
経営発達支援計画の概要 

実施者名 魚津商工会議所 (法人番号 9230005003545) 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目 標 

少子高齢化やグローバル化、情報化社会の発達に伴い急速に社会情勢

が変化する中、直面する経営課題を一緒に考え、伴走型支援の体制を整

え「経営分析」「経営計画の策定」をサポートし「需要の開拓」「新商品・

新サービスの開発」等小規模事業者の持続的な成長発展を目指す。 

 また、創業者支援として市、各支援機関とのネットワークの構築によ

り創業支援体制の充実を図り、併せて雇用の拡大にも繋げる。 

 さらに、「魚津ブランドの商品・観光サービス」等の開発・充実を図り

県内外及び海外へ発信「新たな需要の開拓」「交流人口の拡大」に取り組

み、地域の活性化に努め、ひいては若者のＵＩＪターン、定住促進に繋

がり人口増加が図れるよう事業を実施する。 

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 
◆景況調査、小規模事業者アンケート調査（聞き取り）の実施 

◆商工会議所ＬＯＢＯ調査、中小企業景況調査の実施 

２．経営状況の分析に関すること 
◆巡回・窓口指導、経営セミナー及び個別相談にて経営分析の実施 

 ◆直面する経営課題についてアンケート調査を実施課題解決に取組む 

 ◆収集データを専門家と共に分析、小規模事業者にフィードバックしていく 

３．事業計画策定支援に関すること 
 ◆事業計画策定への取組の重要性の周知及び取組事業者の発掘 

 ◆セミナーや個別相談による事業計画・創業計画の策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 ◆巡回指導を中心に事業計画の実施状況の確認、情報提供支援 

 ◆事業計画が確実に実行できるよう他の専門機関、専門家との連携体制を整 

  え支援強化を図る 

５．需要動向調査に関すること 
 ◆消費動向、需要動向調査を実施し小規模事業者へフィードバックする 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 ◆物産フェア、展示会、商談会への出展支援及び地域ブランドの育成、ＩＴ 

情報メディアを活用したＰＲ強化を図る 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 ◆魚津市、魚津市観光協会、魚津市商店街連盟等との連携による地域振興 

 

連絡先 

 

魚津商工会議所 中小企業相談所 
住所／〒937-0067富山県魚津市釈迦堂 1-12-18 

  TEL／0765-22-1200  FAX／0765-23-0120 

  E-mail／uozu@ccis-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．魚津市の現状と課題 

（１）魚津市の概況 

魚津市は、富山県東部に位置し、

富山市から東へ25kmの距離にあり、

総面積は、200.63ｋ㎡。 

北東は布施川を境に黒部市と、南

西は早月川を隔てて滑川市・上市町

と接している。北西には富山湾が広

がり「蜃気楼・埋没林・ほたるいか」

が当市の三大奇観としてよく知ら

れている。 

南東部は、最大標高 2,415m（釜谷

山：毛勝三山の一つ）に達する山岳

地帯で、北アルプスに連なっている。これらの山々を源として、片貝川、布施川、

早月川や角川などの河川が、市内を潤しながら富山湾に注いでいる。市の約 70％が

標高 200m以上の急勾配な山地で占められ、台地から平坦地、海岸へとおだやかな斜

面を形成している。海岸線は比較的平坦で、その延長は約 8km ですが、海中では、

海底が急傾斜となり深層まで落ち込んでいる。そのため、魚津の港は昔から良港と

して船の出入りが多く、海底の湧き水に育まれ魚の種類も量も豊富で魚津の名のご

とく県下屈指の漁場として広く知られている。 

当市の歴史は、遠く南北朝時代には松倉城が築かれ、室町時代末までには、松倉

城塁群と呼ばれる各支城が築かれるとともに、松倉金山の金の産出もあり長年にわ

たり栄華を誇り、新川一円を統治し、経済文化の中心地として繁栄しました。明治

の廃藩置県の後、短期間ではあったものの、石川県に吸収合併されさらに分離して

富山県となる前の、新川県であった時代当時の魚津町に県庁が置かれていた。大正

７年の「魚津の米騒動」は全国に広がり、時の内閣は総辞職に追い込まれ、日本初

の本格的な政党内閣誕生の契機となった。 

   昭和 27年 4月 1日に 1町 11か村が合併、魚津市が誕生し、その後、各地区で観

光施設や文化施設が建設され、昭和 60 年には、松下電子工業（株）魚津工場（現

パナソニック（株）タワージャズセミコンダクター社）が操業を開始するなど、新

川の中心都市として発展してきた。 

また、平成 27 年 3 月 14 日に待望の北陸新幹線が開業し富山―東京間が 2 時間余

りで行き来出来ることになり、観光やビジネス交流、企業誘致、若者のＵ・Ｉ・Ｊ

ターンや定住促進等に取組むことによりより一層の地域活性化に努めている。 

 

（２）魚津市の現状について 

①人口・世帯数 

当市の人口は、昭和 27 年の市制施行時の 45,609 人から昭和 60 年の 49,825 人ま

で増加してきましたが、それ以降は減少に転じ、平成 28 年 7 月現在では 42,942 人

にまで減少した。平成 26年では、老年人口割合が全体の 31.2％、年少人口割合が 
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11.8％となっており少子高齢化の拡大も見られる。 

世帯数は平成 22 年で 15,924 世帯となっており、継続的に増加していますが、1

世帯あたりの人員数は減少を続けており、核家族や単身世帯が増加している。 

 

■人口の推移 

 
 

 

■世帯数の推移 

 
 

 

②産業別事業者数・従業者数 

当市の産業別就業者数の推移をみると、総就業者数は平成 7年をピークに減少し、

第一次産業においては毎年減少を続け昭和 55 年と比較すると約 6 割減となってい

る。第二次産業も平成 2 年以降減少を続けている。その一方で第三次産業の就業者

は増加傾向にある。 

 

(国税調査より) 

(国税調査より) 
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第一次産業（農林漁業）においては全体的に就業者の高齢化、後継者不足が進む

中、米価の低下、木材価格の低迷、漁場環境の悪化などによる漁獲量の減少が見ら

れ経営環境の悪化が衰退の原因である。今後は、海の幸、山の幸が豊かな地域性を

生かし地産地消地域ブランド化を推進し経営の安定化を図り、担い手の育成に取組

む必要がある。 

第二次産業（製造・建設業）においては企業の海外移転や受注価格の低下、人材

不足等取巻く環境は厳しさを増しており、企業の経営基盤の強化と安定を図り産業

の活性化につなげていく必要がある。 

第三次産業（販売・サービス業）においては大型店・ナショナルチェーンなどの

進出、飲食店、美容院・エステサロン等の新規開業により増加傾向にはあるが、中

心商店街を中心に廃業が進み近年の調査では減少となっている。今後は一層の活性

化対策が必要である。 

 

 ■小規模事業者数概要一覧 

業  種 事業者数 

農林漁業 7企業  

鉱業 3企業  

建設業 357企業  

製造業 231企業  

電気・ガス・熱供給・水道業 1企業  

情報通信業 5企業  

運輸業 31企業  

卸売・小売業 720企業  

金融・保険業 43企業  

不動産業 85企業  

飲食店・宿泊業 292企業  

医療・福祉 58企業  

複合サービス業 446企業  

合  計 2,279企業  

 

 

■産業別就業者数                           (人) 

 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 

第一次産業 3,320 2,171 1,649 1,575 1,133 1,275 921 

第二次産業 10,176 11,093 12,083 11,936 11,222 9,534 8,732 

第三次産業 12,219 12,868 13,252 13,766 13,390 13,586 12,661 

 

 
(魚津市の統計より) 
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■魚津市の産業別事業所数・従業者数 

 
 

 

③開廃業の現状と事業所数の推移 

少子高齢化による人口減少、消費税増税、後継者不足等地域を巡る環境は依然厳

しい状況にあり、廃業が開業を上回る現状が続いている。 

中心商店街においては、国道沿いを中心とした大型店、ナショナルチェーン、の

進出や店舗の老朽化、駐車場不足、後継者不足により廃業が著しく早期の対策が急

務となっている。平成 8年に 3,215社あった事業所が平成 26年には 2,559社にまで

減少、特に卸・小売業においては 768社と大幅減となった。 

 

■業種別事業所数の推移 

 
 
 

農林 

漁業 
鉱業 建設業 製造業 

電気ガ

ス・水

道業 

運輸通

信情報 

卸売業 

小売業 

金融業 

保険業 

不動産

業 

飲 食 ・

宿泊・ｻ

ｰﾋﾞｽ業 

合計 

H8 年 10 1 384 328 5 55 1,430 55 92 855 3,215 

H18年 8 4 362 255 7 48 804 44 96 1,220 2,848 

H26年 13 3 306 219 7 47 662 39 103 1,160 2,559 

 

(平成 26 年度経済センサス基礎調査より) 
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■近年の大型店出店状況 

出店日時 面積(㎡) 店 名 

平成 11年 11月 12日 18,160 アピタ魚津店 

平成 12年 7 月 7 日 約 1,500 大阪屋ショップ魚津釈迦堂店（食料品販売） 

平成 14年 4 月 16日 4,483 ヤマダ電機テックランド魚津店 

平成 17年 12月 10日 7,922 コメリパワー魚津店 

平成 18年 12月 1 日 1,246 大阪屋ショップ魚津本江店（食料品販売） 

平成 23年 6 月 16日 4,807 ケーズデンキ魚津店 

平成 24年 8 月 29日 2,091 原信魚津店 

平成 27年 3 月 15日 2,930 ジョーシン魚津店 

 

④雇用環境 

ハローワーク魚津管内においては、引続き有効求人倍率は高い位置をキープして

おり雇用環境は良好と言える。しかし業種別に見ると偏りが見られ事務職等に求職

者が集中する傾向にあり、建設業、サービス業、介護職において人材不足が深刻化

している。また、小売、サービス、飲食業等においては、非正規社員の割合が高い。 
 

 ■月間有効求人・有効求職・有効求人倍率の動き (パート含む) H29.7月 

 
 

 

 

 

(ハローワーク魚津データより) 
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（３）魚津市及び小規模事業者の課題 

