが小規模事業者の持続的発

 展に重要な要素であることを理解してもらう。併せて個別相談会を毎月 1回開催し、事業

の持続的発展に向けた事業計画策定を目指す小規模事業者を発掘する。 

（実施方法） 

経営指導員等が巡回訪問や特別相談窓口等で経営分析をした小規模事業者やこれか 

ら経営計画の策定を目指す小規模事業者に広報、商工会ホームページ等で周知する。 

②巡回訪問、窓口相談を通じて、需要を見据えた製品・価格戦略、事業化スケジュール等の

 運営戦略、収支計画等財務戦略の事業計画書への落とし込みを支援する。【拡充】 

（実施方法） 

経営計画の策定には、よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構、富山県新世紀産業機

構、全国商工会連合会、富山県商工会連合会等支援機関の専門家派遣制度で専門家を招

聘し、商工会職員とともに事業計画の策定支援を行う。 

 

（目標） 

  事業計画策定を目指す小規模事業者の発掘、支援機関等と連携した事業計画の策定、巡 

回訪問によるフォローアップまでをセットとした支援を行う。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

個別相談会開催回数 2 12 12 12 12 12

事業計画策定事業所数 36 40 45 50 55 60

 

(2)創業支援 

地域に根ざす活気ある企業を創出するため、射水市が経産省より認定を受けた産業競争力

強化法に基づく創業支援事業計画(※)を中心に展開するほか「創業ウェルカムキャンペーン」

プロジェクトによる創業予定者の発掘から創業後のフォローアップまで事業計画実施支援を

行う。 
   ※産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について 
    次頁の各支援機関が実施する創業支援事業をネットワークによる情報の一元化を図ることによ 

ってハンズオン支援やセミナー等創業に向けた効果的な支援策を実施するもの。 

①ワンストップ相談窓口の設置【新規】 

     本会及び連携する射水市、射水商工会議所にワンストップ窓口を設置し、情報の共有を

図りつつ創業予定者等の発掘、創業全般、各種助成制度の紹介を行う。 

  ②創業塾の開催【拡充】 
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     平成 20 年度より毎年 1回開催している「創業塾」を継続開催し、創業で成功するため

の心構え、ビジネスプランの作成する上での損益・資金計画立案の重要性や税務の知識や

決算書の読み方等を習得ため開催する  

  ③創業相談会の開催【新規】 

     個別相談会を開催し、経営、財務、人材育成、販路開拓等ビジネスプラン作成おける指

導助言や、地域の経済動向調査結果等の情報を提供する。 

  ④創業計画作成支援【拡充】 

    相談会や巡回相談において個別に創業計画、ビジネスプランの作成をよろず支援拠点等

を活用して専門家とともに指導・助言を行うことによって創業を具現化させるための支援

を継続的に行う 

  ⑤専門家派遣事業【拡充】 

よろず支援拠点、富山県新世紀産業機構、全国商工会連合会、富山県商工会連合会、 

   の専門家派遣制度を活用し、課題を抱えている創業予定者等の要請に応じた専門的な指

導・助言を行う。 

⑥創業ウェルカムキャンペーン【新規】 

   ⅰ．広報活動による創業予定者の発掘 

    射水市や支援機関の広報、市内各町内回覧版並びにホームページやソーシャルネットワ

ークに相談窓口の設置や支援内容を告知し、創業予定者等を発掘する。 

   ⅱ．創業手帳(計画表)の作成 

    創業予定者等が進捗状況を自己診断できるよう創業計画書を手帳形式にしたスケジュ 

ール表を作成・配布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜全体像＞ ※下線部が特定創業支援事業 

日本政策金融公庫 

・創業セミナー、個別相談会

・創業相談窓口開設 

・民間金融機関の補完機能 

市内金融機関 

・個別相談 

・金融支援 

・販路拡大支援

よろず支援拠点 
中小機構北陸本部 
富山県新世紀産業機構 

・情報提供、関連支援施策

の活用、専門家派遣

射水市商工会 

・ワンストップ相談窓口 

・創業塾 

・窓口による創業相談 

・人材育成セミナー 

・専門家派遣 

射水商工会議所 

・ワンストップ相談窓口 

・とやまエキスパートバン

ク事業 

・創業相談会 

・人材育成セミナー 

創業希望者、創業者

連 携 

射水市

・ワンストップ相談窓口 

・市報、ＨＰによる情報発信 

・市創業者支援資金融資 

・各種助成事業 
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   （目標） 

 支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾開催回数 １ １ １ １ １ １

創業支援者数 12 15 20 25 30 35

創業計画作成支援 10 14 18 22 26 30

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
(1)小規模事業者等の抽出された課題に対し、各支援機関と連携した伴走型の指導・助言を行 

