
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
上市町商工会（法人番号 １２３０００５００２２４９  ） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 

１、事業者の実態や経営課題にあった支援実施を通じて、地域小規模

事業者の経営力の底上げを図る。      

２、経営革新や新商品開発・新分野進出などの支援を通じて、地域を

牽引する小規模事業者の発掘・育成を図る。 

３、創業者の発掘・輩出及び事業承継者の育成と円滑な事業立ち上げ

支援を通じて、地域事業者の減少抑制を図る。 

 

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】 

  ・各種景気動向調査の実施と調査結果の分析、提供 

２． 経済状況の分析に関すること【指針①】 

  ・巡回指導及び窓口指導による各種ツールを活用した経営分析 

  ・経営分析活用セミナーの実施 

３． 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

  ・事業計画作成セミナーの開催による支援 

  ・事業計画の策定支援（個別支援） 

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  ・巡回指導による実施及び進捗状況の把握とフォローアップ支援 

  ・創業者・創業予定者及び事業承継予定者への濃密支援 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

  ・イベント等におけるテストマーケティング支援 

６． 販路開拓支援に関すること【指針④】 

  ・展示会、商談会等の活用促進による販路拡大支援 

  ・各種アンテナショップの活用等による販路拡大支援 

  ・ＩＴ及びメディアの活用による情報発信支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

地域の上位計画・構想等に沿った事業計画の策定と、上市町や関連

団体との連携実施による地域振興事業の取り組み 

 

連絡先 

上市町商工会 

〒９３９－０３４５ 富山県中新川郡上市町南町１９ 

電 話 ０７６－４７２－０７１６ＦＡＸ ０７６－４７２－４２２２ 
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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 

〇上市町の概要及び小規模事業者を取り巻く現況と課題 
 

＜上市町の概要＞ 

上市町は、県都富山市の以東約 15㎞、新川平野の中央に位置し東南に延びた長方形

を成し、東南部は標高 2,999mに達する剱岳を主峰とする山岳地帯を形成し、その裾野

に広がる 236.77㎢の自然豊かな町である。 

 古来より物資の交流をはじめ山岳信仰の道筋となるなど交通の要衝にあり、古くから

「市」が開かれ、県内でも比較的早く商業が発展した地域であった。また、産業として

は、農業はもとより、繊維業や製薬業が基幹産業として発展し、さらに近年は、電子部

品や精密部品などの製造業も立地している。 

 また、名峰剱岳とその登山口の馬場島、国の重要文化財の大岩山日石寺の不動明王の

磨崖仏、全国名水百選の穴の谷霊水、森林セラピー基地の指定を受けた自然・文化等観

光資源にも恵まれ、平成 27年 3月の北陸新幹線の開業を機に、これらを活かした観光

振興策を目指している。 

農業特産品としては、「里芋」や「生姜」、最近では「白ネギ」などがある。 

 

＜上市町の現況と課題＞ 

町の人口は、昭和 30年代の 26,000人台をピークに長く微減傾向が続いていたが、昭

和 60年頃より加速度的に減少し、現在(H29.4.1)は約 21,200人となった。<表１> 

特に中山間地と中心市街地での減少が著しく、国立社会保障人口問題研究所の推計で

は、2020年には２万人を、2060年には１万人を割り込むとの予測もされている。 

地域における人口減少は、地域経済及び産業活動の縮小、地域コミュニティの機能低

下などにつながることがら、町では平成 27年に「上市町人口ビジョン」を策定し、2060

年の目標人口を 14,300人として諸施策を図ることにしており、平成 27年度策定の「上

市町まち・ひと・しごと創生総合戦略」においても、町の魅力づくりを進め、ＵＪＩタ

ーンによる定住促進や交流人口の増加等の人口対策が上位に掲げられている。 

 

＜表１＞昭和 60年以降、10年毎の人口推移および現在の人口 

年 S60年 H7年 H17年 H27年  H29年  H32推計 

町の人口 24,100 23,677 23,039 21,622  21,192  20,758 

増減 ― △423 △638 △1,417     

※各年４月１日現在の住民基本台帳による 

※推計値は、国立社会保障人口問題研究所による 

 

また、直近の経済センサス調査結果<表２>では事業所数の減少が進んでいることが解

る。 

その事業所数の減少は、富山県及び隣接する同規模自治体の立山町の減少率を大きく

上回り、業種別でも、「卸売・小売業」「生活関連サービス業」の減少率は県及び他町村
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より大きい。また、県及び隣接自治体では増加又は横ばい傾向が見られる「宿泊・飲食

サービス業」においても、上市町では残念ながら減少している。 

これらの業種の減少は、人口減少が大きく影響したと思われるが、比較的小規模事業

者の占める割合が多い業種でもあり、また、中心市街地の賑わいづくり等にも直結する

業種であることから、特に重点を置いて減少を食い止めるとともに、創業を促したい業

種となっている。 

 

＜表２＞事業所数の増減(上市町・隣接立山町・富山県比較) 

項  目 年度 上市町 

人口 21,192人 

立山町 ※隣接町 

人口 26,497人 

富山県 

人口 1,056,925人 

事業所数 H24 909 △ 80 

△ 8.8% 

945 △ 37 

△ 3.9% 

53,524 △1,538 

△ 2.9% H28 829 908 51,986 

内 卸売・小売

業数 

H24 254 △ 38 

△ 15.0％ 

226 △ 13 

△ 5.8% 

14,645 △753 

△ 5.1% H28 216 213 13,892 

内 生活関連

サービス業 

H24 105 △ 15 

△ 14.3% 

69 △ 2 

△ 2.9% 

4,834 △ 156 

△3.2% H28 90 67 4,678 

内 宿泊・飲食

サービス業数 

H24 70 △ 2 

△ 2.4％ 

60 ＋7 

＋11.7% 

5,684 ＋26 

＋0.5％ H28 68 67 5,710 

※H24 H28の経済センサスより 

※各人口は、平成 29年 4月１日現在にて 

 

これらのことは、上市町の総合計画策定の際に実施された一般町民を対象とした町行

政への施策要望調査においても、「中心市街地の賑わい」「商業・サービス業の振興」

「観光の振興」が産業振興面での要望としては上位を占めることから、行政としても重

点を置いて取り組むべき課題となっている。 

〇町民意向調査結果 

「特に重要と思われる産業振興施策」(複数回答可) 

・中心市街地の賑わい ………３３％ 

・商業・サービス業の振興 …１６％ 

・観光の振興 …………………１３％ 

・農林業の振興 ………………１２％ 

・工業の振興 ………………… ７％ 

(H27年実施 第７次上市町総合計画後期計画策定における住民調査より) 

  

そんな中、上市町では、平成 28年に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の

認定を受け、商工会、地元金融機関などとの連携により、創業者・創業予定者の支援に

取り組んでいる。 

また、2020年に供用開始が見込まれる北陸自動車道の「上市スマートインターチェン

ジ(仮称)」の完成は、町内へのアクセスの大幅な改善・向上につながり、人やモノの交

流が活性化して、観光や交流人口の増加、事業所の立地促進など地域経済に大きな効果

が期待されている。 



３ 
 

〇商工会の現状、経営改善普及事業の実績及び課題 
 

＜会員数の推移からみる課題＞ 

本商工会の会員数の推移<表３>は、町の事業者の減少と同様にほぼ毎年減少してい

る。 

 減少の内容としては、脱会会員の内訳をみると、その殆どが小規模事業者であり、理

由も高齢による廃業が大部分を占めている 

 このことは、地域の小規模事業者の実態として、商工業者の高齢化と後継者不足が進

んでいることを表しており、このまままの推移では、ますます商工会の組織力が低下し

てしまうことになる。 

 ついては、商工会にとっても、会員事業所数の減少対策として、創業者の創出と事業

承継の推進は喫緊の課題である。 

 

