
：経営発達支援計画の概要 

実施者名 入善町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

① 現在の産業構造から６次産業化や農商工連携、経営革新で生み出され
る商品、製品、サービスを中とした地場産業を柱とした産業構造へ変

革を果たす。 

② 20 代～30 代の男女が入善町に定着し、入善町が総合計画で記載して
いる将来人口 27,000 人（平成 32 年の目標数値）を達成する。 

③ 人口の定着による安定した需要の確保と、町以外の需要も取り込むこ
とで、入善町全体の需要増加を図る。 

④ 支援した小規模事業者の付加価値（営業利益＋人件費＋減価償却費）
が年率で 3％向上することを目指す。加えて、小規模事業者が持続的

に発展できるよう必要な利益を確保する。 

 

事業内容 

① 新しい産業を育成するため、そして小規模事業者が足腰の強い企業に
バージョンアップするために、6 次産業化、農商工連携、経営革新を

進め、新たな商品等の開発や商品化につながる支援。 

② 新たな起業、とりわけ女性が定着し就業できる場所となる、商業、サ
ービス業を中心とした商業店舗の開業に向けた支援。 

③ 安定した雇用の場となるものづくり企業の経営力向上（経営革新等）
に向けた支援。 

④ 地域外に販路を求め、地域外から地域内に資金を持ち込ませ、循環さ
せるための支援。 

⑤ 人口が定着する上で必要となる商店街の活性化に向けた施策（事業承
継、若手リーダーの育成、街づくり会社の設立、まちゼミ等）や個店

が繁盛店として持続できる支援などを行う。 

連絡先 

富山県下新川郡入善町入膳５２３２－５ 

TEL ０７６５－７２－０１６３ 

FAX ０７６５－７２－２０８０ 
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チューリップ 入善ジャンボ西瓜 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 入善町は富山県の東端で黒部川扇状地を中

心に町が形成されており、人口２６，１５９人

（平成 26 年 11 月現在）の町である。主な産業

は黒部川扇状地の恵みを生かした農業（従業者

数 １，６８１人 平成 22 年）と工業（従業

者数 ３，６９９人 平成 24 年）であり、チ

ューリップ球根の生産量は平成 23 年において

は３、２６４千球と県内で 4番目、入善ジャン

ボ西瓜はその大きさから観光土産品として県

内外の消費者に購入されている。 

 
（黒部川扇状地） 

 

平成 26 年に日本創生会議が発表した消滅自治体８９６に入善町は含まれていないも

のの、子供を産める女性が町にとどまる施策を展開しないと、現在、高齢化率が 30 パ

ーセントであり、今後その比率や人口減少のスピードが高まることが予想される。 

こういった中で、平成 26 年 10 月に町では若者が結婚しやすい環境づくり等を目的と

して、新たに「少子化対策、子育て支援係」を設ける組織改変を行った。 

これまで町は積極的に工場誘致を進めてきた。その甲斐もあってアサヒ飲料㈱、ウー

ケ㈱などの製造工場が進出しており、町民の雇用確保と町の自己財源（固定資産税等）

に大いに貢献している。しかしながら、他の市町村、例えば高岡市の銅器産業、南砺市

城端の織機産業、富山市の薬業のような地場産業がない。町外から進出してきた企業等

と地元ものづくり企業とでは発注受注の関係が少ない。また、最近では、進出してきた

企業の資本構成が変更され、企業分割となり社員の退職等による影響が出ている。進出

してきた企業の撤退等による影響は計り知れないことから、入善町ならではの地場産業

の育成が課題となっている。 

一方、その他の産業である、商業と建設業は内需頼みとなっており、今後、町の少子

高齢化が進むことにより、売り上げの減少が着実に進むことから、資金を町外から町内

に呼び込む取り組みが課題となる。 

第１次産業従事者割合は 7.4％であり、全国平
均 4.0％を大きく上回る（H22国勢調査）。 
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町の中心市街地には３つの商店街（銀座、中町、二十四軒町）が存在しているが、郊

外にショッピングセンターやコンビニエンスストアー、ドラッグストアーが進出してき

たことで、町の商店は減少（平成 3 年 ５３８店→平成 21 年 ３２４店）しており、

当商工会が実施しているプレミアム商品券事業においても、約 60 パーセントが郊外店

舗で消費されている。また、商店主の高齢化と後継者問題は深刻である。商店経営者の

高齢化に伴い商店街に来訪する消費者も高齢者が多い。 

これまで、若い世代の者が起業することで、起業した者と同世代の消費者が商店街に

訪れていることなどから、若者が商店街で開業することが、子育て世代等の若い年代の

消費者を商店街に来訪させる近道と言える。 

町の施策や商工会の経営支援によって、中心商店街で開業する者や、経営計画を策定

した上で自店舗を改装し顧客の確保拡大を試みる事業者も増えつつある。加えて、当商

工会青年部出身の有志によって設立した合同会社善商は、入善ブラウンラーメンを皮切

りにいくつかの入善ブランド商品を製造、販売している。また、商工会青年部と農業後

継者が地元の地域資源を利用して新しい商品を作る動き、身体障害者と高校生そして商

業者が一緒にレストランを経営する店舗を開業させる動き、女性農業グループが地域の

農産品を活用してデザートやスィーツを作る動きなど、新しい産業の芽が育ってきてい

る。 

平成 27 年 3 月 14 日に北陸新幹線が開業することで、観光客を軸とした新たな消費者

の誘客が期待できることから、観光振興は地域経済活性化の重要な取り組みと言える。

 

（富山県にみる入善町：富山県統計ワールド） 

項目 数値 単位 県内順位 
（１５市町村中） 

人口（平成 23 年） 26,843 人 １２位 

第１次産業就業者割合（H22 年） 7.4 ％ １位 

第 2次産業就業者割合（H22 年） 42.6 ％ ２位 

第 3次産業就業者割合（H22 年） 49.8 ％ 15 位 

 

 当商工会では、これまでは経営改善普及事業とりわけ、金融・税務・労務相談等に対

応し、小規模事業者の経営基盤の強化に携わってきたが、地域の小規模事業者が厳しい

経営環境にあり、抱える課題も事業者ごとに複雑化・多様化してきたことから、今後は

ひとつひとつの経営課題に伴走型支援で、成長発展を目指す企業はもちろん、持続的な

発展を目指す企業の支援も実施していかなければならない。 

このような状況のなか、当商工会では、経営指導員の資質の向上を図りながら、また、

全国商工会連合会から貸与されるタブレット端末を有効に活用し、地域の特性を踏ま

え、富山県、入善町、富山県商工会連合会、全国商工会連合会、富山県新世紀産業機構、

中小企業基盤整備機構、㈱全国商店街支援センター、地元の農協、漁協、金融機関、ハ

ローワークと連携しながら以下の支援を行う。 

① 新しい産業を育成するため、そして足腰の強い企業にバージョンアップするために、
6次産業化、農商工連携を進め、新たな商品等の開発や商品化につながる支援。 

② 新たな起業、とりわけ女性が定着し就業できる場所となる、商業、サービス業を中
心とした商業店舗の開業に向けた支援。 
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③ 安定した雇用の場となるものづくり企業の経営力向上（経営革新等）に向けた支援。
④ 地域外に販路を求め、地域外から地域内に資金を持ち込ませ、循環させるための支
援。 

⑤ 人口が定着する上で必要となる商店街の活性化に向けた施策（事業承継、若手リー
ダーの育成、街づくり会社の設立、まちゼミ等）や個店が繁盛店として持続できる

支援。 

 

以上の支援活動を行うことで下記の目的、目標を達成する。 

 

