
経営発達支援計画の概要 
実施者名 富山市南商工会（法人番号５２３０００５００３４５８） 
実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

１）個社の経営力向上による小規模事業者数の減少抑制 
 関係機関等と連携して伴走型支援を展開する体制を構築し、小規模事業者の持続的発

展ならびに創業・事業承継支援・新たな需要開拓に向けた個社支援を行うことで、小

規模事業者の経営力向上を促し、小規模事業者数の減少抑制に努める。 
２）地域資源を活用した商品の改良・開発、販売強化と管内事業者の売上増加 
市場ニーズをとらえ、地域資源を活用して新商品開発を行い、販売促進を進めること

で、管内の事業者の売上増加につなげる。 
３）ものづくり事業者の技術革新の促進と経営基盤の強化 
個社独自の技術や製品を生かして販路開拓をすすめることで事業者の経営力を向上

させ、主要取引先に依存しない経営基盤の強化と売上向上を目指す。 
４）伴走型経営支援体制の確立 
多様化する事業者の支援ニーズに応えるために、経営指導員等の経営支援スキルを向

上させるとともに、事業者に寄り添った支援ができるような体制の強化を図る。 

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【指針③】 
 各種景気動向調査を活用し、小規模事業者が置かれている外部環境や課題等を抽出し

小規模事業者及び創業予定者等が経営戦略を考える上で、計画立案や計画実行に必要

な情報を提供する。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回、窓口相談、各種セミナーの開

催を通じて経営分析し、伴走型支援を行う。 
専門的な課題へのサポートについては関係支援機関と連携する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 小規模事業者の経営課題を解決するためにセミナーを開催し、成果のあがる事業計画

書策定及びその取り組みを支援する。 
事業計画にあたっては専門的機関と連携し、ブラッシュアップさせ実効性の高い事業

計画策定支援を行う。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 経営指導員の巡回指導を基本に持続的発展につながるよう、定期的なフォローを実施

する。必要に応じて専門家派遣、計画修正を行い、次の修正計画を継続的に支援する。 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 消費者ニーズに対応できるよう需要動向を調査分析し、小規模事業者や創業予定者に

対しても情報をフィードバックして、商品・サービスの開発・展開、販路拡大につな

がるよう支援する。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 経営資源を活用し、ビジネスマッチング商談会等への出展サポートにより販路開拓支

援を促進する。また、IT を活用した小規模事業者の情報発信を支援する。 
Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 
 地域における関係団体と連携し、意識の共有を図るとともに、地域資源を活用した商

品の改良・開発、サービスの展開により、地域内外からの需要を生み出し、地域経済

の活性化を図る。 

連絡先 

富山市南商工会 
所在地：〒939-2254 富山市高内３６８番地 
電話：（076）461-6547 ＦＡＸ：（076)461-6549 
E-mail south@shokoren-toyama.or.jp 
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（富山県の地図） 

（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現状 

a．地域の現状 

 平成 17年 4月に旧７市町村の合併による新富山 

市が誕生したことで、商工会も再編の対応が急務 

となった。富山市大山・大沢野細入・婦中の 3つ 

の商工会の組織合併が行われ平成 21年 4月 1日、 

地域の特性を活かした事業の推進をベースに「地 

域の活性化、そして改革」のスローガンを掲げ、 

『富山市南商工会』（以下「本会」という。）が新たなスタートを切り、本年で１０年

目を迎えている。 

 

―エリア別概要― 

【婦中支部エリア】 

富山県の中央部西よりに位置し、豊かな婦負の丘陵と四季折々の自然に恵まれた景

勝の地であり、また様々な文化が今に残るいにしえのロマンの里でもある。富山空港

や北陸自動車道富山ＩＣ、富山西ＩＣが近く、富山イノべーションパークをはじめと

した多数の企業集積が形成している。近年は、大型ショッピングセンター・ファボー

レ（※１）の進出により大規模な住宅開発が進められた。現在、富山市内においても

トップクラスの人口増加地域である。人口増加から産業発展、雇用創出へと導き、活

気ある婦中支部エリアのさらなる発展が期待されている。 

また管内では、９０年以上の歴史を持つ北陸で最も古いぶどう園とワイナリーが自

然豊かな婦負の丘陵で育まれている。25種類のぶどうの品種が栽培され、ぶどう狩り

体験・ワインの試飲・スイーツ・直売所があり、毎年収穫祭を開催している。  

 
やまふじぶどう園収穫祭８月～９月 
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（※１）ファボーレ…富山県富山市婦中町下轡田の国道 359 号線沿いにある平和堂系

列のショッピングモールで、正式名称は「フューチャーシティ・

ファボーレ」という。テナント店舗数は約 100 店あり、駐車場

には3,000台以上収容できる。平成30年秋に増床工事が始まり、

更に店舗数拡大を予定している。 

 

【大沢野細入支部エリア】 

大沢野細入地域は、神通峡の美しい景観と自然に恵まれ、旧飛騨街道沿い、国道 41

号線沿いを中心に街並みが発展。富山県と中部圏を結ぶ交通アクセスの動脈であるＪ

Ｒ高山線と国道 41号線が縦貫している地域である。道の駅「林林」や温泉施設、四季

折々にイベント開催、特産品も豊富である。一方、一部上場企業や工場誘致からその

関連企業が集積するなど、ものづくりにおいても盛んな地域である。 

神通峡の美しい景観と東海と北陸を結ぶ国道 41号線は、江戸時代には塩やブリなど

さまざまな物資が運ばれ、越中富山の薬売りが通り、飛騨（岐阜）の人たちにとって

は生命線、そして越中（富山）の人たちにとっては経済の動脈として極めて重要な役

割を果たしてきた。また、近年５名のノーベル賞受賞者（物理学者の小柴昌俊さん、

化学者の田中耕一さん・白川英樹さん、生物学者の利根川進さん、梶田隆章さん)）の

ゆかりの地でもあることから、「ブリの出世魚」にちなみ「飛越交流ぶり・ノーベル出

世街道」として飛越交流を絡めた歴史と文化、また四季を味わうイベントを開催して

いる。 

 

－四季折々に楽しめるイベント－ 

猿倉山フェスティバル・・５月    猪谷関所飛越ふれあい祭り・・９月 

らっきょう体験堀りフェア・・７月  ハッピーハロウィン in おおさわのほそいり ・・１０月 

大沢野花火大会・・８月       細入まつり・・11月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大山支部エリア】 

有峰県立自然公園や 3000ｍ級の山々が連なる霊峰薬師岳(中部山岳国立公園)を取

り巻く立山連峰は、富山県を代表する景観スポットの麓に位置する大山支部エリア。

立山黒部アルペンルートの玄関口、「立山山麓」では観光業が栄えている。春は雪の

大谷、夏山シーズンは登山客、冬はスキー客で賑わい、インバウンドの訪日観光客が

増加している地域である。 
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高度成長期以降のスキーブームの到来とともに誕生した立山山麓スキー場と 3つの

泉質（亀谷温泉・立山山麓温泉・あわすの温泉）がある。ブーム到来時は、60の民宿、

ペンション、旅館、ホテルなどが軒を連ねていたが、約 40年を経過した今は 30店ま

で減少した。富山市・市観光協会では、平成 21年には「森林セラピー基地」の認定に

向けたトレッキングロード・森林セラピーロードが整備、スキー場山頂では、ジップ

ラインアドベンチャーが新設され、スキー場の地形を活かし、健康増進やリラックス

効果を期待し癒しを求めた健康志向の新しい観光客にも目を向けた通年体験型観光地

を目指して取り組んでいる。 

本会では、平成 25年度には「立山山麓な旅。」地域観光ポータルサイトの立上げ支

援に携わり、平成 26年度に「台湾訪日観光客誘致事業」の一環として、インバウンド

（台湾）向けのおもてなし研究と地域ポケットマップ（日本語版・台湾語版）の作成

の素案づくりを行った。翌年以降は、立山山麓ポケットマップの増刷事業の継続実施

をしている。 

歴史的背景では、戦国時代には富山城城主の佐々成政が数百万両の軍資金を隠した

とされる埋蔵金伝説があり、毎年 7月には佐々成政戦国時代祭りが開かれ、「武者行

列」や「佐々成政埋蔵金探し」を開催し、来場者参加型イベントとして定着している。 

 

 富山平野から望む薬師岳・立山連峰     ジップラインアドベンチャー立山山麓 

 

このように本会は、富山市南部の自然豊かな山間地域を大きく占めるなか、3 つの

エリアを総括し、南は岐阜県飛騨市と隣接、東は北アルプス立山連峰・長野県大町市

と隣接し、商業・ものづくり・観光が調和した地域としての特徴がある。 

管内の人口は 74,763人、下図指標では、婦中支部エリアの人口増加率と世帯数の増

加に勢いがあることがみてとれ、今後さらなる発展に期待が持てる地域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H30.3 H25.3 H30.3 H25.3

大 山 地 域 計 9,999 10,668 3,796 3,743

大沢野細入地域計 23,228 24,211 9,257 8,926

婦 中 地 域 計 41,536 40,807 15,247 13,971

管 内 合 計 74,763 75,686 28,300 26,640

人口 世帯数
地区名

【富山市HP／情報統計課】

 

【 参 考 】

H30.3 H25.3 H30.3 H25.3

富 山 市 全 体 417,227 420,496 176,768 167,942

【富山市HP／情報統計課】

地区名
人口 世帯数

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%88%90%E6%94%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8B%E8%94%B5%E9%87%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8B%E8%94%B5%E9%87%91
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b．地域内における商工業者数の推移 