＜表３＞最近１０年間の会員の推移(入脱会と脱会の理由の内訳） 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

年度末会員数 602 581 574 555 552 547 544 534 541 534 

入 会 数 7 10 5 3 8 12 11 14 24 16 

脱 会 数 21 31 12 22 11 17 14 24 17 23 

内 小規模事業者 21 31 12 22 11 17 14 24 16 22 

内 

脱会理由 

廃業 14 19 7 21 7 12 13 20 14 16 

任意 5 8 5 1 4 5 ― 4 2 6 

その他 2 4 ― ― ― ― 1 ― ― ― 

※定款会員を含まず。 

 

＜経営改善普及事業の実績からみる課題＞ 

当商工会は、経営指導員２名体制であり、マンパワーに余裕の無い状況で日常の事業

に取り組んできている。 

これまでの小規模事業者に対する相談件数<表４>は、「経営一般」が約半数を占める

が、経営分析や事業計画に係る相談は少なく、その多くは経営一般に係る問い合わせな

どに対する事務処理や説明・情報提供であり、記帳指導も当指導区分に含まれている。 

その他の相談内容では「税務指導」、「労務指導」が従来通り多い。 

また、個社対象ではないが、青年部や女性部、商店会や業種団体を通じての指導や地

域振興を目的とした研修事業も行ってきた。 

しかしながら、売上や利益向上など経営発達支援を目的として行う個社への相談指導

は、質・量ともに不足していたと心得る。 

特に、「地域の小規模事業者を取り巻く経営環境や需要動向の実態把握」「経営発達

に積極的な事業者及び課題解決を必要としている事業者の掘り起し」「個社の経営課題

の把握と解決のための手順（経営分析⇒経営計画策定⇒計画実施のフォローアップ）及

びそれを支援する伴走型支援の必要性の認識と体制整備」は、いずれも不十分であった

ように思える。 
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＜表４＞経営指導員２人による巡回・窓口相談件数(対小規模事業者分・H28年度実績) 

 総数 経営

革新 

経営

一般 

情報

化 

金融 税務 労働 取引 環境 他 

巡回相談件数 1,010 12 591 22 59 127 180 3 2 14 

窓口相談件数 362 1 176 8 19 95 58 2 0 3 

総  数 1,372 13 767 30 78 222 238 5 2 17 

 

＜今後商工会に求められる役割と支援内容・支援体制の改善＞ 

これまで商工会は、金融・税務・労務等相談等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た上で、従前の相談支援のスタイルを

見直し、小規模事業者の経営力強化を目的として、それぞれの個社の課題を解決するた

めの支援に重点を置くことが求められる。 

 特に、人口や事業所数の減少が進み、町の魅力は失われかねない当地域において、既

存の小規模事業者の持続的な発展、特に、減少傾向が際立つ商業・飲食・サービス業の

持続的発展を図ることや、創業や事業承継への手厚い支援は、事業所減少を食い止める

効果を目指す意味においても重点に置きたい。 

また、町の経済を牽引するような経営規模拡大に積極的な事業者の掘り起こしと育成

は、地域に活力をもたらすためにも必要である。 

これらを重点目標に地域の魅力づくりに貢献すると言うことを共通理解として、職員

を含め組織全体の資質向上を図ると共に、今まで以上に地域内外の関係機関と連携を取

りながら効果的・効率的に事業を実施する必要があると心得る。 

 

〇中長期的な地域経済の振興及び小規模事業者の持続的発展支援 
 
＜小規模事業者等の中長期的な振興と商工会の役割＞ 

上市町では、第 7次総合計画における３つの基本目標の一つとして“にぎわい上市～

力強い産業・基盤づくり～”を謳い、中長期的な地域経済に関わる課題として、「力強

い産業の育成」の実現を掲げ、①農林業の振興。②商工業の振興。③観光・交流の拡充。

④定住の促進。⑤情報基盤・発信力の強化。⑥交通網の充実。を重点政策としている。 

その中で、「②商工業の振興」では、事業者の経営力強化の支援や新たなビジネス展

開の支援、特産品開発の促進を掲げている。 

更に、地域の活性化策として、中心市街地における商業・サービス業者の集積維持や

空き店舗の活用策の支援、及び各種イベントの実施によるにぎわい創出の支援を図るこ

とを目指している。 

また、小規模事業者を含め地域の商工業者の減少は、地域経済の振興発展に大きな影

響を及ぼすことから、上市町では、「産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画」の

認定を受け、商工会及び地元金融機関等と連携を取りながら、創業対象者の発掘と創業

者の輩出にも取り組んでいる。 

更には、森林セラピー基地の認定を受け、観光資源の発掘と街なか観光ルートの策定

にも取り組んでおり、交流人口として観光入込数の増加とそれによる新たなビジネスチ
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ャンスの創出を目指している。 

これら、町が取り組む地域の中長期的な振興の方向性を受けて、本商工会が目指すこ

とは、人口や事業者数が減少する当地域だからこその地域の魅力づくりと、地域の活力

を維持のための小規模事業者を含めた商工業者の活力の維持拡大であり、既存事業者の

持続的な発展はもとより、新規創業者や地域を牽引するような積極的な経営者の台頭が

望まれる。 

 その点においても、地域の小規模事業者の振興には、地域に密着した商工会の役割が

とても大きいことを念頭に、富山県や上市町の支援を受け、国・県・町の施策と呼応し

地域のネットワークを構築しながら、5年後、10年後においても、地域全体で小規模事

業者の持続的な発展を目指すことが必要である。 

 

〇経営発達支援計画の目標と実施方針 
 

＜小規模事業者等への支援目標と実施方法＞  

目標①  

『事業者の実態や経営課題にあった支援実施を通じて、地域小規模事業者の経営力

の底上げを図る。』  

（実施方法） 

個社の経営課題を解決し売上の拡大や利益の向上を目指すため、的確な情報収

集・活用と適切な経営分析による事業計画策定及び実施支援を伴走型にて行うため、

経営指導員をはじめ商工会全職員が支援スキル・ノウハウの向上と共有に努めると

ともに、高度かつ専門的な課題に備えるために、専門家や関係団体機関との円滑な

連携体制を構築する。 

 

目標②  

『経営革新や新商品開発・新分野進出などの支援を通じて、地域を牽引する小規模

事業者の発掘・育成を図る。』 

  (実施方法) 

地域を牽引する小規模事業者を発掘・育成するために、地元金融機関等と連携し

て、経営に積極的な青年経営者や経営革新・新商品開発・新分野進出を目指す事業

者を掘り起こし、その育成のために、各種支援機関との連携を含め、セミナーの開

催や個別相談会の実施などによる重点的な伴走支援を行う。 

 

目標③  

『創業者の発掘・輩出及び事業承継予定者の育成と円滑な事業立ち上げ支援を通じ

て、地域事業者の減少抑制を図る。』 

  (実施方法) 

創業予定者の開業や事業承継予定者の事業者交代が円滑で確実に事業立ち上が

ることを支援するために、事業計画策定から事業が軌道に乗るまでの間、経営指導

員が各種支援機関との連携の上で濃密な伴走支援体制を取り、成長ステップの段階

毎にタイムリーな支援を行う。 
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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】 

