
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
朝日町商工会（法人番号 9230005004023） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

 
■経営支援発達計画の目標 

【目標①】コア・コンピタンスを強化して新たなビジネスモデルにチャレンジする

小規模事業者等を育成・支援し、企業ブランドを強化する。 

【目標②】やる気のある小規模事業者、創業者等の販路を拡大し、地域に新たな雇

用を生み出す。 

【目標③】新たな特産品開発、観光開発、新・サービスの創造を支援して地域交流

人口を活性化させる。 

 

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 

 ・観光関連事業の実態調査 

 ・消費者市場アンケート調査 

 ・調査情報の分析、提供 

２．経営情報の分析に関すること【 指針① 】 

 ・経営分析ツールを活用した経営情報の提供 

 ・経営分析ツールを活用セミナーの実施 

３．事業計画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 

 ・事業計画個別策定支援の実施 

 ・第二創業、経営革新等各種セミナーの開催 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【 指針② 】 

 ・定期巡回による進捗、実施状況の確認 

 ・各種助成金活用支援によるフォローアップの実施 

 ・小規模事業者経営発達支援融資制度を活用した支援 

５．需要動向に関すること【 指針③ 】 

 ・地域消費者ニーズ調査の実施 

 ・シンクタンク等の 2次データの収集と提供 

 ・着地型観光開発に係る需要動向調査の実施 

６．販路開拓支援に関すること【 指針④ 】 

 ・商談会、展示会等の活用促進による販路開拓支援 

 ・アンテナショップ等の活用促進による販路開拓支援 

 ・ＩＴを活用した販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 ・農商工連携・６次産業化推進協議会の設立 

 ・中心市街地活性化事業の強化 

連絡先 
（住  所） 〒939－0741 富山県下新川郡朝日町泊４１８ 

（電  話） 0765－83－2280 （ＦＡＸ） 0765－83－2282 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１． 朝日町の小規模事業者を取り巻く現状と課題 

 

（１）朝日町の概要 

富山県朝日町は県東端部の県境に位置し、東は新潟県糸魚川市

と、西は入善町と、南は黒部市及び長野県白馬村と接している。 

町の東～南部には北アルプス連峰がそびえ、小川・笹川・境川

などの河川が日本海に注いでいる。 

面積は227.41㎢、山岳部が圧倒的に多く、また全面積の約60％

が中部山岳国立公園と朝日県立自然公園に指定されており、海・

山・川の四季・自然に恵まれた風光明媚な町である。 

 

朝日町の人口及び世帯数は、平成 28年 10月 1日現在で 12,564

人／4,881 世帯。昭和 25（1950）年の 23,402 人をピークに減少しており、10 年前（H19 年）と比べ

て世帯数は 4,874 ⇒ 4,881 世帯と大きく変わらないものの、人口は 14,299 ⇒ 12,564 人と約 13%減

少している。また、人口構造についても少子高齢化の進展が著しく、国勢調査（2010 年）に於いて、

朝日町の総人口に占める 65 歳以上の割合（高齢化率）は 35.0％の結果が出ており、全国平均 22.8％

よりも 12.2 ポイント高く、全国市区町村（2014 年 1 月 1日現在 1742）の中で 259 番目に高い。 

今後、高齢化率は 2025 年までに 9.4 ポイント上昇し、44.4％に達する見込みが出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （第 5次朝日町総合計画、朝日町人口ビジョンより一部加工・抜粋） 

 

また、平成 22 年に於ける朝日町の産業別就業者割合は下記の通り。海・山・川の豊かな自然条件

を活かした農林水産業が営まれており、特に稲作を中心とする農業は町の主要産業である。 

特徴として、人口規模に比べ、県内でも第 3次産業就業者の割合が 57.6%と高い。これは、地勢的

に県境に位置することから、以前から地理的な交通の要所また観光地として旅館業など観光関連事業

者が多いこと、その反面に大規模な製造業の進出が少なく、また、商圏が狭いことで地元事業者が生

活基盤サービスの提供を担ってきたこと等が要因と考えられる。 

 
※ 富山県統計調査課 ｢商業統計調査｣より 

※ 県内順位＝15 市町村における順位 



（２）朝日町の産業の現状 

朝日町の産業の状況は、地域に於いて人口・生産年齢人口の減少が進む中で民営事業所数・従業員

数共に減少傾向にある。リーマンショック（H20 年 9 月）以降の数年間にわたり、景気後退と後継者

不足が相まって、管内では小規模な商工業者の連鎖的廃業があった。平成 21～26 年に掛けても 168

事業者数が減少しており、この 5年間の減少率は 19.4％と現在でも高い水準で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （事業所・企業統計調査、経済センサス、国勢調査：第 5次朝日町総合計画より）

■事業所の新設・廃業（H24～26 年）  

平成 26 年度経済センサス基礎調査の結果

（総務省 e-stat）から、商圏人口・高齢化の

影響など、近隣の地域に比べて、管内民営事業

所の減少率は大きい。しかし、H24～26 年にか

けて 45 事業所が新たに新設されており、動き

は弱いものの、管内で事業者・ビジネスモデル

の新陳代謝が起こっているとも言える。 
 

■朝日町の産業構造 

左のグラフは、平成 26 年度経済センサス基礎調

査の結果に基づく管内民営の 699 事業所の産業大

分類別の構造を表している。なお、当商工会の事業

者台帳では、約 9割が小規模事業者である。 

■産業分類別／事業所数／上位 5 

  

 一方で、産業大分類別の事業所数と従業員数の関

係を見てみると、製造業と卸売業・小売業に従事す

る労働者数がほぼ同数となっており、此らの従業員

数の合計では全体の 36.2%を占めている。 

従業員の多い此らの業種の景況が町勢に大きく

影響を及ぼしていると言える。 

これは、特に朝日町の製造業は規模の小さい零細

事業者が多く、また、商業に於いても同様であるこ

とから、朝日町の産業の一つの特徴である。 

  



（３）主要産業の現状と課題 

①観光産業 

■観光産業の繁栄と衰退 

朝日町は観光産業の発展と共に栄えてきたと

例えることができ、昭和 50 年代後半までは旅館

業を中心とする観光産業が産業振興を牽引して

いた。 

｢宮崎ヒスイ海岸｣のある朝日町宮崎地区周辺

では、昭和 50 年後半のピーク時に 18 軒の民宿

が営業していたが、現在では 7軒（定員：約 300

名）となっており、他に町中心部で 2 軒の料理

旅館（定員：約 110 名）、郊外で大型温泉旅館 1

軒（定員：約 300 名）が営業する状況である。              （資料提供：朝日町） 

昭和 60 年代に入る頃になると、消費者ニーズの多様化や観光スタイルの変化など、時代の潮流に

対応できず徐々に衰退が始まったが、北陸自動車道全線開通（昭和 63 年 7 月）を契機として様相は

急転し、現在まで観光客の入込数は減少傾向に歯止めが掛からない状況が続いている。 

 

■観光振興事業（此までの取組と課題） 

 観光産業が朝日町の産業を牽引し衰退していくなかで、朝日町商工会では町当局と連携し、特産品

開発やむらおこし事業等の主にソフト事業を拡充しながら継続的に実施してきた。 

 

（商工会等が実施する主な観光振興事業） 

・特産品開発 ････ バタバタ茶の生産と販売（S63 年～）、郷土料理・メニュー開発 

・観光資源を活かした新たなイベントの実施 ････ 桜まつり、たら汁まつり、日帰りバスツアー 

・新しい視点での交流イベント ････ 全国ビーチボール大会（S58 年～、ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ発祥の地） 

・店舗等のリニューアル助成 ････ 旅館業等リニューアル補助金（朝日町：H24～26 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（課題） 

地域間競争が激化するなか、全国に向けて地域観光資源等を中心に継続的に訴求してきた。 

桜、冠雪の白馬岳、チューリップ、菜の花が一度に楽しめる＝桜まつりや、第 33 回を数える全国

ビーチボール大会など全国から来町者が千名を超える規模に成長し、バタバタ茶は地域特産品として

広く認知され需要があるなど、一定の成果を上げていると考えている。しかし、主にイベントによる

誘客が多く、期間や効果が限定的となるため、観光交流人口を底上げするには至っていない。 

裾野の広い観光産業の再興に向けて、 

１）振興事業等に対する関連事業者の理解を深め、参画や連携を喚起して相乗効果を生み出す 

２）｢モノ｣から｢コト｣へ、地域特性を活かしニーズに呼応する新しい付加価値の創造 

３）朝日町に潜在する資源、キラリと光るお店、提供サービス等のブラッシュアップ 

４）着地型観光を推進するため、広域連携の強化や近隣の地域資源やイベント等を活用する 

５）情報発信、プロモーション等をオール朝日で強化する 

など、これらの課題解消に向けて、関連事業者と連携し、取り組んでいくことが重要となる。 

 