① 農業や工場誘致に依存してきた産業構造から 6 次産業化や農商工連携、経営革新で
生み出される商品、製品、サービスを中心とした地場産業を柱とした産業構造へ変

化する。 

② 20 代～30 代の男女を入善町に定着させ、入善町が総合計画で記載している将来人口
27,000 人（平成 32 年の目標数値）を達成する。 

③ 人口の定着による安定した需要の確保と、町以外の需要も取り込むことで、入善町
全体の需要増加を図る。 

④ 支援した小規模事業者の付加価値（営業利益＋人件費＋減価償却費）が年率で 3％向
上することを目指す。加えて、小規模事業者が入善町おいて持続的な発展ができる

よう必要な利益を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

農協 

漁協 

金融機関 

入善町 

富山県 

富山県新世紀

産業機構 

富山県商工会

連合会 

全国商店街 

支援センター

中小企業基盤

整備機構 

入善町商工会 

関係機関と連携し、伴走型で支援を実施 

① 新産業の育成（６次産業化・農商工連携） 

② 起業の促進（女性の創業、商店街での開業） 

③ ものづくり企業の経営力向上 

④ 地域外の販路開拓 

⑤ 商店街の活性化（事業承継、若手リーダーの

育成、街づくり会社の設立、まちゼミ） 

 付 加 価 値 の 年 率
３％向上を目指す 
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入善町商工会内商工業者数等 

項目 商工業者数 小規模事業者

数 

会員数 会員の内 

個人企業 

会員の内 

法人企業 

企業数 1,255 1,144 840 615 225 

業種割合 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会実態調査より 
（平成 26年 4月現在） 
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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 

 １．経営発達支援事業の内容 

 Ⅰ．地域の経済動向調査（指針③） 

  これまで当商工会では、地域の経済動向調査として、①富山県商工会連合会からの

受託事業を活用して、四半期に一度、小規模事業者１０社に対して中小企業等景況調

査を実施してきた。この調査は企業に景況（売上、利益、資金繰り）を問うもので、

その結果は回答した企業に冊子という形で情報提供してきた。また、②商工会内部外

部の組織が毎月開く会議で参加者より景況を聞き取りし、③経営指導員 2名が毎月８

５回の巡回指導、４半期毎に全職員が会員事業所を訪問して中小企業施策の周知に合

わせて景況について聞き取りしてきたが、小規模事業者が新たに商品を開発する際

や、新たな販売方法を導入する際には、短期、中期、中長期にわたる経営計画を策定

する必要があるが、作成する上で重要な情報である地域内外の需要動向に関する情報

は提供できていなかった。 

  そこで、今後、経営発達支援事業（以下 本事業）に取り組むために、中小企業景

況調査や巡回指導、諸会議での調査等に加えて、当地域の消費者を対象とした「消費

者アンケート調査」や「繁盛店調査」を実施し、地域内の需要を調査する。また、月

刊商工会や関係機関の機関誌を通して、現在や今後の消費トレンド、先進企業の取り

組みについて調査分析する。これらの調査結果は、6 次産業化、農商工連携、経営革

新、創業等目指して、新たな取組み（新商品の販売、製造するもしくは新しい商品の

提供を試みる）を行おうとする小規模事業者に対し、タブレット等の情報端末を活用

しながら、窓口相談時、巡回指導に提供する。また、その他小規模事業者にはホーム

ページ等で情報提供する。 

  一方、当商工会内に入善町、金融機関、農協、漁協による「関係機関連絡会議」を

設置し、上記の調査結果に基づいて地域内の経済動向について協議する。 

 

入善町商工会内商工業者数等 

項目 商工業者数 小模事業者数 会員数 会員の内 

個人企業 

会員の内 

法人企業 

企業数 1,255 1,144 840 615 225 

 

  （事業内容） 

①  富山県商工会連合会から受託事業として、町内の小規模事業者（現在１０社
程度を１００社に増やす）を対象に中小企業景況調査を実施し、当地域外の調

査結果を含め、全国、県下、当地域の経済動向として取りまとめる。経営指導

員２名による巡回指導（約８５回／月平成２５年度実績）や商工会内での各種

会議を通して地域経済の動向を調査する。（指針③） 

②  地域経済動向の調査に合わせて、需要動向を調査するために、４半期に１度、
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町内の小学校、中学校の協力を得ながら保護者（１００名）を対象とした消費

者アンケート調査を実施することで、家計の消費動向について分析する。また、

当地域の繁盛店等の協力により繁盛店調査を実施する。これは、繁盛店を利用

する消費者に対して次のような項目について調査する。【イ】購入する商品の価

格、数量【ロ】欲しいと思う商品、サービス【ハ】包装等のデザイン等で、こ

れらの調査結果をもとに、経営指導員が小規模事業者の新たに販売する商品が

需要に対して適切であるかどうかを検討する。なお、需要動向調査の結果は当

商工会のホームページで公開する。（指針③） 

③  北陸経済研究所や金融機関が発刊する調査結果や機関紙から、需要動向や商
品・サービスのトレンドを探る。（指針③） 

④  当商工会内に入善町、農協、漁協、金融機関等の関係機関の職員に加えて富
山県商工会連合会からエキスパートバンクを通じて、マーケティングの専門家

の派遣を受けて関係機関連絡会議を新たに設ける。この連絡会議では、当商工

会が調査分析した地域経済動向や需要動向と、各機関が持っている情報等を交

換する。また、専門家より適切なアドバイスを受けることで、より精度の高い

地域経済動向と需要動向としてとりまとめる。（指針③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  上記の調査分析結果を電子化し、タブレット等の携帯端末を携帯する経営指
導員が巡回指導する際、小規模事業者にその調査結果を説明し、小規模事業者

の経営資源を踏まえた上で、現状の経営状況の分析から、農商工連携や経営革

新等の事業計画を策定するよう働きかける。加えて、創業等を考える者に対し

て、創業計画を作成する際や既存の小規模事業者に対して資料提供する。なお、

電子化した調査結果は当商工会のホームページで公開し、必要に応じて印刷物

として小規模事業者に配布する。（指針①②） 

入善町商工会 
関係機関連絡会議 

（経済動向等について情報交換） 

入善町 農協 漁協 金融機関 

情
報
交
換 

情
報
交
換 

情
報
交
換 

情
報
交
換 

県
連
合
会 
専門家派遣 

小規模事業者 

情
報
提
供 
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支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
中小企業景況調査 10 社 100 社 100 社 100 社 100 社 100 社 

連絡会議 0 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

消費者アンケート

調査 
0 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

繁盛店調査 0 店 5 店 10 店 10 店 10 店 10 店 

 

 Ⅱ．経営状況の分析、事業計画の策定（指針①、②） 

  これまで当商工会では、小規模事業者からの依頼に基づいて記帳代行や所得税等の

 確定申告指導、事業を展開する上で必要な運転資金、設備資金用の融資斡旋を行って

きたが、小規模事業者の経営環境が年々厳しくなってきていることから、経営力向上

に向けた経営ができるよう、そして持続的に発展ができるよう、現在の経営状況を分

析し、今後の経営計画を策定することが喫緊の課題となってきている。 

  そこで、本事業を通して経営指導員が巡回訪問する際にはタブレット等の携帯端末

を持参し、随時、経営状況を分析できるよう対応することや、融資を斡旋する際や、

確定申告の支援をする際には、単に書類や申告書を作成するだけではなく、一歩踏み

込んで経営状況の分析を行い、今後の経営計画の策定もあわせて行う。 

  一方、新たに経営計画作成セミナーを開催し、多くの小規模事業者が経営計画を策

定できるよう支援する。 

  （事業内容） 

①  タブレット等を携帯した経営指導員が小規模事業者を巡回しながら、必要に応じ
て中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」にアクセスして、過