  富山市全体における業種別割合グラフ１、 

富山市南商工会管内事業所業種別割合グラ 

フ２(次ページ掲載)を見ると、富山市にお 

ける第２次産業（製造・建設業）の比率は 

20％、本会管内では 45％を示している。 

これは、本会を取り巻く産業形態が第２次 

産業が盛んな地域であることを示している。 

また第３次産業（卸売、小売・宿泊、飲食 

・生活関連・サービス業）での比較では、 

富山市全体が 52％、本会管内では 42％。 

業種別の詳細を比較すると、本会の卸売・小売業者の示す割合が低いことがわかる。 

（市全体 27％、管内 18％） 

 

グラフ２富山市南商工会管内事業者業種 

別割合は、2,180事業所の内訳を示してい 

る。うち本会の会員数は、1,218事業所、 

会員組織率は 55.8％である。第 2次・第 3 

次産業の割合が 87％を占め、第 1次産業は 

13％に留まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２-２富山市南商工会法定会員数の推移では、会員数が年々減少傾向にあり、

平成 25年度から平成 29年度の間に 101事業所が減少している。（約 8%減） 
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法定会員数 富山市南商工会

グラフ２-２

 

 

＜H26・経済センサスより作成＞ 

11%

7%

27%

12%
9%

8%

26%

グラフ１・富山市の事業所 業種別割合
（２１，１２５事業所）

建設業 製造業 卸売業・小売業 宿泊業・飲食業

生活関連業 サービス業 その他

 

建設業
32%

製造業
13%卸売業・小

売業
18%

宿泊業・飲

食業
9%

生活関連業
9%

サービス業
6%

その他
13%

グラフ２・富山市南商工会

管内事業者業種別割合
（２，１８０事業所）

管内事業所数   ２，１８０事業所 
内、会員事業所数 １，２１８事業所 
会員組織率    ５５．８％ 

（H30.3 富山市南商工会基幹システムより） 
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グラフ 3・管内商工業者推移（過去 5 年分）によると、横ばい傾向にあるものの、

直近平成 30 年と平成 26 年を比較すると、建設業が＋3.1％、卸売業・小売業では▲

4.0％。また生活関連業では＋4.6％と推移していることがみてとれる。 

 
＜富山市南商工会 基幹システム・実態調査より＞ 

c．小規模事業者を取り巻く現況 

  グラフ 4では、管内小規模事業者数と管内小規模事業者会員数を業種別に表してい

る。前段の管内事業所数は、2,180 事業所。このうち小規模事業者は 1,995 事業所を

示し、約 91.5％を小規模事業者が占めている。また会員事業所数は 1,218事業所に対

し、小規模事業者会員は 1,097事業所を有しており約 90.0％を占めている。 

 
                 ＜H30.3富山市南商工会基幹システムより＞ 

247
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380
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その他

サービス業

生活関連業

宿泊業・飲食業

卸売業・小売業

製造業

建設業

その他
サービス

業

生活関連

業

宿泊業・

飲食業

卸売業・

小売業
製造業 建設業

管内小規模事業者会員数 112 67 107 112 194 125 380
管内小規模事業者数 247 117 195 182 368 223 663

グラフ４ 管内小規模事業者数および業種別割合

管内小規模事業者会員数 管内小規模事業者数

・管内小規模事業者数：1995 

・管内小規模事業者会員数：1097 

・小規模事業者会員組織率 55.0％ 

 

グラフ３ 
管内事業所にお

ける業種別推移 
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d．開廃業の現状について 

  グラフ 5では、本会管内での創業相談の件数の推移を示している。年度によって相

談件数に差はあるものの、年間で 15件から 30件の創業相談が持ちかけられている。 

グラフ 5-2 富山市南商工会脱退数と廃業数では、平成 29 年度の会員脱退数は 41 事

業所であり、内 25事業所は廃業や事業主の高齢化を理由に脱会している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e．本会でのこれまでの取組みについて  

＜商業振興事業＞ 

・よい店コンクール（年１回）・商業先進地視察研修会（年１回）、 

・商業経営セミナー（年１回）・スタンプ事業、地域商品券事業、商店街活性化事業 

      

＜空き店舗活用コミュニティ施設管理事業＞ 

・街かどサロンよってかれ家 

  地元商店街と地域内外の住民の交流の拠点として、社会福祉（高齢者・子育て支援）、

特産品販売、創業チャレンジショップ、サークル活動のギャラリー展示、コミュニ

ティビジネスなどを展開。 

       【年間交流人口：10,000人、開店年間可動日数：220日】 

 

＜工業振興事業＞ 

 ・ものづくり視察研修会（年１回） ・工業部会経営戦略セミナー（年１回） 

・資質向上ＩＴ活用セミナー（8日／年） 

・新入社員・若手中堅社員定着化セミナー（年２回） 

  
＜観光・特産品振興事業＞                    

・富山市南商工会フォトコンテスト 

・富山市南商工会カレンダー作成事業 

※）フォトコンテストの優秀作品をカレンダーに起用し、観光ＰＲを展開。 

・観光振興セミナー（年１回） 

0
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27年度 28年度 29年度

相
談
人
数

年度

グラフ５・創業相談件数

女 55歳以上

女 30～54歳
女 29歳以下

男 55歳以上

男 30～54歳
男 29歳以下

富山市南商工

58 56 56
47 4140

32 30
22 25

0

20

40

60

80
会員脱退数と廃業数

会員脱退数

内、廃業等

富山市南商工会

グラフ５-２
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・「おみやげしんかサポート事業」（本会独自事業） 
本会は、おみやげしんかサポート事業という独自事業を立ち上げ、見本市・展示

会の出展や新商品開発費用、リニューアルパッケージ等の専門家派遣などについ

て前向きな特産品開発事業に対し、伴走支援を行っている。 
                            

 

②課題 

・地域における産業別の状況、強み・弱み等を踏まえた課題 

 

[ 商業 ] 

平成 19年商業統計調査（下表）をみると、管内地域の小売業・卸売業の年間商品販

売額は、大型ショッピングセンター・ファボーレが牽引する婦中地域が平成 11年から

14年にかけて約 1.6倍まで増加し、その後漸増している。一方、大山地域と細入地域

の年間商品販売額は年々減少傾向にあり、大沢野地域はほぼ横ばいを維持している。

管内全体でみてみると、婦中地域の販売額に牽引されて、増加傾向にあることがわか

る。 

 
 

次に、本会会員の卸売・小売業の会員数との推移を見てみると、会員の入脱会があ

る中で、平成 26年年度から平成 29年度にかけて、会員数は△3.6％で推移している。

過去４年間の会員脱退数の内、平均して約７割が廃業や高齢を理由に脱退している。 

卸売業・小売業の会員数の推移 

 平成 26年度 27年度 28年度 29年度 

卸売業・小売業の会員数 ４１６ ４０７ ４０４ ４０１ 

会員脱退数 

（内、廃業等数） 

８ 

（６） 

１３ 

（１０） 

６ 

（３） 

１５ 

（１０） 

＜富山市南商工会 基幹システム・実態調査より＞ 
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平成23年富山市地域住民ニーズ調査（下図）では、「商業施設に改善・充実してほし

いこと」を以下に示している。地元の商店・商店街で改善・充実してほしいことは、

「商品の品揃えを豊富に」「品質の高い商品の提供を」「安価な商品の充実を」が多

い。 

 

 

 
＜H23富山市地域住民ニーズ調査結果より＞ 

 

（地域の強み・弱み等を踏まえた課題（商業）） 

１）大型ショッピングセンター・ファボーレとの連携による販路開拓 

平成 10年以降、大型ショッピングセンター・ファボーレの進出に伴い、富山市⇔砺

波市を結ぶ国道 359号線、富山市⇔岐阜県飛騨市を結ぶ国道 41号線沿いに立地するロ

ードサイド店舗（全国展開のフランチャイズ）の出店、多店舗展開によりスーパーマ

ーケット、ドラックストア、コンビニエンスストアなどが急激に増加している。県下

一の集客を誇るファボーレと連携して販路開拓に取り組んでいくことが課題である 

 

２）商店街事業者の事業承継 

個人商店経営者の廃業数の増加、高齢化や後継者がいない理由で閉店する店舗が増

加しており、商店街事業者の事業承継が課題である。 

 

３）顧客の需要をとらえた商品開発  

 モータリゼーション化、ＩＴ関連をはじめとした生活関連の市場の伸び、また「品

揃え」「品質」「安価」等消費者の価値観やニーズが多様化している現在において、

顧客に選ばれるためには需要をとらえた商品開発が課題となっている。 
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[ 工業 ] 

下図のＭＡＰは、富山市内における工業団地を表している。本会は、婦中支部エリ

アに 7箇所、大沢野細入支部エリ 

アに 2箇所、計 9箇所を有してい 

ることを表している。工業団地以 

外の管内の工業（製造業）の推移 

について、平成 26年工業統計調 

査から情報抽出すると 4人以上の 

企業を対象に行った統計グラフ 6 

・事業所数の推移では、年々右肩 

上がりで増加し続けていることが 

わかる。 

平成 26年と平成 22年との対比 

では＋7.3％の増加率を示してい 

る。また同様にグラフ 7・従業員 

数の推移では＋11.2％と伸び率が見られる。 

富山市工業振興ビジョン第２次改訂版（H27.3）では、工業団地はインフラおよびア

クセスを考慮し、婦中地域に大型造成計画が浮上している。将来的にはさらに増加す

る見込みとされている。 
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（地域の強み・弱み等を踏まえた課題（工業）） 