②地域商業 

■現状 

平成 26 年度経済センサス基礎調査結果によると、朝日町の商業者の現状は下記表の通りである。

1事業所あたりの従業員数・年間商品販売額から見ても、管内の商業者は小規模零細企業者が多い

ことが伺えるが、同一商圏とされる新川広域圏（朝日町、入善町、黒部市、魚津市）に於けるシェア

でとらえると、朝日町は事業所数で 10.3％、年間商品販売額で 7.2％となる。 

中でも、1事業所あたりの年間商品販売額は際だって低くなっておりその零細さが伺えるが、これ

は 1商業者あたりの行政人口 86.4 人（県内順位 14/15 位）にも起因していると思われる。 

また、朝日町では 10 年後（2025 年）の人口を 11,500 人と予想しており、2015 年の人口に比べる

と約 6%（△737 人）の減少となる。商業者にとって商圏の人口減少は市場の縮小に直結することから、

商業者数の減少傾向を更に促進するのではと懸念される。 

 

 

 

 

 

現在、朝日町には 4商店街が組織されており、町中心市街地エリアに 3商店街、桜町商店街は中心

部から車で 5分程度の桜町地区にある。各商店街はどれも買回品・専門品店が多い反面、生鮮食料を

取り扱うお店が少なく、お店は集約して業種も多岐にわたるが、地域型の割には吸引力が弱い。 

また、各商店街の活動について、以前より独自の販促事業等は実施しておらず、年末売出し事業や

お買い物ラリーイベント、あさひ商品券事業など、商工会事業に個店で加盟して連携している。 

 
 

この様な現状のなか、平成 27 年 6 月に空洞化が

進む町中心市街地の中心部で、新たな商業・交流の

核施設として、｢五叉路周辺複合施設（以下、五叉

路クロスファイブ）｣が整備された。 

五叉路クロスファイブには地元の鮮魚店・酒店等

が入り、生鮮食品や産直野菜などが売られるなど、

商店街の不足業種を補完した商業振興・買い物対

策、また町観光協会が入居し、交流・賑わいの創出

など、中心市街地の求心力・魅力が高まっており、

新たなヒトの流れが生まれつつある。 

 

一方、中心市街地の外れにはキーテナントとして

食品スーパー｢大阪屋｣が入る｢あさひショッピング

センターアスカ｣がある。朝日町の商業の顔であり、

主に町内の 12 事業者で構成されている町内唯一の

商業集積施設である。 

 

 

 

 

 

 



■商業振興事業（此までの取組と課題） 

（商工会が実施する主な地域商業活性化事業） 

・あさひ商品券事業 ････ H27 年度販売実績：35,986 千円（額面千円） 

・五差路周辺複合施設管理委託事業････ H27 年度販売実績：15,589 千円  

・プレミアム商品券事業 ････ H27 年度事業費：1,000 千円（あさひ商品券 5％プレミア） 

・年末共同大売出し事業 ････ H27 年度事業費：650 千円 

・あさひまつり････ H27 年度事業費：8,778 千円 

（課題） 

 特に既存商業者の商圏が狭いため、人口減少や高齢化率が高い当地域の状況では、総体的な商業者

の減少はある程度避けられない。事業の持続的発展を続けていくには、環境に適応する新たなビジネ

スモデルの再構築が鍵となる。自社の経営資源や財務状況等を正確に把握し、チャンスを逃さないこ

とが必要となり、市場調査などマーケティング・プロセスを踏んだ経営戦略を確実に実践していくこ

とが課題となる。また、県境にあっても、ＩＴ経営など経営の合理化、ネット販売など商圏のグロー

バル化、多角化や第二創業など、環境に合わせ経営体質を新陳代謝していくことが重要となる。 

地域商業の再興に向けて、商工会では特に商業者・創業予定者の経営資源に適したビジネスモデル

の構築・再構築が最優先課題と考えており、その為には個社支援のレベルアップが必須である。 

具体的には、ヒアリング及び分析力、提案力、スピード感のある経営支援、精度の高い情報提供な

どのスキルを向上させる必要がある。また、側面的には平成 27 年 6 月に中心市街地に整備された｢五

叉路クロスファイブ｣の指定管理事業を通じて、如何に町の活性化や地域商業の再興に貢献できるか

が課題である。既存の商業活性化事業を見直し、｢まちゼミ｣や｢まちバル｣などやる気のある個社の販

路拡大をより支援する、新たな視点での商業活性化事業に転換する必要がある。 

 

③製造業 

■現状 

平成 26 年度経済センサス基礎調査結果によると、朝日町の製造業者の現状は下記表の通りである。

製造品出荷額に占める県内シェアで朝日町は僅かに 0.34％、1事業所あたりの従業員数・製造品出

荷額からも、商業者同様に管内の製造業者は他市町村に比べて規模が小規模であることが伺える。 

町製造事業所には 750 名余り（全体の約 20％）の方が就労しており、この数にはパート雇用者が

含まれていない。従業員数で言えば、生産用機械製造（2社 130 名）、電子部品製造（2社 221 名）が

規模の大きい業種である。事業所数は少ないものの、製造業の景気は朝日町の産業全体に影響を与え

ている。 

 
 

富山県統計調査課｢工業統計調査｣によれば、

この 10年間の製造業の各項目の推移は左のグラ

フの様になる。総体的なボリュームは無く、事

業所数は減少しているが、大きな工場移転や閉

鎖・リストラも無く、従業員数・製造品出荷額

は比較的安定していることから、既存製造事業

者の長く堅調な業績振りが伺える。 

 

 

 



 

 近年、朝日町では企業誘致に注力しており、工業団地の整備やトップセールスなど、誘致体制を強

化している。既存事業者が新たな工場の新設や増床、下記の特徴ある事業者の進出が決定するなど、

雇用創出や地域経済を活性化させる成果が見られ始めている。 

  

【企業誘致】再生医療用の羊膜量産 富山大ベンチャー、朝日に工場建設へ  
富山大の研究成果をもとに設立されたベンチャー企業アムノス（朝日町草野、田中淳社長）が１日、同社横の敷地

に再生医療向け製品の生産工場を建設すると発表した。人の胎児を包む羊膜を同大が開発した特殊技術で乾燥させ、

傷などの修復に使う細胞シートを量産する。日米両国で特許を取得しており、急成長が見込まれる再生医療分野の生

産拠点とする。工場は鉄筋コンクリート２階建てで、延べ床約４９２平方メートル。建設費は４億５千万円～５億円。

月内をめどに着工し、２０１７年４月に完成する予定。アムノスによると、製造するシートは２センチ四方で、１８

年内に米国で先行発売する意向。日本では２０～２１年の承認、販売を目指す。 

（記事出典：北日本新聞ｗｅｂｕｎ 2016 年 09 月 02 日、一部省略）

 

【企業誘致】飲料水工場用地造成へ 朝日・来年ポエック（広島）に売却 
 朝日町議会は２日開会し、飲料水工場用地の造成費などを盛り込んだ２０１６年度一般会計補正予算３億７５５１
万円（累計８６億６７７７万円）など３議案、専決処分１件を上程した。環境・防災機器製造のポエック（広島）が

同町草野で飲料水工場を建設する予定。笹原靖直町長は提案理由説明で「来年６月末には工事が終了し、用地を売却

できると考えている」と述べた。      （記事出典：北日本新聞ｗｅｂｕｎ 2016 年 09 月 02 日、一部省略）

 

【工場新設】朝日に新工場 １１月稼働 渡辺功機、４工場を集約 
 産業用機械製造の渡辺功機（朝日町月山、渡辺功社長）は、本社工場の隣接地に新たな組み立て工場を建設する。