い需要を見据え、持続的発展に向けた事業計画の実施支援を行う。 

①事業計画の実施における資金調達について、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活

用しフォローアップをする。【新規】 

（実施方法） 

平成 27 年度から創設予定の日本政策金融公庫の融資制度「小規模事業者経営発達支

援融資制度」を広報、商工会ホームページで広く周知するほか説明相談会を開催し、本

制度の活用推進を図る。 

②国・県の補助金制度の活用に向けた周知並びに申請支援を行う。【拡充】 

（実施方法） 

巡回訪問によって小規模事業者持続化補助金、富山県中小企業チャレンジファンド事

業等補助金メニューを説明し、計画書作成、申請を細かにフォローアップする。 

③事業計画実施において進捗状況を確認するとともに指導助言を行い、フォローアップを図

る。【拡充】 

（実施方法） 

事業計画の進捗状況を四半期ごとに巡回訪問によって確認するとともに課題を整理 

し、次のステップの指導・助言を行う。 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

小規模事業者経営発達支援

融資制度説明相談会数 
0 4 4 4 4 4

補助金活用件数 34 40 45 50 55 60

フォローアップ件数 36 40 45 50 55 60

  

(2)産学官連携 

射水市の企業と富山県立大学等が年間 10 件程度の共同研究が行われている。 

小規模事業者が新商品・サービスの開発や新事業展開等を進めるため、大学等研究機関と連

携し、小規模事業者の事業計画によるニーズや研究機関のシーズの発掘を行う。 

本商工会が架け橋となり産学官の共同研究を促進し、企業への技術移転や産学官の交流を推

進する。 

《事業内容》 

     製造業・建設業を中心に経営分析から見出された課題について生産工程の改善や高精度

の製品開発、効率性の高い新しい工法等を共同研究・開発し付加価値を高め、取引先拡大

と売上拡大を図る。 

（実施方法） 

    小規模事業者とともに研究機関窓口を訪問し、担当窓口の産学官連携コーディネーター
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と連携し、研究機関のシーズや研究者、他の民間企業とのマッチングを探る。 

     共同研究成果は、販路拡大のため研究機関や富山県、射水市、地域金融機関と連携し、

商談会・展示会の出展によるフォローアップを行う。 

（目標） 

経営指導員等が共同研究の相談、商談会販路拡大等のフォローアップについて次の通り 

目標数を設定する 

 

 支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

共同研究相談件数 1 5 8 10 12 15

共同研究マッチング件数 1 3 5 7 9 10

フォローアップ件数 1 4 7 8 10 13

 
(3)創業支援 

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を中心に展開するほか「創業ウェルカムキャ

ンペーン」プロジェクトによる創業予定者の発掘から創業後のフォローアップまで事業計画実

施支援を行う。 

 《事業内容》 

 ①空店舗・空工場等の情報提供【新規】 

   射水市空き工場・倉庫情報バンク制度や商工会建設業部会に所属する不動産業会員と連

携し、商工会のホームページに空店舗・空工場等の情報を掲載するとともに創業予定者に

情報提供を行う。 

②補助金制度の活用支援【拡充】 

  ⅰ．創業補助金 

「富山県創業促進補助金」や「射水市商店街等新規出店支援事業補助金」(商業・サー

ビス業向け)等情報提供とともに巡回訪問や相談窓口等で制度概要を説明し、活用を勧め

る。 

 ⅱ．販路開拓補助金 

創業後、自社商品の販路拡大のため小規模事業者持続化補助金、富山県チャレンジフ

ァンド事業、射水市ビジネスマッチング等販路拡大支援事業補助金の活用を勧め商談の

機会を増やし、販路開拓に繋げる。 

③「射水市きらりカンパニー顕彰」ルーキー賞の推薦【拡充】 

   射水市、射水商工会議所と連携して、企業の優れた独自の製品・技術・サービスで頑張っ

ている射水市内の“きらり”と光る企業を顕彰し応援するとともに、経営革新への意識の醸

成を図るために実施している。この顕彰には創業後５年未満の企業を表彰するルーキー賞部

門が設けられているので、独自性、新規性ある創業者を推薦し表彰することで経営意欲の喚

起を図る。 

 ④フォローアップ【拡充】 

  ⅰ．創業塾ＯＢ・ＯＧ会の開催 

     創業塾受講経験者によるＯＢ・ＯＧ会を開催し、自社の経営ノウハウ等情報交換を行

    うとともに受講経験者の代表を創業塾講師に招聘し、体験発表を通して次の創業者との

    交流を図る。 

  ⅱ．巡回指導によるフォローアップ 

     巡回訪問によって創業後の計画進捗状況を手帳形式のスケジュール表を基に四半期 

毎に確認し、事業計画の検証等フォローアップをする。 

  ⅲ．商工会員への勧誘 



１５ 
 

創業後、商工会の加入を勧め、金融、労務、税務等個別に長期的な経営支援を行う。

   

（目標）経営指導員等が創業者を発掘し、創業実現を図るため以下の通り目標数を設定する

 支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

空店舗・空工場等の情報提供 10 10 12 12 15 15

創業補助金支援数 10 12 14 15 17 18

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
(1)現状と課題 

   小規模事業者の現状は、右グラフの「企業 
規模と差別化行動の関係によると規模が小さ 
い企業ほど、「市場において全く新しい製品」 
を導入する割合が高い。 

  また、右下グラフは「小規模事業者の販売地 

   域」を示しているが、商品の販売地域は、同 
一市町村～同一県内が５割以上を占めており、 
地元の需要を賄う役割がある。 

   このような中で小規模事業者にとって作り 
手や  売り手が良いと判断したものを提供す 
る「プロダクトアウト」より顧客が求めるもの 
・必要とするものを提供する「マーケットイン」の志向 
が重要である。 