１）ものづくり見本市・展示会（県内・全国）への出展による販路開拓 
グラフ 8「富山市内製造業 19人以下を対象とした販路開拓状況（H25調査）」での調

査結果を表している。「販路開拓は行っていない」が 43.3％で群を抜いており、販路

開拓に取り組んでいない事業者が多い。屈指のものづくり県であり、地域の製造業者

数が増加傾向にある中、ものづくり見本市・展示会等の機会を積極的に活用して販路

開拓に取り組んでいくことが課題である。 

 

２）ITを活用した商談・技術、人材マッチングの取り組み 

「企業訪問等の営業活動」が 32.0％を示している一方、インターネット等の活用は

16.7％にとどまっており、ITを営業ツールとして活かしきれていない。ITを活用した

商談や技術、人材マッチングの取り組みが課題となっている。 

 
３）担い手人材の育成 
管内に上場企業が点在する中で、下請け企業として依存体質の中小零細企業が多く、

担い手人材の育成が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ８ 
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[ 観光 ] 

（財）日本交通公社「旅行年報 2015」（グラフ 9）によると旅行先で最も楽しみにし

ていたことでは、全国的な調査結果と比べ、富山県では「自然景観を見ること」が

29.6％を占め断トツである。次いで「おいしいものを食べること」が 20.0％を占めて

いる。これにより富山県の観光需要は「ご当地の景観を観ておいしいものを食べる」

が 49.6％と分析する。 

 本会管内でも、地域資源を活用した特産品が多数あり、県内外の消費者に買い求め

られている。本会の代表的な特産品（食品）は次の通りである。 

 
 

 

 
     いちじく餅 

（大沢野細入支部）     昆布じめ（婦中支部） しいたけ（大沢野細入支部） 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーライサンワイナリー                  みょうが寿し 

ワイン新酒                      （大山支部） 

   （婦中支部）               

 

 

   大かぶ漬（婦中支部） 

 

 
 
 

 

 

 

大山ジェラード（モロヘイヤ･しょうが・

にんじん・みょうが）（大山支部） 
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また、近年の旅行内容や旅行に対する顧客ニーズはますます多様化が進み、個人や

小グループによる体験型観光が増加傾向にある。またインバウンド市場においても

FIT（海外個人旅行）へと変わりつつある。これはＩＴの普及により、ホームページや

ＳＮＳなどで観光客が「旅行先の下調べ」「クチコミ情報」まで、いつでも簡単に情報

が得られる環境下が、世の中を大きく変えている現状である。 
 （公社）とやま観光推進機構「平成 29年富山県観光客入込数等」（グラフ 10）によ

ると、県内の外国人旅行者の宿泊者数は年々増加傾向にあり、特に台湾からの観光客

が多く見受けられる。管内地域においても年々外国人旅行客数は増加しており、イン

バウンド需要は拡大しているが、管内観光産業の対応ができていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 9 
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（地域の強み・弱み等を踏まえた課題（観光）） 

１）販売市場（ターゲット）を見据えた特産品開発の推進 

当地域は特産品に恵まれているものの、商品として活かしきれていない。付加価値

や「モノからコトヘ」のストーリーとの相乗効果（温泉・ぶどう・地酒・千枚漬け・

いちじく・らっきょう・しいたけ等）により、販売市場（ターゲット）を見据えて特

産品開発を推進していくことが課題である。 

 

２）インバウンド需要の取り込み 

地域の外国人観光客が増加傾向にある中で、インバウンド需要の取込みを図ること

が課題である。 

 

３）ITを活用したマーケティング 

本地域においても自然景観や地域資源に恵まれているものの、情報発信力が不足し

ており、ＩＴ活用による情報発信、マーケティングが今後の課題となっている。 
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産業別の状況、地域の強み・弱み等を踏まえた課題をまとめると、下記の通りとなる。 

 

 産業別の状況 地域の強み・弱み等を踏まえた課題 

商 業 

・大型 SCファボーレの進出や幹線道路沿

いに立地するロードサイド店舗（全国

展開のフランチャイズ）の出店、スー

パーマーケット、ドラックストアなど

が急増 

・低価格による競争激化と消費者ニーズ

の多様化 

・モータリゼーション化 

・ＩＴ関連をはじめとした生活関連の市場

の伸び 

・小規模事業者はますます大きなダメージ

を受け廃業・衰退が増加 

１）県下最大 SCファボーレの活用によ

る販路開拓 

２）商店街事業者の事業承継 

３）顧客の需要をとらえた商品開発 

工 業 

・管内に上場企業が点在する中で、下請け

企業として依存体質の中小零細企業が

多い。 

・販路開拓を行っている小規模事業者が少

ない。 

１）ものづくり見本市・展示会（県内・

全国）への出展による販路開拓 

２）IT を活用した商談・技術、人材マッ

チングの取り組み 

３）担い手人材の育成 

観 光 

・自然景観や地域資源に恵まれているもの

の、ＩＴを活用した情報発信が乏しい。 

・特産品にブランド力が備わってないた

め、特徴性・話題性に乏しい。 

１）販売市場（ターゲット）を見据えた

特産品開発の推進 

２）インバウンド需要の取り込み 

３）ITを活用したマーケティング 
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（２）中長期的な振興のあり方 

①富山市の総合計画 

 富山市では平成29年3月に「第2次富山市総合計画 2017−2026」を策定し、将来の方向

性について次の通り産業関係の政策を打ち出している。 

 

[政策１]新たな価値を創出する産業づくり 

 広域的な競争環境の中で、ものづくり・しくみづくりを強化し、企業の誘致・拠点化

支援を進めるとともに、新たな価値を創出する産業づくり、新産業・新事業の創出、強

い農林水産業の振興を図る。また、これらの展開のため、活力を創出する人材育成を行

う。 

〈施策〉 １）ものづくり・しくみづくりの強化    

２）企業の誘致・拠点化支援 

     ３）新産業・新事業の創出         

４）強い農林水産業の振興 

     ５）活力を創出する人材育成 

 

[政策２]観光・交流のまちづくり 

 北陸新幹線が開業し、広域的な交流基盤が整備される中で、富山の魅力を十分に引き

出す「富山ブランド」を確立するとともに、国内外を問わず、広域的な観光集客や交流

人口を拡大し、観光産業の活性化を図るため、観光資源の創出・発信と受入体制の整備

を行う。 

〈施策〉 １）広域・滞在型観光の推進    

２）観光資源の創出・発信と受入体制の整備 

     ３）多様な交流の促進 

 

②富山市南商工会の中長期的な振興のあり方 

 当地域では、10年先を見据えた場合、少子高齢化や産業構造、多様な生活様式の変化

の波が加速度的に押し寄せてくることが確実である。富山市の施策を踏まえ、本会では、

将来的に少子高齢化と人口減が本格化する時代が到来し、マーケットの縮小や労働人口

の低下など今以上に厳しい環境に直面することとなっても、小規模事業者が持続的な発

展を続けられるよう、以下を「当地域の小規模事業者の中長期的振興のあり方」と掲げ、

伴走型で支援を行う。 

 
ⅰ）小規模事業者の経営力向上および持続的発展に繋がる伴走型支援の実施 
 小規模事業者の持続的発展のために、経営分析から事業計画の実行に至るまで伴走

型支援を実施する。 
経営指導員等が伴走型支援に必要なスキルを身につけるため、関係機関等との連携

強化や組織内での情報共有の仕組みを構築する。 
 

ⅱ）魅力ある商業の育成 
  当地域の商店街は、経営者の高齢化や後継者不足等により、商店数が減少傾向にあ

り、空洞化が進んでいる。商店街の賑わい創出と日常的な誘客に繋げていくため、本
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会が中心となって行政、商店街、地域住民が一体となって連携し、個店の魅力アップ、

ITを活用した情報発信、まちなかでの起業・創業、イベント開催への支援などを実施

し、個性と特徴あるまちづくりに努め、魅力ある商業の育成を図る。 
 
ⅲ）製造業の体力強化、新製品開発による産業振興 

  これまで培ってきた技術力を活かして、大手一社依存体質から脱却し、小規模事業

者の活力を最大限発揮させ、様々な販路拡大や新事業展開することで、技術力のある

工業が集積するまちを目指す。 
製造業の体力強化のため、後継者育成支援、販路開拓支援に務めるとともに、公的

支援機関と連携しながら基盤技術や経営力向上を図り、新製品開発・販路拡大を支援

する。 
 

ⅳ）地域資源を活かした観光振興と交流人口の増加 

  行政、観光協会等と連携し、地域資源を活用した観光振興と、積極的な情報発信に

よる誘客事業等を実施することで、交流人口の増加を図り、商業、サービス業、飲食

業、宿泊業等の観光産業の振興を図る。また、インバウンドに対応した商品・サービ

スの提供による売上増加を目指す。販路を地域外に求めることで、地域小規模事業者

の持続的な発展に繋げる。 

 

（３）経営発達支援事業の目標  

・目標・方針 

 地域が抱える課題を踏まえて、以下の通り目標を掲げ、経営指導員が中心となって小

規模事業者の支援を行う。 

 