  近年、景気悪化による企業の海外移転や国内工場の集約化などが進む中で、市内

においても代表的企業（日本カーバイド工業㈱・㈱スギノマシン・㈱アイザック等）

の生産工場が市外へ移転したり、松下電子工業の事業縮小等、製造業などで撤退や

工場閉鎖が発生している。製造業における小規模事業者においても下請け単価の上

昇難や人材不足という問題をかかえ、年々事業所数は減少している。（グラフ 1参照）

地域経済を支え活力を維持していく為にも、新規産業の創出や誘致のほか、人材の

育成や各種経営支援制度活用などにより、企業の経営基盤強化と安定化を図り、市

内での定着化と産業の活性化に繋げていく必要がある。 

商業においては、郊外型の大型量販店の進出が相次ぎ、中心商店街は、後継者不

足や空洞化による衰退が進み、小売・卸売の商店数が年々減少を続けているのに対

し、大型商業施設の進出により、市外からの顧客の呼込みも影響し年間販売額は増

加傾向にある。（グラフ 2参照）高齢化社会が進む中、中心商店街の店舗の廃業が進

めば街中に居ながら買い物難民が増加、地域の衰退にも繋がることから中心商店街

を取り込んだ周辺地域全体の活性化施策の積極的な支援が重要となっている。 

また、人口減少に歯止めをかける為若者の定住促進、ＵＩＪターンの就職支援、

婚活イベントの企画開催等「暮らしたい街づくり」に向け継続して施策の推進が必

要である。 

 

■製造業（従業員４人以上）事業所数と製造品出荷額 【※グラフ 1】 

 
 

 

 

（富山県統計調査より) 
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■商店数（小売、卸売）と年間販売額 【※グラフ 2】 

 
 

 

 

（４）商工会議所の現状と課題 

① 当所会員事業所数の推移 

   事業所数の減少に伴い、当所の会員数も年々減少しており平成 28 年度末には

1,500 会員を切る状況となっている。現在は巡回指導を中心として新規事業所への

訪問、会員サービスの向上を図り会員増強に努めると同時に退会者（廃業８割弱）

の歯止め（小規模事業者の持続化）への取組強化が重要である。 

 

 ■会員事業所数及び入退会数  

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

会員数 1,583件 1,553件 1,529件 1,516件 1,510件 1,489件 

個人（入会） 12件 21件 20件 30件 31件 24件 

法人（入会） 4件 2件 7件 5件 17件 6件 

個人（退会） 31件 42件 36件 34件 38件 38件 

法人（退会） 16件 11件 15件 14件 16件 13件 

 

 ■巡回・窓口指導件数 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

巡回相談件数 740件 807件 931件 1,055件 1,047件 850件 

窓口相談件数 1,111件 1,406件 1,499件 1,399件 1,548件 1,456件 

 

 

（富山県統計調査より） 
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②創業の現状 

当地域での創業は主に飲食業（居酒屋、スナック等）、サービス業（美容院、エス

テサロン等）、小売業（衣料品販売）、建設業である。 

飲食業においては古くから県東部有数の飲食繁華街が旧ＪＲ魚津駅周辺を中心 

に現在もあり、空き店舗への新規開業が見受けられる。建設業においては、従業員

の一人親方への移行による開業が多く、あまり雇用を伴わない小規模な創業となっ

ている。 

また、市との協議により、当所の経営指導を受けた事業者に対し新規創業助成金

等支援を行っている。（詳細は後述の通り） 

 

（５）商工会議所の取組 

   年々減少を続ける会員事業所の退会者の歯止めをかけるため、事業者が直面して

いる課題に応じた相談体制を整え迅速に対応にあたる。また必要に応じ専門家活用

による事業承継、Ｍ＆Ａ等の支援や、当所に設置している経営安定相談室での個別

相談も積極的に活用していく。同時に創業者の拡大を図るべく毎年魚津市とも協議

を重ねており、支援制度の更なる充実に努めていく。現在の支援制度及び実績は以

下のとおりである。 

 

■新規創業助成金 

市内に 1 年以上在住する 25 歳以上の方が、当所中小企業相談所の指導を受け  

市内で新規創業した場合 20万円の助成金を支給する。 

 

【申請事業者数】 

 卸小売業 製造業 建設業 飲食業 その他 合 計 

平成 23年度 - - - - 3件 3件 

平成 24年度 - - 2件 2件 1件 5件 

平成 25年度 - - - 3件 2件 5件 

平成 26年度 - - 2件 2件 - 4件 

平成 27年度 2件 - 1件 - 3件 6件 

合 計 2件 0 5件 7件 9件 23件 

 

 

■中心商店街開業支援［中央通りチャレンジショップ支援］ 

20 歳以上の方が，当所中小企業相談所の指導を受けて中心商店街各地区において

新規開業した場合、内外装、備品の設備資金及び商品材料仕入、家賃、給与等運転

資金に対し 100万円を限度に対象経費の 2分の 1を助成、家賃については 2・3年度

まで 30万円を限度に対象経費の 2分の 1の助成金を支給する。 

中央通り名店街においては 1年間 1万 5千円の家賃助成を実施している。 

また、中心商店街以外での開業においても設備資金や家賃助成を新設、市内での

新規創業者の拡大を図っている。 
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【チャレンジショップ支援事業者開業状況】 

ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ期間 中央通りでオープン 営業内容 

H13.9.1～H14.8.31 H14.9.16 ネイルサロン・衣料雑貨小売 

H14.10.1～H15.9.30 H15.10.18 洋服リフォーム 

H15.11.1～H16.10.31 H16.11.11 衣料品小売 

H16.11.1～H17.10.31 H17.11.2（移転） リフレッシュサロン 

H17.12.1～H18.11.30 H19.1.10 福祉用品販売等 

H22.5.1～H23.4.30 H23.7.1（移転） 手作り子供服・雑貨小売 

H24.8.1～H25.7.31 出店無し 有機野菜・山菜小売 

H26.9.1～H27.8.31 H27.9.16 自作ｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻﾘｰ・洋服・雑貨小売 

H26.9.1～H27.8.31 出店無し おもちゃ・手作り子供服小売 

 
 

 

Ⅱ．経営発達支援計画目標 

 【小規模事業者の中長期的な振興のあり方と商工会議所の役割】 

少子高齢化による人口減少、事業所数が減少する中、各事業者の競争優位性を引

出し、差別化とすみ分けを活かした計画経営を推進すると共に、後継者の育成によ

るスムーズな事業承継支援や新規創業支援による事業所の持続・増加を目指し、小

規模事業者の事業縮小、廃業に歯止めをかける。また、農林水産物を活用した特産

品の開発、自然や歴史資源を生かした新たな観光資源の発掘に取り組み交流人口を

増やす取組を行い、それらに関わる個々の小規模事業者の底上げと地域経済の好循

環を生み出す仕組みの構築を目指す。 

以上の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえたうえで、経営発達

支援計画の目標および達成のための方針を以下のとおり設定し、実行する。 

 

【本計画の目標及び方針】 

（１） 売上拡大のための計画経営の推進強化 

【目 標】 

  小規模事業者の売上・利益の増加を図るため経営資源、財務内容、企業を取巻く

社会環境等の現状分析に基づいた経営計画の策定支援を行い、将来ビジョンを見据

えた意欲的な小規模事業者の育成を図り、持続的繁栄に繋げる。 

 

【方 針】 

① 小規模事業者の、直面する課題（需要の停滞、人材確保難等）に対し、個社の

現状分析（ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析等）、を実施し支援ニーズを把握、課題解

決を図り事業計画策定支援を通じ事業者の持続的発展に繋げる。また、年１回

ＰＤＣＡサイクルを実施し、事業計画の見直しに取り組み、新たな需要の開拓、

持続性のある健全な経営に繋がるよう計画策定後も継続的にフォローアップ

を行う。 
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② 自社のコアコンピタンス発掘・確立を支援し、新たなビジネスモデルを構築す

ることにより差別化を図り、競争力強化に繋げる。必要に応じ専門家を活用、

適切な助言、支援を行う。 

 

（２） 創業及び事業承継支援による事業所数増加・維持の取組強化 

【目 標】 

  市の創業支援事業と連携をとり創業者のサポート体制を強化、また後継者不足、

経営資源不足による廃業の減少対策に取組むことで、市内事業所数の増加、雇用の

創出を生み活力ある街づくりに繋げる。 

 

【方 針】 

① 創業セミナーや個別相談会を通じ、新規開業者を支援し年間１５件の新規開業

を目標とする。国や県の創業支援制度や魚津市独自の支援制度の積極的活用を

促し創業初期の負担の軽減を図り創業し易い環境を創出、創業率の向上に繋

げ、事業所数の増加を図る。創業後は、経営力向上を図るため伴走型支援を実

施する。 

② スムーズな事業承継を行うべく支援制度の説明・利用や後継者の育成について

支援する。また地域内では、健全経営にもかかわらず後継者不在という理由で

突然廃業する事業所もあることから事前のきめ細かな巡回指導により、情報を

収集するとともにＭ＆Ａを含む事業承継を計画的に実施することにより、廃業

事業所を減少させる。 

 

（３） 地域資源の積極的活用の推進及び交流人口の拡大推進 

【目 標】 

  地方において人口減少が進む中、県外からの交流人口の拡大推進に向けた事業計

画の策定、受入体制の強化を図ると共に、新規産業の創出・誘致、地域の特性を生

かした商品開発やＰＲ強化を図り新たな需要の開拓に繋げる。 

 

【方 針】 

① 平成２７年３月北陸新幹線が開業し関東圏からの観光客、ビジネス客も増加し

ている。それらを売上増加に繋がる大きなビジネスチャンスと捉え、来県者の

受入れ体制の整備強化（店舗改装、従業員教育等）に取組むと共に、地域の特

産品・自然や観光地の知名度アップの為、大都市圏及び県外物産フェアーへの

積極的参加を促し地域ＰＲ強化に取組むことで交流人口の増加を図り、需要の

拡大に繋げる。 

② 当市では豊かな自然が生み出す良質な海産物、農産物等があるが、それらの地

域資源活用について成熟しているとはいいがたく、これらの活用支援を強化す

る。農商工連携の推進を図り、地域の特産品や観光資源を生かした観光土産品、

観光コースの新規開発、新事業の創出を支援する。また、ビジネス商談会・展

示会等の場を提供し新たなビジネス機会を創出、需要の開拓、販路拡大に繋げ

中長期的な事業の持続化に取組む。 

 

 

 



11 
 

 

（４） 関係機関との連携及び内部体制の強化充実 

【目 標】 

  事業の継続化には、経営分析をふまえた事業計画の策定を行い、新たな需要の開

拓を図る必要があり、各支援機関との連携、内部での情報共有等小規模事業者のサ

ポート体制の強化を図ることにより、迅速で的確な支援に取り組み経営課題の解消、

新たなビジネスモデルの構築に繋げる。 

 

【方 針】 

経済環境が複雑化、多様化する中で小規模事業者に対し経営支援のワンストップ

機能の実現により事業者の要望に対し迅速な対応を図る。その為には関係支援機関

（国、県、市の専門機関、金融機関等）との連携を強化すると共に経営指導員の支

援能力の向上と支援ノウハウの共有、均一化を図る仕組みの構築を目指す。 

 

① 日本商工会議所、県、県商工会議所連合会、外部セミナーに積極的に参加し職

員の資質向上を図る。 

② 新たに行政、金融機関、大学、他の支援機関との連絡会議を実施。（年４回） 

③ 指導員による連絡会議を実施、情報の共有と蓄積を図る。(毎月１回) 
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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 30年 4月 1日～平成 35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】 