１０月末に完成、１１月下旬に稼働させる。本社工場近くに点在している４工場を集約し、部品搬送の手間を軽減し

て生産効率を高める。投資額は約３億７千万円。同社はスマートフォン用液晶パネルやリチウムイオン電池の生産機

械、検査機械を手掛ける。受注拡大に合わせて工場を本社近くの工業団地内に順次設けてきたが、各工場間の部品輸

送が煩雑になっていた。新工場は鉄骨平屋建て延べ２千平方メートル。４工場で担っている組み立てや金属部品加工

の作業を集約し、本社工場との２工場体制に再編する。生産効率が約１割改善することによる利益率アップに加え、

広い作業スペースを確保できるため、従来は難しかった大型機械の受注も可能になるという。用地は朝日町から取得

した。費用は自己資金と町の補助金に加え、日本政策金融公庫の融資で賄う。稼働に伴い町内で７、８人を新規雇用

する。同社の２０１６年２月期の売上高は約１０億１千万円。パートを含む従業員数は４６人。 

（記事出典：北日本新聞ｗｅｂｕｎ 2016 年 06 月 17 日）

■工業振興事業（此までの取組と課題） 

（商工会が実施する主な工業振興事業） 

・先進工場視察研修会 ････ H27 年度販売実績：139 千円 

・助成金セミナー、講習会等 ････ H27 年度販売実績：685 千円 

・あさひまつりブース出店 ････ 会員企業有志 

（課題） 

 朝日町の製造事業者は、これまで取引受

注先や市場ニーズに応えてきた少数精鋭が

残っているが、ものづくり企業であること

は規模の大小や川上・川下を問わず、常に

生産コスト削減や高品質化などを市場から

求められている。市場から求められるニー

ズに応える技術力、設備対応、生産性・労

働力、またスピード感など、これらを構築・

強化していくことが課題となる。 

特に近年の労働力不足により、中小・小

規模事業所では求人しても中々人が来ない

など、当管内では県平均値より高い有効求

人倍率が続いており、労働力の確保は喫緊

の課題となっている。                   （出典：朝日町人口ビジョン H27 年 10 月） 



（４）朝日町商工会の現状と経営改善普及事業の実績 

 

■朝日町会員数の推移 

当商工会の組織率は、平成 27

年 3 月末で 69％。（商工会事業

所台帳） 

会員数は、廃業・脱退等によ

り、直近 5 年間で 77 減少して

おり、会員減少率は 11.7％。特

に小売業の減少（H23：174 ⇒ 

H27：134、△40）が目立ってい

る。 

  

 

 

 

■経営改善普及事業の実績 

・経営指導員数＝2名 

・他に、広域経営指導員（入善町・朝日町）1名。但し、下記の実績には含まれていない。 

 

１）指導・相談件数（平成 27 年度実績：経営指導員数＝2名） 

 
 

２）経営改善普及事業・指導・相談項目割合（平成 27 年度実績） 

 平成28年度商工会等についての基本的数値

（全国商工会連合会）によれば、経営指導員 1

人あたりの指導・相談件数の全国平均は、704

件（巡回：399、窓口：305）であり、巡回・

窓口共に指導・相談件数は全国平均を上回っ

ている。また、指導・相談の項目別では、全

国平均から見て経営革新（全国平均＝19 件）

は大きく下回り、経営一般（ 〃 ＝262 件）、

税務（ 〃 ＝101 件）、労働（ 〃 ＝86 件）

の項目は上回っている。 

 

 

 

 

 

 



２． 中長期的な地域経済の振興、小規模事業者の持続的発展（支援・育成）に関する展望 

  

■中長期的な地域経済の振興の基本となる戦略等 

第 5次朝日町総合計画（平成 28 年度～平成 37 年度）では、朝日町の特性・最優先課題を踏まえ、

｢町に仕事をつくる、町の価値を生み出す｣を重点プロジェクト（朝日町総合戦略）の中でもトップ項

目に位置づけ、次の 4つの基本目標を掲げる。 

 

 

 

 

 

 



 

■小規模事業者の中長期的な振興のあり方と商工会の役割 

 朝日町の事業者の約 9割を占める小規模事業者の持続的発展は、地域産業・コミュニティの担い手、

安定した雇用の確保など、町民の豊かな生活を支えるために欠かせない要因である。 

 小規模事業者が｢町に仕事をつくる、町の価値を生み出す｣ためには、付加価値（ヒト、モノ、コト、

サービスなど）をブラッシュアップし、経営革新や販路拡大など新たなビジネスモデルを創造し構築

する支援が求められる。 

 

また、持続的な発展を遂げるためには、経営資源が限られ

る小規模事業ほど、経営計画の目標を達成するため、マーケ

ティング・プロセスを確実に踏まえた経営戦略の実践が最大

の近道となる。しかし、現状では経営の環境変化のスピード

が増していく中で、ヒト・モノ・資金・情報に乏しい小規模

事業者は、自身の市場がどの様な状況にあるのか分からず、

また、分かっていてもどの様に対応して良いか分からず、ど

う対応して良いか分かっても行動に至たらないなど、自ら経

営環境を打開する事ができない場合が多い。 

この様な中で、商工会は身近な支援機関として、小規模事

業者・創業予定者等に寄り添い、先ずは経営目標や将来ビジ

ョンの共有化を図り、フェーズに応じた支援を実施してい

く。競争力の源泉となるコア・コンピタンスを見出し、育成

に立ちふさがる課題解決など、小規模事業者に伴走しながら

企業価値を高めていくことが使命となる。 

 

 

 

■経営支援発達計画の目標 

① コア・コンピタンスを強化して新たなビジネスモデルにチャレンジする小規模事業者等を育
成・支援し、企業ブランドを強化する。 

・経営指導員等の計画的な巡回により小規模事業者等の支援ニーズを掘り起こし、経営計画の

策定を通じて自社のコア・コンピタンスを見出し、持続的発展に向けた新しいビジネスモデル

の構築を支援していく。 

・また、創業予定者に対しても同様のスタンスで支援にあたり、継続可能性を高め、地域経済

の担い手の輩出と育成を実施していく。 

 

② やる気のある小規模事業者、創業者等の販路を拡大し、地域に新たな雇用を生み出す。 
・需要動向調査・ニーズ調査等の結果を提供し、マーケット・インの視点で小規模事業者が生

み出す商品・サービスのブラッシュアップを図る。 

・併せて、小規模事業者の潜在する魅力にスポットを当て、商談会・展示会などの機会を提供

することで需要を開拓し、販路拡大により地域に新たな雇用を生み出していく。 

 

③ 新たな特産品開発、観光開発、新・サービスの創造を支援して地域交流人口を活性化させる。
・朝日町には特徴のある地域資源や観光資源が多く見られるが、土産品や飲食サービスなど、

現状ではこれらを上手く活用したモノが少なく、ビジネスチャンスを逃している。 

・6 次化産業や農商工連携の推進など、小規模事業者等の新たな特産品開発、観光開発、新・

サービスの事業化を支援していく。 

・販路開拓などを支援し、新たな魅力の情報発信を行うことで地域交流人口を活性化させる。

 



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 29 年 4 月 1日～平成 34 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】 

現在、当商工会が実施する地域の経済動向調査等に資する事業は、富山県商工会連合会・全国商工

会連合会などから依頼されて実施する、小規模事業者を対象としたアンケートが多い。 

毎年同時期や四半期など定期的に調査するもので、調査項目・内容は景況感や売上の増減、資金計

画、設備投資計画など、どちらかと言えば小規模事業者の経営現況の把握や課題の発見に重きを置い

た内容となっている。また、日々の巡回等により経営指導員等がヒアリングにより管内事業者の支援

ニーズなどを発掘してきたが、個々の資質に頼りがちになっている。 

一方で、市場動向や経済指標などに関して、｢日経テレコム｣、富山県統計調査課の｢とやま統計ワ

ールド｣、中部経済産業局の｢経済動向・統計データ｣、総務省統計局の｢e-stat｣などのホームページ

から主に統計データを入手して活用しているが、管内の小規模事業者等の商圏市場に関する環境やニ

ーズなど、足元の地域経済動向等の情報を提供できなかった。 

 

【事業内容】 

① 中小企業景況調査結果の活用（既存拡充） 
富山県商工会連合会と連携して管内小規模事業社 10 社に対し、四半期毎に製造・建設・小売・サ

ービス業等業種別の業況、採算、設備、投資計画の有無等の動向を調査する。その全国的な調査結果

について、従来はアンケート対象者にのみ冊子で公表していたが、結果項目の中でも重要な情報はデ

ータ化し、巡回等の機会にタブレット端末等を活用して広く周知できる体制を構築する。 

 

② 中小企業金融実態調査（既存拡充） 
富山県商工会連合会と連携して管内小規模事業者の財務状況や資金繰り、融資環境等に関する動向

を年１回調査する。併せて町内金融機関から管内の金融に関する状況をヒアリング調査し、調査結果

と併せて分析する。調査結果は主に経営指導員が中心となり必要な小規模事業者等に提供する。 

 