（目標） 
１）個社の経営力向上による小規模事業者数の減少抑制 

関係機関等と連携して伴走型支援を展開する体制を構築し、小規模事業者の持続的

発展ならびに創業・事業承継支援・新たな需要開拓に向けた個社支援を行うことで、

小規模事業者の経営力向上を促し、小規模事業者数の減少抑制に努める。 
 
（方針） 
①小規模事業者の伴走型支援 
巡回支援を中心に、小規模事業者の活性化・持続化のために必要な情報を収集する。

収集した情報を活用して、小規模事業者の経営分析から課題の抽出と目標設定を検討

し、事業計画を策定する。事業計画を策定した小規模事業者に対しては、ともに課題

克服や目標達成できるよう伴走型支援を行う。 
 
②創業支援及び事業承継支援 

  地域活性化を図り、創業及び事業承継が円滑に行える環境整備に努め、社会的貢献

を果たす。 
  創業や若手後継者の育成支援により、地域内小規模事業者数の減少抑制を図ると共

に、地域外からの就業人口の増加と雇用の安定につなげる。 
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（目標） 
２）地域資源を活用した商品の改良・開発、販売強化と管内事業者の売上増加 
市場ニーズをとらえ、地域資源を活用して商品の改良・開発を行い、販売促進を進

めることで、管内の事業者の売上増加につなげる。あわせて、過去 5年間で管内卸売・

小売事業者数が 4％減少している状況から、本計画によって今後 5年間で±0％まで引

き上げる。 

 
（方針） 
・個社の強みを活かした販路開拓支援 
地域の特産品による加工品の開発・販売、小規模事業者独自の技術やサービスの強

みをアウトプットする仕組みづくりを行う。 
インバウンドを含め、販路を地域外に求めることで、地域外からのヒト、モノ、カ

ネを呼び込む。また、大型ショッピングセンター等との連携による市場調査と販路開

拓をすすめ、事業者の売上増加につなげる。 
 

（目標） 
３）ものづくり事業者の技術革新の促進と経営基盤の強化 
個社独自の技術や製品を生かして販路開拓をすすめることで事業者の経営力を向上

させ、主要取引先に依存しない経営基盤の強化と売上向上を目指す。 
 

（方針） 
・ものづくり事業者の強みの顕在化と情報発信 
ものづくり事業者の独自技術を明確にして、大型ショッピングセンターにて食品・

工芸品などの市場ニーズの把握に努め、商談会やビジネスマッチング等において新た

な取引先の開拓や新事業展開の足掛かりにする。また、IT等を活用した情報発信し、

小規模事業者独自の技術力をアウトプットする仕組みを整える。 
 
（目標） 

４）伴走型経営支援体制の確立 
多様化する事業者の支援ニーズに応えるために、経営指導員等の経営支援スキルを

向上させるとともに、事業者に寄り添った支援ができるような体制の強化を図る。 
 
（方針） 
・支援能力向上と経営支援体制の強化 
経営指導員をはじめ、経営支援に携わる職員が各種研修を受講し、個々の支援能力

の向上を図る。あわせて、指導内容や手法について情報共有することで、組織全体の

スキルアップにつなげる。 
また、関係支援機関との情報交換や連携を密にし、事業者を総合的に支援できる体

制を構築する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成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．地域経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

[現状] これまで富山県商工会連合会の受託事業である「中小企業景況調査」、また消

費税増税時に価格転嫁等の影響についての調査は実施してきたが、定期的な実態調査

は行っておらず、地域全体の経済動向や経済環境について独自調査したことは無かっ

た。 

  また、行政機関、金融機関等の外部支援組織が発表する統計等の情報は集まってく

るが、経営指導員等で特に分析を行うことも無かった。事業者から相談等があった場

合には、経営指導員が個別対応しており、組織としての情報蓄積、情報提供の仕組み

が確立されていなかった。 

 [課題]巡回訪問等により情報収集に努め、経済動向調査・統計を整理し、小規模事業

者及び創業予定者等が経営戦略を考える上で、計画立案や計画実行に必要な情報を提

供する。 

 

（２）事業内容 

ａ．業種別景況調査 [拡充] 

富山県商工会連合会と連携して、地域内小規模事業者１８社に対し、四半期ごとに

財務状況や資金繰り等の景況を調査している。ついては、当該景況調査を独自で１２

社追加し、合計３０社の調査結果を基に足元の経済状況をより明確に把握し、その結

果の活用を図る。 

経営指導員・経営支援員が地域の経済動向を把握するため、小規模事業者に対して

巡回を通じて調査を実施し、業種別に問題点、改善点を整理・分析し、その結果を全

職員が共有認識する。 

 

ｱ．調査対象事業者  当商工会管内の小規模事業者３０社（任意抽出） 

            ①製造業（７） ②建設業（６） ③卸・小売業（７） 

            ④サービス業（１０） 

 

ｲ．調査対象期間  各年度四半期（３か月）毎 

           （①４～６月、②７～９月、③１０～１２月、④１～３月） 
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ｳ．調査方法     経営指導員・経営支援員が各事業所を訪問し、所定様式の 

調査票に基づき、直接聞取り又は事業者による調査票記入後 

に回収し集計する。 

 

ｴ．調査項目     ①売上高・売上高見込み 

            ②四半期の経営状況の比較 

             ・売上、採算 

             ・仕入単価、客単価 

             ・従業員、パート人数、外部人材 

             ・長期・短期借入難度など 

            ③今期・来期の設備投資の計画 

            ④直近の経営課題 

 

ｂ．経済動向調査 [新規] 

 年１回経済動向調査をアンケート形式で実施し、地域の業種別経済動向を調査・分

析し、小規模事業者へ必要な情報を広く公表する。 

 

ｱ．調査対象事業者 当商工会管内の小規模事業者６０社（任意抽出） 

           ①製造業（１５） ②建設業（１５）  

③卸・小売業（１５） ④サービス業（１５） 

 

ｲ．調査方法・時期  年１回５月に当商工会管内の小規模事業者を業種別に抽出し、

４月期の業況についてアンケート形式での調査を実施する。 

 

ｳ．調査項目    ①事業所の概要（業種、従業員数、後継者の有無、主力商品等） 

           ②事業所の景況（売上、採算、今後の見通し、経営上の課題、 

販路開拓、事業承継等など） 

 

ｃ．関係支援機関が発表する経済動向調査の情報収集 [新規] 

経営指導員が国、富山県、富山市、北陸経済研究所、北陸財務局、日本政策金融公庫、

中部経済産業局等が発表する経済動向調査の情報を収集して、整理し取りまとめたもの

を活用する。 

ｱ．対象調査物   ①とやま経済月報 

           ②北陸経済研究所 

           ③中小企業景況調査 

ｲ．抽出項目    ①売上、採算 

            ②今後の業況見通し 

            ③経営上の課題・意見など 

ｳ．分析方法     関係機関が発表する経済動向調査と地域内の業種別経済動向

調査を比較し、業種別に問題点・改善点を整理・分析し取りま

とめる。 
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（３）成果の活用 

 ①収集した情報の整理・分析 

収集した情報は、経営指導員が中心となって整理・分析する。その分析については、

小規模事業者が把握、理解し易いよう、定性・定量的に取りまとめ、必要に応じ、専

門家の適切なアドバイスを受ける。 

 

 ②レポートの作成と公表 

経営指導員が収集データをレポートにまとめ、地域内小規模事業者に幅広く情報提

供する。あわせて、創業・事業承継予定者等の事業計画立案や計画実行のための基礎

資料としても役立てる。 

ｱ．巡回や窓口相談時の情報提供として活用する 

ｲ．商工会ホームページに掲載する 

 

（４）目標 
項目 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

業種別景況調査

件数（年 4 回） 18 30 30 30 30 30 

業種別経済動向

調査（年１回） 0 60 60 60 60 60 

ホームページ掲

載回数（a） 0 4 4 4 4 4 

ホームページ掲

載回数（b） 0 1 1 1 1 1 

ホームページ掲

載回数（c） 0 1 1 1 1 1 

レポート発行回

数 0 4 4 4 4 4 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（１）現状と課題 

[現状]従来、記帳や決算申告指導、金融の斡旋等の際に相談があった場合、経営指導

員等が小規模事業者に対して決算書を基にした財務分析、資金繰り等を中心とした簡

易的な分析に留まっていた。 

  小規模事業者等からの相談を受けてからの支援であり、受身の状況である。 

  個社別に経営指導員が主体的に経営分析を働きかけるような取り組みに至ってな

く、事業計画策定につながっていない現状にある。 

 [課題]小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回、窓口相談、各種セミナ

ーの開催を通じて、個社別に経営分析し伴走型支援を行う。 

  専門的な課題へのサポートについては、県商工会連合会経営支援課、地域金融機関、

専門家、中小機構のコーディネーター等と連携し経営分析結果をフィードバックす

る。 
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（２）事業内容 

a．経営分析セミナーの開催 [新規] 

(対象者：小規模事業者等) 

  小規模事業者に経営分析の必要性について理解していただくことを目的に、経営分

析セミナーを年１回開催する。 

 小規模事業者の多くは、経営分析に対する認識も希薄なので、セミナーに参加して

いただくことで、経営分析の必要性や計数管理の重要性を理解し、経営分析に取り組

む小規模事業者の増加を図る。 

 小規模事業者が取り組み易いＳＷＯＴ分析（強み・弱み・機会・脅威）手法を用い

て、自社の経営課題及び差別化のポイントを見出すきっかけづくりとする。 

 

b．巡回訪問による経営分析 [拡充] 