【現 状】 

地域の経済動向調査として、当所ではこれまでに、管内の中小企業等を対象とし

た「商工会議所ＬＯＢＯ調査」や「中小企業景況調査」を実施してきたほか、市内

300 事業所を対象とした「市内景況調査」の実施や市内金融機関の預金貸出状況か

ら地元地域の現状及び課題等を探ってきた。 

   これらの各種データは、当所職員が個々に分析をし、その都度小規模事業者に提

供する程度であった。それらの情報を組織的に、情報の共有や理解度を強化する必

要があり、更には事業者が求めている情報を的確に提供することが、小規模事業者

の持続的発展にも繋がることから以下の事業を実施する。 

 

【事業内容】 

（１）経済動向調査の実施と拡充 

①魚津市景況調査の実施（拡充） 

   毎年 1月に前年と前々年を対比した売上動向・予測、収益動向・予測、消費増税

への対応、現在抱えている経営上の問題点などについて、市内事業所 300社に対し

て郵送のアンケート調査を実施する。地元地域の業種別の経済動向、景況感、また

事業承継や熟練の従業員の確保･教育など抱えている問題点を的確に把握し、行政

への助成制度新設や拡充などの提言、並びに当所の支援体制に活用する。また、今

後は提供データの充実を図る為、調査内容・調査対象事業所等について経営指導員

による事前検討会議（新規）を開き、常に現況に即した調査とする。 

調査業種 建設業 製造業 卸売業 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業 合計 

対象件数 
66件

(22.1%) 

44件

(14.5%) 

20件

(6.7%) 

86件

(28.8%) 

84件

(27.9%) 

300件

(100.0%) 

 

②中小企業景況調査の実施 

   四半期ごとに市内中小企業 30社の業況（売上、経常利益、資金繰り、雇用など）

について巡回、聞き取り調査をし日本商工会議所に報告する。更には巡回、聞き取

り調査の際に前回調査結果の情報を提供し、３ヶ月内の業況の変化を小規模事業者

と共有しつつ、所内でも同様の情報を共有、または意見交換を行い、これらのデー

タのボリュームアップを図る。 

これらの情報を基に、行政や各種団体と施策の企画のための情報共有を図り、当

所の支援強化に繋げる。 

調査業種 建設業 製造業 卸売業 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業 合計 

対象件数 6件 4件 3件 8件 9件 30件 
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③商工会議所ＬＯＢＯ調査の実施 

   本調査は日本商工会議所が商工会議所のネットワークを活用し、毎月実施してい

る業種別早期景気観測であり、身近な景気感が表れている。事業主からの聞き取り

調査で、売上高や採算性の他、企業を取り巻く経営環境や課題がタイムリーに読み

取れることから、同業種で他社の小規模事業者の経営支援ツールとして窓口・巡回

指導の際に、これらの情報とのギャップが無いかを確認し、職員同士で情報共有化

し、支援体制の強化を図る。 

 

④社会情勢・時事問題に係る早期調査の実施（新規） 

   道路や鉄道など交通網の大きなインフラ整備や大面積店舗出店など地域内経済

情勢に変化をもたらす事由が起きた場合に、市内事業所を対象に効果や影響を速や

かに巡回指導にて聞き取り調査し、その実態をＳＷＯＴ分析などで詳細に理解し、

職員全体で共有化することで小規模事業者が抱える問題点に迅速に対応ができ、あ

らゆる面で支援する。 

 

（２）情報の整理と提供、活用 

   調査・収集した情報を必要に応じて専門家（エキスパートバンク、よろず支援事

業など）を交え、業界の動向を時系列ごとに分析し、データベースとして「見える

化」を図り、組織全体で共有する。毎月発行する会報や当所ホームページに掲載を

して、事業者に提供する。 

また、魚津市銀行会との情報共有を図るべく連携会議を開催することにより、設

備投資、中長期の資金繰り等の支援に繋げる。 

その他に、窓口や巡回指導の際にはタブレット端末を用いて、それら情報をわか

りやすく提供し、迅速で決め細やかな支援に役立てる。 

 

【目 標】 

年 度 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

①魚津市景況調査回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

②中小企業景況調査 

公表回数 
4回 4回 4回 4回 4回 4回 

③ＬＯＢＯ調査公表回数 12回 12回 12回 12回 12回 12回 

調査結果の提供件数 

（巡回・窓口相談） 
20件 80件 80件 100件 100件 100件 
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２．経営状況分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

小規模事業者の経営力向上を図るには、個々の経営状況を把握・分析し、計画的

な経営が重要である。 

当所では、委員会活動による各業種・業界の動向や経営指導員による窓口や巡回

指導、景気動向調査等を通し、地域内の各業界の実態把握や各小規模事業者の経営

状況の把握に努めている。小規模事業者にいたっては、金融、税務、労務等の直面

する問題に対しての支援が主であり、経営分析にいたっては、税務申告相談者、融

資相談者及び自発的な経営改善に取組む相談者の分析・指導に留まっている。 

また、それらの小規模事業者は経験や長年培った感覚で経営を行っていることが

多く、財務諸表の把握及びその重要性の認識が低い。決算書が読めない・財務諸表

が作成できない経営者が多く、必要に迫られ分析を行う場合でも、自ら的確な分析

を行うことが難しく支援が必要である。 

上記を踏まえ、地域内のより多くの意欲ある事業者に一歩踏み込んで持続的に発

展ができるよう、現在の経営状況を分析・理解してもらい、今後の経営計画策定を

支援することが喫緊の課題であり、経営分析の動機付けと、経営分析ノウハウの指

導、事業計画に基づいた経営の必要性を周知していくことが重要である。 

 
【事業内容】 

（１）経営発達支援事業を中心とする施策の普及 PR 

経営状況分析にあたり当所との信頼関係が不可欠であり、まずはより一層の信頼

関係構築のため経営発達支援事業を中心とした各施策の積極的な普及ＰＲに努め、

小規模事業者の経営状況分析を含む事業計画の策定と、それに基づく経営の必要性

について啓蒙していく。 

 

①巡回・窓口相談体制の強化 

  これまでも経営指導員を中心とした小規模事業者への巡回訪問はしているものの

経営分析にいたる小規模事業者件数も少なかった。 
今後も、巡回訪問や窓口相談者に対して経営分析・事業計画策定の必要性を繰り

返し周知していく。また、中小企業庁、中小企業基盤整備機構等が発行するチラシ

やパンフレットを利用し 1 件でも多くの事業所に経営状況分析から事業計画策定の

必要性を理解してもらい経営分析実施事業所を増やすことを目標とし、地域内の小

規模事業者の実態把握に努める。 
また、定例（月１回）の指導員連絡会議を実施し、情報の共有化、データベース

化を図り今後の経営指導の参考資料として活用する。 
 

②セミナー・個別相談会の開催 

   小規模事業者を対象としたセミナーにおいて、経営状況分析、事業計画策定の必

要性を説明していく。また、セミナー開催後には、具体的な取組に沿った個別相談

会を設け、経営分析を取入れやすい環境を整え経営分析実施事業所の増加を図る。 

 

③ホームページによる啓蒙（新規） 

当所ホームページにて経営発達支援事業のＰＲを実施し、経営状況分析を含む事 
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業計画の策定、それに基づく事業の推進が重要であることを周知する。 

また、経営分析、事業計画作成支援ツール等を掲載(リンク)し、小規模事業者が

その場で計画策定に取組むことができる内容とする。 

 
（２）経営課題意識調査の実施（新規） 

地域内の小規模事業者に対し、財務、税務、労務、取引、情報化等の現在抱える

経営課題についてアンケート調査を実施し、回答結果をもとに問題点を分析するこ

とで、対象者の掘り起こしに繋げる。また、その調査回答をふまえ、個社の経営分

析取組みに繋げるとともに、必要に応じたセミナーや個別相談会等を実施する。 
 
■調査対象  市内事業所各業種 (無作為抽出) 
■調査件数  300 件 (事業所) 
■調査方法  郵送によるアンケート記入依頼 

 
（３）経営分析シートの作成活用（新規） 

経営分析取組のきっかけを作るべく簡易な分析シートを作成し、巡回や窓口相談、

セミナー開催時に回答を依頼する。回答時には改善点を簡単にチェックすることに

より、更なる分析の必要性に気づいてもらい、その後のＳＷＯＴ分析の基礎資料と

し、企業の「強み」と「弱み」、「機会」と「脅威」、商品・サービス、保有技術

の「特色」・「強み」について分析する。 

 

■対象者    巡回指導事業所・窓口相談利用事業所、セミナー参加者等 
■情報収集方法 シート内容説明後、シート記入依頼及び聞取り 
■分析項目   経営目標、店舗や工場の稼働状況、雇用状況、立地環境、 

競合状況等、自社の「強み」と「弱み」、「機会」と「脅威」、 

商品・サービス・保有技術の「特色」・「強み」等 
■分析方法   当所経営指導員にて分析、回答  

専門性があるものについては専門家へ分析依頼 
 

（４）経営分析支援ツールの活用・専門家の派遣 

①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」の利用 

上記(3)の簡易シートによる分析取組事業所に対し、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」を利用して、過去3期程度の財務資料をもとに安全性、

収益性、効率性、生産性、成長性についての財務分析を行い、数値結果を説明し課

題の抽出と改善の方向性を検討する。 

また、必要に応じキャッシュフロー計算書や資金繰り表作成などを通じて、資金

繰り状況を分析する。 

 

②専門家派遣制度の活用 

昨今の専門性が高く、複雑化する経営課題には、富山県よろず支援拠点や新世紀

産業機構、地元金融機関、税理士等と連携。必要に応じエキスパートバンク、ミラ

サポ等専門家派遣制度を利用し、経営分析に取組み課題解決につなげる。 
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（５）分析結果の活用 

ＳＷＯＴ分析や財務分析の分析結果は、小規模事業者に提供・説明をし、自社の

状況を把握してもらい、改善点抽出のための資料として役立て、「強み」を活かし

た事業展開への指針としてもらう。また、その後の事業計画の策定支援をする際の

基礎資料として活用する。 

所内においては、収集データのデータベース化を図り情報を共有し、全指導員が

適時に個社の状況把握ができる体制を整える。また、類似の事業所指導における参

考資料として役立てる。 

 

【目 標】  

(1)～(5)の事業内容を踏まえ巡回、経営分析件数の 5 年計画を下記のとおりとする。 

年 度 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

(1)-②セミナー開催回数 

(参加人数)  

- 

(-) 

1回 

(10人) 

1回 

(10人) 

1回 

(15人) 

2回 

(30人) 

2回 

(40人) 