 これまでは巡回訪問、窓口相談の際に売れ 

筋商品等顧客の消費性向をヒアリングのみで 

情報収集し、地域の需要動向として分析が不 

十分のまま口頭で情報提供する程度に留まっ 

ていたが、今後、地域の多様化する消費者ニ 

ーズに対応できるよう需要動向情 

報収集、整理、分析を行い、小規 

模事業者のみならず創業予定者に 

対しても市場性、事業の実現性を 

見極めた経営計画策定に繋がるよ 

う支援する。 

  

(2)事業内容 

①情報の収集 

ⅰ．総務省「家計調査」「全国消費 

動向調査」富山県の「とやま 

経済月報」【拡充】 

   消費動向指数等の情報収集 

   を行う 

  ⅱ．日本政策金融公庫総合の「調査月報」「消費者動向調査」、地域金融機関の発行する機関

    誌【拡充】 

     商品開発、経営戦略事例の情報収集を行う。 

企業規模と差別化行動の関係 
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ⅲ． 「消費動向アンケート」【新規】 

当商工会で行う「ふるさと商工まつり」等イベントの際に、小規模事業者を中心とし

た企業ＰＲ販売コーナーを設け、地域住民個別に「消費動向アンケート」実施し、 

     消費者ニーズ関する情報収集を行う。 

     また、小規模事業者に巡回訪問し、売れ筋商品や価格帯等顧客の消費動向について 

     情報を収集する。 

ⅳ．日経テレコン２１のＰＯＳ情報【拡充】 

   商品・サービス別に売れ筋商品の情報収集を行う。 

  ⅴ．展示会・商談会におけるバイヤーとの意見交換会 

ヒアリングによる商品・サービスの消費トレンド、市場動向等の情報を収集する。 

  ⅵ．専門家派遣 【拡充】 

     専門家派遣制度を活用し、商品の市場性、付加価値性等の専門家の持つ情報の提供を

    受ける。 

 

②情報の整理、分析 

  ⅰ．総務省「家計調査」「全国消費動向調査」富山県の「とやま経済月報」等を基に小規模

事業者、創業予定者の商品に関する消費動向の指数等を整理・分析し、相談内容に応じ

た情報を提供する。 

  ⅱ．日本政策金融公庫総合の「調査月報」「消費者動向調査」、地域金融機関の発行する機関

誌を基に付加価値の高い製品、新しい経営戦略に取り組む企業の情報を活用する。 

  ⅲ．「消費動向アンケート」で地域住民がよく買い物する場所、商品、単価等地域の消費ト

レンドの分析を行う。また小規模事業者に巡回訪問し、売れ筋商品や価格帯等顧客の消

費動向について分析する。 

ⅳ．タブレット端末で「日経テレコンＰＯＳ情報」を活用して売れ筋商品の傾向を分析し、

小規模事業者、創業予定者とともに商品の市場性等を検討する。 

ⅴ．展示会・商談会参加時等におけるバイヤーと意見交換による消費トレンド、市場動向等

を分析する。 

ⅵ．支援先に専門家派遣制度を活用しながら小規模事業者、創業予定者の技術、商品、サー

ビスが地域の需要に即しているか分析する。 

 

③情報の提供 

ⅰ．小規模事業者への巡回訪問    

国・県・市等の調査結果、機関誌の情報や地域住民を対象とした「消費動向アンケート」

   の分析結果をレポートにまとめ地域の経済動向調査情報とともに提供することによって 

経営分析、事業計画の策定に繋げる。 

ⅱ．創業予定者並びに創業間もない小規模事業者(創業後１年以内)への情報提供 

創業予定者等に巡回・窓口相談や「創業セミナー」開催時に各支援機関等の各種調査結

果等提示するとともに専門家を交えながら創業計画の策定に活用する。 

  ⅲ．全職員の情報共有 

展示会・商談会におけるバイヤーとの意見交換による情報、イベントで地域住民を対象

に調査した「消費動向アンケート」の結果を地域の経済動向を踏まえながら経営指導員等

が「経営支援会議」で分析、情報共有し、巡回訪問によって情報提供する。 

ⅳ．経営相談コーナーにおける情報提供 

本商工会が講演会、懇談会を開催する商工会会員全体交流会事業に経営相談コーナーを

   設置し、小規模事業者、創業予定者等に地域の経済動向調査の結果を情報提供する。 
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  ⅴ．広報等による情報提供 

巡回指導で得た聞き取り調査の分析結果等の情報提供を希望する小規模事業者に対し、

個別にメール、ＦＡＸ等で提供するほか商工会ホームページ、会報でも広く公開する。 

 