（対象者：経営支援事業者及び経営分析セミナーの参加者等） 

 財務分析の内容は、「安全性」「収益性」「生産性」「成長性」について、経営指標及

び同規模事業者の数値と比較分析することにより、自社における課題・問題点を洗い

出し、経営策定の参考とする。 

貸借対照表・損益計算書などの財務諸表や原価資料などをローカルベンチマークな

どを用いて分析・比較・検討して、小規模事業者の財務状態及び経営成績の良否を明

らかにすることにより、今後の経営に役立てる。 

経営指導員等が事業所に巡回訪問し、事業主へのヒアリングを通じて小規模事業者

の持つ強みや経営課題を特定し、ヒアリングシートを用いてＳＷＯＴ分析（強み・弱

み・機会・脅威）を行い、自社の現状把握と経営計画策定に必要な情報を提供する。 

  巡回訪問による分析については、経営指導員が地域の小規模事業者各５社を対象に

実施する。 

 

c．窓口相談による経営分析 [拡充] 

（対象者：経営支援事業者及び経営分析セミナーの参加者等） 

  窓口での決算申告・税務・労働・金融等に関する相談の機会を活用して、地域経済

動向や需要動向等の情報提供をする。 

また、b．巡回訪問での分析内容に加えて、ヒアリングにより小規模事業者の具体的

な課題や問題点を発掘すると共に、個社別に経営分析を行い、実行可能性の高い事業

計画策定につなげる。 

 

（３）成果の活用 

 経営分析した結果は、小規模事業者が事業計画策定するためのデータとしてフィード

バックし、実現可能性の高い事業計画の策定につなげる。 

 事業計画策定をするにあたり、より高度な分析が必要な場合については、専門家派遣

制度を活用して詳細な経営分析を行う。 
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（４）目標 

項目 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 
a.経営分析セミナー

開催回数 0 1 1 1 1 1 

a.経営分析セミナー

参加事業者数 0 20 20 20 20 20 

b.巡回訪問事業者数 0 20 20 20 20 20 
c.窓口相談事業者数 0 10 10 10 12 12 
経営分析件数 5 10 10 10 12 12 
 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状と課題 

[現状]従来、創業、補助金申請、金融機関に提出する事業計画書、経営改善計画書に

おける一時的な支援は行っているが、小規模事業者の持続的発展につながるような継

続的な事業計画策定支援は行われていなかった。経営指導員が小規模事業者の持続的

発展に繋がるような事業計画策定支援に、継続的に取り組めていない現状にある。 

[課題]小規模事業者に対して、事業計画策定の重要性について理解を深めていただけ

るように、巡回訪問を通して説明していく必要がある。また、セミナーを開催する際

には、取組みに対するハードルを下げて、幅広い事業者が策定に前向きになれるよう

工夫することが求められる。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者が経営課題を解決して、経営力向上と持続的な発展へとつなげていく

ために、地域経済動向や経営分析結果を踏まえて、需要動向を見据えた事業計画策定

支援を実施する。 

 また、必要に応じて専門家派遣制度の活用、金融機関との連携を図り、小規模事業

者が持つノウハウ・強みを活かした具体的かつ実効性の高い伴走型の事業計画策定支

援を行う。 

 

（３）事業内容 

ａ．「事業計画策定セミナー」の開催 [新規] 

 経営分析を実施した小規模事業者や経営指導員が巡回訪問等の実施により声掛けし

た小規模事業者を対象に事業計画策定セミナーを開催する。 

 ＳＷＯＴ分析を活用し、特に自社の「強み」と「機会」を活かした計画策定に取り

組む。より実践的なものとする為、経営指導員は受講後も定期的に巡回訪問し、計画

策定の助言、支援を行う。 

 

ｂ．需要動向調査や経営分析に基づく事業計画の策定支援 [拡充] 

 需要動向調査や経営分析に裏付けされた個社ごとの中長期的な事業計画の策定にか

かる支援を定期的な巡回指導により行う。 
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・経営分析に基づく既存事業の課題発掘と改善のための方策の提案 

  ・経営革新計画の策定や小規模事業者持続化補助金申請の支援。 

  ・専門家派遣や産学官連携など専門家を交えた計画策定のサポート 

 ・各種支援機関の助成金制度等の活用支援 

 ・需要動向調査に基づく商談会、展示販売会への出展サポート等を含めた販路拡大 

計画の策定支援 

  ・創業予定者・事業承継を検討している事業者に対する事業計画策定支援。 

 

ｃ．日本政策金融公庫及び地域金融機関との連携 [既存] 

  財務内容の改善が急務を要する小規模事業者に対しては、有益な金融支援を含めた

経営改善計画の策定を推進する。 

  金融機関との連携により、資金繰り等の金融面の課題解決へ迅速に対応する。 

  また、事業計画策定にあたっては、必要に応じて小規模事業者のメインバンク担当

者にも参加していただき、より実効性の高い計画としていく。 

 

(４)目標 
項目 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

事業計画策定セ

ミナー開催回数 0 3 3 3 3 3 

事業計画相談件

数 0 50 50 50 52 52 

事業計画策定事

業者数 0 8 8 8 8 8 

 

 

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 

[現状]事業計画策定後の実施支援については、伴走型のフォローアップ支援が不可欠

であるが、本会では支援方法や支援体制が明確に定まっていなかった。 

 [課題] 実施支援にあたっては、経営指導員のみならず必要に応じて、外部支援機関

と連携しながら如何にして効果的な実施支援としていくかが課題となっている。 

 事業計画策定に至った小規模事業者、創業者、事業承継計画策定事業者に対して、

定期的な巡回指導、フォローを行い、策定した事業計画における進捗状況を確認し、

小規模事業者の状況に応じて必要な支援を適切に実施する。 

 また、必要に応じて専門家派遣制度の活用や、金融機関等外部支援機関と連携しな

がら、小規模事業者の持続的発展につなげるよう事業計画実施支援に取り組む。 

（２）事業内容 

a．経営指導員による四半期ごとの定期巡回実施  [拡充] 

 事業計画策定を支援した小規模事業者や創業者、事業承継計画策定事業者に対し、

経営指導員が四半期に一度定期的に巡回し、計画進捗状況の確認を行う。ある程度順

調と判断し、訪問回数を減らしても支障がないと判断できた場合、翌年以降は半期に
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一度定期巡回を行う。但し、事業所の求めや状況に応じて、柔軟に対応する。 

巡回時に策定した事業計画書に基づき、計画の進捗状況及び新たな課題等が発生し

ていないかヒアリングにて確認する。進捗状況を確認した際に、計画と実績に大きな

乖離がある場合、小規模事業者と共により実効性の高い計画の修正に取り組み、次の

修正計画を継続的に支援する。ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことにより、継続的に事

業の改善を図り、きめ細かな伴走型支援を実施する。 

 

b.専門家派遣制度の活用促進 [拡充] 

 定期巡回で小規模事業者の課題を発見した際、より専門的な課題へのサポートや計

画の修正等が必要な場合は、専門家派遣制度を活用してフォローアップを行う。 

  また、経営指導員が必ず専門家派遣時に同席することで、経営指導員のスキルアッ

プに努めることも併せて取り組む。 

 

c.日本政策金融公庫及び地域金融機関との連携による資金繰り支援[拡充] 

 計画実行に際して、資金繰り等の金融面の課題解決は、金融機関と連携して迅速に

対応する。運転資金や設備資金の需要に際しては、日本政策金融公庫の「マル経融資

（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資金」や、富山県・

富山市の制度融資の利用についても積極的に提案する。 

 

（３）目標 
項目 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

フォローアップ

事業者数 0 8 8 8 8 8 

フォローアップ

実施延べ回数 0 32 32 32 32 32 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

 [現状] 実現性の高い事業計画の策定には、個々の事業所に応じた需要動向調査を実

施することが求められるが、当商工会では組織として需要動向調査は行っていなかっ

た。 

 従って、組織として情報を取りまとめ蓄積して地域の小規模事業者等に提供する仕

組みもなかった。小規模事業者が求める情報提供や情報を活かした新商品、新サービ

スづくりは行われておらず、販路開拓、拡大に至るような有効な情報提供には至って

いないことが現状にある。 

[課題] 小規模事業者が提供する商品やサービス等に関する需要動向調査を実施・分析

して、その情報をフィードバックし、小規模事業者が自社の商品、サービス等に対す

るニーズをより明確に把握できるよう支援する。 

 需要動向調査の結果を明らかにすることで、実現性の高い事業計画策定や地域のニ

ーズに対応した新商品・新サービスの展開や販路開拓、拡大につながるよう推進する。 
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（２）事業内容 

ａ．調査・アンケートの実施 

ｱ.既存商品・サービスの向上のための地域内需要動向調査 [新規] 

県内有数の集客力を誇る管内大型ショッピングセンター（ファボーレ）にて、10社

程度を対象に、新商品開発・販路開拓支援に向けた商品・サービスについて、アンケ

ート形式で接客時に調査することで、消費者の目線に沿った需要動向調査を行い情報

収集する。需要動向調査のサンプル数は 100を目標とする。 

収集した情報を経営指導員等が分析し、対象小規模事業者にフィードバックし、売

上向上及び販路拡大に繋げる。 

 

【調査項目】 

 ⅰ.食品製造業者 

  性別・年代・居住地（市内、県内、県外）などの基本情報 

  味・価格、ボリューム、パッケージ（商品）に対する満足度、商品の改善点等の個

別情報 

 ⅱ.工芸品製造業者 

  性別・年代・居住地・価格・満足度・デザイン・大きさ・工芸品の改善点等 

 ⅲ.飲食業者 

  性別・年代・居住地・価格・味・満足度・提供するメニューの改善点 

 