 
【現状と課題】 

 地域の経済動向調査等については、富山県商工会連合会の受託事業である中小企業

景況調査以外には定期的な調査の実施は無く、その結果の公表や活用も行っていない。 

その他の地域動向の把握は、経営指導員が巡回訪問や窓口相談時のヒアリングで把

握している程度であり、充分な足元の経済状況の把握及び提供・活用は出来ていなか

った。 

こうした現状から、今後は有効な地域の経済動向に関する情報の収集・整理・分析

及び提供を図って行く必要がある。 

 

【事業内容】 

 現状の課題である地域経済動向に関する情報の収集等に取り組むために、中小企業

動向調査の拡充・活用及び、地元で営業展開する金融機関からの情報をもって地域内

経済の実態把握を行う。 

 また、その結果を小規模事業者が事業計画策定の際の情報として活用できる体制を

整える。 

 

① 中小企業景況調査の活用（既存拡充） 

富山県商工会連合会と連携して地域内小規模事業者 6 社に対し四半期毎に財務

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 24 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。 

 

(調査項目) 売上高・採算性、前年度比較、設備投資、在庫・人件費、経営上の

問題点 

   (調査方法) 経営指導員によるヒアリング 

  （提供活用） 調査の結果は、本会ホームぺージ及びプリントアウトにて巡回相談

及び窓口相談で提供し、景況判断資料として活用を促す。 

 

②  地元金融機関との情報交換会（新規） 

  地元金融機関は日頃の営業活動を通じて地域経済の動向について多くの情報

を持っている。ついては、地元金融機関４行と情報交換会を定期的に開催し、
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その情報交換を通じて地域経済動向を聞き取り、的確な地域の状況の把握と個

社支援に活かせる情報収集を行う。 

 

(情報項目) 地域の景況として、地域小規模事業者等の業種毎の売上・受注・採

算性・財務安全性の傾向、資金需要と使途傾向、経営上の課題 

   (調査方法) 各金融機関支店長等との懇談 

  （提供活用） 中小企業景況調査の結果と合わせて本会ホームページにて公表 

また、経営指導員等が把握・共有した情報を、巡回・窓口相談での個

社支援の際に活用。 

目標 

 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

中小企業景況調査件数 

(年４回) 

6社 30社 30社 30社 30社 30社 

本会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの公開回数 ― 2回 2回 2回 2回 2回 

金融機関との情報交換会 ― 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
  

【現状と課題】 

 これまでは、小規模事業者に対する経営分析としては、金融指導や各種補助金・助成

金申請の際に、相談者からの要望もしくは利用制度の要請にて行う程度であり、企業の

経営状況を把握した上で、経営発達に向けた事業計画の策定へ導くような、適切で積極

的な事例は少なかった。 

 こうした状況から、経営発達に繋げる支援として、積極的に個社の経営分析に取り組

むことが必要である。 

 

【事業内容】 

 経営発達の入り口は、まず経営分析による現状把握であることを念頭し、さらに事業

計画策定へ導くような、適切で積極的な支援を行う。 

 

① 巡回・窓口相談時の経営分析（新規） 

 巡回・窓口相談の際に、経営分析の必要性・有効性を説き、経営分析ツール（ロ

ーカルベンチマーク（経済産業省）等）による経営分析を行い、経営診断書とし

て個社へ提供する。 

また、その個社データは職員間での共有を図り、経営指導員が各個社の支援ポ

イントの洗い出しに活用する。 

 

   （分析項目） 

定量的分析項目 個社の売上持続性 収益性 生産性 健全性 効率性  

安全性 各業界指標との乖離 （ﾛｰｶﾙﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの例） 
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     定性的分析項目 経営者・事業・外部環境・社内体制を着目点として、ヒア

リングシートを作成 

   （対象者）巡回及び窓口での経営に関する相談者。特に相談内容が売上拡大・利

益向上・経営課題解決に係る場合は積極的に経営分析を促す。 

 

② 経営分析活用セミナーの実施（新規） 

 事業者が自ら経営分析を行い、その数値の読み方や経営改善への生かし方につ

いてのセミナーを開催。また、セミナー受講後のフォローアップ支援も行い、受

講効果の定着を図ることにより、経営課題の発見や経営目標との差異把握などを

個社が自主的に把握することを目指す。また、経営指導員が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、事業計画策定などの伴走型支援に繋げるこ

とにより個社の経営力の底上げを目指す。 

 

 (募集方法) チラシ配布（機関誌折込、金融機関窓口設置）と商工会ホームペー

ジによる告知。 

（対 象 者） 一般の申し込み者に加え、重点支援対象者として、青年経営者,創

業者、事業承継者等には個別に告知・勧誘。 

(内  容) 経営分析の仕方、経営分析結果の見方・活かし方、改善の方法 

(活用方法) 参加者が受講結果を確実に身に着ける事が出来るよう、受講後に経

営指導員が巡回等にてフォローアップ支援を行う。また、その結果

を基に経営指導員が経営支援ポイントの把握と改善策の検討を加

え、事業計画の策定支援に繋げる。 

目標 

 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

巡回窓口指導による経営

分析事業者数 

― 5社 5社 10社 10社 10社 

経営分析セミナー開催数 ― 1回 1回 1回 1回 1回 

  〃  受講事業者数 ― 10人 10人 10人 10人 10人 

セミナー参加による経営

分析事業者数 

― 10社 10社 10社 10社 10社 

計 経営分析事業者数 ― 15社 15社 20社 20社 20社 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

【現状と課題】 

 現状では、特に小規模事業者にとっての事業計画は、経営者の思いの中にはあるもの

の、事業計画書となると殆どの事業者は持ち合わせていない。また、本会としても、変

化する経営環境の中において、自社のビジネスモデルの再構築を図ることの必要性と、

そのためには事業計画の策定が重要であることとのアナウンスが不足していた。 

したがって、本会の個社への経営支援も、その多くは明確な事業計画が無い故に、場
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当たり的な対応策での支援に留まっていたケースが多く見られた。 

 このような状況から、いままで以上に事業計画に基づく経営の重要性を認識し、個社

支援に当たる必要がある。 

 

【事業内容】 

 変化する経営環境の中で、自社のビジネスモデルの再構築を図るためには事業計画の

策定が重要であることを日々の相談の際や、セミナー開催などの機会を通じて訴える。 

 その中でも、特に経営分析セミナー受講者や事業計画策定の必要性が高いと思われる

創業予定者・事業承継予定者及び経営に積極的に取り組む青年経営者や経営革新・新商

品開発・新分野進出を目指す事業者等を重点対象者として事業計画の策定に導く。 

また、経営指導員等も事業計画策定を円滑かつ適切に支援することの重要性を認識し

計画的な巡回により、確実で効率的な事業計画策定の支援を図る。 

 

① 事業計画策定セミナーおよび個別相談会の開催。（新規） 

事業計画策定の必要性、有効性をアピールし、積極的に事業計画策定を目指す小

規模事業者、特に経営分析セミナー受講者や事業計画策定の必要性が高いと判断

される創業予定者・事業承継予定者、経営に積極的に取り組む青年経営者や経営

革新・新商品開発・新分野進出を目指す事業者等を重点対象としてセミナーおよ

び相談会を開催する。 

 

 （内  容）  事業計画の考え方、自社及び商品・サービスのＳＷＯＴ分析 

        顧客・市場ニーズの把握、目標設定と事業計画書の作成 

  (対象者)  ・経営分析セミナー受講者及び地区内小規模事業者 

        ・経営革新や新商品開発・新分野進出等を目指す事業者 

        ・創業予定者・事業承継予定者 

(募集方法) ・経営分析セミナー受講者には個別勧誘。 

        ・地区内小規模事業者には、チラシ配布（機関誌折込、金融機関窓口）、

と商工会ホームページによる告知。 

           ・金融機関と連携し、経営に積極的に取り組む青年経営者や経営革

新・新商品開発・新分野進出を目指す事業者を洗い出し告知。 

    