去３期程度の財務資料をもとに安全性、収益性、生産性の観点から財務分析し、小

規模事業者の現状の経営状況とこれからの企業としてのあるべき姿について検討

するとともに、あるべき姿の実現に向けた経営計画の策定の重要性を小規模事業者

に説明し、小規模事業者との対話を通じて、経営理念、経営ビジョンを整理したう

えで、顧客のニーズと市場の動向、自社や自社が提供する商品・サービス・製品の

強み、経営方針・目標と今後のプランを取りまとめた、短期、中期、中長期経営計

画の策定を支援する。また、策定した経営計画が順調に進むよう経営指導員が伴走

型支援を行う。また、計画と実態に差異が生じた場合には経営指導員が適切な支援

を行うが、必要に応じてミラサポや富山県商工会連合会のエキスパートバンクを活

用して専門家に支援を依頼する。（指針①、②） 
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②  小規模事業者の依頼により支援している記帳代行、所得税の確定申告時にお
いて、帳票入力や確定申告書の作成にとどまらず、経営状況の分析を行うとと

もに、経営計画の策定の重要性を小規模事業者に説明し、小規模事業者との対

話を通じて、経営理念、経営ビジョンを整理したうえで、顧客のニーズと市場

の動向、自社や自社が提供する商品・サービス・製品の強み、経営方針・目標

と今後のプランを取りまとめた、短期、中期、中長期経営計画の策定を支援す

る。（指針①、②） 

③  小規模事業者が事業展開している中で、運転、設備資金が必要となる際に、
マル経資金等を斡旋するが、融資書類を作成する段階で過去の２期分の財務諸

表を作成する。その機会を捉えて経営状況を分析するとともに、経営計画策定

の重要性を小規模事業者に説明し、小規模事業者との対話を通じて、経営理念、

経営ビジョンを整理したうえで、顧客のニーズと市場の動向、自社や自社が提

供する商品・サービス・製品の強み、経営方針・目標と今後のプランを取りま

とめた、短期、中期、中長期経営計画の策定を支援する。（指針①、②） 

④  小規模事業者が各種支援策を活用するための書類作成の機会を捉えて経営状
況を分析するとともに、経営計画策定の重要性を小規模事業者に説明し、小規

模事業者との対話を通じて、経営理念、経営ビジョンを整理したうえで、顧客

のニーズと市場の動向、自社や自社が提供する商品・サービス・製品の強み、

経営方針・目標と今後のプランを取りまとめた、短期、中期、中長期経営計画

の策定を支援する。（指針①、②） 

⑤  経営指導員等が講師となって、経営計画作成セミナーを開催し、多数の小規
模事業者が経営計画を作成するよう働きかける。また、小規模事業者が経営計

画を作成する意思を表示した際には、２名の経営指導員が総力をあげてその作

成の支援を行う。（指針①、②） 

⑥  なお、必要に応じて経営状況を分析する際、または経営計画を策定する際に
はミラサポや富山県商工会連合会のエキスパートバンクを活用して専門家に支

援を依頼する。（指針①） 

⑦  これらの取り組みの中で、とりわけ経営計画に新規性や独自性等を有してい

 

中小企業基盤整備機構が提供している経営自己診断システム 
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る場合は、経営革新や国の法認定事業案件として位置づけ、経営指導員による

伴走型支援を強化（毎週１回以上の巡回指導）し、必要に応じミラサポや富山

県商工会連合会のエキスパートバンクを活用して専門家からの支援を仰ぐ。 

一方、法認定案件にとどかない（新規性、独自性等がない場合）経営計画に

ついても、経営指導員が伴走型支援（月に１回程度巡回訪問）を行い、経営計

画の進捗状況を確認しながら適切な支援を行う。また、経営計画を実施してい

く際に、運転資金等が必要になる場合には「小規模事業者経営発達支援融資制

度」を活用し、資金繰りの健全化を図る。 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
経営状況の分析（年） 20 30 50 50 0 60 
経営計画の策定（年） 13 20 30 30 35 3 
巡回指導件数（月） 8 9 90 90 90 90 
経営計画作成セミナー

（年） 
3  9 12 12 12 

 

 Ⅲ．6次産業化・農商工連携・創業・経営革新支援（指針①、②） 

   これまで、当商工会では、国（ミラサポが提供する施策マップ等）、県パンフレ

ットや機関紙を活用しながら経営革新等に取組む小規模事業者を発掘してきた。平

成 25 年から 26 年にかけては毎年、経営革新計画の認定企業を 1社ではあるが輩出

してきた。 

   入善町の二大産業の一つが農業である。第１次産業従事者数は県内１であり、コ

シヒカリ、チューリップ、ジャンボ西瓜等の農産品を中心に栽培をしている。しか

しながら、１次産品を中心とした事業展開では、国内の人口減少や海外からの輸入

等の影響による、価格変動で売上と利益を安定的に確保することが困難となってき

ている。 

   そこで、「米よりおにぎり、お弁当、飲食店の経営」と言うように農業の６次化

や農商工連携を進めることで、安定的な利益を確保することが期待できる。 

   一方、もう一つの入善町の二大産業の工業は、これまでの町の積極的な工場誘致

による成果である。しかしながら、地元のものづくり企業と進出してきた企業との

間では、受発注の取引は多くなく、ものづくり企業自らが取引先のニーズを捉えた

事業を展開していかなければならない。 

当商工会が支援し、経営革新計画の認定を受けたものづくり企業やものづくり補

助金を有効に活用して設備投資しているものづくり企業等はこれまでの事業領域か

ら新たな領域に進出するなど、自社の技術を磨きながら経営力の向上に努めている。

   一方、短納期、低コストで取引先からの信頼が厚く、町民の雇用の受け皿となっ

ているものづくり企業が、今後、持続的な発展をできるよう伴走型支援を展開する。

   そこで、本事業を取組む上で、これまでのきめ細やかな巡回指導に加えて、町、

農協、漁協、金融機関と綿密に連携し、「経営力向上セミナー」を通じて 6 次産業

化、農商工連携、経営革新等の認定を目指す小規模事業者を発掘していく。また、

認定を目指す小規模事業者に対しては、計画策定の段階から経営指導員が伴走型支

援を強化（毎週 1回以上の巡回等指導）し、必要に応じてミラサポや富山県商工会
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連合会のエキスパートバンクを活用して専門家より支援を受ける。計画認定を受け

た小規模事業者に対しては、その実施に向けて伴走型支援（毎週 1回程度の巡回等

指導）を行うことで、経営計画のモニタリングとコントロールを行う。 

   一方、これまで創業支援については、創業を希望する者に対して創業計画書の作

成・融資の斡旋・各種関係機関への許認可等関係書類の作成を、創業後は記帳指導・

所得税の確定申告指導等必要な支援を行ってきた。また、町の創業者向けの支援（創

業者に対して必要資金の１／３、最高額１００万円の補助金）が手厚いことから、

中心商店街に毎年、新たな店舗が開業した。 

   そこで、町に人口が定着する、とりわけ２０代から３０代の消費者が定着するこ

とを狙って、地域経済や中心商店街の活性化と不足業種を埋めるために、積極的に

「創業関係セミナー」を実施しながら、創業者向けの支援を強化する。 

    