【調査方法】 

 ・１事業者につき 100名程度からアンケートを行う。 

 ・食品製造業者や飲食業者については試食やメニューの提供を通じて、工芸品製造業

者については販売製品の展示を通じてアンケートを行う。 

 ・調査項目の味やボリューム等の個別情報は５段階評価（満足～不満足等）により収

集の効率化を工夫する。 

調査・分析に基づき、小規模事業者が取り組み易いものから、確実に実行できるよ 

う支援を行う。 

小規模事業者が速やかに取り組めない、パッケージデザインやパンフレット等の作

成計画については、専門家派遣制度、補助金制度の活用により支援を行う。 

 

ｲ．地域外需要動向調査の実施（小売業、飲食サービス業等） [新規] 

富山県のアンテナショップである日本橋とやま館等を活用し、首都圏への販路拡大

を図るために、6 社程度を対象に、新商品開発・販路開拓支援に向けた商品・サービ

スについて、来場者にアンケート形式で調査することで、首都圏の消費者目線に沿っ

た需要動向調査を行い情報収集する。需要動向調査のサンプル数は 100を目標とする。 

【調査項目】 

性別・年代・居住地・富山県のイメージ、見た目・パッケージ・価格・味の満足度・

改善点等 

 

【調査方法】 

 富山県のアンテナショップである「日本橋とやま館」に訪れる顧客を対象として、
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需要動向調査を年１回実施し、首都圏の顧客の需要動向を調査する。新たな需要の拡

大に寄与する事業者で販路の拡大を検討している食品製造事業者や小売業者を中心

に、これらの既存商品や新商品の試食などを通じて消費者からの具体的な要望を把握

する。アンケートは１事業者あたり１００件程度を目標とする。  

  これらの情報を収集することで、首都圏消費者のニーズを把握し、新たな販路の開

拓や、取扱商品、サービスのブラッシュアップに活用する。 

 

ｳ.展示会・ビジネスマッチング出展前のバイヤーとの意見交換 

（製造業・小売・飲食サービス業等） [新規] 

  地域内外の展示会やビジネスマッチング等への出展前に、バイヤーと小規模事業

者、経営指導員が意見交換を行う場を設け、ヒアリングシート（食品関係は FCPシー

ト）をもとに意見交換を通じて聞き取り調査を行う。小規模事業者が販売・提供する

主力商品・サービスの消費トレンド、対象商品の市場動向等の情報を収集し、売れる

商品にブラッシュアップするための調査を実施し、出展におけるミスマッチの解消を

図る。 

調査内容は専門家、富山県商工会連合会と連携し、当該事業者と共に内容を検討す

る。調査結果については、専門家と連携して、ターゲットの修正、商品のブラッシュ

アップ支援、展示会出展支援を行うための資料とする。 

 

対象事業者 想定バイヤー 調査方法 

製造業者（食品） 平和堂、道の駅 林林等 FCPシート 

製造業者（ものづくり） 富山県ものづくり総合

見本市バイヤー等 

ヒアリングシート 

小売（食品）・飲食サービス業 

平和堂、道の駅 林林 等 

FCPシート 

小売（非食品）・サービス業（非

食品） 

ヒアリングシート 

 

【調査項目（バイヤーへのヒアリング項目）】 

・パッケージ、デザイン 

・ボリューム、大きさ 

・価格 

・ターゲット（売り先、顧客（性別、年齢層など）） 

・売れ筋商品の特徴 

・類似商品の情報 

・成長性、改善点など 

 

ｂ．調査結果の活用 

 需要動向調査結果については、整理した上でニーズにあったものを、事業計画策定

する各小規模事業者に情報提供することで、売れ筋商品、サービスを的確に捉えた事

業計画策定のために有効活用する。 

ｱ．顧客ニーズにマッチした商品・サービスとなるよう、顧客ニーズを基にした事業

計画策定を支援する。 
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ｲ．特産品開発や新事業に取り組む小規模事業者に対しても、情報をタイムリーに提

供することで、市場ニーズを的確に把握して、商品開発・新たな販路開拓への挑

戦を支援する。 

 

（３）目標 
項目 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

ｱ.地域内需要動向

調査事業者数 0 10 10 10 10 10 

ｲ.地域外需要動向

調査事業者数 0 5 5 5 5 5 

ｳ.バイヤーとの

意見交換事業者

数 
0 10 10 10 10 10 

 

 

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 

[現状]現状、商品開発、販路開拓支援については、小規模事業者からの相談を受け、

専門家派遣、補助金申請、商談会開催情報の提供など行ってきたが、その後の継続的

なフォローが不十分で、販路開拓、拡大につながる継続的な取り組みに至っていない。 

ものづくり市場においては、取引先に依存する傾向があることから、主要取引先の

景気に大きく左右される小規模事業者が多い。技術やノウハウの向上、安定的な雇用

を維持するための経営支援が急務である。 

また、小規模事業者は情報発信力が弱いため、IT 技術を駆使した対策が必要である。 
 [課題]小規模事業者の新しく開発された商品・サービスの販路開拓に際し、ビジネス

マッチング・展示会への出展を活用し、地域資源を活かした商品の販路開拓支援を行

い、小規模事業者の持続的発展及び地域の活性化につなげる。 

  小規模事業者の情報発信力を強化するため、小規模事業者独自の技術・サービスの

強みをアウトプットさせる仕組みを組織全体で支援する。 

 

（２）事業内容 

ａ．各種商談会・展示会への出展支援 [拡充] 

（対象事業者：製造業、特産品や特徴ある商品を取り扱う事業者） 

 全国商工会連合会や富山県商工会連合会及び各種支援機関で開催される「富山県も

のづくり総合見本市（※２）」などの商談会や展示会を販路開拓の機会と捉えて参加を

促す。出展をサポートするとともに、バイヤーとの商談機会を創出する。 

（事前支援） 

受注獲得のために事前準備として商品の特徴やセールスポイントを盛込んだ資料の

作成指導をする。 

（事後支援） 

商談会・展示会に出展した事業者に対し、巡回訪問することで、来場した業者・消
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費者の特徴や傾向、その後の取引推移等の情報を把握し、見込み客へのアプローチや

商品・サービスのブラッシュアップの支援を行う。 

 その他、県主催の「越中とやま食の王国フェスタ」や株式会社オフィスてるてる主

催の越中座における「ふるさと特産市」など、各種商談会への出展支援を行い、販路

開拓に寄与する。 

  必要に応じて、バイヤーとの交渉のポイント等について、専門家に指導して頂く。 

 

 （※２）富山県ものづくり見本市…機械、電気電子、プラスチック、アルミ等に加え、

伝統工芸、食品加工、クリエイティブ産業など、

ものづくり関連産業全般に対象とした展示商談

会。企業単独ブースの他、企業連携ブース（自動

車、航空機、医薬品、機械要素、金型など）を設

置して、富山県の主要産業分野ごとに情報発信を

強化している。 

（参考：2017年の開催実績） 

 ・会期：2017年 10月 26日（木）～28日（土） 

 ・会場：富山産業展示館（テクノホール）東館、西館（新館） 

 ・出展者数：４４０社・団体（内、国内２９０、海外１５０） 

 ・来場者数：２４，５６６名 

 

ｂ．商品・サービスのブラッシュアップ [拡充]  

（対象事業者：小規模事業者） 

 本会独自の助成金制度として「しんか」サポート助成金を設けており、新商品開発

やパッケージデザインの製作、各種物産展の出展等をサポートする。 

商品については、味は勿論重要であるが、見た目も「売れ筋商品」の大きな要素で

あり、パッケージ・包装紙のデザイン等専門家派遣事業を活用して、更なるブラッシ

ュアップを図る。 

  県内アンテナショップや「日本橋とやま館」などへの商品エントリーなどの支援を 

行い、販路開拓を支援する。 

 また、パブリシティを活用し、認知度アップにつなげる。 

  

ｃ．管内大型ショッピングセンターファボーレを活用したビジネスマッチング 

（対象事業者：製造業、特産品や特徴ある商品を取り扱う事業者） 

（想定バイヤー：平和堂、道の駅 林林 等） 

管内大型ショッピングセンターファボーレにおいて、10社程度を対象に、ビジネス

マッチングを開催する。プレスリリースによって記事として取り上げてもらうことで、

効果的な広報活動を行う。 

小規模事業者の方は、商談会・展示会に出展する機会が少なく、商談の際に交渉に

不慣れなためにせっかくのチャンスを失っている場合が多い。管内で開催するビジネ

スマッチングを通して、商品の売り込み方やマナー、交渉力を身につけてもらう。 

受注獲得・継続支援につなげていくとともに、得た情報を経営指導員間のミーティ

ングにて共有・蓄積することで、次回以降の出展の効果を高めていく。 
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ｄ．ITを活用した販路開拓支援 

（対象事業者：小規模事業者） 

IT 技術を活用したインターネットビジネス等の市場への推進、国内外の販路開拓へ

導くため、ＳＨＩＦＴ（※３）を用いた小規模事業者のホームページによる情報発信

支援を行う。ネット上への商品紹介や利用方法を説明するとともに、定期的に内容の

変更などして、マンネリ化にならないように支援を図る。 
また、ニッポンセレクト．ＣＯＭ（※４）等を想定し、必要に応じて専門家派遣制

度を活用する。 
（※３）ＳＨＩＦＴ…全国商工会連合会の事業者支援システムです。このＳＨＩＦＴ

を利用すると、ホームページの開設・更新作業・電子広告など

が誰でも簡単に作成できます。 

 
（※４）ニッポンセレクト．ＣＯＭ…日本全国の隠れた逸品や特産品が見つかる「全

国商工会連合会公式ショッピングサイト」。絶品

お取り寄せグルメや日本の匠の工芸品など多数

取り扱っている。 

 