② 青年経営者等を重点にした事業計画策定支援。(拡充) 

自社の将来設計を見据え、事業の方向性を検討することが効果的で肝要と思わ

れる青年経営者及び、経営革新や新商品開発・新分野進出等を目指す事業者を重

点対象として事業計画策定支援先を選定し、特に計画着手から計画策定の間は濃

密支援を行う。 

 

（支援対象） 事業計画策定セミナー受講の青年経営者等 

経営革新や新商品開発・新分野進出等を目指す事業者 

（支援手段）  個別・濃密支援(計画着手から策定まで４回程度) 

場合によっては専門家の活用又は支援機関との連携 
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③ 創業者・創業予定者及び事業承継予定者への事業計画策定支援（新規） 

    事業計画策定によるビジネスモデル構築が必須であると思われる創業者・創業

予定者及び事業承継が見込まれる事業者を重点支援対象者として、その事業計画

策定を行うために、計画着手から計画策定の間での濃密支援を行う。 

 

（支援対象） 事業計画策定セミナー受講の創業者・創業予定者・事業承継予定者。 

（支援手段） 個別・濃密支援(計画着手から策定まで４回程度) 

場合によって専門家の活用又は支援機関との連携。 

目標 

 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

セミナー・個別相談会参加

事業者数 

― 8社 8社 8社 10社 10社 

内、事業計画策定事業者数 ― ６社 ６社 ６社 ８社 ８社 

内

訳 

青年経営者等事業者 ― 4社 4社 4社 4社 4社 

同 相談支援回数 ― 16回 16回 16回 16回 16回 

創業・事業継承支援事

業者数 

― 2社 2社 2社 4社 4社 

同 相談支援回数 ― 8回 8回 8回 12回 12回 

 

４．事業計画策定後の事業実施に関すること【指針②】 
 

【現状と課題】 

従来から、当商工会の支援先小規模事業者には経営発達を目的としたような事業計

画を持つ者はほとんど見られないことから、商工会の支援実績としても、事業計画策

定後の着実な計画実施に向けてＰＤＣＡサイクルによる見直しを行いながら伴走型で

フォローアップした支援例は少なく、よって事務局の支援体制づくりにも積極的では

なかった。 

  このような状況から、支援先小規模事業者の事業計画策定後の進捗状況を確認しな

がら、状況に応じた支援を伴走型で行うことが出来る体制の整備が必要である。 

 

【事業内容】 

 事業計画を策定した事業者に対し、定期的な巡回を行い進捗状況等の確認を行いな

がらその計画実施に向けての必要な伴走支援体制を整備する。 

特に、事業経営に積極的に取り組む青年経営者や経営革新・新商品開発・新分野進

出を目指す事業者、創業者・事業承継予定者等を重点対象者とし濃密支援を行う他、

その他の事業計画策定事業者にも計画的巡回訪問などで積極的なフォローアップ支援

を行う。 

 

① 事業計画策定事業者への巡回訪問によるフォローアップ支援（既存拡充） 

事業計画の策定後は年４回以上の計画的巡回によるフォローアップ支援を行う。 
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また、高度・専門的な課題解決においては、専門家の活用や支援機関との連携を

図る。 

 

  (対象者)  事業計画策定事業者(事業計画期間に応じて複数年支援) 

  (支援方法) 原則、経営指導員による計画的な巡回訪問 

        場合によって専門家の活用又は支援機関との連携 

  (支援内容) Ｐ(計画)-Ｄ(実行)-Ｃ(評価)-Ａ(改善)サイクルに沿っての計画の進

捗状況確認、実施の評価、課題の把握と解決策の検討、計画見直し等 

 

②  創業者・創業予定者及び事業承継予定者への濃密支援（既存拡充） 

特に、事業計画を策定した創業者・創業予定者及び事業承継予定者は、事業が

軌道に乗るまでの間(創業後及び事業承継後１～２年程度)は、経験や知識が不足

していることもあり、よりタイムリーに課題解決支援を行う必要があることから、

当該期間は特に濃密な支援体制を取ることとし、１～２ケ月に 1 回程度の計画的

巡回訪問を行い、より細やかな進捗状況の確認や課題の洗い出し、改善策検討、

計画の見直し等の支援を行う。 

目標 

 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

事業計画策定事業者数 ― 6社 6社 6社 8社 8社 

(内創業・承継支援対象数) ― （2社） （2社） （2社） （4社） （4社） 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援延べ回数 ― 28回 56回 70回 80回 80回 

専門家派遣利用事業者件数 ― 2件 2件 2件 3件 3件 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

【現状と課題】 

 従来から、多くの小規模事業者は、需要動向として市場や消費者のニーズ・トレン

ドを的確に把握する手段を持ち合わせず、結果として売り手・作り手の視点での商品

やサービスの提供を行ってしまうが故に、市場とのミスマッチが生じ、売上に結び付

かない事例が多かった。 

また、本商工会でも小規模事業者が販売する商品及び提供する役務の需要動向に関

する情報については、経営指導員が必要に応じて各種統計などで収集する程度あり、

真に“個社の売れる商品づくり”のためとの目的をもって収集・整理・分析及び提供

を行った事例は少ない。 

 このような状況から、支援先小規模事業者の事業計画の実施支援として、売れる商

品づくりに向けた有効な需要動向調査に取り組んで行く必要がある。 

 

【事業内容】 

 商品開発や販路拡大などの事業計画の実施支援については、特に事業者がマーケッ

トインの視点をもつことが不可欠であり、そのためには適切で効果的な需要動向の収

集・分析・提供のための支援を行う必要がある。 
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 ついては、事業者が商品やサービスについて、直接消費者から評価情報を得ること

が大きな意味を持つ。そのための有効な機会の一つとしてイベント会場の活用を図る。 

 

①  イベント会場等におけるテストマーケティング（新規） 

    商品開発において、直接、市場や消費者の反応を見る機会として、町内イベン

トでの一般来場者を対象にした商品評価やテストマーケティングを行い、その結

果を商品開発及び販路拡大に活かすことによって、個社の事業計画の推進を支援

する。 

   （活用が可能なイベント） 

    ・[市姫さんど]（商工会・商店街主催） 

年 3回、中心商店街で実施する集客イベント。毎回来場者は町内を中心に約

300～500人程度。フリーマーケットやトラック市ブースへの出展が可能。 

 

    ・[剱岳雪のフェスティバル](町観光協会主催) 

     毎年２月に開催のイベント。町内外から約１万人の人出あり。特に飲食ブー

スの出店が充実している。一般事業者の出展参加が可能。 

 

   （調査項目） 

    ・食品製造業者及び飲食業者の例 

     属性(性別・年代)別の食味、価格、ボリューム、パッケージ、ネーミング等

の関する満足度および改善点 

 

    ・工芸品及び日用品製造業者の例 

属性(性別・年代)別の使用感、価格、デザイン、パッケージ、ネーミング等

の関する満足度および改善点 

 

   （調査方法） 

    ・各ブースにおいて、概ね１商品あたり 100件程度のサンプル数を目標にアン

ケート調査又は一部聞き取り調査 

    ・調査票は、各満足度調査項目についは５段階(満足⇔不満足)評価、改善点は

記載又は個別聞き取りにて調査。 

 

   (活用方法) 