③ 観光関連事業実態調査（新規） 
朝日町、町観光協会と連携して、管内の観光関連事業者を対象として、半期毎に観光客の入込数に

関する調査を実施する。宿泊者数・日帰者数に加えて、利用人数・日数、単価、目的、住所地などの

項目を併せて調査し、地域の観光産業の実態を把握する。また、観光客誘客事業に対する評価などを

調査し、ＰＤＣＡを回す。これらの調査結果は、地域内観光客の動向に関する情報としてまとめ、ホ

ームページで公開するほか、全職員が巡回機会などで関連事業者へ補足説明を行って活用する。 

 

④ 消費者等市場アンケート調査（新規） 
地域内の住民を対象とした市場調査を実施し、地域資源を活かした商品開発やサービスに対するニ

ーズなど、需要動向を年に 1回程度調査する。特にトレンドや情報アンテナに敏感であると推測する

小・中学生を持つ保護者 100 名程度を対象とし、町内の学校の協力を得ながら実施する。 

調査結果はホームページで公開するほか、6次産業化、農商工連携、経営革新、創業予定者など、

新たなビジネスモデルを目指す小規模事業者等に全職員が巡回機会などで関連事業者へ補足説明を

行って活用する。 

 



【調査結果の整理・分析】 

調査および収集した情報は、経営指導員及び局長が中心となって整理・分析する。分析については、

全国や県レベルでの経済動向・景況状況等と当地域に於けるそれとを比較し、その差異や原因・課題

を抽出することで地域経済動向を捉えていく。また、調査結果の情報発信について、小規模事業者に

分かりやすくグラフ化するなど、「見える化」に取り組む。高度な分析を伴う事項については、必要

に応じて外部専門家を活用する。 

 

【調査情報の活用】 

分析結果は資料としてまとめ、「紙媒体」・「電子媒体」の両方で広く提供する。調査結果について

全職員で共有し、経営指導員が分かり易く解説することで誰でも小規模事業者に情報提供できる体制

を構築する。特に電子データについては、商工会未加入者でも誰でも活用できる様にホームページで

公開し、また、経営指導員が巡回指導の際にタブレット端末で小規模事業者等に情報提供する資料と

して活用し、経営状況分析や事業計画策定等を推進すべく働きかける。 

 

【目標】 

 

 

 

 

 

 

２．経営情報の分析に関すること【 指針① 】 

【現状と課題】 

これまでは、小規模事業者等に対する経営分析の機会としては、マル経資金等の金融支援、経営革

新等の認定支援、また持続化補助金等の申請支援など、事業者から相談を受けた際であった。 

また、現状では内容も簡易な分析に留まる場合があり、結果として作業的となるケースも多い。 

ここから一歩踏み出し、具体的な事業計画や戦略の策定に導くには、分析結果から適切に経営状況

や課題を捉えて、事業者へ生きた情報としてフィードバックさせるノウハウの構築が課題である。 

現在では、経営分析ツールも充実しており積極的に活用していく。 

 

【事業内容】 

① 経営分析ツールを活用した能動的・機動的な経営情報の提供（新規） 
 受身的な経営分析機会を見直し、経営指導員が携帯するタブレット端末と経営分析ツールを活用し

て経営分析を実施する。巡回や窓口相談の機会を活かして能動的・機動的に経営情報を提供すると共

に、指導員が小規模事業者等の経営状況を正しく把握していく。高度な分析を要する際には、必要に

応じて外部専門家等と連携し、課題抽出を図る。 

また、経営情報の分析・診断結果等は商工会内で経営状況報告会を開催し、具体的な数値に基づい

て職員全員が検討することで診断スキルの底上げや情報の共有を推進する。 

経営情報の分析・診断結果は、分析ツールを活用することで速やかに小規模事業者等へ提供が可能

となり、また、資料はビジュアル的で分かり易いモノが多い。 

（活用する診断ツール）  

・ローカルベンチマーク（経済産業省）    ・事業計画作成キット（中小機構）  

 ・経営自己診断システム（中小機構 J-NET21） ・財務診断サービス（日本政策金融公庫）ほか 

（分析項目） 

 ・財務分析（収益性、安全性、生産性、成長性等） ・投資計画、資金計画シミュレーション分析

・目標売上、利益等目標達成シミュレーション分析  

・事業環境分析（商品・製品・サービス、顧客、競合・業界の各項目の棚卸し等） 

 



② 経営分析ツールを活用した経営セミナーの実施（新規） 
経営分析ツールを活用したセミナーを年 1回程度実施し、経営分析の手法や分析結果の見方などの

スキルを学び、小規模事業者の経営力の底上げの一助とする。ケーススタディを用いてシミュレーシ

ョンする内容を中心に、問題点の発見、目標と現状のギャップを認識し目標を達成する戦略の策定な

ど、次なる一手を自ら考えてシミュレーションし検討することで、現実の事業計画や戦略の策定、経

営の意思決定に役立てる。また、セミナー参加者から事業計画の策定に意欲的な事業者を見出し、経

営指導員が集中的に支援を行い、新たなビジネスモデルの構築する事業計画の策定を支援していく。

 

【成果の活用】 

 小規模事業者に経営分析を身近に感じてもらうことで、自社の経営状況を自ら理解することに繋げ

ていく。経営分析ツール等による診断結果は、速やかに小規模事業者が事業計画を策定するための基

礎データとして提供し、新たな事業計画や戦略の策定、経営の意思決定に活用していく。 

また、経営情報の分析・診断結果等は商工会内で経営状況報告会を開催し、具体的な数値に基づい

て職員全員が検討することで診断スキルの底上げや情報の共有に活かしていく。 

 

【目標】 

 
 

 

３．事業計画策定支援に関すること【 指針② 】 

【現状と課題】 

これまでは目の前の経営課題の解消ばかりに目が行き、経営の持続的発展の根幹となる中長期経営

計画の策定支援までは中々深入りすることが無く、経営革新計画策定、ものづくり補助金・持続化補

助金等の申請支援、金融機関等に提出する事業計画書及び経営改善計画書等に限られていた。 

また、事業計画策定支援する際にはヒアリングは重視するが、どうしても支援する側が主導的にな

りがちとなり、小規模事業者が事業計画書の策定を主体的にリードしていないため、結果として事業

者の考えがしっかりと反映された計画書と言い難く、その実効性は低い状況がある。 

その必要性を事業者が認識したうえで事業計画書を策定し、商工会としては持続的な発展を目指す

小規模事業者等のやる気や取り組みに寄り添って支援していく必要がある。 

 

【支援の方針】 

前述した通り、小規模事業者の事業計画策定に対する認識は低いケースが多く、支援の効果を高め

るためには、何よりも小規模事業者の目標やモチベーションに応じた支援を展開することがポイント

となる。 

１） 事業計画策定の認識が希薄 ････ 集団セミナー等による気づき、意識改革など 

２） 事業計画策定の必要性を理解 ････ 個別支援、事業計画の明文化を支援 

３） 既に事業計画を策定している ････ 個別支援、検証やブラッシュアップを支援 

 

【事業内容】 

① 事業計画作成セミナーの開催（新規） 主な対象：１）事業計画策定の認識が希薄な事業者 
 本計画では経営分析から事業計画策定の支援を一貫して行うことを想定しており、前項の経営分析

ツールを活用した経営セミナー【指針①】と本事業計画策定は連続開催を想定している。 

セミナー開催により、事業者のやる気を喚起し、経営計画の策定について認識を新たにした意欲の

ある事業者を発掘し、集中的に支援していく。 



 

② 事業計画の個別策定・ブラッシュアップ支援（既存拡充） 
 主な対象：２） 事業計画策定の必要性を理解、３） 既に事業計画を策定している事業者 

 これからの経営を具体化する事業計画の策定にあたり、マーケティングを重視して支援し、小規模

事業者の考えるビジョン、ビジネスモデルをブラッシュアップにより鮮明にして実現性を高める。 

 

１．内部環境の整理、コア・コンピタンスの発見 

（支援の基本的なフレームワーク）  

・経営分析  ・ＡＢＣ分析  ・ＳＷＯＴ分析  

・ＰＰＭ（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント） 

 

２．外部環境の整理 

（支援の基本的なフレームワーク）  

・市場動向調査  ・需要動向調査   

・ＢＣＣ（バランススコアカード） 

 

３．経営戦略の策定 

・セグメンテーション 

・ポジショニング 

・４Ｐ戦略 

 

 

これらの支援にあたっては、幅広い専門的な見地が必要となることから、必要な場合には、富山県

商工会連合会の専門家派遣、富山県新世紀産業機構よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構のコーデ

ィネーター等と連携した支援を実施する。 

 

 