【需要動向調査に関する行動目標（５Ｗ２Ｈ）＋期待効果】 

Ｗｈｙ 

（実施理由） 

小規模事業者が売上向上を目指すには、消費者ニーズ、市場の変化が、

事業活動にどのような影響を与えるのかを予め検討しておくことが

危機を回避して新たなチャンスを捉えることにつながるため、本需要

動向調査を実施する。 

Ｗｈａｔ 

（実施内容） 

① 総務省「家計調査」「全国消費動向調査」「とやま経済月報」調査

の活用【拡充】 

② 日本政策金融公庫「調査月報」「消費者動向調査」、地域金融機関

の発行する機関誌、商品開発、経営戦略事例の活用【拡充】 

③ 消費動向アンケート【新規】 

④ 日経テレコン２１のＰＯＳ情報の活用【拡充】 

⑤ 展示会・商談会を通じたバイヤーとの意見交換会【新規】 

⑥ 専門家派遣【拡充】 

Ｗｈｅｒｅ 

（場所） 

① 地域の小規模事業者、創業予定者に対して、管内巡回による事業

所先や商工会窓口にて調査情報を提供する。 

② 地域の小規模事業者、創業予定者に対して、商工会が行う交流会

事業に経営相談コーナーを設置し、情報提供する。 

③ 地域の小規模事業者に対して県内外の展示会・商談会への出展を

サポートし、バイヤーより需要動向を得る機会を創る。 

④ 地域の小規模事業者、創業希望者に対して、個別にメール、FAX

により調査分析情報を提供する。 

⑤ 商工会ホームページ、会報で調査分析情報を広く公開する。 

Ｗｈｏ 

（担当者） 

① 事務局長（総括） 

② グループ長（巡回計画作成、各支援機関との連携、共有化） 

③ 経営指導員（調査情報の分析、課題の抽出、整理） 

④ 補助員・記帳専任職員（情報整理、データ化、事業者への周知） 

Ｗｈｅｎ 

（スケジュール） 

平成２７年４月１日～  

※巡回については職員間で計画的に日程調整する 

Ｈｏｗ 

（実行プロセス） 

① 計画（経営支援会議により立案） 

② 実行（調査情報分析、巡回時はタブレット端末を携帯して事業者

への情報提供を行う） 

③ 点検・評価（経営発達支援計画事業評価会議にて評価） 

④ 検証・改善（改善方針を公表する）※ＰＤＣＡサイクルを回す 

Ｈｏｗ Ｍｕｃｈ 

（費用） 

専門家招聘費                 

情報収集費（日経テレコン２１の有料分）       

展示会出展費                 

期待効果 ① 経営計画策定の足掛かりとなる  

② 自社ビジネスの市場性を知ることで新たなチャンスを捉える機会になる 

③ 職員の資質向上（OJT）につながる 

 

 （目標） 

  地域の消費者ニーズに対応できるよう需要動向の整理・分析を行い、小規模事業者のみなら
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ず創業予定者に対しても市場性、事業の実現性を見極めながら経営計画策定に繋がるよう 

個社支援する。 

 

 （目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

バイヤーとの意見

交換件数 
0 10 15 20 25 30

消費者アンケート

調査件数 
0 200 250 300 350 400

情報提供件数 0 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000

 

 
６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
小規模事業者の特色を生かした技術、新しく開発された商品・サービスの販路開拓、顧客拡大の

ため、展示会・商談会の出展やＩＴ・プレスを活用したプロモーション戦略、商品のブラッシ

ュアップ等商品戦略の策定支援を行う。 

《事業内容》 

(1)展示会・商談会【拡充】 

（製造業、建設業） 

①富山県が東京都で開催する「富山県ものづくり商談会ｉｎ東京」に当商工会が富山県と

連携し、需要を見据えた技術・製品についてバイヤーとの商談、情報交換、交流等を希

望する小規模事業者に出展を支援する。 

②富山県、経済産業省中部経済産業局、富山県商工会連合会、各業界組織が連携して主催

する「富山県ものづくり総合見本市」において工作・産業機械、電子・電機、ＩＴ、プ

ラスチック、アルミ、繊維、医薬品、化学などの技術や製品を有し、取引拡大を希望す

る小規模事業者に出展を支援する。 

③北陸三県（富山・石川・福井）の商工会、商工会議所が行う「とやまビジネスドラフト」

に商談会の出展を富山県商工会連合会、射水商工会議所等と連携し、出展のサポートを

するとともに バイヤーとの商談機会を創出する。 

 （卸・小売業） 

④全国の流通バイヤーやマスメディアが集まる「東京インターナショナル・ギフト・ショ

ー」など首都圏・全国市場に販売を計画する小規模事業者に出展を支援する。 

⑤全国商工会連合会・富山県商工会連合会が主催する全国物産展や展示商談会への出展を

サポートして、バイヤーとの商談機会の創出や首都圏百貨店等への出展による販路開拓

の支援を行う。 

（実施方法） 

①小規模事業者に各種展示会・商談会の開催予定期日、概要を記した開催予定スケジュー

ル表を作成し、経営指導員等が巡回訪問によって小規模事業者に配布し、周知する。 

②各種展示会が公募開始された際、主催する支援機関と連携し、出展要領を説明とともに

 出展申込みに関する事務手続きを支援する。 

③経営指導員等が富山県内や近隣で開催される展示会に出向き、小規模事業者とバイヤー

との取次ぎ役となる。 

④出展経費に対し、小規模事業者持続化、富山県チャレンジファンド事業、射水市ビジネ

スマッチング等販路拡大支援事業等補助金制度の活用を指導し、申請支援をする。 

 (2)イベント等での販売会【拡充】 
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  ①地域卸・小売業小規模事業者に当地域で開催する産業まつり等イベントの出展を射水市