    ・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ことに

より、商品開発及び販売戦略の見直しと、更なる新商品開発・販売の参考デー

タとして活用し、新たな需要開拓につなげる。 

目標 

 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

テストマーケッティング支

援事業者数 

― 2社 2社 2社 3社 3社 
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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】 
 

【現状と課題】 

  これまでの小規模事業者の需要開拓に寄与する取り組みは、富山県商工会連合会他

の支援機関から展示会・商談会の案内を受け、会員へ告知する程度であり、個社の事

業計画に沿い、需要拡大の目標達成に向けた伴走型支援としての展示会等の参加支援

の事例は殆ど無かった。 

  また、ＩＴを活用した需要開拓も積極的ではなく、商工会が窓口となっている全国

商工会連合会の EC サイト「ニッポンセレクト.COM」などにおいても効果的な活用事

例は少なかった。 

 このような状況から、支援先小規模事業者の事業計画の実施に向けてより効果的な

販路開拓等の支援を図って行く必要がある。 

 

【事業内容】 

  元来、小規模事業者は商談会や展示会へ出展する機会は少なく、事業計画策定事業

者を中心に、積極的に商談会等の情報を提供し参加勧奨を行う。また、小規模事業者

は商談経験も少ないことから、参加の際には出展効果を導くための事前・事後の支援

を適切に行う。 

  併せて、小規模事業者の有効な市場開拓手段としてＩＴの活用や、マスメディアの

活用による支援を行う。 

 

① 商談会・展示会の参加による販路開拓支援(ＢtoＢ支援)（既存拡充） 

全国商工会連合会、富山県商工会連合会及び各種支援機関で開催される商談

会・展示会を販路開拓の機会と捉えて参加を促す。また、参加の際には、主催者

との連携や専門家の活用を含め、事前及び事後支援を併せて行い、参加事業者毎

に事業計画の遂行に向けた効果的な出展を支援する。 

 

(参加事前支援) 

・事業者の事業計画と各商談会・展示会とのマッチング(各商談会の目的・規模・

費用及び来場者の属性など)支援 

・申込み手続き支援及び商談資料(商談シート)の作成、効果的なプレゼンテーシ

ョンの支援 

 

(参加後フォローアップ支援) 

・商談結果を基に成果の確認や課題の把握を行い、事業計画の遂行に反映させ

る。 

 

② アンテナショップ活用による販路開拓支援（ＢtoＣ支援）（既存拡充） 

 販路開拓支援として、富山県のアンテナショップ「いきいき富山館（東京・新

橋）」「日本橋とやま館（東京・日本橋）」※1 や町が運営する物産館「つるぎの味

蔵」※2 への出展の支援をする。 
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※1「いきいき富山館（東京・新橋）」「日本橋とやま館（東京・日本橋）」 

富山県のアンテナショップであり、東京・新橋と日本橋にあるため、主な客層は

首都圏在住者である。 

但し、出展審査があり、富山県の物産としての位置づけに沿った商品に限る。 

 

  ※2 上市町物産館「つるぎの味蔵」 

町が設置する物産館(運営は指定管理団体㈱ティーツリーコミュニケーションズ)

で幹線道路に面し駐車場やトイレを持つ。 

当町及び近隣の観光地への観光客や幹線道路利用者などが休憩や土産品購入に立

ち寄る。 

売れ筋は地元物産品などの菓子・食品。独自のオンラインショップサイトも持つ。 

 

（支援内容） 

・事前支援として、アンテナショップへの出展にあたって、事業計画が狙うターゲ

ット顧客に近い売り場の選択や各施設からの類似商品の売れ筋などの情報提供を受

け、場合によっては、専門家を活用したパッケージの検討など商品力向上のための

支援を行う。 

・事後指導として、販売実績の把握や各施設担当者の商品評価コメントの聞き取り

なども含め、現状把握と課題洗い出し、その対策など事業計画遂行の支援を行う。 

 

③ ＩＴ活用による販路開拓支援（既存拡充） 

 ＩＴを活用した販路開拓は、小規模事業者があまりコストをかけずに取り組め

る需要の開拓手段であるが、地域の小規模事業者においては、その効果的活用例

は少ない。 

ついては、商工会が登録窓口となっている全国商工会連合会の ECサイト「ニッ

ポンセレクト.COM」※１や（独）中小機構が運営する Web マッチングサイト「Ｊ

‐Good Tech（ジェグテック）」※２を活用した販路拡大支援を行う。 

また、各個社のホームページづくりについても、販路拡大支援として、積極的

に取り組む。 

 

     ※1「ニッポンセレクト.COM」 

    全国商工会連合会が主催し、全国の商工会地域の優れた逸品を紹介しネット販

売するＥＣサイトであり、地域の産品として、食品、日用品、工芸品など約 5,000

品目を取扱う。 

    また、登録時には専属のカメラマン、フードコーディネーター、コピーライタ

ーから商品掲載についての支援を受けることができる。 

 

  （支援内容） 

   ・事前支援として、利用の際の登録に伴う商品情報（強み、長所）の整理と目標

設定 

・事後支援として、登録後の目標に対する販売実績と課題の把握を行い、商品及
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び販売方法の改良など事業計画の遂行支援を行う。 

 

   ※2「Ｊ‐Good Tech（ジェグテック）」 

 （独）中小機構が運営する Webマッチングサイトで、日本の中小企業と国内の

大手・中堅企業や海外企業が登録し、企業間の取引を取持つ。特に、販路開拓や

海外進出に意欲的な製造業者等が登録するケースが多い。 

 

（支援内容） 

 事前支援として、利用の際の登録要件である自社ホームページの作成支援や登

録の際の「マイページ」での企業紹介、製品・技術情報・検索キーワード設定な

どの登録支援を行う。 

事後支援としては、登録後の実績把握と課題の洗い出しを通じて事業計画の遂

行支援を行う。 

 

その他の IＴ活用支援 

その他 IＴ活用支援として、各個社のホームページによる販路開拓支援として、

ホームページの新規作成や既存ホームページの見直しについても、専門家や補助

金を活用し、”商品が売れるホームページづくり”を通じて事業計画の遂行を支

援する。 

  

④ マスメディアの活用による情報発信（既存拡充） 

 小規模事業者の商品・サービスは知名度も低く情報発信力も乏しい故に、商品

力があっても実売に結び付かないことが多い。 

しかしながら、過去の経験として、発信力あるマスメディアに取り上げられた

場合には大きな需要開拓の効果が期待できる。 

 

(過去の亊例より) 

例１ 地元新聞とフリーペーパーにて紹介された新規創業の飲食店は、掲載後１

～２ヶ月間の売上が急増し、その後も引き続き固定客化した結果、当初の開

業計画の年間売上目標を３割程度上回った。 

例２ 新聞に紹介された製菓店の新商品は問い合わせが増加し来店客増にもつな

がったため、関連商品を含め売上は前年に比べ 2割程度増加となった。 

例 3 若者にも支持されるグルメ誌に掲載された飲食店は、今まで少なかった若年

層や遠方からの来店が増えるなど、客層と商圏が拡大した。 

 

特に、地元の新聞社、テレビ・ラジオ局などのメディアは地域の話題(地域資源

の活用等)の情報を、又、フリーペーパー等の発行者は特集記事での取材先や新店

情報について商工会に情報の提供を求めてくる。ついては、支援個社に対して商

品・サービスの情報発信における効果的な手段としてマスメディア活用を提案し、

商工会が個社とメディアとの間を有効に取り持ち需要開拓に繋げる。 
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目標 