  （事業内容） 

 （１）6次産業化、農商工連携支援（指針①、②） 

①  タブレットを携帯する経営指導員が、巡回指導を通じてミラサポが提供して
いる施策マップを活用して農商工連携、6次産業化に関する情報を小規模事業者

や農業者に提供し、案件発掘につなげる。（指針①） 

②  町、JA、漁協、金融機関のそれぞれの担当者と経営指導員による連絡会議を
４半期に１度開催し、６次産業化、農商工連携の案件発掘について情報交換す

る。（指針①） 

③  巡回指導に加えて各機関からの情報提供を整理したうえで、支援先となる小
規模事業者を抽出し、巡回指導を通じて、小規模事業者等から農商工連携・６

次産業化に取り組む意思が確認できた案件については、経営計画の策定時から

経営指導員が伴走型で支援する（毎週１回以上の巡回指導）。また、必要に応じ

てミラサポや富山県商工会連合会のエキスパートバンクを活用して専門家か

ら、また、中小企業基盤整備機構や富山県新世紀産業機構（よろず支援拠点、

中小企業支援センター）に支援を受ける。 

一方、法認定案件に達しない（新規性、独自性、有機的な連携等がない場合）

経営計画については、経営指導員が伴走型支援を行い（月に１回程度巡回訪問）、

経営計画の進捗状況を確認しながら適切な支援を行う。また、経営計画を実施

していく際に、運転資金等が必要になる場合には「小規模事業者経営発達支援

融資制度」を活用し、資金繰りの健全化を図る。（指針②） 

④  国等の認定を受けた後は、事業化に向けて経営指導員が小規模事業者

に対して伴走型支援（毎週１回程度の巡回指導）を行うともに、必要に応じて

ミラサポや富山県商工会連合会のエキスパートバンクを活用して専門家から支

援を受ける。また、経営計画を実施していく際に、運転資金等が必要になる場

合には「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、資金繰りの健全化を

図る。（指針②） 

⑤  一方、国の認定を受けた商品、サービスについては入善ブランドと位置づけ
町内外に当商工会のホームページ等を通じて広く周知する。また、県内外のバ

イヤーと商談できるよう、全国商工会連合会の物産展やインターネット上で展

開しているニッポンセレクト．コムに出店できるよう支援する。（指針④） 
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⑥  また、多くの小規模事業者が挑戦できるよう当地域を対象とした新聞折込チ
ラシや当商工会のホームページを通じて「経営力向上セミナー」開催の告知を

したうえで、「経営力向上セミナー」を年３回程度実施する。（指針①） 

⑦  一方、地域内の小規模事業者に対して町内事業者の事例や他地域の事例を紹
介し、積極的に経営状況の分析に取り組むよう働きかける。（指針①） 

 

  （２）経営革新支援（指針①、②） 

①  タブレットを携帯する経営指導員が、巡回指導を通じてミラサポが提供して
いる施策マップを活用して、経営革新に関する情報を小規模事業者に提供しな

がら、案件発掘につなげる。（指針①） 

②  入善町、金融機関のそれぞれの担当者と経営指導員による連絡会議を４半期
に１度開催し、経営革新の案件発掘について情報交換する。（指針①） 

③  巡回指導に加えて各機関からの情報提供を整理したうえで、支援先となる小
規模事業者を抽出し、巡回指導を通じて、小規模事業者等から経営革新に取り

組む意思が確認できた案件については、経営計画の策定時から経営指導員が伴

走型で支援する（毎週１回以上の巡回指導）とともに、必要に応じてミラサポ

や富山県商工会連合会のエキスパートバンクを活用して専門家から、また、中

小企業基盤整備機構や富山県新世紀産業機構（よろず支援、中小企業支援セン

ター）に支援を受ける。（指針②） 

一方、法認定案件に達しない（新規性、独自性、有機的な連携等がない場合）

経営計画については、経営指導員が伴走型支援を行い（月に１回程度巡回訪問）、

経営計画の進捗状況を確認しながら適切な支援を行う。また、経営計画を実施

していく際に、運転資金等が必要になる場合には「小規模事業者経営発達支援

融資制度」を活用し、資金繰りの健全化を図る。（指針②） 

④  県の認定を受けた後は、事業化に向けて経営指導員が小規模事業者に対して
伴走型支援（毎週１回程度の巡回指導）を行うとともに、必要に応じてミラサ

ポや富山県商工会連合会のエキスパートバンクを活用して専門家からの支援を

受ける。また、経営計画を実施していく際に、運転資金等が必要になる場合に

 

全国商工会連合会がインターネット上

で展開するニッポンセレクト．コム 
毎年、１１月に行われる全国商工連合

会主催の全国物産展の HP 
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は「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、資金繰りの健全化を図る。

（指針②） 

 一方、県の認定を受けた商品、サービスについては入善ブランドと位置づけ

町内外に当商工会のホームページ等を通じて広く周知する。また、県内外のバ

イヤーと商談できるよう、全国商工会連合会の物産展やインターネット上で展

開しているニッポンセレクト．コムに出店できるよう支援する。（指針④） 

⑤  また、多くの小規模事業者が挑戦できるよう、当地域を対象とした新聞折込
チラシや当商工会のホームページを通じて「経営力向上セミナー」開催の告知

をしたうえで、「経営力向上セミナー」を年３回程度実施する。（指針①） 

⑥  一方、地域内の小規模事業者に対して町内事業者の事例や他地域の事例を紹
介し、積極的に経営状況の分析に取り組むよう働きかける。（指針①） 

 

（３）創業支援（指針①，②） 

①  入善町、金融機関のそれぞれの担当者と経営指導員による連絡会議を４半期に
１度開催し、創業者に関する情報交換をする。（指針①） 

②  これまで、企業等に勤務していた者が退職し、新たに開業することが多いこと
から、雇用保険の取り扱いを行っているハローワークと定期的に意見交換を行い

ながら、創業予定者の発掘に努める。（指針①） 

③  上記の連絡会議や意見交換からの情報を踏まえ、当地域を対象とした新聞折込
チラシや当商工会のホームページを通じて創業セミナーを開催の告知をしたう

えで、創業者（希望者を含む）を対象とした創業セミナーを開催する。（指針①）

④  創業者等（希望者を含む）を中心に巡回指導を通じて創業に向けた創業計画の
作成や開業に必要な許認可関係書類の作成などのフォロー支援を行う。（指針②）

⑤  創業後は、経営指導員が伴走型支援（毎月 1回程度の巡回指導）通じて、創業
計画の進捗や経営上の問題点等について相談に応じる。また、創業計画を実施し

ていく際に、運転資金等が必要になる場合には「小規模事業者経営発達支援融資

制度」を活用し、資金繰りの健全化を図る。（指針②） 

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

経営革新認定企業

数（年） 
1 企業 ２企業 ２企業 ３企業 ５企業 ５企業 

農商工連携認定企

業数（年） 
0 企業 １企業 ２企業 ２企業 ３企業 ３企業 

6 次産業化認定企業

数（年） 
0 企業 １企業 ２企業 ２企業 ３企業 ３企業 

創業件（年） ３業 ５業 ５企業 ７企業 ７企業 ７企業 

経営力向上セミナ

ー開催件数（年） 
1 回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

創業セミナー開催

数（年） 
未実施 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

法認定後、創業後の

フォロー支援件数

（年） 

２５回 252 回 348 回 420 回 612 回 612 回 
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 Ⅳ．小規模事業者の販路開拓支援（指針④） 