等と連携して支援し、近隣顧客との接点を創る。 

   ②協力連携協定を締結している戸倉・上山田商工会と連携し、小規模事業者が双方の産業

まつりや商工まつりイベントにおける販売会を通じた交流を図り、ビジネスチャンスに

繋げる。 

   ③商店街が開催するイベントの企画運営を支援し、近隣顧客への販売促進に繋げる。 

（実施方法） 

①小規模事業者とともに販売方法・価格設定等販売計画書を作成し、販売会終了後に販売

実績を基に課題を分析、改善点を検証する。 

②戸倉上山田商工会と連携した物産展を企画、開催し、商品販売のみでなく商談コーナー

を設置し、出展小規模事業者相互の販路開拓に繋げる。 

③商店街イベントの企画運営に参画し、地域商業自立促進事業、富山県歴史と文化が薫 

る商店街モデル事業等各種補助金制度の活用を指導する。 

 (3)ＩＴの活用【拡充】 

①中小企業基盤整備機構が運営するビジネスマッチングサイト「Ｊ－ＧＯＯＤＴＥＣＨジ

ェグテック」の活用による販路開拓 

製造業等の自社の技術・製品情報がウェブを通じて国内外に発信され、、大手メーカー

や海外企業等、新たな取引先の開拓に繋がるもので中小企業基盤整備機構の専門家の

アドバイスを受けることができる。 

（実施方法） 

      経営指導員等が巡回訪問し、製造業等の小規模事業者に「Ｊ－ＧＯＯＤＴＥＣＨジェ

     グテック」に登録、活用するよう勧奨する。 

②全国商工会連合会が開設しているＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」への出展を支援

し、消費者や企業に商品を広くＰＲし販売する。 

魅力ある地域産品等をウェブを通じて紹介・販売し、中小企業・小規模事業者の商品

展開力・販売力の向上等を図るもの。 

（実施方法） 

経営指導員等が巡回訪問し、地域産品を製造、販売する小規模事業者に「ニッポンセ

レクト.com」に登録を勧奨し、販路拡大と商品のトレンドを捉え商品のブラッシュア

ップに繋げるよう指導する。 

③全国商工会連合会が運営する「100 万会員ネットワーク」事業に登録を勧め、インター

ネットによる販売促進と事業所ＰＲ並びに事業所間交流の推進を図る。 

ＨＰを持っていない小規模事業者が無料で簡単にページが持て、 すでにＨＰを持って

いる方も、小規模事業者も効果的に自社のＨＰへの誘導が図れインターネットユーザ

ーに事業ＰＲを行うことができる。 

（実施方法） 

       経営指導員等が巡回訪問し、「100 万会員ネットワーク」事業に登録を勧め、インター

商工会のネットを活用し、当商工会ＰＣ又は小規模事業者のＰＣで事業所情報、商品

ＰＲページを小規模事業者とともに作成、更新する。 

 (4)専門家の活用【拡充】 

①商品のブラッシュアップ、販路開拓のために、よろず支援拠点、全国商工会連合会、富

山県商工会連合会等の専門家派遣制度を活用する。【指針②】 

②展示会・商談会に出展した小規模事業者の商談実績・結果をまとめ、効果を分析し、販

路開拓計画を検証する。 

（実施方法） 
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①出展計画において展示ブースの装飾、商品アピールに効果的な陳列法等の演出方法につ

いて指導を受ける。 

②展示会・商談会出展における商談マナー、プレゼンテーションの仕方の指導を受ける。

③物産展等に出展する際、市場調査の方法、顧客の商品に対する反応の見方について指導

を受ける。 

④商談実績・結果をまとめ、販売方法、商品のブラッシュアップ、商品の市場投入の可能

性について事業者と検討する 

 

（目標）販路開拓について以下の通り目標数を設定する 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

大都市圏展示会、商談会出展 2 3 4 4 5 5

近隣展示会、商談会出展 1 2 3 4 5 5

販売会のイベント回数 2 3 4 5 6 6

ニッポンセレクト.com 登録者数 1 10 20 30 40 50

100 万会員ﾈｯﾄﾜｰｸ登録者数 155 160 170 180 190 200

商品のブラッシュアップ支援数 1 5 10 15 20 25

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域経済活性化事業 
  観光・サービス等の面から地域活性化の役割を担うと期待される機関である射水市、商工会、

観光協会、文化施設、商店街組合、マスメディア、観光業者、地域振興会(自治会)等が連携し

「射水市地域経済活性化協議会」を立ち上げ、年２回開催し、今後の地域経済の活性化におけ

る方向性、具体策を検討する。 

北陸新幹線開業による交流人口の増加が期待される中で地域資源を活用した特産品開発、イベ

ント事業に取り組み、射水市内外に地域の話題の発信とＰＲを通して小売業、観光サービス業

（宿泊・飲食店・土産品等）を中心とした企業ＰＲ・消費拡大を図り、地域経済を活性化する。

 