 現状 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

商談会・展示会出展者数 ― 2社 2社 2社 3社 3社 

〃  商談件数 ― 4件 4件 4件 6件 6件 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ出展事業者数 ― 1社 1社 １社 １社 １社 

ﾆ ｯ ﾎ ﾟ ﾝ ｾ ﾚ ｸ ﾄ及びＪ‐ Good 

Tech登録事業者数 

― 2社 2社 3社 3社 3社 

ﾆ ｯ ﾎ ﾟ ﾝ ｾ ﾚ ｸ ﾄ及びＪ‐ Good 

Tech 登録による売上増加事

業者数（前年対比） 

― 1社 1社 2社 2社 2社 

ﾒﾃﾞｨｱ情報発信事業者数 ― １社 1社 1社 1社 1社 

ﾒﾃﾞｨｱ情報発信よる売上増加

事業者数（前年対比） 

― 1社 1社 1社 1社 1社 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 

＜これまでの取り組み＞ 

 商工会は、以前より地域総合経済団体としての期待を担い、地域経済の活性化に係

る事業として、地域のにぎわい創出や特産品開発及び観光振興などの地域振興事業に

取り組んできた。 

 にぎわい創出事業では、観光イベントや商店街集客イベント。特産品開発事業では、

町特産品の「生姜」「里芋」を活用した商品開発。観光・交流人口増加事業では、町自

慢の山菜料理店を巡るスタンプラリーなどを実施してきたが、どれも商工会が主催し、

商工会及び商工会傘下の商工関連団体の協力のみにて開催してきたものであった。 

 

＜今後の取り組み方針＞ 

現状も本商工会を見るに、町の人口減少や事業者の減少の影響を受け、会員の減少、

自主財源の伸び悩み、さらには職員数の減少もあって、組織全体としては年々組織力

が低下している 

このような中での地域活性化事業の取り組みについては、商工会が独りよがりで行

うことよりも、町全体が目指す方向性を地域内の関係諸団体でベクトルを一致させ、

互いの強みを発揮しながら事業を行うことが肝要である。 

そのためには、新規事業にしろ、既存事業にしろ、町の各種上位計画との整合性を

確認し、地域全体で目的と目標を共有した上で効率的な実施を図りながら事業効果を

求めて行く必要がある。 

特に、町の上位計画である「上市町第 7 次上市町総合計画」における、商工会の担

うべき役割としては、“にぎわい上市”の実現ために、①商工業の振興。②町のにぎ

わい創出。③観光振興と交流人口増加。④特産品づくり。などへの関わりが期待され

ており、実施に当たっては、各々実行委員会や協議会等を設けるなど、関係者間での

目的の共有と協力体制の構築をもって実施にあたりたい。 
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＜今後の取り組み事業＞ 

 

１、にぎわい創出事業 

① 「市姫さんど」の継続実施 

   かつて、上市が「市」の町であったことに因み、人・モノ・コミュニティの交流

の場を再現するために年３～４回、中心商店街にて実施する集客イベントで、中心

市街地の賑わい創出と商店街の活性化を図りたい。 

   実施に当たっては、町行政の助成を受け、町行政、商店街、町まちづくり公社、

おかみさん会、地元高校、自治会等関係団体で実行委員会を組織し、商工会が主催

者として企画・調整を行い実施する。 

 

 ２、特産品開発事業 

① 既存特産品の販売拡大と新たな特産品、土産品、飲食メニューの開発・商品化 

   既存の特産品として、過去には町の特産である「生姜」を使ったしょうがシロッ

プやお菓子類や、「里芋」を使ったお菓子・焼酎などの商品化と販路拡大に組んで

きた。 

  ついては、それら既存特産品の販売拡大に加え、新たな特産品・土産品及び飲食

メニューの開発・商品化を目指したい。 

実施にあたっては、町行政、町観光協会、ＪＡ及び生産者、観光関連業者、商品

開発事業者等と連携するための協議会等を設け、商工会は、市場動向や販路拡大を

担う。 

 

 ３、観光・交流人口増加事業 

① 「北アルプス剱岳の里トラベラー誘客調査事業」結果を受けての事業化 

    当該調査事業は、平成２８年度から着手した小規模事業者地域力活用新事業全国展

開支援事業（全国商工会連合会補助事業）を活用し実施している調査事業であり、首

都圏および外国人の誘客のための環境整備と入込数の増加を図ることを目的として

いる。 

当該調査事業の実施に当たっては、町行政、観光協会、観光関連業者(観光施設、飲

食宿泊等)にて実行委員会を設け、商工会が企画、調整、事務を行い実施する。 

また、当該調査事業終了後は、その結果を受けて誘客環境の整備等の事業化に結び

付けたいと考えており、町の上位計画との整合性を取るためにも、引き続き町行政、

町観光協会、観光関連業者(観光施設、飲食宿泊等)と共に実施組織を設け、企画・提

案及び情報収集を行った上で事業化を図りたい。 

事業の実施については、実施内容によって町行政、町観光協会が主体として行い、

商工会は実施協力を行う。 

 

② 町観光資源の洗い出しと、魅力的な観光ルートづくり 

    上市町は、地域にある豊かな自然環境や歴史資産、風景、生活空間、文化、行事等

を観光資源と捉え、持続可能な観光産業の確立と地域内循環型経済の推進をもって地

域の活性化を目指す「上市町エコツーリズム推進全体構想」を策定し、その推進のた
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めに、今後、観光資源の洗い出しと魅力的な観光ルートづくりに取り組む。 

その推進のため、町は「上市まちのわ推進協議会」を組織しており、町行政をはじ

め、町観光協会、地元ＪＡ、森林組合、ＰＴＡ，関連市民団体等と共に商工会も参画

する。 

その中で、商工会には、地域の経済団体として、地域内循環型経済の実現のため、

観光関連業などへの経済的波及効果の創出に向けた取り組みが期待されている。 

 

 

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り組み 
 

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 
 

【現状と課題】 

 現在、他の支援機関との連携については、専門家派遣事業での連携の他は、形式的

な連絡会議への参加程度に限られており、その情報等についても、担当者間に限られ

ていた。 

 また、各種支援機関から得た支援ノウハウなどの情報についても、組織として小規

模事業者への支援に効果的に生かされ易い体制ではなかった。 

 このような状況から、経営発達支援事業を円滑に実施するたにも、各支援機関等と

の連携による支援ノウハウ等の情報交換を積極的に図り、そのノウハウが支援現場で

生かされる体制づくりが必要がある。 

 

【事業内容】 

① 支援機関との連携及び情報交換の強化(既存拡充) 

支援ノウハウ等の情報交換については、以下の機会を利用した方法で実施する。 

また、知り得た情報については、職員の情報交換会議（月1回程度開催）にて共有

を図る。 

 

・経営支援会議(富山県商工会連合会)での情報交換（既存拡充） 

富山県商工会連合会が年2 ～3回開催する「経営支援会議」に参加し、支援ノウハウ

や支援の現状等について情報交換を行う。 

特に、当該会議は、実際の支援現場で活躍する県下商工会の経営指導員や県商工会

連合会の専門経営指導員、各種支援機関担当者などが参加し、各々の支援事例の情報

交換が行われることから、中には、自商工会では経験できないような業種や活用支援

メニューで取り組まれた小規模事業者の販路拡大などの支援事例も豊富であり、他の

支援機関との連携と情報交換の貴重な会議として効果的に活用する。 

 

