
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 富山市北商工会（法人番号 6230005003457） 

実施期間 平成３１年４月１日 ～ 平成３６年３月３１日 

目 標 

富山市北商工会では、経営支援力や複雑化する経営課題への対応力を高め、５

年間の本事業期間において小規模事業者への伴走型支援を強化し、地域経済情勢

等の情報収集、「地域事業者の実態把握や経営分析」「事業計画策定」「販路開

拓・拡大」「地域ブランド」の創出といった事への効果的な実施を行い、地域の

持続発展のため、管内商工業者数減少率の抑制へ献身的に寄与することを目指し

ます。 

〇経営発達支援計画の目標 
①.商品開発・販路開拓・売上・利益の確保の拡大、地域ブランド、特産品開発

を強化 

②.事業承継ヒアリングシート活用による事業承継予定者の円滑な育成を実施 

③.青年部と連携した商い体験等による創業者の創出 

④.経営資源の見直しとリーディング企業へのビジネスモデルによる経営力強化 

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【指針③】 
イ．国県市等の各種調査情報の収集・分析・活用 

ロ. 中小企業景況調査の拡充の実施 

ハ．小規模事業者の経営実態調査の実施 

２．経営状況分析に関すること【指針①】 
 イ．巡回等による経営分析 

ロ．経営分析ツール活用セミナーの実施 

 ハ．経営分析ツールを活用 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 イ．一貫性（経営状況分析・経済動向調査・需要動向調査を踏まえた）のある

事業計画を策定 

 ロ．事業計画策定セミナーの開催 

ハ．事業承継者個別相談会の開催 

二. 地域人材創出事業 創業セミナー（創業塾） 
４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 イ．定期巡回による事業実行のフォローアップ 

ロ．専門家による実行支援の個別フォローアップ相談会の開催 
ハ．公的融資制度の積極的斡旋 

ニ．創業者・事業承継者フォローアップ支援の推進 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 
  イベント・展示会・商談会等に参加し、新商品・新サービスや既存商品・既

存サービス等について消費者やバイヤー等を対象に、テストマーケティング支

援と個社の需要動向調査の実施 

６.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 イ．展示会・商談会への出展促進による販路開拓・拡大（BtoB）支援 

ロ．イベント等への出展促進による販路開拓・拡大（BtoC）支援 

ハ．ＩＴを活用した販路開拓・拡大展開 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 
イ．イベントを開催し、販路開拓・商品開発支援 

ロ．地域資源を活かした商品開発 

ハ．地場産業の振興 

連絡先 

富山市北商工会 本所  

〒930-2243 富山県富山市四方 385-28 

TEL076-435-5588 FAX076-435-4215 

https://www.shokoren-toyama.or.jp/~toyamakita/ 
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水橋地区 和合地区 

呉羽地区 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①【地域の概況】 

富山市北商工会の行政区で  

ある富山市は、富山県のほぼ 

中央に位置しており、面積は   

1,241.85ｋ㎡であり、富山県 

の約 3割を占める。 

西部にはなだらかな呉羽丘 

陵が横たわり、神通川、常願 

寺川などによって形成された 

沖積平野の富山平野から南東 

部を見渡すと雄大な北アルプ 

ス立山連峰を一望できる。更 

に北部に目を向けると、豊富 

な魚介類の宝庫である富山湾 

が広がっている。 

昭和 35年には和合町、昭和 

40年には呉羽町、昭和 41年 

には水橋町が富山市に編入さ 

れた。 

 平成 17年 4月には富山市、大沢野 

町、大山町、八尾町、婦中町、山田 

村、細入村の 7町村合併により現在 

の「富山市」が誕生した。 

 

②【人口構造・業種構成】 

富山市北商工会は、富山市の西部 

から北東部に位置し、平成 21年に和 

合商工会（旧和合町）、水橋商工会（旧 

水橋町）、呉羽商工会（旧呉羽町）が 

合併した組織であり、そのエリアは、 

市内を流れる神通川・常願寺川の河 

川をまたいだ飛び地となっている。（図１） 

富山市全体の人口は、平成 30年 6月末で 417,472人、合併時は 417,465人、13年間で 

7人増加し、合併時の人口を辛うじて維持している。しかしながら管内の人口は、平成 

30年 6月末で 52,149人、合併時は 57,596人で、13年間で 5,447人（10.4％）減少して 

いる。 

また、一部の市町村で増加があるものの富山県全体としては人口減少が全国より 10年 

はやく進んでおり、高齢化による衰退の懸念材料でもある。 

・人口の推移 

 

 H17.4.1  H30.6.30 増減率 

富山市北商工会管内 57,596 52,149 -10.4% 

富山市全体 417,465 417,472 0.001% 
出典（「富山市住民基本台帳より」（富山市）） 

図１ 
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・業種構成 

 （富山市全体） 

富山市全体の事業所数は、平成 26年経済センサスによると卸売業、小売業 5,684社（構 

成比 26%）、宿泊・飲食サービス業 2,506社（構成比 12%）、建設業 2,314社（構成比 11%）、 

生活関連サービス業 1,845社（構成比 9%）、サービス業（他に分類されないもの）1,740 

社（構成比 8%）、医療福祉 1,569社（構成比 7%）、製造業 1,491社（構成比 7%）、その他 

4,380社（構成比 20%）であり、事業所数は、21,529社 である。 

 

（管内） 

富山市北商工会管内の業種構成は、平成 26 年経済センサスによると建設業 360 社

（15％）、製造業 255社（11％）、卸売業・小売業 620社（27%）、宿泊業・飲食サービス業 

171社（7％）、サービス業（他に分類されない）194社（8％）、生活関連サービス業・娯 

楽業 166社（7％）、医療・福祉 181社（8％）、その他 388社（17％）であり、全事業所 

数は、2,335社、富山市全体の約 11％を占めている。 （ P3 グラフ①参照 ） 

 

③【商工業者の現状と推移】（平成 21年・平成 26年比較） 

 

富山市北商工会は合併した旧商工会の 3 地区（水橋地区、和合地区、呉羽地区）に分 
けられる。 
 
〇水橋地区は、人口は、15,532人（H30.6.30）。 

  江戸時代からの歴史を持つ水橋売薬が伝統産業としてあり、農業と漁業がさかんであ 
った。商業は、平成 6年にオープンした水橋ショッピングセンター「ミューズ」が水橋 
地区の中心商業施設としてあるが、富山市内の大型店や中堅スーパーとの競合により厳 
しい状況にある。商店街には空き店舗が多数あり、衰退傾向にある。 
 また、伝統産業である水橋売薬の配置業者数も、かなり減少しており厳しい状況にあ 
る。 
 
 
〇和合地区は、人口は、11,990人（H30.6.30）。 

商店街は無く、和合ふれあいスタンプ会（会員数 15名）がある。中核となる商業施設 

はない。建設業は、下請事業者が多く、製造業については、工業団地やインキュベータ 

ー施設が整備されている。 

 

 

〇呉羽地区は、人口は、24,627人（H30.6.30）。 
富山市中心市街地まで約 5㎞と隣接の地域である。県道 44 号線のロードサイドには、 

商業・サービス業のチェーン店等が多数出店し交通量が多い。 
  商店街は、空き店舗が目立ち衰退しているが、呉羽いきいきカード会（会員数 39名） 

は、販促活動を展開している。 
  また、富山市はガラス工芸をまちづくりの柱とした施策の取組みを行っており、産業 
観光という側面を担っている「とやまガラス工房」が約 10店舗ある。 
 
 ※管内人口   計５２，１４９人  

（高齢化率）富山市 29.1％ 富山市北商工会管内 33.4％（4.3 ポイント上回っている） 
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【管内業種別商工業者数】（グラフ①） 

 
 

  

 
 

建設業 製造業 
卸売業，

小売業 

宿泊業， 

飲食 

サービ

ス業 

サービ

ス業（他

に分類さ

れない） 

生活関

連サー

ビス業，

娯楽業 

医療，

福祉 
その他 計 

 
 

減少率 

Ｈ21 416 268 760 179 189 182 170 387 2551 ― 

Ｈ26 360 255 620 171 194 166 181 388 2335 △8.5％ 

出典（「平成 21 年、26 年経済センサス-基礎調査結果より」（総務省統計局）） 
 
 
  管内の商工業者数は医療・福祉、サービス業分野に若干の増加は見られるものの、 
 総じて減少傾向が著しく、特に上図グラフ①の中で卸・小売業が 140社、建設業が 56 

社、と大幅に減少しており、全体では 8.5％の減少率となっている。 
 

また、事業所の減少率も平成 21年と平成 26年の全国や県等との比較（下表）では、 

富山市北商工会 8.5%、富山県 7.9%、富山市 6.3%、全国 5.9%の順であり、富山市北商 

工会の減少率が際立っている事がわかる。（グラフ①・下表参照 ） 

 

  
  Ｈ21 Ｈ26 減少率 

全国 5,886,193 5,541,634 5.9% 

富山市 22,556 21,125 6.3% 

富山県 58,021 53,414 7.9% 

富山市北商工会 2,551 2,335 8.5% 
 

出典（「平成 21 年、26 年経済センサス-基礎調査結果より」（総務省統計局）） 
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【従業員規模別事業所数】（グラフ②） 

 
 

出典（「平成 21 年 26 年経済センサス-基礎調査結果より」（総務省統計局）） 
 

     
平成 26年では、従業員数が 19人以下の事業所が約 89％と大多数を占め、富山市北 

商工会管内は 小規模な事業者が多く、従業員規模別においては従業員 1～4人の事業所 

が 149社、5～9人が 48社と大幅に減少 している。（グラフ②参照） 

 
 