《事業内容》 

(1)イベントによる地域経済活性化事業 【拡充】 

 ①「ふるさと商工まつり in 射水」（夏まつりイベント） 

商工会独自の地域に定着した夏のイベントとなっている。従来ステージイベントのほか飲

食店コーナー、住民参加型イベントを開催しているが、小規模事業者の企業ＰＲ、展示販売

ブース、商談コーナーを設置し、特色ある企業の商品、特産品の付加価値性を地域住民にＰ

Ｒする。 

 ②地域と連携した事業 

   平成 25 年度、富山県から「歴史と文化の薫るまちづくり事業」の認定を受け、射水市、

商工会、小規模事業者、観光協会、地域振興会(地域町内会)等が連携し、３カ年事業で取り

組んでいる。地域資源を活用した文化振興、景観対策、商店街振興を図るもので射水市の伝

統左官技術である「鏝絵」を活用した事業を展開している。 

  事業終了後も地域の各機関が連携した「射水市地域経済活性化協議会」で検討し、事業活動

を継続的に展開する。  

  (内容) 

  ・文化施設等に鏝絵看板の設置し観光客等に鏝絵の魅力を発信する 

  ・平成 28 年度に「全国鏝絵サミット」を開催し当地域の鏝絵の伝統技術のＰＲと観光客の
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誘引を図る。 

   ・商店街通りを会場に年間２回に鏝絵と芸術文化を活用した空店舗対策イベントを開催し 

   商店街の売上拡大と顧客拡大を図る。 

   ・「新湊大橋」を訪れる観光ツアー客、平成 27 年８月小杉地区にオープンする大型ショッピ

ングセンター「コストコ」を訪れる買い物客等観光客を誘引し、商店街にある旧商家を巡

り街の歴史・伝統を解説する「街道名所めぐり」をボランティア団体と連携して実施し、

「まちなみマップ」の作成とともに街の歴史と伝統に触れあえるスポットとするとともに

各観光地を巡る観光コースを企画し、地域特産品等の販売拡大を図る。 

  

(2)特産品開発による事業【拡充】 

   射水市の特産物であるカニ、白エビ、鴨、タケノコ等地域の食材を活かしたご当地メニュ

ーとして商工会女性部が開発した「いみず丼」は、射水市内の飲食店に普及を進め、各店オ

リジナルのレシピとして販売している。 

  更なる加盟店の増加と販売拡大と図るため、取扱い飲食店パンフレット、店頭のぼり旗を作

成する。 

 

 (目標) 地域経済活性化協議会開催数等以下の通り目標数を設定する 

   項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

地域経済活性化協議会開催 0 2 2 2 2 2

商工会のイベント出展企業  10 15 18 20 25 30

地域と連携したイベント 8 8 9 10 10 10

観光コース企画 0 1 1 2 4 5

「いみず丼」加盟店 15 17 20 25 30 35

 

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み 

１．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 

これまで、射水市、射水商工会議所と連携した「射水市商工協議」「雇用対策協議会」「ふ

るさと物産協議会」を組織し、射水市の雇用や特産品の販路開拓等事業の検討、情報交換

がなされてきたが、他の支援機関から得られた各種調査結果や地域の需要動向等の情報を

商工会内で分析、小規模事業者等に提供までの体制が不十分な現状にある。 

 今回新たに各支援機関 (よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構北陸支部、富山県新世

紀産業機構、富山県商工会連合会、射水市商工企業立地課、射水商工会議所、日本政策金

融公庫、地域金融機関、富山県立大学等)と「射水市経営支援情報会議」を四半期に１回開

催し、各種調査結果等の情報のみならず小規模事業者支援の現状、支援のノウハウ、新し

い施策等について定期的に情報を交換することで経営支援に役立てるとともに重点目標で

ある創業者支援の情報交換を図る。 

また、本商工会独自の専門家派遣制度(専門家スタッフ設置事業)に登録されている専門

家と連携した支援を行うため、懇談会を年１回開催し情報交換を行い小規模事業者の支援

ニーズに対応する。 

 

(2)事業内容 

①「射水市経営支援情報会議」※四半期に１回開催【新規】 

ⅰ．マーケティング、販路開拓、産学官連携、創業支援等各支援機関から見た小規模事業

者の現状、支援の取り組み、支援事例等の情報交換を行う。 
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ⅱ．各種調査による地域の経済並びに需要動向の各調査を活用し、小規模事業者の現状と

支援ニーズに対応した施策、支援方法等について情報交換する。 

   ⅲ．「射水市経営支援情報会議」で得られた情報や支援のノウハウを当商工会内部で行う

「経営支援会議」において情報交換を行い、経営計画策定支援に活用する。 

②「専門家との懇談会」※四半期に１回開催【新規】 

経営、労務、知的財産等各分野の専門家と小規模事業者の支援ニーズを協議し、専門家

派遣制度(専門家スタッフ設置事業)のシステム、今後の支援の仕方等の意見交換をする懇

談会を開催する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 
中小企業基盤整備機構や富山県商工会連合会等が主催する研修会に全経営指導員等が積極 