③ 第二創業・経営革新セミナーの開催（既存拡充） 
主な対象：２） 事業計画策定の必要性を理解、３） 既に事業計画を策定している事業者 

 経営分析等により、目標と現状のギャップに気づき、新たな事業展開を目指す小規模事業者等を対

象として実施。小規模事業者の新たな挑戦に対し、実現可能性の高い事業計画の策定を目指す。 

具体的な案件に対しては、専門家や関係機関と協働する万全のフォローアップ体制をとり、小規模

事業者の事業計画、経営革新計画書認定、第二創業等に至るまで伴走支援を展開する。 

 

１）セミナー・各種施策説明の開催 

第二創業や経営革新の促進を目的としたセミナーを開催し、事業の多角化や新しい分野へ進出す

るなど、｢事業を持続継続させる新しいビジネスモデル｣を具体的にイメージしてもらう機会とす

る。参加者には、助成金など新たなチャレンジを後押しする各種施策についてタイミング良く案内

し、新しいビジネスモデルを目指す小規模事業者へ継続的なフォローアップ支援を行う。 

 

２）具体的案件に対するフォローアップ支援 

具体的な案件に対しては、専門家や関係機関と協働する万全のフォローアップ体制をとって個別

に事業計画の策定支援を実施していく。小規模事業者の意欲を高め、事業構想のブラシュアップや

事業計画書作成支援などにより、構想の具体化を支援していく。 

 

 

 

 



④ 事業承継セミナーの開催（既存拡充） 
円滑な事業承継計画の策定を推進するため、後継者を対象としたセミナーを開催し、事業承継の重

要性やその準備を学ぶ。事業承継の概念と共にセミナーでは、マーケティング、財務知識など、経営

の必須事項を基礎から学び、経営者としての資質を身に付ける内容とする。 

参加者のアンケートなどから事業承継に関する支援ニーズを探り、必要に応じてタイミング良く事

業承継計画の策定を支援していく。 

高度な案件に対しては、富山県商工会連合会の専門家派遣、富山県新世紀産業機構よろず支援拠点、

中小企業基盤整備機構のコーディネーター等と連携し、計画策定を支援していく 

 

⑤ 創業セミナーの開催（既存拡充） 
 創業予定者、創業後間もない小規模事業者を対象とした創業セミナーを開催し、実現性・継続性可

能性の高い創業計画策定を支援する。併せて、朝日町商業者補助金の活用、創業者向けファンド事業、

金融商品などを紹介し、その申請に関しても支援する。 

 個別の創業計画の策定支援にあたっては、マーケティングの観点から創業者のビジョン、ビジネス

モデルのブラッシュアップを図り、事業の実現性・継続可能性の高い計画策定を支援する。 

 

【目標】 

 
 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【 指針② 】 

【現状と課題】 

これまでは、経営革新計画書、ものづくり補助金・持続化補助金等の申請や金融機関等に提出する

事業計画書及び経営改善計画書等を策定しても、その後のフォローアップが不足していた。 

また、経営の戦略に関するセミナー等を開催してきたが、セミナー等を開催することが目的となっ

ており、そのセミナーにより小規模事業者がどうような経営改善を行ったのかなど、十分に把握して

こなかった。そのため、新たな課題に対する支援が遅れ、小規模事業者は事業計画書を策定したにも

関わらず思うような進捗となっていないケースや、経営改善の必要性に気付いても中々取り掛かれず

にいることが想定される。今後は小規模事業者と経営計画を共有し、伴走しながら経営状況を把握す

ると共に計画のＰＤＣＡを繰り返して事業の持続的発展をサポートしていくことが求められる。 

 

【事業内容】 

① 経営指導員による四半期毎の巡回（既存拡充） 
 これまでは経営指導員等による上記の経営計画策定の支援件数は年間で約 20～25 程度の事業者数

で推移しており、本事業では年間 36 余りの事業者の各事業計画の策定支援を計画している。 

事業計画策定後のフォローアップ支援として、経営計画策定の支援に携わる全ての小規模事業者・

創業者等に対して、これまでの巡回指導を強化して実施し、経営指導員による年間 4回以上の巡回を

目標とする。これにより、経営状況や事業計画の進捗についてヒアリングや経営資料により把握して、

きめ細かい助言・アドバイスを行う。また、新たな支援ニーズをくみ取り、問題が発生している場合

は実態に応じて専門家派遣など、迅速な対応を講じていく。 

 



 

② 小規模事業者持続化補助金等の施策活用提案（既存拡充） 
 国・県・町など、近年は小規模事業者の新たな事業活動を後押しする施策が拡充されている。 

支援する事業計画策定等により、小規模事業者の事業プランについて、予め熟知できるメリットを

活かし、上記巡回の強化によりタイミング良く助成金等を活用した有利な事業展開を提案すると共

に、その申請を支援して小規模事業者の事業計画推進をフォローアップしていく。 

 

●小規模事業者等の新たな取り組みを支援する主な助成金メニュー（既存） 

 １）国 

・小規模事業者持続化補助金  ・ものづくり補助金  ・地域産業資源活用事業 

・農商工連携事業  ・新連携支援事業 

 

２）富山県 

 ・地域資源ファンド事業  ・農商工連携ファンド事業  ・中小企業等外国出願支援事業 

・とやま中小企業チャレンジファンド事業  ・プラン公募型起業家誘致事業 

  

３）朝日町 

 ・朝日町商業等魅力アップ事業補助金 

 

③ 小規模事業者経営発達支援融資制度を活用した支援（新規） 
経営指導員は、一定の要件を満たした小規模事業者対して、日本政策金融公庫が事業の持続的発展

の取組みに必要な設備資金および運転資金に低利で融資する「小規模事業者経営発達支援制度融資」

の活用を積極的に提案し、事業計画を有利に実行するフォローアップ支援を行う。 

 

【目標】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．需要動向に関すること【 指針③ 】 

【現状と課題】 

これまでは、商工会では地域や小規模事業者の販売する商品又は提供するサービスの需要動向に関

する情報収集、整理・分析は実施していなかった。また、巡回等の際にも経営指導員等から積極的な

需要動向やトレンド商品・サービスに関する情報提供などは希薄であった。 

一方で、小規模事業者は商品・サービスの需要動向や買い手のニーズについて、把握できていない

ケースが多いため、プロダクトアウトに傾向しがちである。人口減少により全国的に市場の縮小が見

込まれる中にあり、今後は小規模事業者であるからこそマーケットインの視点が重要となり、市場・

買い手のニーズを踏まえた商品・サービスづくりに取り組んで行くことが、事業の持続的発展に不可

欠となる。小規模事業者のおかれている市場や地域の需要動向の情報収集や分析し提供する仕組づく

りについて、本経営発達支援計画の実施により構築することが課題である。 

 

【事業内容】 

① ｢クロスファイブ｣を活用した地域消費者ニーズ調査（新規） 
 地域消費者のニーズ調査等を望む小規模事業者に対して、地域の市場ニーズや潜在する需要等の情

報を収集し、整理・分析して提供し、商品・サービス等の開発や改良、ブラッシュアップを支援する。

商工会が町から指定管理を受ける｢五叉路周辺複合施設（以下、クロスファイブ）｣及びテナントで

ある｢（株）まめなけ市場｣を調査場所として、小規模事業者が開発・改良した商品等について、地域

消費者を対象としたテストマーケティング・アンケート調査などを実施する。 

 

（情報の収集、整理・分析事項） 

賑わい事業としてクロスファイブのイベント広場で毎月第 3 火曜日に開催している｢まめなけマル

シェ｣、｢（株）まめなけ市場｣の常設催事コーナーにて展示・販売・ヒアリング等の会場とし、商品

に応じた調査シートを作成して、主にお買い物来場者・購入者から回答を頂く。 

想定する主な調査項目として、商品の満足度、味、価格、改善点、要望等に関する消費者ニーズを

調査・収集し、地域の消費者がどのような商品を望んでいるのか潜在的需要を分析する。 

 

（情報の提供、活用） 

主に経営指導員が調査シートの集計結果を調査項目ごとにまとめ、整理・分析し、まとめた分析結

果は商工会ホームページで掲載する。個別案件については、巡回等により紙面やタブレットで情報提

供し、小規模事業者へフィードバックする。 

小規模事業者は、その結果をもとに需要動向を踏まえた商品・サービスづくりへ転換させていく。

必要に応じて商品開発の専門家や中小企業診断士を派遣し、商品開発や販売方法、サービスの改善等

について支援・アドバイスを提供する。 

 

② 調査機関、シンクタンク等が公表する 2次データの収集と提供（既存拡充） 
 小規模事業者の｢新商品・サービス｣の開発支援にあたり、基礎的データとなる国や県・金融機関の