   これまで当商工会では、毎年 10 月の商工フェアにおいて、町内の企業が出展す

る産業展を開催し、町内企業が製造する製品、取り扱う製品、商品、サービス等を

展示して消費者に対し PR してきた。この商工フェアには、入善町内の商業、サービ

ス業、製造業を営む小規模事業者等１６社が参加する。自社の商品やサービス、製

品等を来場される消費者に PR することで、町内企業の知名度アップを狙うととも

に、町内企業での雇用の定着も事業の目的としている。 

     しかしながら、町の高齢化や少子化による人

口減少や需要減少など小規模事業者を巡る

経営環境が大きく変化してきている中で、こ

れからも町内の消費者への販促活動は強化

していくものの、これまで以上に町外の消費

者に対して、小規模事業者が保有する商品、

製品、サービス等広く周知し、商談に結びつ

ける取り組みが欠かせなくなってきた。 

消費者の需要動向や地域経済の情勢を分

析し、小規模事業者が効率よく商品、製品、

サービス等提供できる機会の創出と１００

年に１度の好機と言われている北陸新幹線

の開通により増加が見込める観光客等への

販路開拓が課題となっている。 

   今後、本事業に取組む上で、これまで参加していた全国商工会連合会が主催する

物産展には、引き続き多くの小規模事業者が参加するよう支援していくとともに、

富山県のアンテナショップと連携を図りながら、首都圏の消費者を対象とした販路

開拓支援を行う。また、北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」に隣接している黒部市の

観光関連施設や入善町、黒部市、魚津市、朝日町等の観光関連事業者と共同事業等

を実施しながら、販路開拓の支援を行う。 

   一方、全国商工会連合会がインターネットで実施しているニッポンセレクト．コ

ムへの出店を働き掛け、クリック＆モルタルで販路を開拓できるよう支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国商工会連合会がインターネット上

で展開するニッポンセレクト．コム 富山県のアンテナショップの HP 

商工フェアでの参加企業の展示

風景 
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  （事業内容） 

①  首都圏の消費者をターゲットと捉えて、全国商工会連合会が開催する全国む
らおこし物産展に参加するよう支援する。この全国むらおこし物産展は毎年１

１月に池袋サンシャインシティで開催される。2009 年にスタート、平成２６年

で 6 回目を迎える物産展で日本全国から約 350 の事業者が出展。ご当地の魅力

ある食品、名産品、工芸品などの物産販売や観光 PR が行われる。（指針④） 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  当商工会が実施している商工フェアにおいて参加企業の商品、製品、サービ
ス等を周知する。（指針④） 

③  富山県が東京都（有楽町）で開業しているアンテナショップ「いきいき富山
館」と連携しながら、小規模事業者が取り扱っている商品等をアンテナショッ

プにおいて展示販売してもらえるよう支援する。（指針④） 

④  北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」周辺に立地する、黒部市の観光関連施設や
入善町、黒部市、魚津市、朝日町等の観光関連事業者（観光協会等）との協同

事業を中心とした連携事業を通じて、小規模事業者が取り扱っている商品等の

販路開拓支援を行う。（指針④） 

⑤  全国商工会連合会がインターネット上で展開しているニッポンセレクト．コ
ムに小規模事業者の商品等を掲載する。（指針④） 

⑥  上記のホームページで小規模事業者が販売した商品等について、顧客からの
意見等を収集し整理、分析した情報を小規模事業者にフィードバックすること

で、新たな商品開発等に生かしてもらう。（指針④） 

⑦  本事業で支援した小規模事業者の商品、サービス、製品等については、商品
等ブラディグを狙って、地元のテレビ局（NHK、富山テレビ、チューリップテレ

ビ）や地元新聞社（北日本新聞社、富山新聞社、読売新聞北陸支社等）に情報

提供するとともに、取材等が受けれるよう働きかける。（指針④） 

⑧  また、当商工会のホームページや機関紙等を通じて町内外の消費者等に小規
模事業者の商品、サービス、製品の情報を提供する。（指針④） 

 

 

 

全国物産展の開催風景 
毎年、１１月に行われる全国商工連合

会主催の全国物産展の HP 
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支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
ニッポンセ

レクトへの

出店数（年） 

１社 ５社 １０社 １０社 １５社 ２０社 

アンテナシ

ョップへの

出店数（年） 

０社 ２社 ５社 ５社 ５社 ５社 

評価数（年） 未実施 １０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 
フィードバ

ック数（年） 
未実施 36 件 36 件 48 件 48 件 60 件 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

 Ⅰ．中心商店街の活性化事業 

   これまで、当商工会では入善町の支援を受けながら四季折々で中心商店街におい

て活性化イベントを実施してきた。 

春には４月の第２週の金曜日に「さくら祭り」を実施している。このイベントに

は会場である入善町うるおい館に町民４４０人が集まり、地元の郷土芸能を見なが

ら懇談する。 

夏には「入善ふるさと七夕まつり」を実施している。このイベントは入善町の夏

の風物詩であり、平成２６年で４５回目を迎えた。イベント期間は３日間であり、

子供から高齢の方々まで楽しめる催しを行っている。（子供対象：千人じゃんけん 

大会、高齢者対象：歌謡ショー、家族対象：キッズストリートダンス、その他入善

音頭街流し）平成２６年は会期中、二日間雨に打たれたものの、来場者数は２３，

２５０人であった。 

秋には「入善まつりんぴっく 商工フェア」を実施する。イベント期間は１日間

  で毎年１０月に開催している。イベントでは、「カレーまつり」、「伝統芸能」「保育

  所園児による鼓隊」、「フリーマーケット」「産業展」など盛りだくさんのイベン 

  トがあることから、イベント名は「まつりのおりんぴっく」を略してまつりんぴっ

くとしている。なお、平成２６年の来場者数は１２，５５０人であった。 

冬には「ラーメンまつり」を実施している。イベント期間は二日間で、毎年２月

に全国から有名ラーメン店を２０店舗程度誘致している。平成２６年には石井富山

県知事が来場されるなど、富山県の冬の一大イベントとして位置づいている。平成

２６年の入場者数はこれまでの最高の３５，０００人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
春の入善さくらまつり 夏の入善ふるさと七夕まつり 
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平成２６年に実施されたまちゼミの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようにイベント開催中は地元の消費者を中心に賑わうものの、飲食店を除く

業種の店舗では、必ずしも売り上げに直結してはいなかった。来街者を来店者にす

るための施策が不足していた。 

   そこで、平成 25 年より全国商店街支援センターの支援策である「個店の魅力ア

ップ入門事業」を活用して、商店街の４店舗を選定し中小企業診断士や商店経営者

より、商品のディスプレイ、チラシの効果的な作り方、接客対応、財務分析等の支

援を受けた。また、平成 26 年に「※まちゼミ」に初めて挑戦したところ、参加店

舗から「これまでに訪れたことのないお客さんが店に来てくれた」、「店主自身の強

みを再認識できた」「お客さんがお客さんを呼んできた」等の手ごたえを感じる意

見が多数寄せられた。このように、日頃から商店街を利用しない消費者が商店に訪

れたことは、これまで、数々のイベントを実施してみたが実現できない状況であっ

た。 

※まちゼミとは商店主が講師を務めることで、自らの店舗の強みを再認識できた 

り、店の知られざる魅力が参加者に伝わることでリピート客に繋がることが期待で

きる。 

一方、平成２７年３月１４日

に開業する北陸新幹線の黒部宇

奈月温泉駅から入善の中心商店

街までは自動車で２０分程度で

あることから、新たに県外から

の誘客も期待できる。 

 これまで、入善町は観光振興

では県内の中でも後進自治体で

あった。観光関連事業を取り扱

う入善町観光物産協会が平成２

５年に結成したことはその証左

でもある。しかしながら、最近

では「入善ブラウンラーメン」

秋の入善まつりんぴっく 冬の入善ラーメンまつり 
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や入善町のマスコットキャラクターの「ジャンボール３世」が全国ゆるキャラグラ