④【小規模事業者の課題】 

イ)共通課題 

 （高齢化や後継者不足による事業者減少） 

富山市北商工会管内における小規模事業者は、消費者ニーズの多様化、競争激化、 

  行政人口・生産人口の減少による消費購買力の低下、地域経済の疲弊、地域住民や経 

営者の高齢化、後継者不足等々の外部環境変化への対応力を涵養することが必須で、 

また、北商工会の会員脱退数は、過去 5年（平成 24年～平成 29年）では 432件、脱 

退理由の 71％、306件が事業者の高齢化や後継者不足による廃業であり、益々地域経 

済の疲弊が懸念されており、前述の業種別商工業者の減少の主たる共通課題であると 

解される。 

 

そのような中で前述の共通課題の他、地域の概況、商工業の現状、各種調査報告書、 

日頃の巡回指導等を踏まえ小規模事業者の経営及びその支援に関するそれぞれの課題 

等は以下の通りと考えられる。 

 

 

ロ) 個別課題 

 〇（卸・小売業の減少） 

管内を概観すると、卸売業・小売業者の減少があり、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。それは大型店やチェーン店の進出が目覚まし 

  1～4人 5～9人 10～19人 20～29人 30 人以上 派遣従業者 合計 

Ｈ21 1558 434 288 113 154 4 2551 

Ｈ26 1409 386 273 102 156 9 2335 
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い一方、移動手段の大半が自動車である事から、大型駐車場を保有する郊外店や、ア 

クセスの良い幹線道路沿いのお店に消費者が流れている結果であるとみられる。更に 

後継者不在による空き店舗の発生や、イベント等販売促進を含めた商店街活動の鈍化 

も見られる。 

 

〇(製造・建設業) 

一方、製造業、建設業では事業者数には多少の増減はあるものの、職人への求職者 

  が少ない等で熟練技術の伝承が難しい事や、ＩＴ活用意識も薄く技術革新、専門的知 

識・技能の継承が課題である。 

 

 

〇(販路拡大) 

管内の事業者ヒアリングや、富山県よろず支援拠点における相談実績において、平 

成 28年の「販路開拓・拡大」に関する相談が 1,859件（全相談件数の 2,774件中 67％）、 

平成 29年では 1,874件（全相談件数の 3,088件中 60.7％）と、それらの相談案件が大 

半を占めている。現状といえば、既存商品では地元客の吸引力も弱く、地域コミュニ 

ティづくりの意識も薄いことから、課題の理解や目的・目標の設定、ターゲットも明 

確ではない。それらを解決する為には消費ニーズを踏まえた売れる商品づくりや、IT・ 

ネット販売など商圏のグローバル化、多角化など外部環境に対応した経営体質を改め 

る為の新陳代謝を促進する必要がある。 

 

 

〇（地域資源の活用と拡充） 

また、魅力的な地域資源（ガラス工芸・農産物（八町米・呉羽梨）、海産物（ホタル 

  イカ）などがあるにも関わらず、より一層の活用がない事や JA・漁業協同組合などと 

地域商工業者の連携がなく、新たに地域の特色を生かした商品開発に取り組む事業者 

も少ない事も課題といえる。  

 

 

〇（ビジネスモデルによる経営力強化） 

ビジネスモデルの再構築という側面で個社の状況、または業種ごとの状況を見た場 

合、早急かつ抜本的に再構築が必要な業種や、安定経営に繋がる軽微な変化で済む業 

種、地域内事業者間でも課題の大きさ、程度、量が様々である。 

 

 

 

これまで商工会は金融・税務・労務等相談の経営改善普及事業を中心にして、地域の 
小規模事業者の経営基盤の強化・安定に注力してきたが、今後は厳しさを増す地域小規 
模事業者を取り巻く経営環境を充分認識し、事業者へも意識改革を促す必要がある。 
 また、地域小規模事業者の意見から、分析や現状把握を全く意識していない上、事業 
の可能性や変化の必要性が求められているにも関わらず、計画の構築も行わず継続的に 
能動的である事業運営、意識の乏しい面が課題である。 
本事業においては、販路拡大・地域資源を活用した新商品開発・経営力強化を目標に 

小規模事業者の課題掘り起こしと解決するための事業計画策定を意識した個社支援に重 
点を置くことを求めたい。 
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(2)【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

  富山市が掲げる商工業振興・活性化プラン（中長期計画）の主な重点項目として 

①  新製品の市場、販路開拓、富山ブランド育成支援 

②  協働・連携力「ネットワークの強化」 

③  事業承継・連携の推進 

④ 経営力「経営力の向上、後継者の育成」 

⑤  情報発信力「新たな情報ツールを利用した情報化対応」 

⑥ 資源活用力「歴史、文化、産業などの地域資源の発掘、付加価値向上など」 

⑦ ニーズ対応力「多様化する消費者ニーズへの対応、地域課題・環境問題・コンパク 

  トシティへの対応」 

等々を掲げている。 

 

【中長期の振興の方向性】 

富山市北商工会では前記の富山市の計画を柱として、正面から受け止めつつ、特に商 

工会独自の小規模事業者への振興のあり方を、今後 10年間で中長期的・重点的に取組む 

必要があると捉えている。 

 イ）個社の新商品開発、販路開拓、富山ブランド育成、ネットワーク強化による 

新たな地域ブランド創出 

   ・地域資源を活かした特色ある特産品の開発 

   ・農商工連携による新たな地域資源の掘り起こしと、商品開発・富山ブランド育成 

   ・地域資源の全国的なプロモーションによる販路開拓 

   ・地域観光プロモーションを行う行政及び支援団体との連携による効果的な販売促 

    進の展開 

 

 ロ）他団体との連携強化による創業者、事業承継予定者の円滑な実施 

   ・地場産業の特色や能力、事業・ものづくりへの自立心育成に向けたプロモーショ 

ン戦略 

   ・課題の発見、自助努力の目標設定、財務理解促進 

   ・ビジネスモデルの構築・再構築・転換など、他団体との連携強化による不安材料 

の排除 

 

 ハ）個社の独自性を重視し、ニーズ対応力を強化!!商圏範囲を広げた商売を実現 

  ・ＩＴ活用知識、経営資源の強化による独自の地場産業を育成 

  ・営業力強化、プレゼンテーション能力の向上支援 

  ・経営資源を活かした独自性、付加価値向上によるストアブランドを強化 

  ・的確な情報収集を図り、事業計画策定においてＰＤＣＡ機能を遂行し個性的かつ 

効果的な販路拡大促進を展開 

 

 【中長期の目標】 

地域に密着した商工会として、地域経済情勢等を情報収集しながら的確に見極め、富 

山県や富山市との連携・支援を得つつ、国・県・市の施策と呼応しながら支援機関とし 

てのネットワークづくりを推進していかねばならない。そのネットワークを活かして地 

域商工業事業者との双方向の情報交流体制を築き、伴走型支援体制によって 10年後にお 

いても管内商工業者数を▲5％台への維持、会員減少を抑制すると共に、地域全体で小規 

模事業者の持続的発展を目指していく。 
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どの業種においても 

 ・「新商品開発・販路拡大」 

 ・「地域資源を活用した事業展開」 

・「創業者の創出・後継者対策」 

 ・「ＩＴ活用による事業展開・情報戦略の必要性」 

 ・「ビジネスモデルの再構築・新たなサービス展開」 

 ・「個社の独自性を活かした、オンリーワンな事業展開」 

といった課題に、地域事業者はいずれかに該当し、課題解決を図らなければならない 

状況で、継続的解決にはビジネスモデルの再構築が必須である場合も少なくない。 

 

(3)【経営発達支援事業の目標と方針】 

1.目標  

『商品開発・販路開拓・売上・利益の確保の拡大、地域ブランド、特産品開発を強化』 

  

・具体的方針 

個社の経営課題を解決し売上・利益の向上を目指す。そのためには、的確な情報収 

集・活用、経営分析・事業計画策定及び事業計画実施支援を強化する。さらに、時代 

の変化やニーズに対応するために欠かせない IT情報ツールの活用、ＳＮＳと Webで地 

域コミュニティづくり、北陸新幹線開業による交流人口の拡大等に対応した地域資源

（ガラス工芸・海産物・呉羽梨・八町米）の活用などを提案。 

更には、地元ＪＡや漁業協同組合との連携を強化し、潜在する地域資源の掘り起こ 

しを行う事で、富山北地域ブランド拡大への裾野を広げる。 

地域ブランドの育成を行うため、実施期間５年間で約３０社を 対象に高度かつ専門 

  的な課題に備え、売上と利益増加に向けた事業計画作成のノウハウ向上と共有を図り、 

  今までの漠然とした経営意識から脱却して、事業者が自ら目標を設定し、利益確保に 

向けた経営意欲、キャシュフロー等の資金管理に至るまでの経営管理能力の向上を図 

る必要があり、専門家やよろず支援拠点等の関係団体機関との円滑な連携強化を構築 

し継続的に伴走型支援で行い、ＰＤＣＡ機能を遂行と事業者に消費者の生の声をフィ 

ードバックする事で実現性の高い計画策定を行う。 

 

2.目標 

『事業承継診断ヒアリングシート活用による事業承継予定者の円滑な育成を実施』 

 

・具体的方針 

事業承継においては、記帳指導事業所や巡回による相談で自ら意思表示する事業者 

と創業予定者を、人・資産・知的資産などの経営資源をデーター化で管理。承継後の 

懸念材料を実現可能性の高い事業計画策定支援や、経営資源の乏しい創業予定者を中 

期計画で円滑なマッチング支援を行い、巡回指導による継続的なフォローアップを実 

施。 

特に青年部では、自ら勉強会を開催し経営革新セミナーや後継者等人材育成に取り 

組み、ビジネスプランを作成するなど、経営指導員と共に課題提起や専門家派遣など 

を活用し円滑な事業承継を行う事とする。 

また、事業承継予定者の確認や時期、詳細においては、富山県事業承継ネットワー 

ク事務局より受託する事業承継診断ヒアリングシートを毎年 3件（経営指導員１人あ 

たり）、今後 10年間巡回訪問により実施し経営者の気づきの付与と課題の特定を図る。 
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課題が特定できた場合は、外部機関・外部専門家と連携し課題解決へと円滑に誘導す 