(3)簡易分析シートによる

分析件数 
- 40件 50件 60件 70件 80件 

 巡回指導  - 20件 25件 30件 30件 30件 

 窓口相談  - 15件 20件 20件 20件 20件 

 セミナー  -  5件  5件 10件 20件 30件 

(4)詳細分析件数 4件 20件 25件 30件 35件 40件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

従来の経営改善普及事業である、金融、税務、労務、各種共済制度に関る相談等

必要に応じた時の支援が中心で、事業計画策定まで至らないのが現状であり、真の

事業者の発達支援には結びついていない。 

会員事業者とは、長年のお付き合いもあり支援し易い環境にあるものの自らが進

んで経営計画を立て事業活動を行おうとする意識が低いため、経営支援を進める上

で事業計画策定までいかないことが日常となっており、強いては経営指導員の支援

力不足にも繋がっている。 

今後は、経営指導員のスキルアップに努め事業者が抱える経営課題の解決を図り、

自らのビジネスモデルを再構築する為にも一歩踏込んだ事業支援を提案していく取

組に転換していくことが課題である。 

 

 【事業内容】 

事業計画策定及び策定に取組む姿勢を持つことが自社の強み、弱みを知る機会と

なり、需要を見据えた経営改善に役立ち、顧客ニーズに対応した経営に結びつくこ

とをＰＲし事業者の意識改革に努めていく。 

また、各支援機関（金融機関、よろず支援拠点、行政、その他支援機関等）とも

連携を図り伴走型の指導・助言を行い小規模事業者の持続的発展を図る。 
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（１）事業計画策定への取組の重要性の周知及び取組事業者の発掘 

支援事業者の殆どが小規模事業者ということもあり、日々の業務に追われ計画書

は事業主の頭の中でその都度変化をしながら作られているのが現状で、当所として

も、積極的にアプローチをしてこなかった事もあり事業計画策定への意識は低い。 

今後は、経営分析シート策定取組み事業者等を参考に事業計画策定に意識が高い

事業者を選定し、巡回指導を重ねながら詳細な経営分析を経ての事業計画策定を行

う小規模事業者の掘り起こしを行う。 

最初は、当所が実施した各種調査、地域の経済状況の情報提供を行い、ＳＷＯＴ

分析等を取入れ自社の強み、弱み、取巻く環境を一緒に考える中、事業計画策定の

必要性を認識してもらい計画策定に結びつけていく。 

 

（２）事業計画策定支援 

事業計画策定支援は、補助金申請、融資関係書類作成時のみ行っていた。 

今後は巡回・窓口相談、セミナー開催において掘り起こしした事業者及び事業承継

に取り組む事業者に対し、事業計画策定支援を行い計画に沿った経営が実施出来る

まで支援、助言を行う。指導にあたっては、中小機構が提供している経営計画策定

アプリ「経営計画つくるくん」の活用も取入れ、経営計画作成が不慣れな小規模事

業者にも気軽に取組んで貰えるよう工夫する。 

また、必要に応じ各支援機関（エキスパートバンク、よろず支援拠点、金融機関

等）と連携し、専門家の指導も取入れ、効果的で実現可能な計画書の作成を目指す。 

更に事業計画策定支援に取組む事で、事業計画策定に関心が深まり、健全で持続

的発展を目指す事業者の意識向上が図られ、計画性のある創業と廃業の歯止めに繋

げ事業者数の増加を図る。 

 

（３）事業計画策定セミナーの開催 

現在は事業計画策定に特化したセミナーは実施していない。 

今後は小規模事業者に経営分析、事業計画策定といった計画経営の必要性を認識

してもらい、事業計画作成までのポイントを知ってもらう為、事業計画作成セミナ

ーを開催し、事業計画策定に取組む小規模事業者の掘り起こしを行う。同時に個別

相談会を開催し、より具体的に事業計画策定を支援する。 

 セミナー参加者に対し今後の取組についての意識調査をおこない、計画策定への 

フォローアップ支援に繋げる 

 

 【目 標】 

年 度 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定数 
（掘起し、経営分析支援事業者） 

4件 16件 20件 24件 28件 32件 

事業計画策定セミナー 

開催回数 
1回 １回 １回 １回 １回 １回 

 参加者数 - 10人 10人 15人 15人 15人 

 個別相談者数 - 2人 2人 3人 3人 3人 
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（４）創業者支援 

小規模事業者の創業時においては、明確な経営理念やターゲットの絞込みなど、

詳細な計画は無くもっぱら開業資金に関する相談が多い。そして中長期的な見通し

が無いまま創業に至っているのが現状である。今後は、持続的発展を視野に県、市、

金融機関、各支援機関との連携の下、創業セミナー、相談会を開催し創業者の掘り

起こしを行うと共に、伴走型支援により創業時、創業後を考えた事業計画策定のフ

ォローアップを実施する。 

また、魚津市は創業支援事業計画の国の

認定を受けたことにより、現在各支援機関

とのネットワーク体制が構築されており、

創業支援事業者連絡会議（年２回）を開催。

創業支援事業者が一体となり、創業者支援

をサポートする。 

 

 

 

【目 標】 

年  度 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

創業セミナー開催回数 

(参加人数) 

1回 

(10人) 

2回 

(15人) 

2回 

(20人) 

2回 

(20人) 

2回 

(20人) 

2回 

(20人) 

創業計画策定数 5件 10件 15件 15件 15件 15件 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 【現状と課題】 

事業計画の遂行においては、小規模事業者自らが危機意識を持ち取組むのが基本

ではあるが、事業を実施していく過程で障害が出た時に計画を断念する事があり絵

に描いた餅で終わってしまう事が多々あります。今後は問題が発生した時に適切な

アドバイスをし、事業計画が持続できる支援体制の整備が必要である。 

 

 【事業内容】 

日々変化する経済情勢を的確に捉え、事業計画がスムーズに実行できるよう経営

指導員が定期的に巡回し伴走型支援を展開する。同時に経営指導員のスキルアップ

を図ることにより迅速な対応に心がける。また支援上高度で専門的知識が必要な場

合は専門家派遣を活用し、事業計画の遂行をサポートする。 

 

（１）巡回・窓口指導によるフォローアップ支援 

事業計画策定後は、四半期に一回、巡回・窓口指導により進捗状況の確認とＰＤ

ＣＡを取り入れた支援を繰り返し実施、事業計画の確実な実行と向上を図る。 

創業・事業承継者については、開業当初・承継当初には緊密に巡回指導を実施し

経営の安定化を図るためスムーズに事業計画を遂行できるよう支援を行う。 
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また、経営指導員による情報の共有を図り適切なフォローアップ支援が行えるよ

う定期的に検討会議を行う。（月１回） 

 

（２）支援機関との連携・専門家派遣・個別相談会の活用 

①事業計画の実行に際し、専門的課題や問題点に直面した時、各支援機関と連携を

取り事業者に適切な支援が行えるよう体制を整える。内容によっては、専門家派

遣事業（中小企業基盤整備機構、エキスパートバンク、よろず支援拠点、ミラサ

ポ）等を活用し迅速で的確な支援を行う。 

 

②当所にて事業計画策定を実施した事業者に対し経営指導員が、巡回し個別相談に

応じるほか、当所において定期的に開催している専門家による相談会（日本政策

金融公庫による融資相談、よろず支援拠点サテライト相談室、発明協会による知

的財産相談窓口）の利用促進を行い充実した支援に取組む。 

 

（３）各種情報提供および補助金制度の申請支援 

毎月１回（年 12回）発行の会報及び当所ＨＰを活用し、当所や各支援機関が実施

する地域経済の動向調査（景況、消費動向、業界動向調査等）結果や経営セミナー、

各種相談会開催案内、新規支援策の情報提供を行う。 

また、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、とやま中小企業チャレン

ジファンド事業、市創業、開業助成金等の制度ＰＲも行い事業計画書の作成機会を

つくり事業の持続的発展のために有効であることを広く啓蒙していく。 

 

【目 標】 

年 度 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

フォローアップ延べ件数 
（事業計画・創業計画策定支援

事業者に対し年４回） 

36件 104件 140件 156件 172件 188件 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

   小規模事業者の持続的発展のため、消費者意識の変化や購入状況を把握すること

は、重要な課題であり従来からの「良いものを作れば売れる」といった時代から「顧

客が望むものを作る」といった、プロダクトアウトからマーケットインへの転換を

図る企業も増えてきている。一方企業が積み重ねてきた技術力や研究により、新商

品や新サービスが開発されヒットする場合もある。プロダクトアウトの精神を大切

に２つがうまくマッチングできるよう助言・情報の提供を行っていく必要がある。 
   しかしこれまで、当所では需要動向調査は実施しておらず、より具体的な需要動

向を踏まえた商品開発などの助言・情報提供が出来ていない。 
そこで需要動向調査を実施することで、課題の抽出や指導の基礎資料化を図り、

そうした情報を、分析し小規模事業者へ提供することで、今後の商品開発や販路開

拓等に繋げていきたい。 
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【事業内容】 

  事業計画策定の支援を行った中で調査希望のある事業者のうち、販売する商品・

サービスに対し、需要動向に関する情報の収集・分析を行うことにより買い手のニ

ーズを踏まえた新商品の開発や新たな販路開拓を図り売上増加に繋げる。 

 

（１）個社商品・サービス需要、及び業界動向に関する情報収集（新規） 

小規模事業者の新商品や既存商品、サービスについて、各場面に応じたアンケー

ト調査を実施する。 
調査案件は事前に小規模事業者と検討し、下記内容にて実施し、消費者目線で回

答頂くことにより販売開拓など今後の戦略の方向性を決める一つの指針とする。 
 

①物産展等、各種イベント会場にての調査 ( B to C) 

項 目 内  容 

目  的 

・個別案件についての広域的な需要者動向を分析することにより、

問題点の改善、商品・サービスの魅力向上を図り、売上向上に  

繋げる。 
・小規模事業者の新たな販路開拓や新商品開発に反映し、持続的 

発展に向けた有益な情報の収集、提供。 

調査手段 
調査枚数 

・魚津の朝市（毎月第 2、第 4 日曜日に開催）、魚津産業フェア   

まるまる魚津（10 月第 3 土日に開催）等、各種イベント会場に

て、当所職員と事業者にて来場者へのアンケート又はヒアリング

調査を実施する。 
・アンケートの枚数や試食・試用のサンプル数は、100 名程度を   

予定。 

調査内容 

（例）オリジナル T シャツの製造・販売業 
・回答者の性別、年齢層、職業 
・価格・品質感・デザイン・包装(デザイン等)・商品記載情報量 
・オリジナルＴシャツを作ってみたいと思う場面等 
・記載の項目以外についても事業者と相談の上検討を行う。 

活用方法 
・効果 

・回収したアンケートは集計、分析し事業者に提供すると共に、今

後の新商品・新サービスの開発の資料とする。 
・個社の商品やサービスに対する消費者ニーズを的確に把握するこ

とで商品改良、サービス向上に繋げることが出来、事業計画の策

定や新たな需要の開拓につなげることが出来る。 
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②店頭での調査 ( B to C ) 