ンプリで全国２８位に輝き、その関連のグッズを買い求める町外の消費者もいるこ

とから、ゆるキャラ等を活用した取り組みが課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   このような状況のもと、本事業に取り組む上で「来街者を来店者へ」の動きを強

化していきたい。そのためにも、平成 26 年に実施した全国商店街支援センターか

らの受託事業であった商人塾事業で策定した「商店街のあるべき姿」を実現してい

くために諸事業（ハード、ソフト両面）に積極的に取組む。 

   一方、商店街組織が法人化されていないことから、これまで、国等の有利な支援

策を活用できなかった。今後、中心商店街が持続的に発展するためには、商店街活

動を中心業務においた街づくり会社等の組織が必要となる。幸い、平成 26 年から

の商人塾事業により、その必要性については商店経営者間において共通の認識とな

ったことから、設立に向けた活動を支援していきたい。また、商店街の経営者が高

齢化していることから、事業承継を進めていく必要があるが、自店に後継者がいな

い場合が多く、家族以外の者を経営者として承継させることが課題となる。そこで、

本事業では後継者のマッチング事業を実施する。 

   また、ゆるキャラを活用した CI 活動を強化したり、入善ブランドとして位置付

けられた、農商工連携や６次産業化で開発された商品や、ゆるキャラ関連グッズ等

を積極的に商店街で取り扱うことで、町外から消費者を呼び込み、地域外資金が地

域内に流れ循環させるビジネスモデルを確立していく。 

 （事業内容） 

①  入善町の中心市街地に立地する３商店街は（銀座、中町、二十四軒町）いずれ
も法人格を有していないことから、これまで国等の商店街支援策、とりわけ設備

投資関係事業を活用することができなかった。今後、少子高齢化が進む中で、需

要の減少が見込まれることから、消費者のニーズにかなった投資をしていかない

と商店街は生き残れない。そこで、新たに商店街活動を担う街づくり会社等の設

立が課題となっている。 

本事業を通じて、全国商店街支援センターの支援を受けながら街づくり会社の

設立に向けた支援を強化していきたい。まず、商工会役員会において街づくり会

入善ブラウンラーメン 
 

入善町マスコットキャラクター 
「ジャンボール３世」 
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社設立に向けた協議を行う。次に当商工会の商業サービス部会において支援内容

について説明した後、商店街関係者を対象として街づくり会社設立準備委員会を

発足し、講習会、研修会、ワークショップ等で議論を深めながら、三年以内を目

標に法人設立を目指す。 

設立する街づくり会社には、商店街に不足している業種（生鮮三品等）の運営

や、これまで三商店街がバラバラに実施してきた取り組みをパッケージ化するこ

とで、効率の良い商店街活動を展開する。また、商店街を一つの事業会社として

捉えて、経営理念やビジョンを掲げ、短期、中長期の視点を持ちながら商店街活

動を立案する。 

このような取り組みによって、中心商店街周辺に消費者の定着が図られ、小規

模事業者の持続的な発展が期待できる。 

②  当商工会では町の支援を受けながら中心商店街において四季折々にイベントを
実施してきた。イベント開催中、商店街は消費者等で賑わうものの、来街者を来

店者にする施策が不足していたため、商店等の売上に直結してこなかった。そこ

で、平成２６年に全国商店街支援センターの支援を受けて、初めてまちゼミに取

り組んでみた。その結果、商店主からの評判がよく、是非継続していきたいとの

声が多かった。そこで、平成２７年には引き続き全国商店街支援センターからの

支援を受けるとともに、新たに富山県、入善町に対して事業費の補助を要望する

こととなった。 

平成２６年のまちゼミ実施にあったては、商工会の経営指導員が広報関係を担

っていたが、それでは告知効果に限界があることから、本事業を取組む上で、告

知効果を高める観点から、全国商店街支援センターの商店街よろず相談アドバイ

ザー事業を活用してまちゼミの専門家の派遣を受けることや富山県商工会連合会

のエキスパートバンクの専門家派遣を活用してデザインの専門家から支援を受け

る。 

一方、まちゼミに限らず、来店者に繋げる諸施策を研究していきながら、適時

商店街において実施していきたい。 

③  商店街の商店主は高齢化しているため、その店主を訪ねて買い物に来る消費者
も高齢化している。また、商店主の中には後継者がいない者が多いことから、家

族親族にかかわりなく、事業承継を進めていくことが課題となっている。 

そこで、事業引き継ぎセンター（富山県新世紀産業機構）や金融機関等と連携

しながら、廃業希望者と創業希望者のマッチングを行っていきたい。商店主に対

してアンケート調査を実施、事業承継や廃業に関するニーズを調査する。その調

査結果を基に、事業引き継ぎセンター、金融機関そして商工会の経営指導員によ

る連絡会議を開催し、開廃業予定者等に関する情報交換を行い、創業予定者と商

店主とのマッチングを実施し、地域の大切な資源である商店の廃業をくいとめる。

また、マッチングの結果、事業承継が成立しない場合にはその原因を分析し、次

回のマッチングで成果を上げるよう工夫する。 

④  入善町は観光振興では後進自治体であったことから、観光客や帰省客を対象と
した観光土産品が少なかったが、最近では入善町商工会青年部出身者による合同

会社善商の設立により、「入善ブラウンラーメン」「入善イエローラーメン」等の

商品が開発されてきた。また、平成２６年の全国ゆるキャラグランプリンで全国
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２８位に輝いた入善町のゆるキャラである「ジャンボール３世」の関連商品の開

発にも取り組んできた。 

 北陸新幹線が平成２７年３月１４日に開業することで、近隣の黒部市にある黒

部宇奈月温泉駅から入善町の中心商店街まで自動車で２０分程度であることか

ら、観光客を軸とした新たな消費者の誘客が期待できる。そこで、入善町のゆる

キャラである「ジャンボール３世」を活用した商店街づくりや合同会社善商と連

携しながら、関連商品の開発販売を行いながら、入善ブランドを普及していき、

小規模事業者の持続的な発展につながるよう支援する。 

 支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
来店者に繋げ

る施策（年） 
1 回 3 回 5 回 5 回 8 回 8 回 

マ ッ チ ング

（年） 
0 回 3 回 ４回 ４回 ４回 ４回 

関連商品の開

発数（年） 
２９商品 １０商品 １０商品 １５商品 １５商品 ２０商品 

 

３．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 

 Ⅰ．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 

 富山県新世紀産業機構や入善町内の農協、漁協、金融機関等の支援機関を対象とす

る「入善町経営力向上会議」において、各機関の支援ノウハウ、支援の現状、成果、

課題等について情報交換する。これらの情報交換を通じて、小規模事業者等を支援す

る職員の資質の向上を図るとともに、日頃からの情報交換により、案件発掘から経営

状況の分析、需要を捉えた経営計画の策定、実施までをより円滑にできると考える。

 一方、当商工会が実施する中小企業景況調査、消費者アンケート調査、繁盛店調査

の結果を活用することで、既存の支援ノウハウに加え、小規模事業者の利益の確保に

関する支援ノウハウの習得できる。 

 また、経営指導員が他の支援機関の職員の支援方法について学ぶ機会を設けること

で、具体的には金融機関の資金調達手法や高度な金融、法律知識に学び修得すること

で、これまでの支援ノウハウに加えて新たな支援ノウハウを身につけることができる

ことで、小規模事業者の多様な支援ニーズに対して適切に対応できる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入善町商工会 
入善町経営力向上会議 