的に参加することで資質向上を図る。 

また、経営指導員による経営支援会議を毎月１回、職員連絡会議を年６回開催し、指導におけ

る専門的な手法、情報を共有し、職員が一貫した指導ができるよう意思統一を図る。 

(1)中小企業基盤整備機構が主催する認定支援機関等研修の受講 

   全国各地で開催されている経営改善計画策定、売上拡大支援などをテーマとした演習を

交えた認定支援機関等研修会を受講する。 

(2)富山県商工会連合会等が主催する研修の受講 

  ①経営支援業務研修会 

    一般研修、専門研修、技術研修、小規模企業支援能力研修で構成され、年間 20 時間以

   上受講する。 

   ⅰ．一般研修 

経営革新の実践、税制改正・社会保険制度の知識、創業支援、モチベーション・コミ

ュニケーション能力アップ等広範なテーマの研修 

ⅱ．専門研修  

国、県の各種補助金の事例・申請ポイント、事業承継計画の立案、補助金を活用した

商店街の支援事例等専門的知識を取得する 

ⅲ．技術研修 

企業を訪問し、製造業における現場分析・改善指導能力の向上、５Ｓ分析、工程改善

による生産性の向上を指導、ＱＣ7 つ道具による品質管理に関する知識経営、コンサ

ル手法の向上を図る。 

ⅳ．小規模企業支援能力向上研修 

全国商工会連合会認定の内部資格である「経営支援マネージャー」を取得する際に必

要な法認定支援等に係る研修会で、経営計画策定支援、地域資源・農商工連携、観光

資源・地域活性化についての実現可能性の高い事業計画・経営計画立案スキルの向上

を図る。当商工会の経営指導員は全員認定取得済みであるが、反復して受講すること

によってスキルアップを図る。 

  (3)経営支援会議の開催【拡充】 

経営指導員のＯＪＴによる勉強会を毎月 1回開催し、各経営指導員の指導事例発表、

経営分析手法や現場観察やヒアリング手法能力、補助金申請のポイント、創業計画策定

支援等スキルアップを図る。 

     また課題を抱えている小規模事業者をピックアップし、経営指導員によるプロジェクト

チームを組織して、現状分析、課題を再確認し経営計画策定支援を実践する。ベテラン

経営指導員は若手経営指導員をサポートしつつスキルアップに繋げる。 
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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 
 毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行

う。 

 (1)経営指導員全員で「経営支援会議」を開催し、事業の、進捗状況、成果をまとめ、反省点、

改善案等を協議する。 

(2)「経営発達支援計画事業評価会議」を開催し、各支援機関や専門家等の有識者に事業の実

施状況、成果の評価・改善案の提示を行う。 

  会議委員構成：富山県新世紀産業機構、射水市、日本政策金融公庫、地域金融機関、富山

県商工会連合会、商工会役員、当商工会専門家スタッフ設置事業（専門家派遣事業）に登

録されている専門家 

(3)「経営発達支援計画事業評価会議」の検討結果を踏まえ、富山県商工会連合会、国、県、

市、専門家等の有識者により、成果の評価、改善点のブラッシュアップを図る。 

(4)事業の成果・評価・改善方針を理事会に報告し決定する。 

(5)事業の成果・評価・改善方針については、総代会へ報告し、承認を受ける。 

(6)事業の成果・評価・改善方針を商工会のホームページ、広報で公表する。 

 (7)事業計画策定を支援した小規模事業者が、計画の結果・評価、修正点を確認できるよう個

別にファイリングし、いつでも閲覧できるようにする。 

 (8)本商工会本所・支所間で事業の成果・評価、改善点を再確認できるようネットワークで情

報を共有する。 
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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 

（平成 27 年 8 月現在）

（１）組織体制 

 ・経営発達支援事業を実際に事業を実施する人員 

   経営指導員 ７名 

 ・射水市商工会組織 

   事務局長   １名 小林 誠 

   経営指導員  ７名 橋詰 基、吉川正樹、武部賢昭、村 美香、川上智弘、山田尚美 

             佐野拓人 

   補助員    ４名 酒井良美、谷井伺月乃、五十嵐彩乃、細川裕貴 

   記帳専任職員 ３名 犬島真由美、桶川千恵、本郷聖子 

   一般職員   １名 小竹寿美江 

 

（２）連絡先 

  射水市商工会 

   小杉本所 住所：射水市戸破 4229 電話：0766-55-0072 FAX：0766-55-3177 

   大門支所 住所：射水市大門 67  電話：0766-52-3510 FAX：0766-52-5345 

   大島支所 住所：射水市小島 703  電話：0766-52-1329 FAX：0766-52-4725 

   ホームページアドレス http://www.shokoren-toyama.or.jp/~imizu/ 

 

 

 

（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） 

 平成27年度 

(H27 年 4 月

以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 137,492 140,200 141,450 142,000 143,550

 

小規模企業対策

事業費 

1.人件費等 

2.事業費・事務費 

 等 

3. 地域振興事業費 

4.創業・経営革新

推進事業費 

5.セミナー開催費 

6.展示会出展費等 

 

 

 

72,313 

17,711 

 

44,518 

350 

 

2,250 

350 

 

72,500

20,000

44,500

500

2,200

500

72,500

21,000

44,500

550

2,300

600

 

 

72,500 

21,500 

 

44,500 

600 

 

2,300 

600 

 

72,500

23,000

44,500

650

2,300

600

 

（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。 
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調達方法 

1.人件費等          →県補助金、市補助金 

2.事業費・事務費等      →県補助金、市補助金、県連助成金、会費収入、委託料収入 

3.地域振興事業費       →県補助金、市補助金、委託料収入 

4.創業・経営革新推進事業費  →国補助金、県補助金、市補助金、会費収入、委託料収入 

5.セミナー開催費       →国補助金、県補助金、市補助金、会費収入、委託料収入 

6.展示会出展費等       →国補助金、県補助金、市補助金、会費収入、委託料収入 

 