る。課題が特定できない場合はセミナーへの参加、個別相談会による課題の特定もし 

くは、事業承継引継ぎセンターへの同行支援を行う等、終始伴走型で予定者の円滑な 

育成支援を行う。支援者は、担当経営指導員だけでなく、他の支援機関・経営指導員・ 

経営支援員と情報の共有化を図り、連携して協働で支援する。 

 

3.目標 

『青年部と連携した商い体験等による創業者の創出』 

 

・具体的方針 

創業セミナーの開催で創業者の発掘、青年部指導事業等による後継者育成は勿論で 

あるが、青年部を中心とした クリエイト事業（仮称）を毎年実施する。地元小学校高 

学年を中心に、事業計画の作成・お金の流れ・価値創造、実際に製品を生み出し製作、 

販売を行って商売の楽しさを知り、新しい事へのチャレンジ精神・自立心を育て、１ 

０年後において地域の将来を担う創業者育成に繋げていくこととする。 

事業経営の意識を高め若手創業者へと導き、創業セミナー（創業塾）にて経営に必 

要な知識習得、富山市へのフォローアップ状況を報告する等で、よろず支援拠点など 

との連携強化による中長期的な発展を支援する。 

薬業青年部では、進路を真剣に検討する中学生に対して、学習段階に合わせて「家 

庭薬配置実習」体験学習を実施する。実際にお客様の家庭・事業所を薬業青年部員と 

一緒に訪問して、配置薬の点検・補充・集金などの家庭配置業業務を体験することで、 

家庭薬配置販売のシステムを理解し、売薬への興味と理解を深めることをめざす。医 

療の担い手として「とやまのくすり」「先用後利」を現代にも通じる重要な職業・コン 

セプトであることを理解してもらい、人材確保の裾野を広げる目的としていく。 

 

4.目標 

『経営資源の見直しとリーディング企業へのビジネスモデルによる経営力強化』 

 

・具体的方針 

元請企業が ITを活用し短納期、多品種と多様化を目的とした、一貫性の生産体制を 

求める中で、高齢化する経営者に ITのシステム対応が求められており、現在の産業構 

造から、製造業を中心としたＩＴ活用知識と経営分析・ＳＷＯＴ分析による経営資源 

の強化、地場産業を柱にし、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、新たなプロモーション戦略で産業構造の変革を果たす。 

創業希望者やベンチャー企業においては、富山市と連携し各地区のチャレンジ・ミ 

ニ企業団地への誘致を推進。成長・継続を図っていく為にも成長段階に応じた経営計 

画策定を支援する。小規模事業者は、継続的な元請業者からの高度な技術や急激な受 

注増加に的確に対応する必要があり、経営資源の見直しと高いスキルの習得、ＩＴへ 

の投資、機械設備等が求められている。 

そのような課題を抱える小規模事業者の持続的発展を目指し、技術革新（経営革新）、 

補助金を活用した機械設備導入への支援を、よろず支援拠点・産学官連携・専門家の 

派遣・日本政策金融公庫等の低利融資で資金繰り等を推進するとともに、また、小規 

模事業者の課題でもある後継者育成と人材確保も関係機関との連携により積極的な伴 

走型支援で行う。支援計画においてはＰＤＣＡ機能を遂行し、事業者とのヒアリング 

を密に行う事でより実現性の高い計画策定を行う。 
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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 31年 4月 1日～平成 36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 

 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（1）【現状・課題】 

  これまで当会では、四半期ごとに全国商工会連合会が実施している「中小企業景況 

 調査」を管内の 18事業所で実施し、その結果を景況調査報告書として回答事業所に 

提供するに留まっていた。 

今後は、商工会が小規模事業者の支援策に役立てるために、地域の経済動向を迅速 

に把握・分析することが必要である。 

  また、情報の収集、整理、分析した結果をアウトプットして小規模事業者の事業計 

画策定に役立てる。 

 

（2）【事業内容】 

①国・県・市等の各種調査情報の収集・分析・活用とレポート作成（新規事業） 

  行政や民間等の関係機関が実施した各種調査情報等（経済センサス、商業・工業統 

計、家計調査、勤労働統計、国勢調査）、北陸経済研究所、国・県・市、日本政策金 

融公庫、日銀が発行する統計調査情報誌で経営指導員が 情報収集・分析しレポートを 

作成、巡回等の 基礎資料として活用する。 

 

【分析手法】 

調査名 情報収集・分析項目 情報収集・分析目的 

経済センサス 事業所数・規模・業種 商工業現状把握 

商業・工業統計 業種別・規模別売上高 業種別売上高の傾向把握 

家計調査 消費支出 
個人消費の動向・商品の需

要動向 

勤労働統計 

現金給与額、月間労働時間

及び出勤日数、常用雇用及

び労働依存率 

労働者勤労実態把握 

国勢調査 人口・世帯数・年齢構成 消費者数現状把握 

 

 

上記の調査結果を総合的に分析し、ＨＰや広報紙にて広く公表や経営指導員の巡回 

時にレポートを活用すると共に、事業計画策定支援に反映する。 

 

 

②中小企業景況調査（既存拡充） 

管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行 

う「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者景気動 

向等について年４回（４月・７月・１０月・１月）調査・分析、今後の支援策に役立

てる。 
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【調査対象】 管内小規模事業者（建設業、製造業、卸小売業、サービス業等） 

 

 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
業種 / 対象企業数 18社 24社 30社 36社 42社 48社 

建設業 3 4 5 6 7 8 

製造業 3 5 7 9 11 13 

卸・小売業 4 6 8 10 12 14 

サービス業等 8 9 10 11 12 13 

 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資、引き合い状 

      況経営上の課題 等 

 

【調査手法】経営指導員が巡回訪問により依頼。回収時にヒアリングで現状内容等を 

      確認する。 

 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析、業種別に整理した上でデータ化、 

グラフ化を行う。 

 

③小規模事業者の経営実態調査（新規事業） 

商工会が地区内小規模事業者の経営実態について調査する。調査項目としては、経 

営課題、経営支援ニーズ、将来の見通し、後継者の有無、事業承継等を年１回（１０

月）調査する。調査により、集計分析し、ＨＰや広報紙にて広く公表すると共に今後

の個社支援等についての基礎資料として活用する。 

また、後継者の有無、事業承継等などの課題がある企業をピックアップし、経営資 

源・店舗（工場）・設備等の貸与、譲渡について整理・データーベース化しＨＰや広 

報に掲載、巡回による提供を通して、創業希望者や事業経営希望者のマッチング支援 

に活用する。 

 

【調査対象】 管内小規模事業者（建設業、製造業、卸小売業、サービス業等） 

 

 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
業種 / 対象企業数 0件 30件 30件 40件 50件 60件 

建設業 ― 5 5 6 7 8 

製造業 ― 8 8 10 12 14 

卸・小売業 ― 12 12 18 24 30 

サービス業 ― 5 5 6 7 8 

 

【調査項目】経営課題（新商品開発、販路開拓、ＩＴ活用法など）、経営支援ニーズ、 

将来の見通し、後継者の有無、事業承継等 

 

【調査手法】経営指導員が巡回訪問により依頼。回収時にヒアリングで現状内容等を 

      確認する。 

 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析、業種別に整理した上でデータ化、 

グラフ化を行う。 
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(3)【成果の活用】 

情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周 

知する。 

また、調査事業所へもフィードバックすると共に、経営指導員が巡回を行う際の参 

考資料とする。 

 

(4)【 目 標 】 

・公表回数 

年度/公表回数 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 

①分析 

レポート 
Ｈ Ｐ ― １回 １回 １回 １回 １回 

広報紙 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

巡 回 ― 随時提供 随時提供 随時提供 随時提供 随時提供 

②中小 

企業景況

調査 

Ｈ Ｐ ―  ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

広報紙 ―  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

巡 回 ― 随時提供 随時提供 随時提供 随時提供 随時提供 

③経営 

実態調査 
Ｈ Ｐ ― １回 １回 １回 １回 １回 

広報紙 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

巡 回 ― 随時提供 随時提供 随時提供 随時提供 随時提供 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（1）【現状・課題】 

従来、小規模事業者に対して、経営分析の支援は、金融斡旋・決算申告・補助金申 

請の際に簡易に行なっている程度であった。 

  今後、経営資源が比較的乏しい小規模事業者が売上・利益の確保・拡大するために 

は、経営分析にもとづいた根拠のある実現性の高い販路計画・拡大の事業計画を策 

定・実施することが必要である。 

 一方、分析ツールは、経営指導員によってばらつきがあるため、標準化することが 

組織として望まれている。 

 

（2）【事業内容】 

 小規模事業者は、経営分析については不慣れであり大量な分析よりも、最小限でポ 

イントについて分析をする。 

 経営分析ツールとして、（独）中小企業基盤整備機構の「事業計画作成キット」と 

経済産業省の「ローカルベンチマーク」のツールを原則活用する。 

 

①巡回・窓口相談時の経営分析（新規事業） 

巡回、窓口相談の際にヒアリングにより課題の抽出を行い、経営分析の必要性・有 

効性を説き、経営分析を行い経営診断書を個社へ提供。フォローアップ支援と共に事 

業計画策定支援へと繋げる。 

 

②セミナーの実施による経営分析（新規事業） 

事業者自らが経営分析を行い、自社の財務・非財務など経営課題や経営目標を見直 

し、従来までの受身の体制を、自主的に把握することを目指す。セミナー参加者には 

経営分析を行うことを前提とし、ＨＰ・広報・チラシで事業に取組む意欲のある事業 
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者は勿論のこと、重点的に製造業・小売業の青年部員や、事業後継者を個別に勧誘を 

行い、セミナー受講後はフォローアップ支援を事業者と共に振り返りを行い個社の経 

営力の底上げを図る。 

 