漁協 金融機関 農協 

ノウハウの提供 
資質の向上 

ノウハウの提供 
資質の向上 

ノウハウの提供 
資質の向上 

富山県新世紀

産業機構 

ノウハウの提供 
資質向上 
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 Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  全国商工会連合会、富山県商工会連合会、富山県新世紀産業機構等が主催する研修

に積極的に参加するとともに、農業関係団体が主催する「6次産業化セミナー等」や、

中小企業大学校が主催する研修に経営指導員が年間 1回以上参加することで、売れる

商品開発や売上、利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

  一方、中小企業診断士資格を保有する職員が、経営指導員に対し定期的に経営支援

に関するノウハウ等を提供することで、経営支援能力の向上を図る。 

  また、チーム編成による巡回指導を通じて、それぞれの職員の強み、弱みを意識す

ることで、自己研鑽に励む機会とする。 

  窓口指導や巡回指導に対応する職員の支援情報については、本事業に取組む際に、

新たに設ける経営支援会議で、中小企業景況調査、消費者アンケート調査、繁盛店調

査の結果を活用しながら、加えて、経営指導員の日頃の支援情報を蓄積させた電子デ

ータをもとに情報共有した上で、今後の支援方法について協議等を行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．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  富山県、入善町、中小企業診断士等の専門家、金融機関等の関係機関や有識者に
より事業の実施状況、成果の評価（５つの支援結果や４つの支援目的、目標を評価）、

見直し案の提示を行う。 

所属 氏名 支援分野 

富山県 

商業街づくり課 

担当課 職員 県支援策 

小規模事業者補助金 

入善町経営力向上会議 
関係機関が持っている経営

支援ノウハウ等を紹介し、支

援力向上に努める。 

中小企業大学校での研修 

各機関で開催するセミナー 
全国商工会連合会、富山県商

工会連合会、富山県新世紀産

業機構等 

外部との連携 
入善町商工会 

・中小企業診断士を有する事務

局長が核となり、内部職員にノ

ウハウを共有 
・チームを組んでの巡回指導 
により職員個々の強み・弱みを

意識。自己研鑽に繋げる。 

【経営支援会議】 
巡回指導時のデータ

を蓄積 

【アンケート調査分析】

小規模事業者の利益

確保に関する支援ノ

ウハウの習得 
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入善町 農水商工課 課長 竹島 秀浩 町支援策 

小規模補助金、商工会

運営補助金 

（一社）富山県 

中小企業診断協会 

副会長 布目大剛 支援のノウハウ 

中小企業施策 

金融機関 各支店長 支援ノウハウ 

金融支援 

  

②  上記の評価等を受けて、当商工会の理事会において評価、見直しの方針を決定す
る。 

③  事業の成果・評価・見直しの結果については、当商工会の通常総代会へ報告し、
承認を受ける。 

④  事 業 の 成 果 ・ 評 価 ・ 見 直 し の 結 果 を 商 工 会 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.nyuzenmachi-shokokai.jp/）や機関紙で計画期間中公表する。 

⑤  公表後の結果をとりまとめ、小規模事業者へ情報提供する。また、成果のあった
企業の取り組みをまとめてベンチマーク事例集として、小規模事業者に提供する。
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【ＰＤＣＡサイクルによる事業実施スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
 

Ｐｌａｎ 
（計画） 

経済動向分析や小規模事業

者の声を踏まえて計画 

Ａｃｔｉｏｎ 
（改善） 

評価結果から事業内

容を見直し 

・外部有識者による評価 
・ホームページでの公表 

Ｃｈｅｃｋ 
（評価） 

外部有識者による評価 
・富山県  
・入善町 
・中小企業診断士 
・金融機関 

 

入善町商工会 
理事会 

通常総代会 

ホームページ、機関誌等で公表 

評価を依頼 

意見 

Ｄｏ 
（実行） 

小規模事業者の持続的発展・成長発展を目指す 

◆新産業の育成 ◆起業の促進 

◆ものづくり企業の経営力向上 

◆地域外への販路開拓 ◆商店街の活性化 

経営発達支援計画に基づ

き伴走型支援を実施 

有識者からの意

見を踏まえ、成

果の見直しと次

年度の実施内容

を検討 
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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１月現在）

（１） 組織体制 

  当商工会の職員構成は、事務局長（中小企業診断士）1 名、経営指導員３名（※広

域経営指導員１名、※全国連認定経営支援マネージャー１名を含む）、補助員２名、記

帳指導職員１名、一般職員５名（受託事業に携わる者）である。 

  このうち、事務局長と経営指導員 2 名と補助員 2 名が本事業に取組む。また、本事

業を効率的に実施し成果をあげるために、研修を終えた職員が既存の経営改善普及事

業の支援にとどまるのではなく、支援先の小規模事業者の経営資源を見極めたうえで、

積極的に新たな事業に取組むよう働きかけ、本事業を通じて支援を強化することで、

小規模事業者の利益確保に努める。 

  一方、それぞれの職員が支援している状況、結果については、定期的に経営支援会

議を開催し情報共有に努める。 

 ※広域指導員とは、入善町と近隣の朝日町を指導地域とする職員であり、現在は入善

町商工会に 2日間、朝日町商工会に 3日間勤務している。 

 ※ネット上の効果測定で８０％以上を正解した経営指導員が、中小企業基盤整備機構

 研修を受講することで、全国商工会連合会から経営支援マネージャーとして認定され

る。 

（２）連絡先 

  入善町商工会 

  住     所 〒９３９－０６２６ 

 富山県下新川郡入善町入膳５２３２－５ うるおい館内 

  電話番号     ０７６５－７２－０１６３ 

  ファックス番号  ０７６５－７２－２０８０ 

  ホームページ   http://www.nyuzenmachi-shokokai.jp/ 

  メールアドレス  hon@shokoren-toyama.or.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） 

 ２７年度 

(27年4月以

降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 31,900 33,000 33,600 34,200 34,800

 

人件費 

旅費、事務費 

商工フェア 

アンケート調

査 

会議費等 

中心商店街向

け事業費 

22,700 

5,500 

1,300 

1,000 

 

200 

1,200 

23,200

5,600

1,500

1,000

200

1,500

23,700

5,700

1,500

1,000

200

1,500

24,200 

5,800 

1,500 

1,000 

 

200 

1,500 

24,700

5,900

1,500

1,000

200

1,500

（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 

① 富山県「小規模事業指導費補助金」⇒ 富山県連を通じて調達。 
② 入善町「商工会運営補助金」⇒ 入善町より調達 
③ 会費等収入 ⇒ 年 2回、会員の金融機関指定口座より引き落としで調達。 

④ 特別賦課金（展示会出展料ほか）⇒ 出展時に出展料を請求、振込依頼にて徴収し調達 
⑤ 事務委託手数料⇒商工会が受託している事務の収入金で調達 
 

 

（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） 

 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 

当商工会では関係する機関と連携して以下の事業を行う。 

①  当商工会が実施する地域経済動向や需要調査を行う際には、入善町、金融機関、JA、
漁協等と連携する。（指針③） 

②  経営状況の分析、農商工連携、６次産業化、経営革新、創業等の支援を行う際には、
町、JA、漁協、金融機関、富山県新世紀産業機構、中小企業基盤整備機構、富山県商