項  目 内  容 

目  的 ・より身近な顧客の意見を分析することにより、問題点の改善、  

商品・サービスの魅力向上を図り、売上向上に繋げる。 

調査手段 
調査枚数 

・来店者及び対象商品使用者(既存顧客)に対しアンケート又は  

ヒアリングにて調査を実施する。 
・必要に応じモニター調査を実施する。 
・100 枚程度の回収を目標とする。  

調査内容 

（例）飲食店の場合 
・回答者の性別、年齢層、職業等 
・味・価格感・接客態度・店舗の印象・メニュー(品数、要望等) 
・改善点(記述式)・来店満足度、 
・記載の項目以外についても事業者と相談の上検討を行う。 

活用方法 
・効果 

・回収したアンケートは集計、分析し事業者に提供すると共に、  

商品力、サービス内容の向上、問題点改善に役立てる。 
・既存の顧客ニーズを把握することで問題点を確認すると共に、 

商品力・サービス内容の向上を図り、売上と利益の確保に繋げ 

経営の改善を図る。 
 

③バイヤーアンケート ( B to B ) 

項  目 内  容 

目  的 ・同種商品等に精通しているバイヤーの意見を分析することによ

り、商品・サービスの魅力向上を図り、新たな販路を模索する。 

調査手段 
調査枚数 

・日本商工会議所が企画する共同展示商談会「feel NIPPON」等に

参加し、来場者(バイヤー)にアンケート又はヒアリングにて調査

を実施する。 
・50 枚程度の回収を目標とする。 

調査内容 

（例）海産物加工・販売業者の場合 
・価格・味・容量・包装(デザイン等)・商品記載情報量 
・商談においての重視点等・事業者名・氏名 
・記載の項目以外についても事業者と相談の上検討を行う。 

活用方法 
・効果 

・回収したアンケートは集計、分析し事業者に提供すると共に、  

商品力、サービス内容の向上、問題点改善に役立てる。 
・全国展開を見据えた販路開拓の機会としても最適であり、事業者

の意識改革にも役立つ。 
 

※原則、各支援事業者について①～③のすべてを実施する。 
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（２）小規模事業者への情報提供 

上記(1)において実施した調査結果は、集計・整理・分析し、各々の事業所にデー

タ提供し経営発達支援に役立たせる他、所内においては、収集データのデータベー

ス化を図り情報を共有し、全指導員が適時に的確な指導ができる体制を整える。 
 
【目 標】 

年 度 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

需要動向調査 

個社支援数 
0社 4社 4社 6社 6社 6社 

 
 
６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 【現状と課題】 

   小規模事業者が直面する需要開拓は、事業を継続的に発展させていく為、取組ま

なければならない最大の課題である。地区内を商圏とする大半の小規模事業者は従

来の業態・販売形態を変えておらず、発想の転換や、顧客ニーズの多様化への対応

ができておらず、人口の減少や大型店の出店等、厳しい現状となっている。 

   また、販路拡大に繋がる多種多様なイベントが各地で開催されているが、情報量

の不足や人手の問題、資金、時間に余裕がなく、有効活用されていない。その他イ

ンターネットを使った広報や販路開拓にもばらつきがあり、対応が遅れている事業

所も多く、それらを補う支援が必要である。 

 

 【事業内容】 

小規模事業者に県内外で開催する物産展、フェアへの参加提案を実施し、商品・

サービスのＰＲ等を行い、域内消費の掘り起しによる売上増加を図る。 

   また、事業者の生産能力等も考慮しながら、全国展開可能な事業所には大都市圏

等で開催されるビジネス商談会・展示会等の場への積極的参加を促し、ビジネス機

会を創出、新たな販路開拓を図り売上増加に繋げる。 

   その他、当所広報誌、インターネット、ラジオ等によるＰＲで知名度アップ（企

業、商品、サービス等に関する情報）を図り、新たな需要開拓を支援する。 

 

  ※事業計画策定の支援を行った事業者には上記の件について、強く参加を促し出展

支援を実施する。 

 

（１） 販路開拓の支援 

① 商品特性の明確化及び観光・物産フェア、展示会・商談会への出展支援 

小規模事業者の売上拡大を図るには、自社が取り扱う商品やサービスについての

特性や販売方法の明確化を図る必要があることから、自社商品の製造を手掛ける小

規模事業者を対象に、商品やサービスの特性、販売先、販売方法（ツール）、の現状

分析及び明確化を必要に応じ専門家を交え検討、新商品開発、ニーズに適合した商

品の改良等に取り組み、県内外の新たな需要の開拓を図るべく物産フェアや展示会、

商談会への参加支援を行う。 

 



23 
 

 

特に北陸新幹線の開業にあたり大都市圏への販路の開拓と、商品（既存・新商品）

ＰＲによる認知度アップ等売上げの向上に繋がるビジネスチャンスと捉え、新たな

需要の拡大に向けた支援強化を行なう。 

 

( B to C ) 

出展イベント 

・富山県アンテナショップ有楽町いきいき富山館 

・ふるさと祭り東京 

・飛騨高山味祭り 

・魚津産業フェア 

・東京中板橋まつり 

支援内容 

①出展前は、展示会の情報を提供、主旨を理解し、商品選択や

陳列方法、販売方法、コンセプトの明確化を指導員が個別相

談 にて対応、一緒になって出展計画を立案、支援を行なう。

必要があれば専門家派遣（ミラサポ・よろず支援拠点・エキ

スパートバンク）を活用し、問題解決を図る。 

又、従業員教育セミナー・ポップチラシ作成セミナーを開催

し、販売力向上に繋げる。 

②出展中は、会場に出向き出展商品販売補助や来場者アンケー

ト用紙聞き取り調査補助を実施し支援する。 

③出展後は、来場者アンケート結果の活用分析・整理を行ない、

専門家を交え現状を把握し、今後の販売戦略等に繋がる支援

を行なう。 

 

( B to B ) 

出展イベント 

・日本商工会議所 共同展示商談会「feel NIPPON」 

・富山県ものづくり商談会ＩＮ東京 

・富山県ものづくり総合見本市 

支援内容 

①出展前は、商談会の情報を提供、商品の特徴や魅力を分析し

商品選択や商品ＰＲ方法の検討など指導員が一緒になって考

え、事前準備を支援する。必要があれば専門家を交え実施。

より良いプレゼン手法の支援の観点からプレゼンセミナーの

開催や商談会の進行等に最適な商談会シートの作成セミナー

を開催し、商談成立に向けての支援を行う。 

②出展中は、一緒に会場に行き、商品説明補助やバイヤーアン

ケートの聞き取り調査、用紙の回収補助を支援する。 

③出展後は、商談先・商談内容の整理、バイヤーアンケート結

果の活用分析・整理を行ない、専門家を交え検討。今後のア

プローチ方法や販売戦略等に繋がる支援を一緒になって支援

する。 
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※各種展示会等への参加時には、富山県新世紀産業機構の商圏情報システムを活用

し商圏情報を収集し出展者へ情報提供をするとともに、市のビジネスフェア出展

助成金(限度額 5 万円)等を活用することにより、出展企業の経費軽減についても

支援する。 

 

②とやまビジネスドラフトへのエントリー推進 ( B to B ) 

富山商工会議所が中心となり県下８商工会議所が参加、スタートした事業で地域

内の全業種を対象に広く参加事業所を募集、ビジネスマッチングの場を提供するこ

とを目的に現在も継続している。 

「とやまビジネスドラフト」は、新たなビジネスパートナーと出会える完全事前

予約型の商談会。富山市内で会場を設定、３日間にわたり商談会を実施。最大で１

０件のビジネスマッチングが可能。取引き担当者との直接対話や、効率よく効果的

な営業活動が可能、幅広い業種の情報も得られ有効である。この商談会を活かす支

援として、エントリー前にはエントリー目的や目標、コンセプトの明確化、商品の

魅力やこだわりを整理。エントリーに際しての諸手続きやプレゼン手法を支援し積

極的な参加に繋げる。 

平成 22年度より富山県商工会連合会、石川県、福井県の商工会議所、商工会とも

連携し県境を越えた取組もおこなっており、平成 25年度からは北陸新幹線開業を見

据え、新潟、長野、岐阜県内の商工会議所、商工会へとエリア拡大を図り、新たな

需要拡大に努めている。 

同時に参加企業による「ビジネス交流会」も開催しており自社の新商品、新サー

ビスの自己ＰＲと情報交換の場としても有効で販路開拓の機会として参加企業の拡

大を図っていく。 

 

（２）当所の広報媒体で小規模事業者をＰＲ 

   当所は平成 22年 4月に新ビルに移転、テナントに地元ケーブルテレビ（NICE TV）、

コミュニティラジオのサテライトスタジオ、地元テレビ局の魚津支社 2社が入居し

ており当所では、新川コミュニティ放送のラジオ番組「元気で笑顔！魚津商工会議

所からのお知らせ」、ＮＩＣＥ ＴＶの番組「おしごと中おじゃまします＆温故知新」

に定例で出演。イベント情報や各種施策・制度紹介を行っている他、小規模事業者

に出演してもらい、企業ＰＲに利用頂いている。その他、毎月 1回発行する当所会

報誌にて、会員事業所の紹介コーナーを設け事業所ＰＲを実施する等、プロモーシ

ョンの場を創出することにより新たな需要開拓の支援に繋げている。 

   また、情報化時代に即応できる企業体質を築くため、ホームページ、ソーシャル

メディア等のＩＴ活用、販路開拓に向けたセミナーや相談会を関係機関と連携を図

り開催し、市のインターネットモール出店助成金(限度額 20 万円)や、販路拡大助

成金(ホームページ作成費用、限度額 5万円)の有効活用を図り販路拡大に繋げる。 
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【目 標】 

年 度 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

県内外開催の物産フ

ェアの出展支援件数 

（売上の伸び率）※ 

 5件 

  (0%) 

8件 

(1%) 

8件 

(1%) 

10件 

(1%) 

10件 

(1%) 

12件 

(1%) 

県内外開催の展示・商

談会の出展支援件数 
 3件 5件 5件 8件 8件 10件 

 

 

商談件数 15 25 25 40 40 50 

成立件数 2 3 3 5 5 5 

売上の伸び率※ 0% 3% 3% 3% 3% 3% 

ビジネスドラフト 

の参加支援件数 
4件 8件 8件 12件 12件 15件 

 

商談件数 12 24 24 36 36 45 

成立件数  2  3  3  4  4  4 

売上の伸び率※ 0% 3% 3% 3% 3% 3% 

小規模事業者 

ＰＲ支援件数 

（会報掲載回数） 

 4件 

 (4) 

4件 

(4) 

4件 

(4) 

6件 

(6) 

6件 

(6) 

6件 

(6) 