 (3)【分析手法・項目】 

  経営指導員が経済産業省の「ローカルベンチマーク」、（独）中小企業基盤整備機構 

 の「事業計画作成キット」などのソフトを活用し、経営指導員が分析を行う。 

 

①ローカルベンチマーク（経済産業省） 

イ)財務分析入力シート 

3カ年の 6つの指標（売上増加率、営業利益率、労働生産性、ＥＢＩＴＤＡ 

有利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率）について現状の財 

務分析 

 

ロ)非財務ヒアリングシート 

・商流・業務フロー  

商流（取引先と取引理由の整理、現状の明確化、取引関係の強みや課題を 

分析） 

業務フロー（実施内容と差別化ポイントを把握） 

 

ハ)４つの視点 

以下の 4つの視点に基づく現状認識、将来目標の明確化、課題と対応策の 

分析 

 

・経営者 ― 理念、ビジョン、経営意欲 

・事 業 ― 強み（技術力・販売力）、弱み（技術力・販売力）、ＩＴに関 

する投資、活用の状況 

・企業を取り巻く 

環境 ― 市場動向、規模・シェアの把握、競合他社との比較、客リピ 

ート率、新規開拓率 

・内部管理 

体制 ― 組織体制、品質管理・情報管理体制、事業計画・経営計画の 

有無 

 

②事業計画作成キット（（独）中小企業基盤整備機構） 

イ)事業者概要シート：事業者の概要  

作成項目：（企業名、事業主、従業員数、業種、主な商品・製品・サービス等、 

資本金、後継者有無、沿革他、業績推移 3カ年） 

 

ロ)事業環境の棚卸しシート 

分析項目：（商品・製品・サービス、顧客、業界の棚卸し、競合等） 

 

ハ)決算書入力シート  

作成項目：（3カ年損益計算書、貸借対照表） 
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二)財務分析シート 

分析項目：（収益性、効率性、生産性、安全性の指標 3カ年の推移分析等） 

 

(4)【成果の活用方法】 

  分析結果は、小規模事業者へフィードバックして事業者と職員が共有し、経営基盤 

の現状と強みや機会を再認識し、次のステップである実現可能性の高い事業計画の策 

定に繋げる。 

  また、分析結果をデーターベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキル 

アップに活用する。但し、個別企業の情報が特定できないよう対応し、事業者の了解 

が得られない場合は内部の共有・公表はしない。 

 

(5)【目  標】 

年 度 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 

巡回・窓口指導による 

経営分析事業者数（Ａ） 
 ― ６０社 ６０社 ７２社 ７２社 ９０社 

経営分析セミナ-開催回数  ― １回 １回 １回 １回 １回 

経営分析セミナー 
受講事業者＝分析事業者（Ｂ） 

― １５社 １５社 １８社 １８社 ２０社 

分析事業者（Ｂ） 

＝事業計画策定 

策定事業者 

― １５社 １５社 １８社 １８社 ２０社 

経営状況分析事業者 

Ａ＋Ｂ（合計） 
― ７５社 ７５社 ９０社 ９０社 １１０社 

  ※上記目標の セミナー受講した分析事業者を事業計画策定 へと繋げ、巡回・窓口 

指導 にて分析した 事業者の約４割程度／年を事業計画策定 を実施する。 

 

４．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

 

(1)【現状と課題】 

  これまでの事業計画策定は、ものづくり補助金・持続化補助金等の補助金申請、経 

営革新認定申請支援や、金融あっせんに関する策定支援が主であり、小規模事業者が 

抱える販路開拓・拡大の経営課題に対応した事業計画の策定を行っていなかった。 

今後は、経営分析により経営実態を明確にし、地域経済動向や需要動向を考慮した 

 事業計画を伴走型により策定・実施する必要がある。 

また、創業者・後継者の育成、事業承継についても事業計画の策定を行い、小規模 

事業者数の減少に歯止めをかける。 

 

(2)【支援に対する考え方】 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行 

動や意識変化にはならず、カリキュラムを工夫することで取組みへのハードルを下 

げ、計画を立てることは新しい発見に繋がる事や目標達成を意識した行動になるよう 

実施する。 

前述のセミナー受講者で経営状況分析を行った事業者、巡回・窓口指導にて分析を 

行った事業者の約４割程度／年、ものづくり補助金・持続化補助金の申請を契機とし 

て経営計画の策定を目指す事業者の中から、実現可能性の高い事業者を選定し事業計 
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画策定に繋げる。分析事業者全体で約５割程度／年、毎年、事業計画策定を実施する。 

 

（3）【事業内容】 

前述の経営分析を行った製造業・小売業の小規模事業者、事業計画の策定の必要が 

 高いと思われる創業予定者、事業承継予定者及び販路開拓を課題に抱え、売上・利益 

拡大を積極的に取組む事業者を中心に（独）中小企業基盤整備機構の「事業計画作成

キット」、経済産業省の「ローカルベンチマーク」を活用して、経営分析・地域経済動

向調査・需要動向調査などを勘案した一貫性のある事業計画を策定する。支援につい

ては、経営指導員が中心となるが、県連合会の専門家派遣制度（エキスパートバンク）・

スーパーバイザー、富山県新世紀産業機構、富山県よろず支援拠点等の専門家派遣制

度を有効活用する。事業計画策定に当たっては、経営分析においても活用した（独）

中小企業基盤整備機構の「事業計画作成キット」と経済産業省の「ローカルベンチマ

ーク」のツールを原則活用する。 

 

①事業計画策定セミナーの開催（新規事業） 

積極的に事業計画策定を目指す小規模事業者、特に経営状況分析セミナー受講者で 

事業計画策定の必要性が高いと判断される製造業・小売業の小規模事業者、事業承継 

予定者、商品開発・販路開拓・売上・利益拡大を積極的に目指す事業者を中心に、事 

業計画策定の必要性、有効性をアピールし重点対象としてセミナーを開催する。 

 

(内 容) ・経営状況分析を行った事業者を中心に、事業計画の考え方・商品・サー 

ビスの SWOT分析・顧客及び市場ニーズの把握、目標の設定と事業者意 

識の改革 

   

（対象者） ・経営状況分析セミナー受講者及び特に地域資源を活用した製造業・小売 

業者で、販路・売上・利益拡大の課題を抱える小規模事業者。 

  

(募集方法)・窓口及び巡回による課題発掘によるセミナー受講への勧誘、商工会ホー 

ムページや機関紙、金融機関等連携し積極的に取組む事業者を洗い出 

す。 

 

 (目  標) 

事業内容/年度 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
セミナー開催回数 ― 1回 1回 1回 1回 1回 
事業計画策定 

セミナー 

参加事業者数 
― 12社 12社 14社 14社 16社 

内、事業計画策定 

事業者数 
― 9社 9社 10社 10社 12社 

 

②事業承継者個別相談会（新規事業） 

事業承継では、経営指導員が行う巡回ヒアリングシートを基に後継者不在などで事 

業の存続に悩みを抱えたり、経営資源を引継ぐ意思のある小規模事業者への事業承継 

計画の骨子を中心とした事業計画を策定する。相談内容によっては富山県事業引継ぎ 

支援センターと連携して開催する。 
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 (内 容) ・事業承継における円滑な経営資源の引き継ぎ、既存商品の高付加価値化 

や、新商品開発と販路拡大に向けた中長期的な事業計画の作成。 

 

 (対 象 者)・経営分析セミナー受講の事業承継予定者及び、巡回による事業承継診 

断ヒアリングシートからの課題を抱える事業承継者。計画着手から策定 

までを個別で濃密に実施。（計画着手から策定まで 4回程度） 

 

（募集方法）・経営分析セミナー受講者へ個別勧誘。巡回による事業承継ヒアリングシ 

ート事業者からの個別勧誘  

  

 （目  標） 

事業内容/年度 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
事業承継個別 

相談会開催回数 
― 1回 1回 1回 1回 1回 

事業承継個別相談会 

参加事業者数 
― 5社 5社 6社 6社 6社 

内、事業計画策定 

事業者数 
― 3社 3社 4社 4社 4社 

 

 

③地域人材創出事業 創業セミナー（創業塾）（既存事業） 

  創業者及び創業予定者を対象に、創業計画を伴走型でサポートする「創業塾」を富 

山市・日本政策金融公庫・地域内金融機関・富山県新世紀産業機構・よろず支援拠点 

との連携のうえで開催する。富山市の産業競争力強化法に基づく特定創業支援対象に 

なることから、創業者に対して実現かつ実現可能な中期創業計画の策定支援を行う。 

   

（内  容）・創業の心構え・創業準備の基礎知識（役所届出、税制優遇策・助成金・ 

公的融資制度活用）・マーケット戦略・事業計画書の作成とする。 

 

  (対 象 者)・経営分析セミナー受講の創業者、創業予定者。計画着手から策定まで 

を個別で濃密に実施。（計画着手から策定まで 4回程度） 

  

 （募集方法）・窓口相談による個別勧誘。ホームページ、機関紙チラシ折込、新聞広 

告（県内一円）及び新聞チラシ折込（管内一円）、日本政策金融公庫・ 

金融機関・富山県新世紀産業機構・よろず支援拠点でのチラシ配布と 

連携による募集。 

          

 （目  標） 

事業内容/年度 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
創業セミナー 

開催回数 
1回 1回 1回 1回 1回 1回 

創業セミナー参加 

事業者数 
8社 10社 10社 12社 12社 12社 

内、事業計画策定 

事業者数 
― 3社 3社 4社 4社 4社 
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販路拡大・開拓の事業計画策定、実施まで含めた年間スケジュールを立て、経営指 

導員等が伴走型で行い、フォローアップ支援時に把握した結果を事業者と共有し、個 

社が自主的に把握する事を目指す。 

 

（4）【目  標】   

事業計画策定目標総数は、次のとおりとする。 

事業内容/年度 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
事業計画策定 

事業者数 
― 36社 36社 48社 48社 60社 

内 

 