・金融機関との情報交換（既存拡充・再掲含む） 

日本政策金融公庫とのマル経協議会(原則年1回)及び、地元金融機関との懇談会（再

掲「1、地域の経済動向調査」として年1回実施）を利用し、情報交換を行う。 

マル経協議会は日本政策金融公庫富山支店が「小規模事業者経営改善資金融資」の
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活用推進を切り口に会議を行うが、実内容としては、日本政策金融公庫担当者と各商

工会経営指導員が参加し、各地の景況や支援事例を情報交換し合う会議であり、地域

経済動向の情報及び小規模事業者が需要開拓に取組んだ支援情報の交換の機会として

引き続き参加する。 

また、地元金融機関との懇談会は、町内に在る市中銀行４金融機関の支店長等との

懇談会を実施するもので、商工会では持ちえない情報(例えば①商工会非会員の情報。

②各金融機関が日ごろの営業を通じて持っている地域及び地域事業者の景況情報。③

各金融機関が独自で行う小規模事業者への需要開拓に向けた支援メニューとその活用

事例)などについて経営指導員等と情報交換を行う場とする。 

 

・富山県よろず支援拠点との連携（既存拡充） 

多くの小規模事業者や中小企業者の経営支援を行っている富山県よろず支援拠点と

の連携を図り、年に２～3回開催の支援機関ネットワーク会議等を利用して情報交換を

行う。 

特に、この会議はよろず支援拠点に在籍する専門家による専門的な視点での経営手

法（市場調査、需要動向調査、マーケティング手法、事業承継、創業）による小規模

事業者の販路拡大など、新たな需要開拓に取組んだ支援事例の報告や、同席する県下

諸支援機関からの同種の事例報告も質・量ともに豊富であることから、商工会の経営

指導員等が小規模亊業者の事業計画を伴走支援にて目標の達成に導くためのノウハウ

習得のための情報交換の機会として、従来以上に積極的に参加・活用する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

【現状と課題】 

 従来、経営指導員等の資質向上については、必要に応じて各種研修参加及び自己研

鑽による知識の習得に努めてきた。 

 しかしながら、各経営指導員の個人的な知識や能力の向上の域を出ず、当然として、

個人毎の支援能力のバラつきは否めず、また、職員間の共有を図られることもなかっ

た。 

  このような状況から、組織も職員個人も共に支援に必要なレベルアップを図って行

く必要がある。 

 

【事業内容】 

本事業では、①経営支援に資する能力を職員毎に判断し、その補充を目的として必

要な知識の習得のための各種研修会の計画的な受講。②その習得した知識を実践の場

でノウハウとして生かすための経験値の積重ねとして、ＯＪＴによる支援能力向上。

③それら知識やノウハウの職場内で共有化するための情報連絡会議の実施と、支援事

例のデータベース化。に取り組み、結果として小規模事業者に対する伴走型支援を適

切に実施するため体制を構築する。 
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① 各種研修会の計画的な受講(既存拡充) 

小規模事業者の発達支援に必要と思われるスキル・ノウハウの修得や、不足してい

るスキルの補充のために積極的に各種研修会に参加する。 

 

（参加を予定する研修会） 

・富山県商工会連合会、富山商工会議所が主催する経営指導員等を対象とした「経

営力向上計画策定研修」「支援能力向上研修」「企業診断実習」等への参加。 

・(独)中小企業基盤整備機構が主催する「経営指導員向け小規模事業者支援研修」

等への参加 

・中小企業大学校が主催する「中小企業支援者研修」等への参加。 

・その他、富山県、とやま人材育成カレッジ、(公財)富山県新世紀産業機構、富山

県よろず支援拠点等が開催する「事業者向け研修会」の内、専門的な知識習得や

支援スキル向上に必要を思われる研修会への参加 

 

 （計画的な受講について） 

職員毎に年度当初に取得すべきスキル項目や受講したい研修内容を申告し、その

受講の目的及び効果を勘案した上で受講計画を策定する。 

 

② ＯＪＴによる支援能力向上 

・専門家と同行による資質向上(既存拡充) 

専門家派遣の際には、経営指導員も専門家と同行し、ＯＪＴにて企業支援能力（ヒ

アリング手法、支援の進め方、分析の視点、事業展開の手法、専門的支援知識等）

を高める機会とする。 

 

・県商工会連合会のＯＪＴスーパーバイザーの活用による資質向上(新規) 

富山県商工会連合会のＯＪＴスーパーバイザー制度を活用し、経営指導員が不得

意な案件や経験の無い案件の支援に対しスーパーバイザーに同行を依頼し、ＯＪＴ

にて企業支援能力（支援の進め方、分析や課題の着眼点、事業展開の手法、専門的

支援知識等）を高める。 

 

・経営指導員同士の同行による資質向上(既存拡充) 

主担当の経営指導員に他経営指導員等が同行し、指導現場にて事例を共有し、互

いの得意・不得意分野を補完し合いながら経営支援に関するノウハウを高め合う。 

 

③ 組織内での支援ノウハウの共有とデータベース化(既存拡充) 

・毎月 1 回の職員情報交換会にて、研修会受講における情報や各々が担当する事例

での支援ノウハウの内容や成果及び課題についての情報を交換し共有することによ

り、職場内での支援ノウハウの向上を図る。 

 

・個社支援の記録は日々記録の経営カルテとともにデータベース化し、職員が参考・

閲覧できる環境を整備し、以後の事業者支援に活かせる体制を構築する。 
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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 

 
【現状と課題】 

  従来、事業の評価については、内部での反省会的な評価会議に留まっており、評価

基準も相対的評価が主であった。 

また、評価結果の開示も関係者に限られることが多く、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、事業の評価及び見直しについては、必要に応じ外部の評価者

を加え、的確な評価とその公表、及び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。 

 

【取組内容】 

 毎年度、本計画の実施状況及び成果について下記の方法にて評価・検証を行う。 

  

① 事務所内の全職員参加にて、第４半期毎に「経営発達支援会議(仮称)」を実施し、

事業の進捗状況の確認及び事業内容についての意見交換を行う。 

          ⇓  
② 本会理事会（役員会）に対して、本計画の実施内容・進捗状況の報告を行い、意

見の集約を行う。 

          ⇓  
③ 年一回、外部を含め有識者等で構成する「経営発達支援計画事業評価会議」を開

催し、事業の実施状況及び成果その評価を受け、見直し等について検討をする。 

 

〔経営発達支援計画事業評価会議の委員構成案〕 

（外部有識者）  行政   上市町(産業課長)  

有識者  政府系金融機関等 

（その他委員）  支援機関 富山県商工会連合会専門指導員等 

〃   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 

（構成人数 １０名程度） 

 

・事業評価会議の報告及び公表について 

事業評価会議の結果は直近の理事会（役員会）に報告し、承認を得た後に本会

ホームページにて公表し、閲覧可能とする。 

 

 以降毎年、上記のスキームを継続し、ＰＤＣＡサイクルを回すことで着実な成果を上

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２９年１０月末現在） 

（１）組織体制 

上市町商工会の組織 

 役 員 会長１名 副会長２名 理事３０名 監事２名 

 事務局 事務局長１名 経営指導員２名 補助員１名 パート職員１名 

 

経営発達支援事業の実施体制 

(職 名)    (氏名 年齢)  (担当業務) 

・事務局長    宮本 晃(57)  経営発達支援事業の統括、推進管理 

・主任経営指導員 藤井 智(48)  経営発達支援事業の推進(主担当者) 

・経営指導員   寺田瑞穂(48)  経営発達支援事業の推進(副担当者) 

・補助員(経営支援専門員) 酒井厚子(62) 経営発達支援事業の補助(担当者の補佐) 

 