シンクタンクや調査機関が公開する需要動向等に関する 2次データを収集し、対象市場やターゲット

に関する情報を収集し、整理・分析して小規模事業者に提供する。 

 

（情報の収集先） 

・統計局ホームページ ・日経テレコン・POS 情報  ・業種別業界情報誌 

・日経等経済新聞   ・とやま統計ワールド（富山県統計調査課）  ・金融機関情報誌 

 

（情報の提供、活用） 

まとめた分析結果は商工会ホームページで広く提供する。個別案件については、巡回等により紙面

やタブレットで情報提供し、小規模事業者へフィードバックする。需要動向や消費動向のトレンドな

ど理解を進め、販路開拓や新商品・サービス・技術開発に活用していただく。 



 

③ 着地型観光開発に係る需要動向調査の実施 （新規） 
朝日町の観光関連事業者は、地域に魅力的な観光資源やサービスがありながらも、これまで消費者

ニーズの多様化や観光スタイルの変化など時代の潮流に対応できずに長く低迷している。 

近年、着地型観光のニーズが高まりを見せており、管内でも北陸新幹線開業効果等により朝日町を

拠点として近隣観光を楽しまれる方が増加傾向にある。 

小規模事業者が着地型観光旅行者増加の新たなビジネスチャンスを逃すこと無く活かすため、観光

事業関係者が提供する商品・サービスに関してマーケティング調査等により評価を受ける。 

 

（情報の収集、整理・分析事項） 

宿泊者、イベント来訪者等を対象とし、着地型観光旅行者の動向やニーズを捉えるアンケート調査

を実施する。想定する主な調査項目として、旅行者の属性、旅行の目的や動機、滞在期間等、サービ

スの満足度や改善項目、食材・観光資源に対する意識、観光土産品に関する評価等に関するニーズや

意識を調査し、当地を訪れた旅行者がどの様な商品やサービスを望んでいるのか、潜在的需要を分析

する。また、小規模事業者の観光土産品や特産品等のテストマーケティングなどの調査を行う。 

 

１）管内宿泊利用者に対する調査 （主に着地型観光に関する需要動向） 

管内で営業する旅館等 9事業所の宿泊者に対して、四半期毎にアンケート形式で実施し、1回

あたり 100 サンプル程度収集し、整理分析する。 

 

２）イベント来訪者に対する調査 （主に観光土産品、特産品を対象とした需要動向） 

  地域外から多くの方が訪れる、桜まつり（4 月）、あさひまつり（7 月）、全国ビーチボール大

会（9月）に於いて、小規模事業者の観光土産品、特産品等のテストマーケティング及びアン

ケート調査を実施、1商品・サービスあたり 50 サンプル程度収集し、整理分析する。  

 

（情報の提供、活用） 

調査結果の詳細はダイレクトに対象小規模事業者に提供すると共に、地域観光ニーズやトレンド情

報などは商工会のホームページに掲載し広く公開する。 

また調査結果に基づき、宿泊事業者やタクシー事業者、土産品生産事業者、販売業者など地域の観

光関連事業者が参加する着地型観光需要動向セミナーを年 1 回実施する。講師として専門家を招聘

し、消費者が求める着地型観光商品のトレンドや、観光商品に対するニーズやパッケージ等について

当該事業者の地域での応用方法等について手法を学ぶ。 

 

【目標】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．販路開拓支援に関すること【 指針④ 】 

【現状と課題】 

小規模事業者は、優れた技術・製品がありながらも総じて情報発信力・販売力が弱く、市場では埋

もれてしまいがちである。販路を開拓しようにもきっかけが少なく、市場を拡大できずにいる。 

そこで、商工会組織の広範なネットワークを活かし、全国商工会連合会等が主催する物産展、富山

県商工会連合会が主催する商談会、県外展示会への出展、ＩＴの活用など、これまで管内の小規模事

業者が販路を開拓できずにいた市場に向けて、商談機会や直接消費者に魅力をプレゼンするなど、プ

ロモーション機会を提供することで小規模事業者の需要開拓を支援する。 

 

【事業内容】 

① 商談会・展示会・直売会への活用促進による販路開拓支援（既存拡充） 
朝日町の狭いエリアでビジネス商談会等を独自に開催しても効果が限定されるので、他の支援機関

と連携を図って小規模事業者の販路開拓を支援していく。 

具体的には、下記の商談会等の機会をタイミング良く対象の小規模事業者へ提案し、出展を支援す

ることで、これまで販路を開拓できずにいたターゲット市場の需要開拓を推進していく。 

 

１）地域消費者をターゲットとする販路開拓支援 

 ｢くろべフェア｣  ････ 黒部市で開催される地場の産業フェア。様々な業種が参加可能。 

｢まるまる魚津｣ ････ 魚津市で開催される地場の産業フェア。様々な業種が参加可能。 

｢越中とやま食の王国フェスタ｣  

････ 富山県テクノホールで開催される食彩イベント。県内外から出店がある。 

 

２）首都圏消費者をターゲットとする販路開拓支援 

｢ニッポン全国物産展｣  

････ 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。首都圏を中心に、期間中の 

来場者は 15 万人を数える。 

 

３）国内主要百貨店等をターゲットとする販路開拓支援 

｢グルメ＆ダイニングスタイルショー｣  

････ 東京ビッグサイトで開催される、バイヤーを対象とした、食に関する展示会見本市。 

｢東京インターナショナルギフトショー｣    

････ 東京ビッグサイトで開催される、バイヤーを対象とした、ギフト商品・生活雑貨等に 

関する展示会見本市。 

 

４）ＢｔｏＢを目的とした販路開拓支援 

｢とやまビジネスドラフト｣ ････ 北陸三県の事業者を対象とした全国規模のマッチング商談会。

｢富山県ものづくり総合見本市｣  

････ 工作・産業機械、電子・電機、ＩＴ、プラスチック、アルミ、繊維、医薬品、化学など

国内外の最新のものづくり技術や製品を展示。マッチング商談会機能がある。 

 



 

② アンテナショップ等による販路開拓支援（既存拡充） 
 物産展等のイベントで、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は非常

に有効な手段であるが、短所はスポット的であること。例え商品を気に入って頂いたとしても、次に

何処で変えるのか分からなければ、他人には中々薦めてもらえない場合が多い。 

消費者の身近な販路として、物産展・展示会等のフォローアップ手段として、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として、関係機関が運営するアンテナショッ

プ等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していく。 

 

 １）｢日本橋とやま館｣（富山県：東京日本橋） 

富山県が運営するセレクトショップ。県産食材、名産品、地酒など、富山の食文化や工業製品

を取扱い、首都圏に於ける富山県の情報発信拠点。 

 

 ２）｢むらからまちから館｣（全国商工会連合会：東京有楽町） 

   むらからまちから館は、全国の中小企業の地域特産品を扱うアンテナショップで、日本唯一の

公設地域総合専門館。イートインスペースも併設されている。東京に居ながら全国各地を訪問し

ているかのような楽しさが味わえる貴重なショップ。 

  

 ３）｢有楽町店 いきいき富山館｣（富山県：東京日有楽町） 

   有楽町の東京交通会館にある「いきいき富山館」は固定ファンも多く、「これぞ富山」という

定番の品揃えが魅力。日本橋店とは一味違うディープな富山を発信し、ます寿しをはじめ、富山

の山海の幸・約 800 品目が集合。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」

をお伝えしている。 

 

 

③ ＩＴを活用した販路開拓支援（既存拡充） 
 管内の小規模事業者に於いても、既に楽天やヤフーなどのＢtoＣサイトを活用し、需要を獲得して

いる事業者が見られる。商工会のＩＴを活用した販路開拓支援としては、関係機関が運営するサイト

を活用し、流通及び販売チャネルの多チャンネル化により、小規模事業者の販路拡大を支援する。 

特産品等に特化したこれらのサイトの強み、比較的安価な手数料などの理解を促し、有効な販路拡

大の手段として提案を行っていく。 

  

 １）｢ニッポンセレクト．COM｣（全国商工会連合会） 

   ・取扱商品 ････ 地域の食品、酒、特産品、郷土品、工芸品、ほか 

 

 ２）｢J-GoodTech｣（中小企業基盤整備機構） 

   ・ジェグテックは、優れた技術・製品・商品・サービスを有する日本の中小企業の情報をウェ

ブサイトに掲載し、国内大手メーカーや海外企業につなぐマッチングサイト。 

 

 
 



Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
（１）これまでの地域活性化に向けた取り組み 

 これまで、当商工会では青年部・女性部等の内部組織が実行部隊となり、まちづくりや中心市街地

活性を目的とした多様な地域活性化事業に取り組んできた。 

人口約 12 千人余りの小さな町の特徴であるが、行政機関、観光協会、農業・漁業等地域経済団体、

商店街、会員企業等との関係が近く、それぞれが何らかの形で協力して地域活性化事業を運営してき

ている。最近では、都会からの定住施策で来町した｢地域おこし協力隊｣6 名（20 代男性 2名、女性 2

名、50 代夫婦 1組）が、新たな町おこしの実行部隊として加わり、地域力となっている。  

 ●商工会が主催する主な地域活性化事業 

１） まちづくり事業  

・｢あさひまつり｣ ････ 行政、観光協会、農協、町内企業、スポーツ団体、町内サークル  

２） 中心市街地活性化事業  

  ・｢まめなけマルシェ｣ ････ 行政、農業者、会員企業、観光事業者、地域おこし協力隊 

  ・｢飲食店バルラリー｣ ････ 飲食店 

  ・｢商店街 RPG（ロールプレイングゲーム）｣ ････ 地域おこし協力隊、商店街 

３） 観光振興事業 

 ・｢桜まつり｣ ････ 行政、観光協会、会員企業 

 

（２）今後の地域活性化の方針 

 第 5 次朝日町総合計画では、次の｢まちづくりの 7つの柱｣（基本目標）に掲げている。 

『 まちづくりの 7つの柱 』            『 キーワード 』 

 １．子育て・教育 【町の｢宝｣を守り育てる】 ････  子育て環境作り  

２．健康・福祉【いつまでも元気で笑顔を保つ】 ････ 生きがい、住み慣れた地域で元気に 

３．産業振興【町の活力を生み出す】 ････ 地域資源を活かす、地域に根ざした商業・サービス

４．観光・交流【地域の魅力を高める】 ････ 観光・交流の魅力を高める 

５．定住【町の良さを理解し愛される風土をつくり】 ････ 泊市街部の商業振興、賑わい創出 

６．安全・安心【町民のくらし・生命を守る】 ････ 地域に於ける自主的な活動の充実 

７．生活基盤【心地よりくらしを支える】 ････ 生活基盤の充実 

 

 ●商工会が地域づくり・まちづくりに於いて注力すべき上位キーワード 

１）地域に根ざした商業・サービス   

２）泊市街部の商業振興、賑わい創出 

  ３）観光・交流の魅力を高める 

 

（３）取り組み内容 

 これまでに構築されている地域内の連携を発展・強化させながら、次の事業に取り組んで行く。 

① 農商工連携・６次産業化推進協議会の設立（新規） 
みな穂農業協同組合と連携し、本計画の市場調査・需要動向調査などの成果物や商工会の有

す販路などを活用するなど、農業者と商工業者の農商工連携を商工会が支援する協議会を新た

に設立し、地域の新たな魅力や活力を生み出していく。また、農業者の６次産業化を商工会が

支援する案件発掘の機会としていく。 

 

② 中心市街地活性化事業の強化（既存拡充） 
    中心市街地の商業活性化に向けて、｢飲食店バルラリー｣・｢商店街 RPG（ロールプレイング

ゲーム）｣の実施の仕方を見直し、地域消費者と対話など触れ合う様なやり方に変えるなど、

小規模事業者の｢ヒトとなり｣の魅力が伝わる様に強化して実施する。 

また、全国的に商店街活性化事業として実績を上る｢まちゼミ｣を新たに実施する。 



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】 

必要に応じて他の支援機関や中小企業診断士などの専門家と連携し、小規模事業者の支援にあたっ

ているが、その支援方針や具体的な支援内容については、主に担当者間のみで共有されている。 

目の前の支援に関する情報交換はスムーズな状況であるが、これまでは支援機関同士での支援ノウ

ハウ等の情報交換等はほとんど行われておらず、また、担当者間に限定されるものであった。 

専門的ジャンルにある他の支援機関との支援ノウハウ等の積極的な情報交換を行い、当商工会の支

援スキルとして蓄積することで、小規模事業者の支援力向上に繋げていく。 

 

【取り組み内容】 

１）支援力強化 

現在の支援連携が図られている支援機関等として下記の機関が上げられる。 

各支援機関が有する専門性に応じて連携し、小規模事業者の課題解消にあたる。併せて、多様な

専門支援スキルの習得機会とし、支援ノウハウの蓄積を図っていく。 

小規模事業者への支援を強化するネットワーク体制を更に構築していき、当商工会の支援能力の

強化と職員のレベルアップを推進していく。 

 

・富山県 および 朝日町  ・富山県商工会連合会  ・入善町商工会 

・黒部商工会議所 および 魚津商工会議所  ・中小企業基盤整備機構北陸支部 

・富山県中小企業診断協会  ・富山県新世紀産業機構（よろず支援センター）  

・富山県事業引継ぎ支援センター  ・富山県中小企業再生支援協議会 

・富山県デザインセンター および 工業技術センター 

・日本政策金融公庫富山支店  ・富山県信用保証協会 

 

２）情報交換の実施 

① 行政（朝日町、入善町）及び入善町商工会等との情報交換（既存拡充） 

朝日町・入善町商工会では小規模事業者を広域連携で支援する下新川広域連携協議会を組織し

ている。これまでは、両商工会で経営支援会議を年 2回定期開催してきたが、うち 1回はこれを

拡充して両町の担当課職員を交えて開催し、支援事例によるノウハウの情報交換、新たな施策の

検討、ビジネスマッチングや農商工連携など、スケールメリットを活かした小規模事業者の支援

に取り組んで行く。また、新たに開催回数を 3回に増やして、富山県中小企業診断協会、富山県

新世紀産業機構や中小企業基盤整備機構北陸支部などから支援マネージャーやコーディネータ

ーを交え、支援事例について情報交換する機会とする。 

 

② 富山県中小企業診断協会、県信用保証協会、県商工会連合会との情報交換（既存拡充） 
現在、当商工会を会場として、管内の小規模事業者を対象とする｢一日経営安定室｣を富山県中

小企業診断協会、富山県信用保証協会、富山県商工会連合会と連携し、年 1回開催している。 

今後もこれを継続実施し、実際の案件に協働してあたり、ネットワーク体制の支援について情

報交換を図ってノウハウを蓄積していく。 

 

③ 日本政策金融公庫富山支店、黒部・魚津商工会議所等との情報交換（既存拡充） 
   日本政策金融公庫富山支店が開催する｢小規模事業者経営改善貸付推進会議｣において、県内呉

東地区内の商工会・商工会議所が一同に会し、小規模事業者の支援の状況、地域経済情報、金融

支援の現状など支援ノウハウの情報交換、今後も積極的に参加してノウハウを蓄積する。 

 



（２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題】 

先述した通り、他の支援機関や中小企業診断士などの専門家と連携した支援のそのノウハウは主に

担当者間のみで共有されている。他の支援機関の支援マネージャーや専門家等の有している高度で専

門的な支援ノウハウなど、現場での経験により担当者だけが知り得ている現状となっている。 

商工会の支援力を高めるには、個々の職員が不足するスキルを補完することが先決である。 

専門的知識の習得に加えて、支援現場で知り得た専門家等の高度で専門的な支援ノウハウ等につい

て、商工会の財産として職員間で共有する仕組みづくりなどが課題となる。 

 

【取り組み内容】 

① 経営支援会議の開催（新規） 
毎月第 2・4 水曜日など、曜日・時間を決めて開催する。全職員が参加し、主に経営指導員が

現在取り組んでいる小規模事業者への支援について進捗状況などに関して、支援の方針や目標、

専門家等のアドバイス内容やフレームワーク、今後の予定などを報告。 

全員で内容を検証して支援内容を共有すると共に職員間でそのノウハウを蓄積していく。 

 

② 経営支援マネージャーの資格取得（既存拡充） 
3 年以内に、経営指導員全員が全国商工会連合会認定｢経営支援マネージャー｣の資格を取得す

る。取得条件としては、経営指導員等 WEB 研修で一定の評価を上げること、中小機構の「小規

模企業支援能力向上研修」の受講、富山県中小企業大学校のカリキュラムの受講、加えて経営革

新等法認定等の支援実績が必要となる。 

 

③ 中小企業庁、中部経済産業局等が開催する研修会の積極的な参加（既存拡充） 
新しい施策、法改正や制度改正等に関する知識や情報をタイムリーに学び小規模事業者を適切

に支援するため、中小企業庁、中部経済産業局等が開催する研修会へ積極的に参加する。 

 