 

 

 

訳 

巡回窓口に 

よる策定事業者 
― 21社 21社 30社 30社 40社 

①事業計画 

策定セミナー 

参加事業者 

― 9社 9社 10社 10社 12社 

②事業承継 

  事業者 
― 3社 3社 4社 4社 4社 

③創業者 

創業予定者 
― 3社 3社 4社 4社 4社 

 

事業承継事業者・創業者、創業予定者においては濃密な計画着手から策定までを 

実施。（計画着手から策定まで 4回程度） 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること  【指針②】 

 

（1）【現状と課題】 

  小規模事業者の事業計画を策定しても、支援は融資のあっせんや、補助金の活用な

どであり、実施事業に対する検証・評価、改善、再度計画の立案、実行がなされてい

ない。つまり、ＰＤＣＡサイクルをまわすような実施支援を行っていなかった。 

今後は、事業者によりそった継続的な事業実施のフォローアップ支援を行う。 

 

（2）【事業内容】 

    事業計画策定しても、持続的な計画支援や効果の持続性が乏しく、計画を立てる事

が目的となったり、計画の頓座とならないよう継続的・定期的な計画管理、進捗状況

の見直し、方向の修正等を巡回業務による声掛けで計画管理を実施する。 

  〇具体的にフォローアップする内容 

   イ）達成したいことの再認識、実現可能性の測定と判断 

   ロ）経営分析上にて収集した事業者情報とミスマッチな計画になってないか 

   ハ）計画進行上の課題把握や認識 

   二）路線変更が応じた場合、変更後がより良いものになってるか 

   ホ）計画を進行させる当事者自体の意気込みが低下していないか 

   へ）計画実施上での有用な制度の活用等、相互伝達で円滑に計画を遂行 

 

①定期巡回による事業実施のフォローアップ（新規事業） 

計画策定後の着実な実施を進めるために、計画に関与した経営指導員が 1事業者年 

間４回、四半期ごとで事業計画策定事業者全員を対象に定期巡回訪問を行い、上記 6 

項目を中心に指導・助言を行う。 



- 17 - 
 

②創業者・事業承継者にフォローアップ支援の推進（新規事業） 

創業者及び事業承継者には、策定支援後３年間、経営指導員が１事業者年間４回、 

四半期ごとに定期巡回訪問し、前述の 6項目に加え経営・経理・税務・金融等の必要 

な指導・助言を行う。高度な課題解決等に対しては、専門家派遣制度を活用して事業 

遂行についてフォローアップを行う。 

 

③専門家派遣事業活用による実行支援の個別フォローアップ（新規事業） 

  事業計画策定事業者全員を対象に、経営指導員だけでなく、県商工会連合会のエキ 

スパートバンク、富山県新世紀産業機構、富山県よろず支援拠点等の専門家により実 

施事業について検証してもらい、課題の解決や新たな事業の展開について支援する。 

 

④公的融資制度の積極的斡旋（既存拡充） 

事業計画を実行するための資金調達に、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改 

 善資金融資制度」、「小規模事業者経営発達支援融資制度」、その他制度融資を斡旋し、 

円滑な事業実施・運営を資金繰り面から支援する。 

 

（3）【目  標】 

年 度 現状 平成 31年 平成 32年 平成 33年 平成 34年 平成 35年 
事業計画策定事業

者数 
― 36社 36社 48社 48社 60社 

フォローアップ 

支援延べ目標回数 
― 144回 168回 240回 248回 304回 

内 

 

 

 

 

訳 

 

巡回・窓口 

による 

策定事業者 

― 21社 21社 30社 30社 40社 

フォローアップ

支援延べ回数  84回 84回 120回 120回 160回 

事業計画 

策定セミナー 

参加事業者 

― 9社 9社 10社 10社 12社 

フォローアップ

支援延べ回数 ― 36回 36回 40回 40回 48回 

事業承継 

事業者 
― 3社 3社 4社 4社 4社 

フォローアップ

支援延べ回数 

（1 事業者 

3年間継続） 

― 12回 24回 40回 44回 48回 

創業者 

創業予定者 
― 3社 3社 4社 4社 4社 

フォローアップ

支援延べ回数 

（1 事業者 
  3年間継続） 

― 12回 24回 40回 44回 48回 

専門家派遣活用事

業者件数 
― 4社 4社 6社 6社 7社 

公的融資制度の 

活用支援件数 
― 5社 5社 5社 7社 7社 
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６.需要動向調査に関すること  【指針③】 

（1）【現状と課題】 

小規模事業者の事業計画策定にあたり、市場や商圏、顧客ニーズの把握など需要動 

 向を把握しマーケットインの視点で策定することが肝要である。 

  これまでは、個々が商品開発を行ってはいたが、調査・分析も行なってないため浸 

透力も弱く、消費者とのミスマッチや情報発信力の弱さから売上増加に繋がってない。 

今後、販路開拓拡大に活かせるような、買い手のニーズ、市場動向等を収集する需 

 要動向調査を実施し、情報提供することが事業計画策定・実行に求められている。 

（2）【事業内容】 

事業計画策定・実施する事業者に対して需要動向調査を行う。 

地域資源を活用した新商品を開発するため、地域資源活用事業者 5社 において、特産 

品開発｢呉羽梨｣などを活用した新たな特産品を開発し、富山北地域ブランド化に向け 

た支援を実施する。 

 

①イベント会場におけるテストマーケティング支援（新規事業） 

富山市北商工会地域イベントや富山県が主催するイベントに参加し、新商品につい 

て消費者を対象にテストマーケティングを行う。その結果を商品開発、販路拡大に活 

かす事によって個社の事業計画推進を支援する。 

 

（1）【サンプル数】 来場者１００人 

（2）【調査方法・手法】 

 富山市北商工会管内の各地区で開催されるイベント７月・８月及び富山県が主催 

する来場客に、開発中の商品を試食してもらい、よろず支援拠点のフードーコーデ 

ィネーターと連携作成したアンケート調査票を基に、満足度や改善点等を経営指導 

員がヒアリングにて調査する。 

 

「和合だらまつり」 ７月 

（和合地区）四方海浜公園で開催される地域密着型イベント。近隣・地元住民 

が対象であり、来場者は 8,000人程度、子供から大人まで来場者 

の幅も広い。 

 

「水橋橋まつり」 ７月 

（水橋地区）地域中心を流れる白岩川を中心に開催される地元密着型イベント。 

大花火もあり地区外からも来場が多く来場者は 20,000人程度。 

 

「くれは華街道まつり」 ８月 

（呉羽地区）地域住民と呉羽地域商工業者のふれあいの場として５０年前から 

地区の納涼祭。地域密着型イベントで、学生とのタイアップイベ 

ントも開催で来場者は 5,000人程度 

 

「日本橋とやま館（東京・日本橋）」 

２０１６年６月にオープンしたセレクトショップであり、首都圏における富 

    山の情報発信拠点。県産食材・名産品・地酒・工業製品などを取り扱い、富山 

の素材と食文化、手仕事が織りなす、衣・食・住・遊を彩る商品を販売し、年 

間来場者は約 300,000人。 
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（3）【調査項目】 

    基本情報（性別・年代・居住地、家族構成） 

商  品（価格・味・見た目・大きさ・パッケージ・満足度・改良・要望度） 

 

(4)【分析手段・手法】 

調査結果は、よろず支援拠点のフードコーディネーター、販路開拓等の専門 

    家と連携し、経営指導員が分析を行う。 

 

（5）【分析結果の活用】 

調査結果は、分析・整理を行い個社の事業計画にフィードバックする事で、 

今後の商品改良・販売戦略の見直しと、更なる新商品開発・販売の参考データ 

ーとして活用し新たな需要開拓に繋げる。 

 

(6)【目  標】 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 【指針④】 

（1）【現状と課題】 

新たに地域資源を活用した特産品開発への取り組みや、ガラス製品製造業などがあ 

るが、小規模事業者は優れた技術力や商品力はあるものの、情報発信力が弱く、新規 

顧客獲得がなかなかできない状況であり販路開拓等が大きな経営課題となっている。 

従来は、持続化補助金の活用、専門家派遣制度の活用、商談会開催情報等の提供に 

よる販路開拓の支援を行ってきたが、支援内容について不十分であり、今後売上の増 

加や利益確保のため、ますます新たな需要開拓を支援することが求められている。 

 

(2)【事業内容】 

①展示会・商談会の活用による販路開拓・拡大支援（BtoB支援）（新規事業） 

地域資源でガラスなどの製造販売を行う事業計画を策定した ２事業者 を、県内

開 

  催と首都圏開催での出展し、新たな需要開拓の開拓を支援する。展示会・商談会を 

独自開催しても効果や狭いエリアに限定される事から、富山市・近隣商工会・商工 

会議所などの他の支援機関と連携し、既存の展示会等に小規模事業者へ出展の促進 

と販路開拓・拡大を支援する。 

 

（出展前の支援） 

事業者の出展目的を明確化にし、事業計画書と各商談会・展示会（目的・規模・ 

費用・来場者の属性など調査）マッチングと申込手続の支援、PR資料や商談資料（商 

談シート）の作成や、専門家を交えてのプレゼンテーションの支援を行う。 

(出展中の支援) 

事業者に同行し、職員が総合的なアシスタントを行う他、商談時でのバイヤー等 

の反応もウォッチングする。また、展示会全体で他の出展事業者内容調査やニーズ 

内    容 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成35年度 
テスト 

マーケティング 

対象事業者数 

 

― ５社 ５社 ７社 ７社 ７社 
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が何処にあるのかも調査する。 

（出展後の支援） 

経営指導員が調査結果を基に成果の確認と課題を把握し、今後の商品開発・改善 

に役立てる他、事業計画の遂行に反映させる。 

 