ｅ．インバウンドへの対応支援 

（対象事業者：小規模事業者） 

富山市を訪れる外国人観光客に対し、小規模事業者が応対できるよう、複数言語に

対応した表示をすすめ、インバウンド需要の開拓支援を行う。 
 

（３）目標 
項目 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

a.各種商談会・展示

会出展事業者数 2 3 4 4 4 4 
成約件数／社 0 1 1 1 1 1 
b.商品・サービスの

ブラッシュアップ

事業者数 
3 5 5 5 5 5 

c.ファボーレでの

ビジネスマッチン

グ出展事業者数 
0 10 10 10 10 10 

成約件数／社 0 1 2 2 2 3 
各種商談会・展示会

効果による売上増

加事業者数 
0 2 2 4 4 6 

d.IT を活用した販

路開拓事業者 8 15 15 15 15 15 
e.インバウンド対

応支援事業者数 0 3 3 3 3 3 
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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り組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

 [現状]平成２７年３月の北陸新幹線の開業のインバウンド効果により、富山県全体を

見ると良い影響がでているが、当管内では観光客等の交流人口増加が見込まれる販路

拡大のチャンスの中で、地域の魅力や地域資源を活かした観光サービス、特産品の販

路開拓から地域活性化につなげる具体的な取り組みの検討が今後の必要である。 

 [課題]地域の活性化や小規模事業者の売上・販路拡大を図るため、本会役員会や支部

連絡会議、各イベント実行委員会等にて、地域における各関係機関と共に地域経済活

性化の具体策、地域の魅力や地域資源を活かした取り組みを検討・実施する。 

特に、地域の話題の発信とＰＲを通して、小売業、観光サービス業を中心にＰＲ・

消費拡大を図るべく、様々な戦略（各種イベント等）を実施し、地域経済活性化を図

る。 

 

（２）事業内容 

ａ．各種イベントによる地域経済活性化事業 [新規] 

  富山市、自治振興会、地元小規模事業者、当商工会にて「各イベント実行委員会」

を組織し、イベントを通して持続可能な地域づくりを推進している。また、特産品事

業者が出店して地元住民に特産品を販売・アピールしている。 

本会も運営協力のほか、青年部、女性部らが模擬店を出店しイベントの賑わい創出

に協力しているが、これを新商品ＰＲ、販路開拓の場と捉え、新商品・特産品販売コ

ーナー、試食コーナー等を設け連携先の理解も得ながら単に「地域イベント」に終わ

らせず商品開発に係る情報収集、販路開拓につなげるイベントとしていく。 

官民協働での地域経済活性化を目的に各事業に取り組み、地域活性化を図る。 
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 【地域イベントにおける販売会出展一覧】 

開催月 イベント名 主な連携先 内容 

４月 ふちゅう曲水の宴 
富山市・ 

自治振興会 
特産品販売・PR 

４月 ごんべ祭り 
富山市・ 

自治振興会 
特産品販売・PR 

５月 猿倉山フェスティバル 
富山市、自治振興

連絡協議会 
特産品販売・PR 

５月 売比河鵜飼祭り 
富山市 

自治振興会 
特産品販売・PR 

６月 立山山麓トレイルラン 富山市 特産品販売・PR 

７月 佐々成政戦国時代祭り 自治振興会 特産品販売・PR 

８月 安田城月見の宴 

富山市・ 

自治振興会・特産

品事業者 

特産品販売・PR 

９月 猪谷関所飛越ふれあい祭り 富山市、自治会 特産品販売・PR 

１０月 大山ふれあい開運まつり 
富山市・ 

中央商店街 
特産品販売・PR 

１０月 
婦中ふるさとの丘ふれあい

フェア 

富山市 

自治振興会 
特産品販売・PR 

 

ｂ．地域資源を活かした特産品開発・販路拡大事業 [拡充] 

  本会地域内には、いちじく、らっきょう、みょうが、かぶら、しいたけ等、地域の

食材を活かした特産品（いちじく餅・ジャム、各種らっきょう漬け、みょうが寿し、

各種かぶら漬け等）はあるが、ＰＲ不足もあり販路拡大につながっていない。 

  ６社程度を目標に、特産品のさらなるブラッシュアップを図り、市場に受け入れら

れる商品開発や販路開拓を模索する。 

  今後、開発した新商品や売れ筋商品のＰＲ活動を強化し、地元土産物店（道の駅等）、

食料品店（和洋菓子店等）、レストラン、郷土料理店等と商品のコンセプトを共有し

て各事業者の売上増加につなげる。 

 

（３）目標 
項目 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

イベントでの出

展事業者数 2 6 6 6 6 6 

特産品のブラッ

シュアップ事業

者数 
0 6 6 6 6 6 
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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能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 

[現状]本会では組織として、経営指導員が経営発達支援事業に専従できる環境づくり、

支援方法や支援体制が不十分であり、小規模事業者に対しての支援の手順や手法を確

立すること共に支援体制づくりが求められている。 

 

 [課題]小規模事業者に対しての支援ノウハウについては、各支援機関（富山県商工会

連合会、日本政策金融公庫、地域金融機関、富山県よろず支援拠点、中小機構のコー

ディネーター、専門家等）との情報交換や連携体制を構築し継続的な支援を実施する。 

  小規模事業者の課題や支援内容を共有したうえで、効果的かつ効率的に成果が上げ

られる体制を構築する。 

 経営指導員の支援スキルアップに向けた具体的な取り組みを設定する。 

 

（２）事業内容 

「経営発達支援連絡会議」の開催 ※半期に１回開催 

 富山県商工会連合会、日本政策金融公庫、地元金融機関、富山県よろず支援拠点等の

連携支援機関担当者の同席のもと、半期に１回「経営発達支援連絡会議」を開催する。 

小規模事業者の経営発達支援に係る情報提供や専門家派遣制度、各種助成金の申請等の

小規模事業者の支援ニーズに対応した施策、支援方法等について情報交換を行う。 

また、富山県商工会連合会、行政等関連機関が開催するセミナーや講習会に積極的に参

加することにより、連携を図ると共に、経営指導員の支援スキルアップに努める。 

 

 

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 

 [現状]小規模事業者が抱える課題の多様化に対して、経営指導員等の専門的知識が求

められているが、個々の経営指導員のスキルに依存しているため、すべての相談案件

に対応できていない現状がある。 

加えて、経営支援現場での経営支援ノウハウ共有が有効活用されていない。また、

小規模事業者に関する支援内容が、担当経営指導員しか知りえず、組織として対応が

不充分であったため、組織全体で経営カルテ・ノウハウ共有を図る必要がある。 

[課題]中小企業基盤整備機構や富山県商工会連合会等が主催する研修会に全経営指導

員が積極的に受講することで、経営支援スキルの向上を図ると共に、小規模事業者の

持続的発展につながるよう経営指導員の資質向上を図る。 

 また、経営指導員による経営支援会議を毎月１回開催、職員連絡会議を年２回開催 

し、指導内容、専門的な手法、情報を共有し、「経営カルテ」の情報データ交換、情報

データ共有、情報データ蓄積等を行い、人事異動等により経営指導員の変更が生じた

場合でも支援先に対し、スムーズな支援指導に入ることが出来るようにしておく。 
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組織内で経営指導員のノウハウを受け継いで、職員が一貫した指導ができるよう意

思統一を図る。 

富山県商工会連合会のスーパーバイザー派遣事業を有効活用し、経営指導員・経営

支援員のスキルアップにつなげる。 

 

（２）事業内容 

ａ．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  

  経営改善計画策定、売上拡大支援などをテーマとした演習を交えた認定支援機関等

研修会を受講する。  

 

ｂ．富山県商工会連合会等が主催する研修会の受講 

  「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

れた経営支援業務研修会を、年間２０時間以上受講する。 

 

ｱ.一般研修 

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

ン・コミュニケーション能力アップ等の研修 

 

ｲ.専門研修 

国、県の各種補助金の事例・申請ポイント、事業承継・事業継続プラン、補助金

を活用した商店街の支援成功事例等の専門知識を取得する。 

 

ｳ.技術研修 

   製造業における現場分析・改善指導能力の向上、５Ｓ分析、工程改善による生産

性の向上の指導、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。 

 

ｴ.小規模企業支援能力向上研修 

   実現可能性の高い事業計画・経営計画、経営改善計画の立案スキルの向上を図り、

必要に応じて各種補助金・助成金事業につなげていく他、経営革新の認定を受ける

など、小規模事業者の持続的発展に資する能力の習得を図る。 

 

ｃ．全国商工会連合会経営指導員ＷＥＢ研修の受講 

  この研修は中小企業診断士の１次試験科目に準じており、各分野における知識等に

関しての能力向上が図られる。 

 

ｄ．ＯＪＴ制度の導入 

  経験豊富な経営指導員と経験が浅い経営指導員、もしくは経営支援員がチームを組

み、巡回指導や窓口相談の際に積極的にＯＪＴを実施することで、組織全体として支

援能力の向上を図る。また、研修等で学んだ知識やノウハウを共有して、支援の質を

向上させる。 
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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 