④ 全国商工会連合会経営指導員等 WEB 研修の積極的な受講（既存拡充） 
継続的に当 WEB 研修を受講することで、このカリキュラムは中小企業診断士の１次試験科目

に準じており、店舗や会社の運営管理、財務分析能力、労務管理、会社法規、経営戦略の立案、

ＩＴ活用、経済学、中小企業白書、国等の補助金や施策等について知識を蓄積することに繋がり、

支援能力の向上が見込まれる。 

 

 

（３）事業の成果、評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。

次年度以降についても、下記スキームを継続し、定期的な事業のＰＤＣＡサイクルを回すことで、

成果を確実に上げていく。 

【評価・検証スキーム】 

① 毎月 1回日を決めて、商工会内（正副会長、事務局）で経営発達支援事業推進会議を開催し、
各事業の状況や成果等の検証、今後の取り組み方針などを諮り、事業のＰＤＣＡを回す。 

② 年 6回開催する理事会にて、経営発達支援計画に関する実施状況等を報告し、事業の進捗状

況と成果に関する（中間）報告に基づく評価や今後の方針に対する意見を集約する。 

③ 年に 1回、有識者等で構成される経営発達支援計画事業評価委員会等にて、事業の実施状況
及び成果に対する評価を受け、事業の見直し等について検討する。 

※ 有識者：朝日町商工観光課長、（一社）富山県中小企業診断協会、富山県商工会連合会、

商工会役員等 

※「成果評価会議」の結果は理事会に報告し、承認を得た後、商工会ホームページ及び機関

誌等で公表する。 



（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 

（ H28 年 10 月現在）

（１）組織体制 

朝日町商工会 
   （事務局長：小林光義 主任経営指導員：藤田誠弘、経営指導員：窪野好美、補助員：井上有希子）

 

※ 経営発達支援計画に関する事業は経営指導員を中心として、補助員がその補完的な

役割を果たして実施。事務局長が全体を総括する。 

※ 経営発達支援事業推進会議（正副会長、事務局）にて事業の推進を図り理事会・経

営発達支援計画事業評価委員会で事業の成果の評価を受け、事業の見直し等につい

て検討してＰＤＣＡを回していく。 

※  

 

  
 

 

 

（２）連絡先 

（住  所） 〒939－0741 富山県下新川郡朝日町泊４１８ 

（電  話） 0765－83－2280 （ＦＡＸ） 0765－83－2282 

（e-mail） asahi@shokoren-toyama.or.jp 

 

 

 

 

 

 



（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） 

 29 年度 

(29年4月以

降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 29,500  30,000 30,700 31,200  31,200 

 

人件費等 

事務費等 

調査事業費 
セミナー開催費 

販路開拓事業費 

地域活性化事業 

会議費等 

 
 

 

 

25,500  

200  

1,200  

1,000  

600  

900  

100  

26,000 

200 

1,200 

1,000 

600 

900 

100 

26,500 

200 

1,200 

1,000 

800 

900 

100 

27,000  

200  

1,200  

1,000  

800  

900  

100  

27,000 

200 

1,200 

1,000 

800 

900 

100 

（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）、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。 

 

 



（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 

当商工会では関係する機関と連携して以下の事業を行う。 

 

① 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
地域経済動向調査において富山県商工会連合会等と連携し、ヒアリング・アンケート結果を単純

集計分析し、課題の抽出、支援策の検討を行う。また、観光関係については朝日町、町観光協会と

連携し、入込客数などの定量的なデータを用い、地域内需要動向等を推計する。 

 

② 経営状況の分析に関すること【指針①】 
経営計画作成セミナーの開催にて、富山県新世紀産業機構、富山県商工会連合会等と連携し、セ

ミナー参加者のフォローアップを行う。 

 

③ 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
経営計画作成、経営革新等の支援を行う際には、富山県新世紀産業機構、中小企業基盤整備機構、

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

 

④ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
事業計画策定後の克服すべき課題に対して、富山県新世紀産業機構、中小企業基盤整備機構、富

山県商工会連合会、地域金融機関等と連携しながら、指導・助言を行う。 

 

⑤ 需要動向調査に関すること【指針③】 
着地型観光に係る需要動向調査を行う際には、朝日町、町観光協会と連携しながら宿泊者や観光

関連施設来場者、観光イベント来場者に対して、テストマーケティングやアンケートを行う。 

 

⑥ 販路開拓に関すること【指針④】 
小規模事業者への販路開拓支援を行う際には、富山県商工会連合会、全国商工会連合会、県内の

関係支援機関と連携し、各種の商談会、展示会等へ小規模事業者が参加できる環境を整える。 

 

 

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 

・富山県内地域産業・経済動向等の情報提供。 

 

２．朝日町（代表者：朝日町長  笹原靖直） 

住所：富山県下新川郡朝日町道下 1133  電話番号：0765-83-1100 

・「朝日町総合計画」に則した支援事業の遂行。 

・小規模事業者等が活用する補助金、助成事業等に関する各種支援施策の実施。 

・朝日町中小企業融資等制度融資に係る金融支援の実施。 

 

 



 

３．朝日町観光協会（代表者：会長 大井裕久） 

住所：富山県下新川郡朝日町泊 418  電話番号：0765-83-2780 

・観光振興や地域観光資源等を活用した観光開発事業を実施。 

 

４．富山県商工会連合会（代表者：会長 石澤義文） 

住所：富山県富山市赤江町 1-7 富山県中小企業研修センター  電話番号：076-441-2716 

・専門家派遣事業（エキスパートバンク派、地域活性化アドバイザーなど） 

・県連合会の専門経営指導員と小規模事業者への連携支援。 

・県連合会が開催する商談会並びに展示会を活用し、小規模事業者の販路支援。 

・小規模事業者等向け各種支援施策や情報共有。 

 

５．全国商工会連合会（代表者：会長 石澤義文） 

住所：東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館１９階  電話番号：03-6268-0082 

・全国連が開催する商談会並びに展示会を活用し、小規模事業者の販路支援。 

・小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業等の補助金・助成事業等に関する各種支援施

策活用。 

 

６．地元金融機関 

１）北陸銀行泊支店（支店長：谷井寿好） 

住所：富山県下新川郡朝日町泊 302    電話番号：0765-82-1122 

２）富山第一銀行泊支店（支店長：本島寿徳） 

住所：富山県砺下新川郡朝日町平柳 688  電話番号：0765-82-1155 

３）にいかわ信用金庫泊支店（支店長：永井博幸） 

住所：富山県下新川郡朝日町泊 370    電話番号：0765-82-0246 

・小規模事業者等向け円滑な資金調達。 

・公的事業資金(県市制度融資、信用保証協会)の活用・推進。 

・地域内外の景況や諸施策等についての情報提供。 

 

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（富山第一生命ビル）  電話番号 0766-25-1171 

・小規模事業者向け政府系金融機関の活用。 

・小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経資金)の利用促進。 

 

８．(公財)富山県新世紀産業機構（代表者：理事長 寺林 敏） 

住所：富山県富山市高田 527 電話番号：076-444-5605 

・「富山県よろず支援拠点」や「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業による地域

プラットフォーム」「元気とやま創造中小企業支援ネットワーク」等は、本経営発達支援計画

の実施に深く関わり、連携を密にしての事業推進。 

・小規模事業者等が活用する補助金・助成事業等に関する各種支援施策。 

「地域資源ファンド・農商工連携ファンド」「創業・ベンチャー挑戦応援事業」 

「とやま中小企業チャレンジファンド」、販路開拓支援等の活用推進。 

 

９．みな穂農業協同組合（代表者：代表理事組合長 細田勝二） 

住所：下新川郡入善町入膳 3489-1  電話番号 0765-72-1190 

  ・地域農業産業の活性化事業、農業者の支援育成事業の実施。 

 

 



 

１０．(一社)富山県中小企業診断協会 (代表者：会長 羽田野 正博) 

住所：富山県富山市高田 527 情報ビル内 電話番号：076-433-1371 

・小規模事業者等が抱える高度かつ専門的な経営課題の解決。 

・小規模事業者等への経営分析、経営改善、計画策定支援の実施、販路開拓。 

 

１１．中小企業基盤整備機構北陸本部（代表者：本部長 占部 治） 

住所：石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10 階 電話番号：076-223-5546 

・新産業創出支援、新連携・地域資源活用・農商工等連携の国認定支援、 

展示会・見本市等の販路開拓支援、海外展開支援等。 

 

１２．入善町商工会（代表者：会長 扇原紀明） 

 住所：下新川郡入善町入膳 5232-5  電話番号 0765-72-0163 

 ・下新川地域商工会広域協議会による支援連携の実施 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 
 

 

 