イ) 富山県、富山県商工会連合会、富山県商工会議所連合会等が行う「富山県もの 

づくり総合見本市」は毎年 10月下旬～11月上旬に開催。北陸三県、海外（東南 

アジア）の事業者が来場し、地場産業をはじめ、医薬品、化学、伝統工芸、食品 
加工関係の出展が約 380 社あり、来場者も約 20,000 人である。 
 

ロ) ㈱ビジネスガイド社が行う、毎年 9月頃に予定されている「東京インターナシ 

 ョナルギフトショー」に衣食住関連の小規模事業者に出展を促進し、新商品の販 

路・拡大を支援する。出展企業は約 3,500社であり、入場対象者も国内外の流通 

関係者で総来場者数も約 308,000人（海外約 8,600人含）である。 

 

②イベントでの出展即売、アンテナショップ活用による 

販路開拓・拡大支援（BtoC 支援）（新規事業） 

   地域資源（海産物・呉羽梨・八町米）などを活用した食品製造販売、小売店を中 

  心に事業計画を策定した ３事業者 選定し、首都圏物産展イベント、アンテナショ

ッ 

プ活用により参加させ出展販売、販路開拓・拡大を支援する。物産展イベントやア 

ンテナショップでは、商品・サービスの魅力を小規模事業者が直接消費者に訴求す 

ることが有効手段ではあるものの、短所はスポット的である。特に首都圏での販路 

開拓を目指すには、何処で買えるのかを明確にして他人に薦めてもらわなければ、 

一過性となってしまう。消費者へ身近な販路として、また、商品・サービスのテス 

トマーケティングやブラッシュアップする手段に関係機関が運営するアンテナシ 

ョップの活用を積極的に提案し、小規模事業者の販路開拓を支援する。 

 

（出展前の支援） 

事業者の出展販売目的を明確化にし、事業計画書と販売（目的・規模・費用・来 

場者の属性など調査）マッチングと申込手続の支援。 

経営指導員が事業者とともに販売商品のプロモーションと試食提供時のヒアリ 

ングシート作成支援を行う。 

(出展中の支援) 

事業者に同行し、職員が総合的なアシスタントを行う他、来場者、購入者の属性 

を調査。テストマーケティングで消費者の反応をヒアリングする。 

（出展後の支援） 

経営指導員が調査結果を基に成果の確認と課題を把握し、品目別売上、利益、客 

層の属性などを明確にデータ化し今後の商品開発・改善に役立てる他、事業計画の 

遂行に反映される。 

 

イ）首都圏消費者をターゲットとするイベント販路開拓・拡大支援 

「ニッポン全国物産展」11月 

東京池袋サンシャインホールで開催される全国規模の物産展。地域の特色を活 

かした産品を製造・開発、または販売する中小・小規模事業者約 350社が出展し、 
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各テーマに合わせた出展ブース、人気投票なども開催。バイヤー、マスコミ等も 

招聘し首都圏を中心に期間中の来場者は 150,000人を数える。 

 

ロ）アンテナショップ活用による販路開拓・拡大支援 

「いきいき富山館」（東京・新橋）」・「日本橋とやま館（東京・日本橋）」 

いきいき富山館は固定ファンも多く、ます寿しをはじめ、山海の幸・約 800品 

目で富山の定番な品揃えが魅力。日本橋店とは一味違うディープな富山を発信し 

ている。催事コーナーでは、試食販売や調理実演を通じて「旬の富山」を伝える。 

日本橋とやま館は、平成 29年 6月にオープン、海・里・山が育む県産食材、名 

産品を提供し今年 5月で来館者 300,000人を超える人気がある。 

 

 

 

③ＩＴを活用した販路開拓・拡大展開支援（新規事業） 

地域資源を活用した商品の富山北地域ブランド化に向け、期間中は地域資源を扱 

う意欲ある製造業、小売業を重点的にＥＣサイトへの掲載を支援する。 

 

イ）（独）中小企業基盤整備機構「Ｊ－Ｇｏｏｄ Ｔｅｃｈ（ジェグテック）」 

の活用 

製造業等のマッチングサイトを活用し、販路開拓・拡大を支援する。 

商工会は、事業者に登録を勧め、支援機関としてのサイトアカウントを取得し、 

商工会が、事業者の登録を積極的に行う。 

 

 

ロ）全国商工会連合会「ニッポンセレクト.ｃｏｍ」の活用 

サイトを活用して商品の紹介・普及販売を行い販路開拓・拡大を図る。 

商工会は、事業者に登録するよう勧め、登録後は売れ筋等の分析を行い販路開 

拓・拡大の支援をする。 

 

 

ハ）全国商工会連合会「100万会員ネットワーク」の活用 

このサイトに登録し、新たな人脈・取引・開拓・開発等へ繋げる。事業者に登 

録を勧め、商工会が、事業者の登録を積極的に行う。 

併せて、自社ＨＰの作成を支援し、ネットによる販路開拓・拡大を支援する。 
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(3)【目  標】 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

８.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（1）【現状と課題】 

地域住民とのふれあい、にぎわい創出、地域コミュニティの形成のため歴史・文化 

に根付いたイベントをこれまで実施してきた。 

  そのほか、商業振興・工業振興・薬業振興事業などを数々展開してきたが、製造品 

 出荷額、商業・サービス業年間販売額、事業所数、所得、人口など過去に比べその成 

 果があらわれず、地域経済の活性化に十分に寄与しているとは言えない状況である。 

  今後は、従来の取り組みを検証し、地域の多様な機関・団体が参画した委員会を組 

織し、意識の共有化を図り地域と一体的に取り組むことや、既存のイベントを販路開 

拓の場に活用し地域経済活性化により効果のある事業を展開していくことが求めら 

内    容 現 状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35 年度 

①展示会・商談会 

出展者数 
― 2社 2社 2社 3社 3社 

①展示会・商談会による 

商談件数 
― 4件 4件 4件 6件 6件 

①展示会・商談会による 

商談成約件数 
― 1件 1件 １件 2件 2件 

①展示会・商談会による 

売上増加目標 
― ― 

前年比増

2％アップ 
前年比増

2％アップ 
前年比増

3％アップ 
前年比増

3％アップ 
②イベント等への出展 

事業者数 
― 2件 2社 3社 3社 5社 

②イベント等への出展 

売上増加事業者数 
― ― 1社 1社 2社 3社 

②イベント等への出展に 

よる売上増加目標 
― ― 

前年比増

2％アップ 
前年比増

2％アップ 
前年比増

3％アップ 
前年比増

3％アップ 
②アンテナショップへの 

出展事業数 
― 2社 2社 3社 3社 3社 

②アンテナショップへの 

出展売上増加事業者数 
― ― 1社 1社 2社 2社 

②アンテナショップへの 

出展による売上増加目標 
― ― 

前年比増

2％アップ 
前年比増

2％アップ 
前年比増

3％アップ 
前年比増

3％アップ 
③ITを活用した 

登録事業者数 
― 2社 2社 3社 3社 3社 

③ITを活用した 

商談件数 
― 4件 4件 6件 6件 6件 

③ITを活用した 

商談成約件数 
― 1件 1件 2件 2件 2件 

③ITを活用した 

売上増加事業者数 
― ― 1社 1社 2社 2社 

③ITを活用した     

売上増加目標 
― ― 

前年比増

2％アップ 
前年比増

2％アップ 
前年比増

3％アップ 
前年比増

3％アップ 
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れている。 

 

（2）【事業内容】 

1.）イベントを開催し、販路開拓・商品開発支援 

地域の自治振興会、公民館、幼稚園・保育園・小中学校、高校、地区センター、商 

工会等地域団体が参画した委員会を組織して、地域活性化のための諸事業を企画・運 

営・実施する。 

その一環のイベントである「和合だらまつり」「水橋橋まつり」「華街道くれはまつ 

り」を開催し、その集客力を活用して、地域住民を対象に試作品や新商品のテストマ 

ーケティングを行い、販路開拓や商品開発につなげる。 

 

※イベント事業 

イ）和合だらまつり（和合地区） 

昭和初期まで和合地区で盛んだった盆踊り｢だらだら盆｣に由来する。だらだ 

ら盆の賑わいを復活させ、和合地域を盛り上げようと２００２年、これまでの 

「商工会夏祭り」の内容を改め、誕生したのが｢和合だらまつり」である。イ 

ベントは四方海浜公園にて開催、地域の学校、団体の児童を中心に出し物を披 

露する「和合っ子フェスティバル」のほか、大縄跳び、ビーチフラッグ大会な 

ど地域住民が一体となって多彩な催しを朝から夜まで一日中行われ沢山の人 

で賑わう。 

 

ロ）水橋橋まつり（水橋地区） 

立山橋の架橋、常願寺川の平穏と住民の生活安泰を願い、自治振興会、商工 

会、ＰＴＡ、地域住民で実行委員会を組織し、地元、小中高の吹奏楽部による 

ドリーム演奏での市中行進や全国でもめずらしい「裸火」が実施される。メイ 

ンイベントとして町の中央を流れる白岩川にて大規模な花火が打ち上げられ 

る。草の根で手作りを基本に市民参加型のお祭りである。 

 

ハ）華街道くれはまつり（呉羽地区） 

地域活性化を目指し、地域住民と呉羽地域商工業者のふれあいの場として５ 

０年前から地区の納涼祭から始まった。イベントでは地域の幼稚園児から高校 

生を巻き込むなど地域密着型の内容である。 

 

 

2）地域資源を活かした商品開発 

   「ガラス工芸」、「ホタルイカ」「呉羽梨」「八町米」の地域資源があり、それを活 

用した商品の開発を行い、富山ブランド(ふるさと認定)、まちの逸品「べつばら 

富山」等への登録・認定を目指す。 

 

 

3）地場産業の振興 

「配置薬」・「ガラス工芸」業者に対して、販路開拓、商品開発、人材確保、後継 

者育成、事業承継についての支援を行い、産業の振興を目指す。 
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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 