  ※経営発達支援事業に関する事業推進は全職員で行う中で、経営指導員が主体とな

って事業を実施し、補助員はその補完をする。事務局長は全体を統括し、事業の

推進状況を管理する。 

  ※原則第４半期毎に「経営発達支援会議(仮称)」を実施し事業の進捗状況の確認と

事業内容に対する意見集約を行う。 

  ※原則月 1回の職員による「情報交換会議」にて情報の共有を図る。 

 

（２）連絡先 

  上市町商工会 

   住 所 〒９３０－０３４５ 富山県中新川郡上市町南町 19 

   電 話 ０７６－４７２－０７１６ 

   ＦＡＸ ０７６－４７２－４２２２ 

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

   メールアドレス    E-mail kamiichi@shokoren-toyama.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shokoren-toyama.or.jp/%7Ekamiichi/
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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） 

 ３０年度 

(平成 30 年

４月以降) 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 17,500 17,800 18,100 18,600 19,000 

 

人件費 

事務費 

調査事業費 

セミナー開催費 

販路開拓費 

地域活性化事業費 

会議費 

 

12,900 

400 

300 

700 

500 

2,500 

200 

13,200 

400 

300 

700 

500 

2,500 

200 

13,500 

400 

300 

700 

500 

2,500 

200 

14,000 

400 

300 

700 

500 

2,500 

200 

14,400 

400 

300 

700 

500 

2,500 

200 

（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 補助金等 

国補助金、県補助金、町補助金、県連助成金 

 

② 自主財源 

会費収入、手数料収入（記帳指導料）、受託料（共済事業、労働保険等） 

 

（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 事業計画の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 販路開拓に関すること 

⑦ 地域活性化に関すること 

⑧ 支援ノウハウの情報交換・経営指導員等の資質向上に関すること 

 

連携者及びその役割 

 

1、 富山県（代表者 富山県知事 石井隆一） 

住所：富山県富山市新総曲輪 1-7 電話番号:076-431-4111 

  ＜連携の内容＞ 

・「①地域の経済動向調査に関すること」として、県内の地域産業・経済動向等の情

報提供の支援による連携。 

・「④事業計画策定後の実施支援に関すること」として、県中小規模事業者を含む小

企業施策の活用における連携支援。 

 

2、 上市町（代表者 上市町長 中川行孝） 

住所：富山県中新川郡上市町法音寺１ 電話番号:076-472-1111 

＜連携の内容＞ 

・「①地域の経済動向調査に関すること」として、町の産業・経済動向等の情報提供

を通じての連携。 

・「④事業計画策定後の実施支援に関すること」として、地域小規模事業者が活用す

る補助金・助成金、制度融資等の利用についての連携支援。 

・「⑦地域活性化に関すること」として、「上市町総合計画」「上市町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」「創業支援事業計画」等の施策利用を通じた連携。 

 

3、 富山県商工会連合会（代表者 会長 石澤義文） 

住所：富山県富山市赤江 1-7 電話番号：076-441-2716 

  ＜連携の内容＞ 

・「①地域の経済動向調査に関すること」として、景況調査等の受託を通じた連携。 

・「②経営状況の分析に関すること」「③事業計画の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」として、エキスパートバンク、地域活性化ア

ドバイザー等での専門家派遣についての連携。 

・「④事業計画策定後の実施支援に関すること」として、小規模事業者の各種支援メ
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ニュー活用における専門指導員との連携支援。 

・「⑤販路開拓に関すること」として、販路拡大にむけて県連合会が開催する、展示

会・商談会の実施についての連携支援。 

・「⑧支援ノウハウの情報交換・経営指導員等の資質向上に関すること」として、Ｏ

ＪＴスーパーバイザーによる専門家派遣及び県連合会の専門指導員との支援ノウ

ハウの情報交換。 

 

4、 全国商工会連合会（代表者  会長 石澤義文） 

住所：東京都千代田区有楽町 1-7-1有楽町電気ﾋﾞﾙ北館 19階  

電話番号:03-6268-0082 

  ＜連携の内容＞ 

・「⑤販路開拓に関すること」として、全国連が開催する商談会・展示会、及びＥＣ

サイト「ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ.COM」を活用した販路拡大での連携支援。 

 

5、 (公財)富山県新世紀産業機構（代表者 理事長 山崎康至） 

住所：富山県富山市高田 527 電話番号：076-444-5605 

  ＜連携の内容＞  

・「②経営状況の分析に関すること」「③事業計画の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」「⑧支援ノウハウの情報交換・経営指導員等

の資質向上に関すること」として、当該機構が行う中小企業支援センター事業との

連携により専門家派遣や研修会参加、支援ノウハウの情報交換での連携。 

 

6、 富山県よろず支援拠点（代表者 チーフコーディネーター 羽田野正博） 

住所：富山県富山市高田 527 電話番号：076-444-5605 

＜連携の内容＞ 

・「②経営状況の分析に関すること」「③事業計画の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」「⑧支援ノウハウの情報交換・経営指導員等

の資質向上に関すること」として、専門家派遣や研修会参加、支援ノウハウの情報

交換における連携。 

 

7、 日本政策金融公庫富山支店（代表者 支店長 吉田尚史） 

住所：富山県富山市桜橋通り 2-25 電話番号：076-431-1191 

＜連携支援の内容＞ 

・「①地域の経済動向調査に関すること」として、公庫が持つ地域・業種等の景気・

景況調査情報の提供及び活用連携。 

・「④事業計画策定後の実施支援に関すること」として、小規模事業者経営発達支援

融資など小規模事業者向け制度融資の利用支援を通じての連携支援。 

・「⑧支援ノウハウの情報交換・経営指導員等の資質向上に関すること」として、支

援ノウハウの情報交換による連携。 

 

 

 



２６ 
 

 

8、 地元金融機関 

・富山信用金庫上市営業部（代表者 部長 谷口昌通） 

住所：富山県中新川郡上市町法音寺 3 電話番号：076-472-1155 

・北陸銀行上市支店（代表者 支店長 村井和彦） 

住所:富山県中新川郡上市町三日市 47-16 電話番号：076-472-2111 

・富山第一銀行上市支店（代表者 支店長 篠原 勝） 

住所：富山県中新川郡上市町三日市 47-15  電話番号：076-473-1230 

・富山銀行上市支店（代表者  支店長 牛島光晴） 

住所：富山県中新川郡上市町法音寺 17 電話番号：076-472-0506 

＜連携の内容＞ 

・「①地域の経済動向調査に関すること」として、地域情報（景況、資金需要、創業

予定者・事業承継予定者情報）の情報共有にて連携。 

・「④事業計画策定後の実施支援に関すること」として、地域小規模事業者の金融支

援を通じての連携支援。 

・「⑧支援ノウハウの情報交換・経営指導員等の資質向上に関すること」として、支

援ノウハウの情報交換による連携。 

 

9、 上市町観光協会（代表者 会長 坂井穂悦） 

住所：富山県中新川郡上市町若杉 3-3 電話番号：076-472-1515 

＜連携の内容＞ 

・「⑤需要動向調査に関すること」として、テストマーケティング会場の設営・運営

にて連携。 

・「⑦地域活性化に関すること」として、観光振興や観光資源等を活用した観光関連

振興事業の連携実施。 
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連携体制図等 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、富山県商工会

連合会 

４、全国商工会連

合会 

５、富山県新世紀

産業機構 

９、上市町観光協会 

８、地元金融機関 
・富山信用金庫上市営業部 
・北陸銀行上市支店 
・富山第一銀行上市支店 
・富山銀行上市支店      

７、日本政策金融公庫

富山支店 

２、上市町 １、富山県 
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