工会連合会と連携しながら、案件発掘から事業計画策定、事業化までの支援を行う。

（指針①、②） 

③  創業セミナーを開催する際には、金融機関やハローワークとの情報交換から創業予
定者を発掘する。 

④  小規模事業者への販路開拓支援を行う際には、富山県商工会連合会、全国商工会連
合会そして県内の関係機関と連携し、各種の商談会、展示会等へ小規模事業者が参加

できる環境を整える。（指針①） 

⑤ 中心商店街の活性化に係る支援では、全国商店街支援センター、富山県、入善町、金
融機関、富山県新世紀産業機構（事業引き継ぎセンター）と連携する。（地域活性化

資する取り組み） 

連携者及びその役割 

当商工会と連携する関係機関の役割は以下のとおり。 

１．富山県    

代表者；富山県知事 石井隆一  

住 所：富山県富山市新総曲輪１－７ 

電話番号：076-431-4111 

 当商工会に対して経営指導員等の人件費等や経営改善普及事業費に対して補助金を支

給している。平成 27 年においては、「まちゼミ」を行うため、がんばる商店街事業にお

いて補助金を要望している。 

 

２．入善町    

代表者：入善町長 笹島 春人 

       住 所：富山県下新川郡入善町入膳 3255 

       電話番号：0765-72-1100 

 当商工会に対して小規模事業費の所要額の１／３を補助、中心市街活性化イベント、

商工会の運営費等に補助金を支給している。担当課は農水商工課であり、その担当者に

関係機関連絡会議等に参加を要請し、町の景況や施策についての情報提供いただく。 

 また、本事業を進めていく上で、新たに資金を調達することとなった場合には、町に

対して補助金を要望していく。平成 26 年には、新規に「経営アドバイザー派遣事業（専

門家派遣の自己負担分の１／２を補助）」、「マル経融資の利子補給（利息の１／２を 2年

間補助）」等の事業に補助金を支給していただいている。また、本事業を進めていくため

に、平成 27 年には、記帳指導職員をパート勤務からフルタイム勤務に切り替えるが、そ



 

の人件費に対しても補助金要望している。 

 

３．みな穂農業協同組合   

代表者：代表理事組合長 細田 勝二 

            住 所：富山県下新川郡入善町入膳 3489-1 

            電話番号：0765-72-1190 

 地元入善町と近隣の朝日町において事業展開する組合数 5,696 名（平成 25 年）を擁す

る農業協同組合である。本事業において６次産業化、農商工連携の案件を発掘する際に

重要な連携先であり、経営指導員と農協の営農指導員の連携することが欠かせない。ま

た、関係機関連絡会議等に参加を要請し、地域内外の農業事情や農業関係施策について

情報提供をいただく。 

 

４．入善漁業協同組合  

代表者：代表理事 車 正利 

           住 所：富山県下新川郡入善町芦崎３３８ 

           電話番号：0765-76-0111 

 地元入善町において事業展開する組合数５５３名を擁する漁業協同組合である。本事

業において６次産業化、農商工連携の案件を発掘する際に重要な連携先であり、経営指

導員と漁協の職員の連携することが欠かせない。また、関係機関連絡会議等に参加を要

請し、地域内外の漁業事情や漁業関係施策について情報提供をいただく。 

 

５．富山県商工会連合会・全国商工会連合会 

 全国商工会連合会  

代表者：会長 石澤義文 

          住 所：東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館１９階

          電話番号：03-6268-0082 

 富山県商工会連合会  

代表者：会長 石澤義文 

          住 所：富山県富山市赤江町 1-7 富山県中小企業研修センター 

          電話番号：076-441-2716 

 富山県商工会連合会、全国商工会連合会は、当商工会の指導機関であり、県連合会に

は、本事業を進めていく上で、専門家派遣を依頼する際の派遣元の一つであるとともに、

適切な専門家の照会先でもある。県連合会の専門経営指導員と経営指導員とが連携する

ことは、本事業を推進する上で重要である。 

 一方、全国連、県連合会が開催する商談会並びに展示会に、当商工会の小規模事業者

が参加できるよう支援をいただく。 

 

６．地元金融機関 

  

金融機関名 支店長名 住所 電話番号 

北陸銀行入善支店 竹内正弘 富山県下新川郡入善町入膳 

5232 

0765-72-1151 



 

富山第一銀行入善

支店 

窪野泰雄 富山県下新川郡入善町入膳 

5430 

0765-72-1188 

富山銀行入善支店 朝野真吾 富山県下新川郡入善町入膳 

2972-1 

0765-74-0303 

にいかわ信用金庫

入善支店 

松田進 富山県下新川郡入善町入膳 

5444-3 

0765-72-0143 

 入善町には、北陸銀行、富山第一銀行、富山銀行、にいかわ信用金庫のそれぞれの入

善支店が営業している。本事業において６次産業化、農商工連携、経営革新、創業の案

件を発掘する際に重要な連携先であり、経営指導員と各金融機関の職員が連携すること

が欠かせない。また、関係機関連絡会議等に参加を要請し、地域内外の景況や諸施策に

ついて情報提供をいただく。 

 

７．（公財）富山県新世紀産業機構    

代表者：理事長 富山県知事 石井隆一 

                 住 所：富山県富山市高田 527 

                 電話番号：076-444-5600 

富山県新世紀産業機構とは、とやまの企業の元気づくりを支援している公益財団法人

であり、本事業を進めていくうえで、富山県新世紀産業機構内のよろず支援拠点、中小

企業支援センターや事業引き継ぎセンターとの連携が必要となってくる。よろず支援拠

点や中小企業支援センターでは、コーディネーターによる相談業務や専門家派遣事業を

実施していることから、需要を捉えて経営計画を策定、実施する際に適切な専門家等か

ら支援をいただく。また、事業引き継ぎセンターには商店等の廃業者と創業希望者をマ

ッチングする際に支援をいただくこととなる。 

一方、入善町経営力向上会議にコーディネーターを派遣いただき、高度な支援ノウハ

ウや県の中小企業支援策について情報提供いただくことで、経営指導員の資質の向上を

図る。 

８．（独）中小企業基盤整備機構北陸支部  

代表者：本部長 綿引淳一 

                  住 所：石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パーク 

                      ビル１０階 

                 電話番号：076-223-5761 

中小企業基盤整備機構には、農商工連携等の国認定事業の支援する際には、高度な支

援が必要となることから、その事業計画を策定する際に、機構のプロジェクトマネージ

ャーやアドバイザーを通じて支援をいただくこととなる。 

 

９．㈱全国商店街支援センター  

代表者：代表取締役 社長 桑島俊彦 

              住 所：東京都中央区湊 1-6-11 八丁堀スワンビル４階

電話番号：03-6228-3061 

 ㈱全国商店街支援センターには、これまでも「商店街よろず相談アドバイザー」「まち

ゼミ」「商人塾」「個店魅力アップ事業」等数々の施策で支援を受けている。中心商店街



 

活性化を進めていく上で、センターとの連携は欠かせない。 

 

１０．富山労働局 ハローワーク魚津 

         代表者：所長 森本 滋 

         住 所：富山県魚津市新金屋 1-12-31 魚津合同庁舎１階 

         電話番号：0765-24-0365 

 企業等に勤務していた者が退職し、新たに開業することが多いことから、創業者を発

掘するためにも、雇用保険の取り扱いを行っているハローワーク魚津と定期的に意見交

換を行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

連携体制図等 

 

 

 

入善町 小規模事業者 
小規模事業者の経営力向上と持続的な発展に向けた支援を展開 

 

入善町内の連携機関 
入善町、みな穂農業協同組合、入善業

況協同組合、金融機関 

入善町外の連携機関 
富山県新世紀産業機構、中小企業基盤

整備機構、全国商店街支援センター 

富山県商工会連連合会 
 

全国商工会連合会 

 
 
入善町商工会 

相
談
、
情
報

提
供 

 

相
談 

専

門

家

派
遣
、
支

援
策 

相
談
依
頼 

伴
走
型
支
援 

相談、専門家、職員派遣 

相談、物産展等への

出店支援 