[現状]事業評価は事業報告という形式により理事会、総代会等で報告してきたが、き

わめて形式的な報告に終始しているため、PDCA サイクルの Check（点検・評価）、ACT

（改善）が充分に機能していない。 

[課題]そのため、年度毎の点検と改善が不足しており、また外部的な検証システムが

無いため進歩や新しい事業が着手できないことから、今後は、PDCAサイクルを機能さ

せる仕組みづくりが必要である。 

 

（２）事業内容 

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。 

ａ．「経営発達支援事務局会議」を開催し、事業の進捗状況、成果を取りまとめ、評 

価・見直しを図る。 

   構成委員：事務局長、センター長、経営指導員 

   開催回数：半期ごとに開催 

 

ｂ．富山県商工会連合会、富山市商工労働部、中小企業診断士などの専門家等も参加

した「経営発達支援委員会」を設置し、委員会を年１回開催して、事業の進捗状

況、成果の評価、見直し案の提示を行う。 

 

ｃ．理事会にて、評価・見直しの方針を決定する。 

 

ｄ．事業の成果・評価・見直しの結果については、通常総代会に報告し、承認を受け 

る。 

 

ｅ．事業の成果・評価・見直しの結果を商工会のホームページ、会報で計画期間中公

表する。（年１回） 

 

（３）目標 
項目 現状 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度 Ｈ34 年度 Ｈ35 年度 

経営発達支援連

絡会議 0 2 2 2 2 2 

経営発達支援事

務局会議 0 2 2 2 2 2 

経営発達支援委

員会 0 1 1 1 1 1 

ＨＰ・会報での公

表 0 1 1 1 1 1 
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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４月現在） 

（１）組織体制（職員１８名）  

 富山市南商工会事務局体制 

 

 
 

 

 

(次長) 
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 ・経営発達支援事業を実際に実施する人員 

   総括責任者   事務局長   １名 

   推進担当    次長・参事  ２名 

   主務      経営指導員  ５名 

   副主務     経営支援員  ９名  

                計１７名 

 

（２）連絡先 

富山市南商工会 

本部  

〒939-2254 富山県富山市高内 368 TEL：076-461-6547 FAX：076-461-6549 

婦中支部  

〒939-2753 富山県富山市婦中町笹倉 5 TEL：076-465-5700 FAX：076-466-3240 

大山支部  

〒930-1312 富山県富山市上滝 387-4 TEL：076-483-1420 FAX：076-483-3887 

大沢野細入支部  

〒939-2254 富山県富山市高内 368 TEL：076-467-1963 FAX：076-467-0579 
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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 124,500 125,500 127,500 128,500 128,500 

 

1.人件費等 

2.事業費・事務

費等 

3.地域振興費等 

4.調査・計画策

定費等 

5.創業・経営革

新費等 

6.販路開拓費等 

7.地域活性化事

業費等 

66,500 

32,000 

 

23,000 

500 

 

500 

 

500 

1,500 

66,500 

33,000 

 

23,000 

500 

 

500 

 

500 

1,500 

67,000 

34,000 

 

23,000 

500 

 

500 

 

500 

2,000 

67,000 

35,000 

 

23,000 

500 

 

500 

 

500 

2,000 

67,000 

35,000 

 

23,000 

500 

 

500 

 

500 

2,000 

（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 

1.人件費等      → 県補助金・市補助金等 

2.事業費・事務費等  → 県補助金・市補助金・全国連補助金・県連補助金・会費収入 

             委託料収入等 

3.地域振興費等    → 会費収入・委託料収入等 

4.調査・計画策定費等 → 国補助金・会費収入・委託料収入等 

5.創業・経営革新費等 → 国補助金・会費収入・委託料収入等 

6.販路開拓費等    → 国補助金・会費収入・委託料収入等 

7.地域活性化事業費等 → 国補助金・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【指針③】 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  

連携者及びその役割 

１．富山県商業まちづくり課 

【〒930-8501富山市新総曲輪 1-7、℡(076)444-3250、課長：五十里 栄】 

本商工会に対しての経営指導員等の人件費、経営改善普及事業費の補助金、小規模事業

者に対する空き店舗活用事業への支援、商店街イベントへの支援、商店街活性化プラン策

定支援、核店舗再生支援など補助金の支給、富山県中小企業大学校、創業人材育成事業 

 

２．富山市商業労政課 

【〒930-8510富山市新桜町 7番 38号、℡(076)443-2070、課長：古西 達也】 

 富山市商業振興・活性化プラン、商店街等活性化事業補助金の活用 

 

３．地域金融機関（北陸銀行、富山第一銀行、富山信用金庫、富山銀行） 

  北陸銀行大沢野支店 

【〒939-2255富山市長附 234、℡(076)467-2301、支店長：上田 和也】 

  北陸銀行上滝支店 

【〒930-1312富山市上滝 413、℡(076)483-1111、支店長：山本 光】 

  北陸銀行速星支店 

【〒939-2706富山市婦中町速星 588、℡(076)466-2101、支店長：野澤 幸司】 

  富山銀行大沢野支店 

【〒939‐2252富山市上大久保 1258番地 2、℡(076)467-5611、支店長：河原 勝也】 

富山銀行婦中支店 

【〒939‐2706富山市婦中町速星 373、℡(076)466-3300、支店長：大森 豊】 

富山第一銀行大沢野支店 

【〒939‐2252富山市上大久保 1899、℡(076)467-2336、支店長：芝田 英樹】 

富山第一銀行上滝支店 

【〒930‐1312富山市上滝 523番地 1富山市大山地域市民センター1階、℡(076)483-1311、

支店長：前原 稔】 

富山第一銀行婦中支店 

【〒939-2706富山市婦中町速星 818、℡(076)466-2121、支店長：宮田 敏英】 

 

富山第一銀行鵜坂支店 

【〒939‐2718富山市婦中町分田 88-4、℡(076)422-1170、支店長：松浦 裕美】 

富山信用金庫大沢野支店 

【〒939‐2255富山市長附 734番地 2、℡(076)467-2361、支店長：三橋 賢治】 

 富山信用金庫大山支店 
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【〒930-1313富山市中滝 218番地 3、℡(076)483-2255、支店長：三橋 賢治】 

 富山信用金庫婦中支店 

【〒939‐2706富山市婦中町速星 87番地 3、℡(076)465-3471、支店長：北本 武志】 

 本事業において創業、事業承継の案件発掘についての重要な連携先であり、金融機関職

員と経営指導員が連携して、事業推進に当たる。また、経営発達支援連絡会議等に参加を

いただき、地域内外の景況や金融施策についての情報提供をいただく。 

 

４．日本政策金融公庫富山支店 国民生活事業 

【〒930-0004富山市桜橋通り 2-25 富山第一生命ビル 2階、℡(076)431-1191、 

事業統轄：松尾 彰夫】 

円滑な資金繰り、マル経融資、小規模事業者経営発達支援資金、新創業融資制度等 

 

５．（公財）富山県新世紀産業機構 

【〒930-0866富山市高田 527、℡(076)444-5600、理事長：山崎 康至】 

富山県よろず支援拠点、中小企業支援センター、事業引き継ぎセンターとの連携により、

コーディネーターによる相談指導業務や専門家派遣事業の実施、小規模事業者の経営革

新・農商工連携・地域資源活用事業、とやま中小企業チャレンジファンド等の支援 

 

６．富山県よろず支援拠点 

【〒930-0866富山市高田 527 富山県新世紀産業機構内、℡(076)444-5605、 

チーフコーディネーター：羽田野 正博】 

 

７．（独）中小企業基盤整備機構北陸本部 

【〒920-0031石川県金沢市広岡 3-1-1金沢ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 10階、℡(076)223-5762、 

本部長：内山 崇】 

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

サポ等の活用 

 

８．（一社）富山県中小企業診断協会 

【〒930-0866富山市高田 527番地 情報ビル内、℡（076）433-1371、会長：藤井 忠良】 

中小企業診断士による専門的アドバイス等 

 

９．全国商工会連合会 

【〒100-0006東京都千代田区有楽町 1-7-1有楽町電気ﾋﾞﾙ北館 19階、℡(03)6268-0088、

会長：森 義久】 

全国展開支援事業補助金等の活用 

１０．富山県商工会連合会 

【〒930-0855富山市赤江町 1-7、℡(076)441-2716、会長：石澤義文】 

小規模事業者の販路拡大支援、小規模事業者の経営計画策定支援、創業・経営革新・販

路開拓支援、地域活性化事業支援、小規模事業者持続化補助金等 
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連携体制図等 

 

 

 
《連携の内容》 

 

 
①各種関係機関が実施した経済動向調査に基づき現状分析の提供。 

 
②経営指導員の巡回訪問による経営状況の把握。 

 
③現状分析結果による地域の特性や経営課題を抽出。 

 
④事業計画策定セミナーの開催と専門家派遣。 

 
⑤地域特産品開発にあたり専門家によるデザイン指導。 

 
⑥商談会・展示会イベント情報の提供と出展斡旋。 

 
⑦商工会・経済団体・一次産業の団体等が参画した情報交換や勉強会の開催。 

 
⑧「経営発達支援計画」に基づき小規模事業者に対する個社支援の実施。 

 
⑨「経営発達支援計画」の進捗状況について検証。 

 
⑩「経営発達支援事務局会議」で成果を取りまとめ、評価・見直し案の検討を行う。 
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