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】 

従来は、個社の課題解決を図るための売上拡大と利益向上、的確な情報収集と活用、 

経営分析による事業計画策定支援等の情報交換は、能動的に行っていなかった。むし 

ろ受動的に、他の支援機関が実施している会議に参加しているのが現状であり、支援 

に役立つ情報交換となっていなかった。近年では、支援経験 3年未満の経営指導員・ 

経営支援員が増え内容のある情報交換を行い、小規模事業者の課題解決に向けた専門 

的な知識、有力な手段等のノウハウを取得し、伴走型支援の強化を図ることが求めら 

れている。 

 

（2）【事業内容】 

全職員（一般職員含む）は、他の支援機関が開催する下記の会議等に積極的に参加 

し、情報収集に努め職員の窓口及び巡回における支援能力の強化につなげる。支援ネ 

ットワークの構築を強化することで、当会の支援能力アップを推進していく。 

 

イ）富山市北商工会支援情報交換会の開催（年２回開催） 

富山県中小企業診断協会、富山県よろず支援拠点、富山県商工会連合会のスー 

パーバイザー、日本政策金融公庫富山支店、地元金融機関と情報交換を年 2回開 

催し、他の支援機関が有する専門性に応じた支援ノウハウの取得・蓄積を行う。 

 

ロ）富山県よろず支援拠点「支援機関連携拡大ネットワーク会議」（県内支援機関が 

参集。）支援事例、支援施策等の情報収集。（年 2回～3回開催） 

よろず支援拠点では、経営手法（市場調査・需要動向調査・マーケティング手 

法・販路開拓・事業承継・創業）など、多くの小規模事業者や中小企業者の経営 

支援事例の報告や、参加する他の支援機関からも質の高い事例報告、知識も得ら 

れることから、目標達成に向け、経営指導員等が小規模事業者の事業計画作成を 

伴走型支援にて役立てる為、従来以上に積極的に参加・活用しノウハウを取得す 

る。 

 

ハ）富山県商工会連合会「経営支援会議」(県内 12商工会の経営指導員が参集。) 

    国・県の施策、施策の活用事例 県内の景況、県下商工会支援事例（年 4回開 

催）4半期事に開催され、県内 12商工会の経営指導員が参加し、県担当者による 

融資利用状況や、国・県の施策概要と活用事例の報告。中小企業基盤整備機構が 

扱う支援事業などの紹介と支援事例が報告される。中小企業基盤整備機構では、 

中小企業診断士による支援事例が豊富で、あらゆる視線での支援方法が得られる 

事から経営指導員が小規模事業者の伴走型支援に役立てる為、積極的に参加しノ 

ウハウ取得と情報収集を行う。 

 

二）日本政策金融公庫富山支店「マル経協議会」（呉東ブロック商工会、商工会議所 

の経営指導員が参集。）地域経済の状況、金融支援事例の情報収集。（年 1 回開催。） 

     富山県呉東地区の商工会、商工会議所の経営指導員が参加し、各地区の融資 

申込状況や、資金ニーズ、地域経済の状況、金融支援事例のノウハウについて意 
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見交換を行う。経営支援経験 3年未満の経営指導員も多い事から、先輩経営指導 

員の手法やノウハウについて情報収集を行う。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（1）【現状と課題】 

 経営指導員等の資質は、年齢・経験年数・業種分野などで保有する知識のバラツキ 

があり、支援には不足する知識が多々ある。個社の課題解決、売上拡大に向けた経営 

計画策定支援などの現場に活かせる、様々な概念や中小企業診断士的技法・理論の一 

定量を知識習得するには、中小企業基盤整備機構や富山県商工会連合会が主催する研 

修への積極的な参加と、全国商工会連合会経営指導員等 WEB研修の積極的な受講、ま 

た経営指導員全員が全国商工会連合会の認定する｢経営支援マネージャー｣資格取得 

を行い支援能力の向上を図る。 

  また、支援事例及び経営状況等の分析結果は、担当の経営指導員に帰属し組織とし 

て共有・蓄積されず、人事異動等でいなくなっても組織の財産として残すことが求め 

られている。経営指導員による経営支援会議に全職員（一般職員含む）参加を 2ヶ月 

に１回開催し、指導における専門的な手法・情報を共有化、個社支援内容をファイル 

サーバーにて保管し職員全員が一貫した指導ができるよう意思統一を図る。 

 

（2）【事業内容】 

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。 

全国各地の中小企業大学校で開催され、経営改善計画策定、販路開拓、海外展 

開、IT活用などの売上拡大支援をテーマとした演習を交えた研修であり、スキル 

アップに繋げる。 

 

②富山県商工会連合会等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向上研修で構成され、

年間 20時間以上を積極的に受講する。 

 

ⅰ一般研修、 

     税制改正・社会保険制度の知識、モチベーション・コミュニケーション能力 

    アップ、創業支援などの広範なテーマ。 

 

ⅱ専門研修 

     国や県の各種補助金の申請ポイント・支援事例、支援施策、事業承継計画の 

立案、海外展開のポイントやリスク管理、WEBマーケティングに関するスキル・ 

知識向上、観光・地域資源を活用した地域創生・活性化、補助金を活用した商 

店街活性化事例等。 

 

ⅲ技術研修 

     企業・現場を訪問し、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向上の指導、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 

     ものづくり補助金、経営革新、地域資源活用・農商工連携事業、観光資源、 
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地域活性化などの経営計画策定支援、実現可能性の高い事業計画・事業計画立 

案スキルの向上を図る。本研修は｢経営支援マネージャー｣を取得する際には受 

講が必須であるが未取得の指導員は勿論のこと、取得済み経営指導員において 

も反復して受講することによってスキルアップを図る。 

 

2.）スーパーバイザー研修 

経営支援経験 3年未満の職員を対象とした研修であり、経営計画・経営改善 

計画の実現に向けた資金活用として、小規模事業者への有意義な経営支援策マ 

ル経融資の斡旋、信頼関係を築くためのコミュニケーションと巡回・ヒアリン 

グのポイント等、伴走型支援に必須ともいえる、小規模事業者の課題案件発掘 

に向けた手法・知識を学ぶ。 

 

 

 

③全国商工会連合会経営指導員等Ｗｅｂ研修の受講 

中小企業経営・中小企業施策、経済学・経済施策、財務・会計、企業経営理論、 

運営管理、経営法務、経営情報システム、小規模事業者経営改善資金の限度額対

応講座、新規事業開発、助言理論を受講し、研修効果測定も行っている。中小企

業診断士の 1 次試験科目に準じており、知識等に関して支援能力の向上が見込ま

れる。 

 

 

 

④経営支援会議の開催と支援データの共有化、データサーバーへの保管。 

経営支援会議（全職員対象）を 2ヶ月に 1回開催し、各経営指導員が支援事例 

を発表。巡回による課題案件発掘方法、経営分析手法や現場観察、ヒアリング手 

法能力、補助金申請のポイント、創業計画策定支援などスキルアップを図る。 

また、課題を抱える小規模事業者をピックアップし、ベテラン経営指導員と若 

手指導員をペアを組んで、現状分析、課題を再確認し経営計画策定支援をサポー 

トする。 

支援事例や経営分析結果、経営支援の状況などのフォーマットを作成し、小規 

模事業者情報・いつ・どのような支援・支援中・フォローアップ中など、個社支 

援している情報をデータ入力し、本所・支所間でも閲覧できるように、指導カル 

テとして商工会共有サーバーに保管する。経営指導員は、毎月開催する経営支援 

会議に現況報告できるよう月末までに入力を完了する。 
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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 

（1）【現状と課題】 

  当会の事業運営は、毎年総会において協議しているが、「産業発展」や「事業者支 

援」への項目は僅少で、事業の評価においても内部の反省会的な評価会議に留まり、 

評価基準も相対的評価が主で、地域事業者支援という面での評価項目も課されてない 

状況である。評価結果の開示も関係者に限られる事が多く、評価結果を受けての見直 

しも充分ではなかった。 

 このような状況から、事業評価及び見直しについては、外部評価者を加え的確な評 

価と公表を行い、確実に見直しに結び付けるような仕組み作りを図る必要がある。 

 

(2)【事業内容】 

  毎年度、本計画に記載の事業の進捗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各班長（各支所長）は毎月１回「経営指導員毎の年度別小規模事業者支援計画」の 

進捗状況を把握・チエックし、事務局内にて進捗状況の共有化を図る。 

                ⇓  

②本所事務所にて、全職員（一般職員含む）３ヶ月ごとに「経営発達支援計画進捗会 

議（仮称）」を実施し、各事業の進捗状況や内容について検証及び意見交換を行う。 

            ⇓  

③理事会に随時、経営発達支援計画の進捗状況・内容・検証について報告を行い、意

見の集約を行う。 

       ⇓  

④年に 1回有識者で構成する「富山市北商工会経営発達支援計画評価委員会」を開催 

し、事業の実施内容の検証・成果の評価を行い、改善方針を策定し次年度に向けて 

取組む。 

〔経営発達支援計画評価会議・委員構成（案）〕 

 (外部有識者)  行  政  富山市（商業労政課長） 

         有 識 者  中小企業診断士協会（中小企業診断士） 

 (その他委員)  支援機関  富山県商工会連合会（専門経営指導員等） 

           〃    地元金融機関代表 

         事業者等  商工会役員等 

         事 務 局  商工会事務局長・経営指導員等 

            ⇓  
⑤事業評価委員会にて協議した、事業の実施内容の検証・成果の評価・改善方針・次 

年度取組内容は、直近の理事会に報告し承認を受ける。 

                ⇓  

 

⑥理事会の承認を受けた、事業評価会議の報告及び公表については、商工会ホームペ 

ージ、商工会広報紙にて年１回公表する。 
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以降毎年、上記スキームを継続し、確実なＰＤＣＡサイクルを回す事により着実な 

成果を上げる体制をつくる。 
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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３０年１１月現在） 