   

※売上伸び率については、物産フェア出展事業者すべてが、売上前年対比１％増 

展示・商談会出展事業者は商談成立事業者の売上前年対比３％増を目標とする。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域活性化事業 

【現状と課題】 

当市は標高 2,415m の毛勝三山から雪解け水が川を伝って平野を潤し、富山湾へ 

と流れ込む水循環がもたらす名水の里で、生産される農産物、水産物は上質な特産

資源として地域経済の活性化を担っている。 

また、当市は南北朝時代より城が築かれ、松倉金山からの金の産出もあり幾度も  

戦の舞台になるなど歴史深い町でもあり、明治初期には一時期県庁が置かれるなど

県東部の経済文化の中心地として繁栄していた。 

近年は、少子高齢化による人口減少や廃業・移転等による事業者数の減少など厳

しさを増している中、平成 27 年 3 月 14 日北陸新幹線が開業し、関東圏がより身近

なものとなり観光客も増加している。これを機にさらなる観光課客の増加を図るた

め、日本海の幸を中心に、観光施設の整備、「おもてなし」の向上に努め呼込みを図

っていくことが重要であり、地域活性化を目的に以下の事業を実施支援する。  
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【事業の取組】 

  今後は、多様な関係機関と地域活性化の方向性を検討し、にぎわいの創出、地域

ブランド化に資する事業展開を図る。事業実施に際しての企画・運営・結果検証は 

事業毎の連携機関と関係者で組織する実行委員会（随時開催）において協議を行い、

関係者間での意識の共有を図る。地域活性化を目的に当所が主催・共催支援し実施

する事業は以下の通りである。 

 

（１）参加型イベントによる交流人口の拡大支援（にぎわい創出） 

①よっしゃ来い!! CHOUROKUまつり 

人口減少、少子高齢化、地域経済の縮小等課題が満載の中、北陸新幹線開業に向

けた交流人口の増加を図るべく 2013 年 5 月に「第 1 回よっしゃ来い！CHOUROKU ま

つり」が開催され今年で 5 回目となる。当市の伝統芸能蝶六踊りをよさこい風にア

レンジしたもので、年々参加チームも増加、踊りにもさらにアレンジが加えられ、

見物客も増加、魚津の一大祭りに成長している。また、同時に祭りを盛り上げる企

画として屋外テントによる出店も大人気で、県内外の特産品、郷土料理の出店等、

食に関する企画も好評。市内の若手経営者団体を中心に小中学校、ダンススクール

等市民参加型のイベントに成長、全国の地方新聞社と共同通信社が設けた「地域再

生大賞」を受賞する等、幅広い意識の共有が図られている。 

 

●連携機関････魚津市、当所青年部・女性会、新川青年会議所 

 

②魚津 deバル街 

当所では、市、市観光協会と共同で、県東部でも有数の飲食 

店数を有する当市の内部環境を生かし、市内の飲食店を舞台に 

食べ歩き、飲み歩き、街歩きの楽しさを通じて、市のＰＲと新 

規顧客の拡大を図ろうとバル事業を実施している。 

回を重ねる度にバルメニューに工夫が見られお店の活性化も 

図られており、更なる参加店への来客数の増加と交流人口の増 

加を図る為の新商品開発、専門家による店舗診断なども活用し 

個者支援を行う事で継続的発展に繋げる。 

 

●連携機関････魚津市、魚津市観光協会、魚津飲食業組合、 

魚津市ホテル旅館組合、魚津市タクシー協会 

 

③ スポーツイベントの開催 

■しんきろうマラソン 

昭和 56年より「健康魚津蜃気楼ロードレース」が開始され、その後「魚津しんき

ろうマラソン」と名称が変わり魚津市の春の行事として定着、全国から参加者が

5,000人を超える大規模な大会に成長した。 

今後は、参加者はもちろん見学者にも街歩きで 1 日楽しんでもらえるようスポー

ツ関係者だけでなく商店街、観光施設、観光ボランティア等と連携を密にし参加者

及び観光客の増加に努める。 
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■全日本大学女子野球選手権大会 

昭和 62年に「第一回全国大学女子軟式野球大会」が洗足学園魚津短大女子野球部

の創設がきっかけとなり誕生、平成 14年に当大学は閉学したが、実行委員会が中心

となり地域の協力を得て現在も継続開催されている。本年度は全国より 25 校 22 チ

ームが参加し熱戦を繰り広げられた。 

全国大学女子野球の聖地として、昨年度 30回の記念大会を開催するほどの全国的

イベントであり、北陸新幹線開業を機により一層のＰＲ展開と、地元ならではの「お

もてなし」（例：地元の採れたて果物の無料提供、応援団の結成、観客動員等）の実

施により大会の充実を図り、交流人口の増加、学生のＵＩＪターンにも繋がる支援

をしていく。 

   ●連携機関････魚津市、魚津市体育協会 

 

（２）地域資源を活用した特産品・観光コースの開発支援（地域のブランド化） 

①魚津ブランドの確立（新規） 

地元特産品、地域資源を活用した商品、サービスの開発に取り組み首都圏を中心

に広く全国展開を図る小規模事業者に対し販路開拓支援を行う。 
ついては地元出身者が役員を勤める東京都中板橋商店街が平成２８年度に取組ん

だ空き店舗事業において魚津の食材を使った魚津の郷土料理店「うおづや」を新規 
オープンしており、今後は新メニュー等の開発を通して食材取引の拡大にも結びつ

くよう個社の支援を行い業者間の情報収集及び提供を行っていく。同時に、中板橋

商店街で開催されているイベント「桜まつり」にも参加し地場産品の即売や観光Ｐ

Ｒを実施、首都圏でのアンテナショップとして魚津ブランドのＰＲ拡大に努め、小

売業・卸売業を中心に、商品取引等の新たな需要の開拓に取組む。 
●魚津市、魚津市観光協会との情報交換（随時） 

 

② 魚津三大奇観、観光まつり 

魚津埋没林博物館、魚津水族館を拠点とした魚津三大奇観（蜃気楼、ほたるいか、

埋没林）のＰＲ強化に取組む。蜃気楼は全国的にも大変珍しい自然現象で、春の風

物詩となっており、ほたるいかは大変希少価値の高い、全国的にもよく知られた海

産物で、埋没林は国の特別天然記念物に指定されており、地球の環境の変化を現在

に伝える貴重な証拠として保存、展示されている。また、８月に行われるじゃんと

こい魚津まつりは３日間で約９万人の見物客で賑わい、特に「たてもん」は「山・

鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産に認定登録されたことに伴い、海外、県外

からの観光客が見込める。こうした貴重な観光資源の積極的活用を図り新観光サー

ビスの開発支援に繋げる。 

●魚津水族館、魚津埋没林博物館との情報交換（随時） 

●三大奇観をテーマにした講演会の開催（市、観光協会と連携） 

●県外物産展でのポスター展示やパンフレットの配布 

   
▲蜃気楼          ▲ほたるいか        ▲たてもん 
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③特産品を活用したおもてなし料理の開発 

当市は、自然環境に恵まれた地域ということもあり「海･山･野」の幸が豊富で上

質な食材が身近に存在し若手、特に「魚津三太郎塾」の塾生を中心に魚津の特産品

を使ったおもてなし料理の開発が活発化している。古くから漁師飯として食べられ

ていた、魚津港で水揚げされる「バイ貝」を炊き込んだ「魚津のバイ飯」や長崎郷 

土料理の一品でもある「ハトシ」を魚津風にアレンジした甘海老と魚のすり身を混

ぜ味付けした具材を食パンに挟み油で揚げた「魚津ハトシ」を開発、魚津の新名物

料理として定着を図っている。 

また、魚津のりんご、梨、ぶどうと言った果物やそれを使ったお菓子や地元名産

の蒲鉾をアレンジした食べ物の開発も積極的に行われている。今後は、「栄養価」や

「旨み」のデータ化の為大学等研究機関とのパイプ役や販売促進に関する支援の強

化に努める。 

●魚津三太郎塾（産・学・官・金連携事業）での情報交換 

●専門家派遣の活用推進 

●よろず支援拠点にいかわサテライト（当所にて毎月１回開催）の活用推進 

●県総合デザインセンターの出張相談（市内県庁舎にて毎月１回開催）の活用 

●当所主催の産業フェアを始め県内外のビジネスフェアへの出展支援 

  （市のビジネスフェア等出展助成金の申請支援） 

 

    
▲  バイ飯          ▲加積りんごパイ        ▲魚津ハトシ  

 

④魚津の水循環遺産めぐり 

魚津の地形の特徴として、最高峰の毛勝三山（2,415m）から富山湾までわずか 20

数ｋｍの距離といった平地から山間地が近いく急勾配の地形で、雪解け水や地下水

が河川を伝い台地に恵みをもたらしよ

どむことなく海へ流れ込むといった一

つの水循環が形成されております。 

また、海中では、海底が急勾配とな

って 1,000mの深海へと続き魚の宝庫

となっている。全ての地域資源の源で

ある「自然」「建築物」「特産品」を水

循環遺産に認定しそれらを訪ね回るコ

ースを設定、一つのテーマから生まれ

た新しい観光事業として関係機関と連

携しＰＲ強化に取組み、「魚津の名水」

として地域のブランド化を図る。 
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⑤台湾インバウンド推進事業との連携（新規） 

市内にて観光土産品販売、飲食店を営む小規模事業者に対し平成 28年度より市が

実施している台湾インバウンド推進事業と連携をとりインバウンド向け商品の開

発、受入れ体制の整備（パンフレット・メニュー等の外国語表記、外国語ホームペ

ージ、クレジットカード対応機器の設置、従業員の語学研修等）について専門家に

よるセミナーの開催・個別相談、インバウンド向け融資等、支援対策の強化を図っ

ていく。 

また、需要動向調査の結果や訪日外国人観光客の消費ニーズ情報等を提供し、需

要拡大に努める。 

●魚津市、魚津市観光協会、魚津飲食業組合、魚津市ホテル旅館組合、 

 魚津市商店街連盟との情報交換（随時） 

 

⑥産業観光の推進 

ものづくり県富山において魚津市も歴史と伝統に受継がれた工芸品・工業製品特

産品・先進技術を取入れた産業など興味深く、モノづくりの心に触れることができ

る企業・施設があり、新たな観光コースとして整備していく。現在は県商工会議所

連合会で発行した「富山産業観光図鑑」を観光客や事業者中心に配布、県外からの

視察や観光客の誘客に取組んでいる。 

 