（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） 

商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 
① 富山県商業まちづくり課  
 課長 五十里 栄 

〒930-8501 富山市新総曲輪 1番 7号 電話：(代表)076-431-4111 

富山県創業促進補助金、富山県中小企業大学 

② 射水市商工企業立地課 
 課長 前田 豊 

〒934-8555 射水市本町 2丁目 10 番 30 号 電話：0766-82-1900 

射水市創業支援事業計画、射水市商店街等新規出店支援事業補助金、射水市ビジネスマッチング等

販路拡大支援事業補助金、射水市きらりカンパニー顕彰 

③ 富山県立大学 
地域連携センター長 前田幸男 

〒939-0398 富山県射水市黒河 5180 電話：0766-56-7500(代) 

販路開拓、技術支援 

④ 全国商工会連合会 
会長 石澤義文 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号有楽町電気ビル北館 19 階  電話：03-6268-0088

全国展開支援事業補助金等 

⑤ 富山県商工会連合会  
会長 石澤義文 

〒930-0855 富山県富山市赤江町１－７ 電話：076-441-2716  

小規模事業者持続化補助金、地域活性化アドバイザー事業、エキスパート派遣事業 

⑥ 富山県新世紀産業機構 
理事長 寺林  敏 

〒930-0866 富山市高田 527  電話：076-444-5605  
経営革新計画、農商工連携事業、地域資源活用事業 

⑦ 中小企業基盤整備機構（北陸本部）（ﾐﾗｻﾎﾟ） 
本部長 占部 治 

〒920-0031 石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10 階 電話：076-223-5761 

専門家派遣事業、商店街よろず相談アドバイザー派遣事業、地域活性化パートナー事業、 

地域中小企業応援ファンド助成金 

⑧ 富山県よろず支援拠点 

   コーディネーター 羽田野 正博 

〒930-0866 富山市高田 527 富山県新世紀産業機構内 電話：076-444-5605  

専門家派遣、創業支援 

⑨ 日本政策金融公庫高岡支店     

支店長 田宮良則 

〒933-0912 富山県高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル別館 電話：0766-25-1171 

新規開業資金、新創業融資制度 

⑩ 射水商工会議所 

 会頭 牧田和樹  

〒934-0011 富山県射水市本町 2丁目 10-35 電話：0766-84-5110 

 創業支援 

⑪ 戸倉上山田商工会 

会長 宮川光男 

 〒389-0804 長野県千曲市戸倉 1750 電話 026-276-5651  

 販路開拓 
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連携者及びその役割 

① 富山県商業まちづくり課 
空き店舗活用事業への支援、商店街イベントへの支援、商店街活性化プラン策定支援、核店

舗再生支援 

② 射水市商工企業立地課 
創業補助金 

③ 富山県立大学 
創業計画支援、販路開拓支援、商品開発支援 

④ 全国商工会連合会 
小規模事業者の販路拡大支援 

⑤ 富山県商工会連合会 
小規模事業者の経営計画策定支援、創業・経営革新・販路開拓支援、地域活性化事業支援 

⑥ 富山県新世紀産業機構 
小規模事業者の経営革新・農商工連携・地域資源活用、販路開拓事業支援 

⑦ 中小機構 
小規模事業者の経営支援、商店街事業への支援、販路拡大支援、新商品開発・販路拡大支援

⑧ 富山県よろず支援拠点 
創業計画支援、販路開拓、専門家派遣 

⑨ 日本政策金融公庫 

   創業融資 

⑩ 射水商工会議所 

   創業予定者発掘・支援 

⑪戸倉上山田商工会 

販路開拓事業支援 
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連携体制図 

〈連携体制図〉 
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〈連携の内容〉 

○1各種関係機関が実施した地域特性・経済動向調査に基づき現状分析の提供。 

○2 経営指導員の巡回訪問による経営状況の把握。 

○3 現状分析結果による地域の特性や経営課題を抽出。 

④「経営支援計画評価会議」で商工会の支援体制の構築・役職員の役割を明確にし、「経営支援

計画発表会」の開催と商工会のＨＰで公開するとともに、機関紙で小規模事業者に周知。 

⑤展示会・販路開拓支援イベント出展の斡旋。 

展示会・販路開拓支援イベント情報提供と出展助成。 

⑥「創業塾」セミナー、個別相談会による創業支援計画作成支援。 

⑦「創業塾」参加者へのフォローアップ支援。 

⑧「創業ウエルカムキャンペーン」による広報にて創業予定者を発掘。 

⑨産学官が連携した地域創造のためのワークショップ等の企画実施。 

⑩「支援計画」の進捗状況について検証する。 

⑪「支援計画」に基づき小規模事業者に対する支援の実施。 

⑫富山県商工会連合会は国・県の事業方針ならびに最新の施策情報等を共有する。 

⑬富山県商工会連合会はミラサポと地域 PF“元気とやま創造中小企業支援ネットワーク”との連

携協力をする。 

⑭富山県商工会連合会は「富山県新世紀産業機構」「中小企業基盤整備機構中部本部」「富山県よ

ろず支援拠点」等と有機的な連携を図り、各種情報の共有と支援の協力体制を整備する。 
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