１．組織体制 

 当商工会の職員構成は１６名で、事務局長１名、支所長３名（事業統括兼務）、経営指導

員６名（※全国連認定経営支援マネージャー３名含む）、経営支援員６名である。 

本事業は、事務局長は全体統括、支所長は支所統括とし、本部経営指導員は事業統括、

本部経営支援員は事業統括補佐とする。 

支所経営指導員６名は、本事業を中心的に推進し、支所経営支援員は、支所経営指導員 

の推進補佐とする。 

 

全体統括    事務局長   谷崎 達也    
事業統括    主任経営指導員 宮脇 年範 
事業統括補佐  経営支援員 山下 弘美   
 
水橋支所班 
水橋支所班長 支所長  岩城  勉   
経営指導員 道木 智紀 犬島 真由美 経営支援員 城宝 舞  高月 彩椰 

 
和合支所班 
和合支所班長 支所長  宮脇 年範（兼務）  
経営指導員 堀井 雅俊 岡本 祐二 経営支援員 山下 弘美（兼務）麦島 舞香 

 
呉羽支所班 
呉羽支所班長 支所長  棚田 仁志 
主任経営指導員 山田 尚美  泉  徳子  経営支援員 庵杉 周弥 西野 達也 

 
 
 
 
 
 
             

         
 
 
                 
 
                
 
 
 

 

 

 

 

理 事 会 

推進チーム 
事務局長・経営指導員 
経営支援員 

小規模事業者 

承認・意見 報 告 

支 援 

支 援 機 関 
連 携 

評価委員会 

報 告 

提 言 
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２．連絡先 

 名称：富山市北商工会 

 住所：富山県富山市四方３８５－２８ 

 電話番号：076-435-5588  fax番号：076－435－4215 

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：toyamakita＠shokoren-toyama.or.jp 

  https://www.shokoren-toyama.or.jp/~toyamakita 

（和合支所）富山県富山市四方３８５－２８ 

         電話番号：076-435-0182  fax番号：076－435－4215 

   （水橋支所）富山県富山市水橋辻ヶ堂 1919-2 

         電話番号：076-478-0247  fax番号：076－479－0436 

   （呉羽支所）富山県富山市吉作 3264-8 

         電話番号：076-436-0135  fax番号：076－436－5093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.shokoren-toyama.or.jp/%7Etoyamakita
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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） 

 平成 31年度 
(31年 4 月以降) 

平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額  73,696 74,150 74,550 75,100 75,600 

 

1.人件費等 

2.事業費・事務費等 

3.調査事業費等 

4.セミナー開催費等 

5.地域総合振興事業費等 

6.販路開拓費等 

61,756 

7,830 

300 

500 

2,960 

350  

61,900 

7,900 

300 

550 

3,000 

500 

62,200 

8,000 

300 

550 

3,000 

500 

62,500 

8,200 

300 

600 

3,000 

500 

62,800 

8,400 

300 

600 

3,000 

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.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、県連補助金、会費収入、委託料収入等 

3.調査事業費等    → 国補助金、県補助金、市補助金 

4.セミナー開催費等  → 国補助金 県補助金、市補助金、県連補助金、 

会費収入、委託料収入等 

5.地域振興事業費等  → 県補助金、市補助金、会費収入、委託料収入等 

6.販路開拓費等    → 国補助金、県補助金、市補助金、会費収入、委託料収入等 

 

 

 

 

（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関すること 

2.経営状況の分析に関すること 

3.事業計画策定支援に関すること 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

5.需要動向調査に関すること 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

7.地域経済の活性化に資する取り組み 

8.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力・資質向上のための取組 

連携者及びその役割 

1.富山市商業労政課       

課長 古西 達也 

富山市新桜町 7-38  ℡076-443-2070  

  ①イベントを活用した販路開拓・商品開発支援。 

②地域資源を活かした商品開発の支援。 

③事業の実施状況、成果の評価・改善方針。 
2.富山県商業まちづくり課 

   課長 森田 真己 

   富山市新総曲輪 1番 7号 ℡076-444-3251 

  ①地域の経済動向調査に関すること。 

  ②事業計画策定後の実施支援に関すること。 

3.経済産業省 

大 臣  世耕 弘成 

東京都霞が関 1-3-1 ℡03-3501-1511 

①ローカルベンチマーク活用。 

②経営指導員等の資質向上等に関すること。 

4.中小企業庁 中部経済産業局 

局 長  高橋 淳 
愛知県名古屋市中区三の丸 2丁目 5番 3号 ℡052-951-2683 

①経営指導員等の資質向上等に関すること。 

5.富山県商工会連合会      

会長 石澤 義文 

富山市赤江町 1-7   ℡076-441-2716  

①地域の経済動向調査。 

②専門家派遣制度（エキスパートバンク）による実行支援の個別フォローアップ相談 

会の開催。 

③創業支援における専門家派遣。 

④専門家に相談して需要動向の情報の提供。 
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⑤展示会・商談会・即売会への出展支援。 

⑥経営指導員等の資質向上等に関すること。 

⑦事業の実施状況、成果の評価・改善方針。 

6.全国商工会連合会       

会長 森 義久   

東京都千代田区有楽町 1丁目 7番 1号有楽電気ビル北館 19階 ℡03-6268-0088 

①地域の経済動向調査に関すること。 

②展示会・商談会・販売会への出展支援。 

③ＩＴを活用した販路開拓・拡大支援。 

④経営指導員等の資質向上等に関すること。 

7.富山県新世紀産業機構     

理事長 山崎 康至  富山市高田 529    ℡076-444-5600 

①専門家派遣制度の利用。 

②専門家による実行支援の個別フォローアップ相談会の開催。 

③創業支援における専門家派遣。 

④専門家に相談して需要動向の情報の提供。 

8.富山県よろず支援拠点     

チーフコーディネーター 羽田野正博 

富山市高田 529    ℡076-444-5605 

①創業者フォローアップ。 

②専門家による実行支援の個別フォローアップ相談会の開催。 

③創業支援における専門家派遣。 

④専門家に相談して需要動向の情報の提供。 

⑤支援ノウハウ等の情報交換。 

9.中小企業基盤整備機構  

理事長  高田 担史 

東京都虎ノ門 3-5-1 ℡03-3433-8811 

①事業計画作成キットの活用。 

②ＩＴを活用した販路開拓・拡大支援。 

10.富山県中小企業診断協会 

会  長  藤井 忠良 

富山市高田 527      ℡076-433-1371 

①事業の実施状況、成果の評価・改善方針への助言。 

②経営指導員等の資質向上等に関すること。 

11.富山県事業引継ぎ支援センター 

専門相談員 田中 幹洋 

富山県富山市高田 529 ℡076-444-5605 

①事業承継・引継ぎセミナー＆個別相談会開催の連携。 

12.富山商工会議所 

会 頭  髙木 繁雄 
富山市総曲輪 2-1-3 ℡076-423-1111 

①商談会・展示会への出展に関する情報交換。 
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13.日本政策金融公庫富山支店 国民生活事業 

国民生活事業統括 松尾 彰夫  

富山市桜橋通り 2番 25号富山第一生命ビル 2階 ℡076-431-1191 

①小規模事業者経営改善資金、小規模事業者経営発達支援資金等の融資支援。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

14.地元市中金融機関 

（和合地区） 

北陸銀行富山北部エリア四方支店 

支店長 木村 浩司 

富山市四方 245-1    ℡076-435-1211 

①地域の経済動向、創業者、後継者、事業承継等の情報交換。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

富山信用金庫四方支店 

支店長 増田 衛治 

富山市四方田町 22番地  ℡076-435-1151 

①地域の経済動向、創業者、後継者、事業承継等の情報交換。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

（呉羽地区） 

北陸銀行呉羽支店 

支店長 浜田 和良 

富山市呉羽町 7100番地 4  ℡076-436-5111 

①地域の経済動向、創業者、後継者、事業承継等の情報交換。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

富山第一銀行呉羽支店 

支店長 杉田 崇一 

富山市呉羽町 7162番地の 5 ℡076-436-1122 

①地域の経済動向、創業者、後継者、事業承継等の情報交換。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

富山信用金庫呉羽支店 

支店長 京谷 寛 

富山市呉羽町 6569番地   ℡076-436-5131 

①地域の経済動向、創業者、後継者、事業承継等の情報交換。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

（水橋地区） 

北陸銀行水橋支店 

支店長 栃山 晃 

富山市水橋町 18番地    ℡076-478-2141 

①地域の経済動向、創業者、後継者、事業承継等の情報交換。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

富山第一銀行水橋支店 

支店長 上田 智 

富山市水橋町 25番地の 4  ℡076-437-7124 
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①地域の経済動向、創業者、後継者、事業承継等の情報交換。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

にいかわ信用金庫水橋支店 

支店長 片貝 雄 

富山市水橋町 12  ℡076-478-1151 

①地域の経済動向、創業者、後継者、事業承継等の情報交換。 

②支援ノウハウ等の情報交換。 

15.なのはな農業協同組合 

代表理事組合長   室井 敏雄 
富山市豊田本町 3丁目 18番 21号 ℡076-438-2211 

①地域ブランド育成に向けた地域資源に関する情報交換。 

16.とやま市漁業協同組合 

代表理事組合長   網谷 繁彦 
富山市四方港町 87 ℡076-435-2965 

①地域ブランド育成に向けた地域資源に関する情報交換。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山市北商工会 

富山市北商工会管内 小規模事業者 

支 
 

援 

相 
 

談 

全国商工会連合会 
富山県商工会連合会 
富山商工会議所 

経済産業省 
中部経済産業局 
中小企業基盤整備機構 

 

富山県中小企業診断協会  

富山県新世紀産業機構 

富山県よろず支援拠点 

富山県事業引継ぎ支援センター 

 

富山市商業労政課 

日本政策金融公庫富山支店 

地元市中金融機関 

なのはな農業協同組合 

とやま市漁業協同組合 

連携 
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携 
連携 
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