（３）商店街の活性化支援 

中央通り、新宿、銀座通り、文化町の 4つの商店街が中心商店街を形成している。 

全体として施設の老朽化、後継者難、郊外型大型商業施設の出店等により空き店舗

の増加が進み、商店街もシャッター通り化し賑わいが無い。長年に亘り商店街と活 

性化の取組について協議を重ね空き店舗を利用した、チャレンジショップや新規開

業助成制度の創設・充実を図ってきたが、効果的な結果が得られず現在も店舗、客

数共に減少を続けている。 

そこで平成 27年 4月に中央通り商店街において商店街の在り方を見直すまちづく

り協議会を商店街と市、当所で設立。今後も活性化に向けての取組を行っていく。 

 

①中央通りまちづくり協議会との連携強化 

商店街の魅力や集客力の向上を目的とし、協議会（年 6 回開催予定）での意見交

換・情報提供を行う。商店街が自ら考える活性化プランの作成・実現に向け助言を

行い、必要に応じて関係機関や専門家を招いてセミナーや相談会を開催する。 

また、がんばる商店街支援事業補助金の活用推進等県、市とも連携を図り商店街

の賑わい創出に繋げる。更に店舗の品揃えやレイアウト、ディスプレイ、販売促進

等に関し消費動向調査、業界情報等活用し個社支援を実施する。 

 

②商店街イベントの開催支援 

商店街の賑わい創出を図り、店舗の売上の増加に繋げる為、年末年始大売り出し、

夜店まつり、ハロウィン等既存イベントの開催支援や新たなイベントの実施（空き

店舗を利用した魚津の食や工芸品の実演販売、体験教室の開催等）支援を行う。 

   マスメディアへの情報の提供等ＰＲの強化を図り集客力の向上に繋げる。 
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③ ハード・ソフト面での調査・提案 

中央通りまちづくり協議会の発足を機に、老朽化したアーケードの撤去やトイ

レ・駐車場の整備、空き店舗の活用、サービスの向上等総合的に調査を実施、課題

抽出・解決策の提案を行っていく。昨年度は当所のインターンシップ事業を活用し、

神奈川大学建築学科の大学院生 12名が実際に商店街の店主、従業員、住民の方々に

直接ヒアリングや店舗の内外を実測し、若者の目からみた商店街の活性化策の提言

を受けた。その調査結果等を参考に課題を把握し解決策を検討、事業承継、空き店

舗対策等に努め、魅力ある商店街づくりに繋げる。 

また、昨年に続き本年 8 月には東洋大学経済学部の学生 9 名が地域資源や公共施

設などを活用した「地域の活性化対策」「新たなサービス」「定住促進(小売有人口拡

大)」をテーマに魚津の魅力について市内各所にて調査を実施し、地元の若者とワー

クショップを行い人口減少、観光資源、企業誘致、遊休資産(空き店舗含む)の活用

について現状と課題、魅力アップの方法等について議論し、都会に住む若者の魚津

市(商店街含む)に対する率直な意見を聞く機会を創出している。今後も引続き両大

学と連携を取り商店街の活性化に若者の意見を反映させた取組を行う。 

 

 

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 

小規模事業者の持続的発達を円滑に進める為、他の支援機関との連携強化を図り

新たな需要の開拓と経営課題の解決に取組んで行く。 

 

（１）市の担当課との連携 

担当課である商工観光課職員との連携会議を年 4 回開催し、小規模事業者の支援

制度の新設や充実を図る。また事業者ニーズを把握するため、市職員と同行巡回を

実施、生の声を支援に反映させる。 

 

（２）富山県商工会議所経営指導員協議会での情報交換 

富山県下 8 商工会議所の中小企業相談所の管理者が役員を努め、各商工会議所の

現状、地域経済状況等情報交換を行うと共に、経営指導員等の資質の向上を目的と

した研修・視察等を企画する。また、年１回、県・県信用保証協会・日本政策金融

公庫との連絡会議を開催し、各支援制度の活用、効果的な経営改善普及事業につい

て意見交換を行い今後の支援活動に繋げている。 

 

（３）富山県よろず支援拠点（にいかわサテライト）との連携（新規） 

平成 28年度より富山県よろず支援拠点事業のにいかわサテライトを当所に開設、

毎月１回の相談を受け付ける。また利用促進を図るため会報、ＨＰへの掲載、会議

等でのＰＲ強化を図る。 

 

（４）北陸職業能力開発大学校との連携 

当市には、高度なテクニシャン・エンジニアの育成と生産技術や生産管理部門の

リーダーの育成を行う北陸職業能力開発大学校があり地元産業界と深く関わってい

る。在職者の職業訓練や技術相談、職業能力セミナー等連携を図り個社支援に繋げ 
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る。また、新川地区（3 市 4 町 1 村）の企業と行政、商工会議所が大学校と連携し

た北陸職業能力開発大学校新川地区振興会が組織されており、年３回（会議２回視

察１回）大学校との情報交換を行い、学生の就職支援（若者定住）企業の人材確保、

従業員のスキルアップを図る。 

 

（５）日本政策金融公庫及び地元金融機関との連携 

日本政策金融公庫富山支店（国民生活事業）とは「マル経融資」「セーフティーネ

ット貸付」「企業活力強化貸付」など、小規模事業者の実状に合った金融支援を実施、

また月１回の定例相談会時に融資担当者と定期的に情報交換を行っている。地元金

融機関においては、事業資金はもちろん経営計画策定、販路拡大、各種セミナーの

共同開催等、小規模事業者が抱える諸問題に対し連携支援を実施している。 

 

（６）魚津市創業事業者支援会議の開催【新規】 

市が創業支援事業計画の国の認定を受けたことにより、創業者への創業計画、資

金調達、技術指導等、今後各支援機関（行政、金融機関、税理士、大学等）との「魚

津市創業事業者支援会議」の開催を実施し創業支援強化に努める。 

会議は年間 4 回を予定し創業・第二創業支援、創業スクールの開催等情報交換を

おこない連携強化を図る 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）外部研修会への参加 

経営指導員の資質向上を図る為の研修として、日本商工会議所、富山県経営指導

員協議会、中小企業基盤整備機構が主催する資質向上研修会に積極的に参加する。 

 

①富山県、富山県経営指導員協議会主催研修会及び視察 

     職員の経営力向上を図る上で身近な研修で、内容は指導員協議会の役員会にて

検討された時宜にあった内容となっており、経営指導員に限らず一般職員の積極

的参加を図る。 

 

②中小企業大学校研修 

     経営支援の基礎知識から経営革新計画、事業承継、地域ブランド、経営分析、

資金計画、地域活性化、税務・財務等といった専門的分野に特化したテーマにお

いても重点的に研修することができ職員の能力アップを図ることができる。 

 

③日本商工会議所、中部経済産業局、中小企業基盤整備機構、富山労働局等による 

研修及び説明会 

    最新の国の施策や補助金制度等の把握に努め経営指導員等の支援力の向上を

図るとともに、事業者への的確なフォローアップに繋げる。 

 

④その他支援機関が主催する研修会 

 市内の金融機関、会計事務所等が実施する事業計画、資金計画、創業支援、

事業承継等セミナーに積極的に参加。実務的なノウハウの習得と他の支援機関

とのネットワークを広め連携の強化に繋げる。 
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（２）内部研修会の開催 

経営指導員、補助員にて現在実施している支援事業の情報共有と、収集した各種

アンケート結果の分析を行い今後の支援方法について協議を行う。会議の内容は記

録・蓄積し、今後の支援に役立てる。（月１回開催） 

また、マル経融資の現地調査、推薦書の作成、経営分析、事業計画書作成等先輩

経営指導員の巡回・窓口相談に随行・同席し支援ノウハウを習得するなど支援能力

の均一化を図る。更に、金融、税務、労務、新たな支援制度、一般職が行う会員共

済制度、イベントなどテーマと発表者を決め職員全体の研修を行い、情報の共有と

自己研鑽に励む機会を創出し、職員全員のスキルアップを図り支援力向上に繋げる。

研修会は業務終了後年４回開催する。 

 

（３）専門家との連携 

専門家派遣時の相談には経営指導員は必ず同行することとし、支援ノウハウを習

得する絶好のＯＪＴと位置づけ、資質の向上に役立てる。また支援後は経営指導員

にて情報共有を図り支援力の均一化とスキルアップに繋げる。また、日本商工会議

所の経営指導員等ＷＥＢ研修の受講により、経営指導に必要なスキルの習得を図る。 

 

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．事業の実施状況について内部（専務理事、事務局長、中小企業相談所職員）に

て検討会議を年４回行い進行状況や改善点について協議をする。中小企業診断士、

税理士等の外部有識者を交え年２回事業の実施状況、検討会議での分析結果の検

証を行う。 

２．検討した見直し（案）については、正副会頭会議へ提出し、承認を受ける。 

３．事業の実施状況の成果・評価・見直し（案）を常議員会で報告、承認を受ける。 

４．事業の実施状況の成果・評価の結果を当所ホームページで公表する。 
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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 29年 4月現在） 

（１）組織体制 

  当商工会議所の職員体制 

   

所 属 役職名 氏 名 

 事務局長 長沼 潔 

 総務係長 石原清春 

総 務 課 主事 寺口智之 

 主事 丹保昌美 

 主事 竹内友美 

 主事 澤田和宏 

 中小企業相談所長（経営指導員） 大崎敏治 

 指導課長（経営指導員） 宮坂康典 

中小企業相談所 指導業務係長（経営指導員） 石崎茂晴 

 指導経理係長（補助員） 本城泰子 

 経営指導員 高野 剛 

 主事（補助員） 森 伸介 

 

  当所の職員体制は上記の通りである。 

  経営発達支援計画の運営にあたっては、中小企業相談所の経営指導員等を中心に業

務の遂行にあたることとする。事業の実施にあたっては、全職員が協力体制を取り実

施することとする。 

 

 

（２）連絡先 

  魚津商工会議所 

   住    所   〒９３７－００６７ 

          富山県魚津市釈迦堂１－１２－１８ 

   電話番号   ０７６５－２２－１２００ 

   ＦＡＸ番号  ０７６５－２３－０１２０ 

   ＵＲＬ：http://www.ccis-toyama.or.jp/uozu/ 
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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） 

年 度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 

  

4,750,000 

  

4,750,000 

  

4,750,000 

  

4,750,000 

  

4,750,000 

 

講習会開催費 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

金融指導事務 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 

小規模事業普及費 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

倒産防止特別相談事業費 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

産業振興費 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

（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 

 

会議所会費収入、県補助金、市補助金 

 

（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 地域の経済動向調査における、金融機関との連絡会議 

② 経営状況の分析に関し、専門家と連携しデータ化小規模事業者へフィードバックする 

③ 事業計画策定における取組事業者の発掘及び策定支援に関する専門家連携 

④ 事業計画策定後の実施支援における、金融機関、専門家とのフォローアップ支援 

⑤ 需要動向調査における消費動向調査の分析及び情報提供 

⑥ 新たな需要開拓に寄与する為の、ビジネスフェア、ビジネス商談会への参加、自社ブ

ランドの開発 

⑦ 地域経済の活性化における、イベントの開催、特産品・観光コースの開発、商店街、

観光協会等との連絡会議の開催 

 

連携者及びその役割 

 

■富山県商工労働部 商業まちづくり課 （代表者 富山県知事 石井隆一） 

住所／ 930-8501 富山市新総曲輪１－７  TEL076-444-3251 

 

・経営指導員等の人件費、経営改善普及事業に於ける事業費の補助金交付と事業の実

施報告について監査指導を受ける。 

・商業振興施策、がんばる商店街支援事業等商店街活性化に対し助成制度を活用して

おり実施状況の確認、見直し改善点等指導を受ける。 

 

■魚津市産業建設部商工観光課 （代表者 魚津市長 村椿 晃） 

住所／ 937-8555 魚津市釈迦堂 1-10-1  TEL0765-23-1025 

 

・小規模・中小企業活性化に対する支援策の制度化や、企業への同行訪問を実施し支

援ニーズを把握。より実用的な制度の見直しを行う。 

・産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画認定に伴い創業、第二創業に関するセ

ミナー、個別相談会を実施する。 

・中心商店街の活性化、観光事業の拡大、定住促進等について連携を図り地域の活性

化に務める。 

 

■富山県商工会議所連合会 （代表者 会長 髙木繁雄） 

  住所／ 930-0083 富山市総曲輪 2-1-3  TEL076-423-2722 

 

・県下 8 商工会議所の経営指導員で組織する任意団体で、各会議所の中小企業相談所

長が役員を務め役員会を定期的に開催し各会議所の課題や各種施策について情報交

換を行う。 

・経営指導員等の研修会、視察研修を企画職員の資質向上も図る 
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・北陸三県による商談会（ビジネスマッチング事業）を開催、参加企業の販売促進を 

 支援する。また、北陸新幹線開業を機に沿線地域の更なる拡大を検討している。 

 

■県下商工会議所 

  ◆富山商工会議所 （代表者 会頭 高木繁雄） 

   住所／ 930-0083 富山市総曲輪 2-1-3  TEL076-423-1111 

◆高岡商工会議所 （代表者 会頭 川村人志） 

   住所／ 933-8567 高岡市丸の内 1-40  TEL0766-23-5000 

◆黒部商工会議所 （代表者 会頭 川端康夫） 

住所／ 938-0014 黒部市植木 23-1  TEL0765-52-0242 

◆滑川商工会議所 （代表者 会頭 今家英明） 

住所／ 936-0057 滑川市田中町 132  TEL076-475-0321 

◆氷見商工会議所 （代表者 会頭 寺下利宏） 

     住所／ 935-0013 氷見市南大町 10-1  TEL0766-74-1200 

◆射水商工会議所 （代表者 会頭 牧田和樹） 

  住所／ 934-0011 射水市本町 2-10-35  TEL0766-84-5110 

◆砺波商工会議所 （代表者 会頭 北村憲三） 

  住所／ 939-1332 砺波市永福町 6-28  TEL0763-33-2109 

 

・日頃より地域経済の情報交換を行い地域事業所の継続的発展を図っている。 

・近隣会議所（黒部、滑川）との合同セミナーの開催。 

 

■独立行政法人 中小企業基盤整備機構北陸本部 （代表者 本部長 占部 治） 

   住所／ 920-0031 金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10F  TEL076-223-5761 

 

・販路拡大、海外展開、事業承継、新商品開発、人材育成等経営全般に関する現状や

支援制度の情報提供や専門家によるサポートを受ける。 

・小規模企業共済・セーフティ共済の加入による経営基盤の安定を図る。 

・中小企業大学校が実施する研修会に積極的に参加。経営支援に関する基本的知識や

能力を習得、職員の資質向上に繋げている。また企業経営者や従業員に対してもニ

ーズに合った研修会を紹介、企業の人材育成・経営力アップを図る。 

 

■公益財団法人 富山県新世紀産業機構 （代表者 理事長 山崎康至） 

  住所／ 930-0866 富山市高田 527  TEL076-444-5605 

 

・中小企業支援センター、事業引継ぎ支援センター、下請けかけこみ寺等との連携を

図り、コーディネーターによる相談指導や専門家派遣事業を活用、事業者が抱える

種々の問題を解決し企業の発展・成長を促進する。富山県よろず支援拠点事業に関

してはＨ２８年度より開設された「にいかわサテライト」と連携を密に支援強化を

図る。また、中小企業再生支援協議会と当所で実施している経営安定特別相談室と

連携を図り再生計画の策定に取組む。 
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■一般社団法人 富山県発明協会 （代表者 会長 平野治親） 

  住所／ 930-0866 富山市高田 527情報ビル内  TEL076-432-1119 

 

・企業の競争力強化を図る為知的財産（特許・著作権・商標・意匠・実用新案等）の 

出願手続きから、活用、保護にわたり連携して支援する。 

・知財専門家による出張相談会を開催（年２回） 

 

■日本政策金融公庫富山支店 国民生活事業 （代表者 国民生活事業統括 松尾彰夫） 

  住所／ 930-0004 富山市桜橋通り 2-25 富山第一生命ビル 2F  TEL076-431-1191 

 

・中小企業・小規模事業者及び創業者へ連携し資金支援を行う。 

・定例（月１回）の融資相談会を開催、資金計画、資金融資について個別相談を行い

事業者の持続的発達を図ると共に、融資担当者と経営指導員にて情報交換を行う。 

 

■市内金融機関 

◆北陸銀行魚津支店 （代表者 支店長 畑山拓也） 

   住所／ 937-0055 魚津市中央通り 1-1-20  TEL0765-22-4111 

◆富山第一銀行魚津支店 （代表者 支店長 稲垣則義） 

   住所／ 937-0067 魚津市釈迦堂 1-12-18  TEL0765-24-1234 

◆富山銀行魚津支店 （代表者 支店長 塩谷信也） 

   住所／ 937-0055 魚津市中央通り 2-7-6  TEL0765-24-1212 

◆にいかわ信用金庫本店 （代表者 理事長 小林茂太） 

   住所／ 937-0868 魚津市双葉町 6-5  TEL0765-24-1155 

◆北國銀行魚津支店 （代表者 支店長 加籐正弘） 

    住所／ 937-0046 魚津市上村木 2-15-16  TEL0765-24-2121 

◆（信組）富山県信用組合魚津支店 （代表者 支店長 尾谷 進） 

  住所／ 937-0066 魚津市北鬼江 1-3-25  TEL0765-22-3133 

 

 ・経済動向調査結果の分析を基に情報交換を行い事業者ニーズに合った支援を実施。 

 ・創業者や第二創業・経営革新を目指す事業者の事業計画策定支援を実施。 

 

■国立大学法人 富山大学 （代表者 学長 遠藤俊郎） 

  住所／ 930-8555 富山市五福 3190  TEL076-445-6011 

 

・ものづくり企業を中心に、技術指導やデータ分析等の支援をいただき、経営改善、

技術力の向上、新商品開発を図る。 

 

■公立大学法人 富山県立大学 （代表者 学長 石塚 勝） 

  住所／939-0398 射水市黒河 5180  TEL0766-56-7500 

 

・ものづくり企業を中心に、技術指導やデータ分析等の支援をいただき、経営改善、

技術力の向上、新商品開発を図る。 
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■北陸職業能力開発大学校 （代表者 校長 野瀬正照） 

   住所／ 937-0856 魚津市川縁 1289-1  TEL0765-24-5552 

 

・ものづくり企業を中心に、職業訓練や各種セミナーの開催等、経営改善、技術力の

向上、新商品開発等支援を受ける。 

・市内に立地する大学校として、地域の企業とも密接な繋がりがあり、企業の技術向

上や若者の人材確保に大きな支援をいただいている。また、地区産業界と大学校の

相互の発展向上を目的とした北陸職業能力開発大学校新川地区振興会も組織されて

おり、ものづくり産業の現状、課題、解決策について意見交換を行っている。 

 

■魚津市農業協同組合 （代表者 組合長 海野武史） 

  住所／ 937-0067 魚津市釈迦堂 1-14-17  TEL0765-24-1414 

 

・地場産品を活用した新商品の開発支援、６次産業化、農商工連携に際しＪＡ営農指

導員より地域の農業事情や農業施策について情報提供をいただく。 

・産業・物産フェアの共同開催により需要の拡大を図る。 

 

■魚津漁業協同組合 （代表者 組合長 油本憲太郎） 

  住所／魚津市漁港定防割り  TEL0765-24-0068 

 

・魚津港で水揚げされた魚介類を使った「おもてなし料理」の開発、地元海産物の販

売促進等、地域の水産事情等情報交換をいただき、水産品の販売拡大を図る。 

 

■魚津市商店街連盟 （代表者 会長 大野聡一） 

  住所／ 937-0067 魚津市釈迦堂 1-12-18  TEL0765-22-1200 

 

・空き店舗の活用、街中環境整備、後継者不足等中心商店街活性化に向け連携を図る 

・商店街でのチャレンジショップ、新規開業助成金の活用推進を図り中心商店街での

新規出店に務め店舗の増加、来客数の増加に繋げる。 

 

■新川森林組合 （代表者 組合長 蓬澤太門） 

  住所／ 937-0012 魚津市東尾崎 3415  TEL0765-23-0111 

 

・間伐材を利用した観光土産品、地元の木材を使った建築物や看板などの開発、魚津

の水循環に欠かせない森をテーマにした街づくりの提案を行う。 

 

■北陸税理士会魚津支部 （代表者 支部長 岩城 修） 

  住所／ 936-0066 滑川市菰原 407-8  TEL076-476-6717 

 

・創業、経営革新、Ｍ＆Ａ等各種セミナーの共同開催。 

・決算申告相談において税理士の派遣協力を願う。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本政策金融公庫 

市内金融機関 

・情報発信及び提供 
・各種融資相談等 
・販路開拓、創業支援等 

学術機関 

・情報発信及び提供 
・新商品開発 
・人材育成 

 
 

富山県・魚津市 

・相談、情報発信及び提供 
・各種助成制度 
・創業等支援 

その他各種団体 

・情報発信及び提供 
・各種事業の連携・支援 
・販路開拓、創業支援等 

 
 
 

富山県商工会議所連合会 

・情報交換（発信・提供） 
・職員資質向上研修 
・販路開拓支援等 

魚津商工会議所 

小規模事業者の経営力向上と 
持続的発展に向けた支援。 

・経営指導員等の巡回・窓口相談。 
・情報発信 及び 提供 
・各種セミナー等の開催 
・専門家による相談、支援 

 
 
 
 
 

連携 

小規模事業者、創業･第二創業予定者 

中小機構北陸本部 

（公財）新世紀産業機構 

（一社）発明協会 

・相談、情報発信及び提供 
・専門家派遣 
・販路開拓、創業等支援 
・海外展開、人材育成支援 

相
談
依
頼 

伴
走
型
支
援 
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