
経営発達支援計画の概要 

実施者名 庄川町商工会 （法人番号 7230005005477） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

○限りある経営資源を活用した持続可能な小規模事業者の育成のため、以下の

３つの目標を掲げる。 
 【目標１】経営課題の掘り起こし及び事業計画策定による経営力強化 
 【目標２】小規模事業者の売上の確保・拡大 
 【目標３】地域活力の維持・発展 

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 
・観光関連業の実態調査 
・小規模事業者実態調査 
・調査情報の分析、提供 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
・「事業計画作成キット」を活用した巡回・窓口相談時の経営分析 
・「企業情報」整備 
・経営計画作成セミナー開催による経営分析の実施 
３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
・経営計画作成セミナーの開催 
・各種施策説明会と連動した個別フォローの実施 
・事業計画の策定支援（個別支援） 
・第二創業・経営革新セミナーの開催（経営革新計画策定支援） 
・事業承継セミナーの開催（後継者育成支援） 
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 
・「フォローアップ相談会」による状況の確認 
・「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用した支援 
・「経営革新計画」等の認定に向けた支援 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
・国・県・金融機関・業界団体等が行う需要に関する調査結果の提供 
・日経テレコンＰＯＳ情報の売れ筋商品ランキングデータの提供 
・｢消費者モニター調査事業｣による需要動向調査 
・需要動向調査結果の分析 
６．新たな需要の販路開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
・商談会・展示会の参加促進による販路開拓支援 
・商談会・展示会の側面的支援による販路開拓支援 
・富山県アンテナショップによる販路開拓支援 
・ＩＴ活用による情報発信支援 
・メディアの活用による情報発信 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
・地域活性化ビジョンの会 
・新商品開発支援 

連絡先 
富山県砺波市庄川町示野 116 

電 話 0763-82-1155  ＦＡＸ 0763-52-5341 
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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 

１．庄川町商工会地域の現状と課題 

 

（１）砺波市庄川町の概要 
富山県砺波市庄川町は、富山県南西部に位

置する人口 6,700 人、面積 31 k ㎡、一級河

川の「庄川」を有する町である。 

大正 14 年、庄川峡で当時「東洋一」「世紀

の大事業」と呼ばれる小牧ダムの建設が開

始。それに伴い、観光産業が盛んとなり、今

に至る。また、国の伝統的工芸品に指定され

ている「庄川挽物木地」も町の代表的な産業

であり、他には、庄川柚子、鮎等が特産品と

して知られている。 

平成 16 年 11 月に、旧砺波市と旧庄川町が

合併し、新砺波市が誕生。新砺波市の人口は

49,000 人となり、相次ぐ大型商業施設の出

店や高速道路網の整備により、2015 年の全国の住みよさランキング８位（東洋経済 『都市デー

タパック』）に選ばれる等、県内でも生活利便性が高い地域であり、人口は増加傾向にある。し

かしながら、旧庄川町だけでみると人口は減少傾向にある。また、大型商業施設が出店している

旧砺波市に人口が集中しているため旧庄川町の市場規模は小さく、新規出店（創業）は見られな

い。 

なお、この市町村合併により当商工会と砺波商工会議所の２つの経済団体が併存している。 

 
（２）庄川町商工会地域の主要産業と課題 
 庄川町商工会地域における主要産業として、①観光産業、②伝統工芸品産業があげられる。 

①観光産業 

富山県庄川町は観光資源として温泉を有しており「庄川温泉郷」として県内で親しまれて

いる。庄川温泉郷には、小規模ではあるが７軒の個性の違う温泉旅館がある。すそ野が広い

観光産業の発展は、旅館・小売店・飲食店など幅広い業態に影響があるため、観光産業の発

展と共に町も栄えてきたが、バブル経済崩壊以降、団体旅行の減少や、個人旅行の伸び悩み

により観光客の入込数が年々減少。平成 9年度比で 43.0％に減少している。 

 

【グラフ１】庄川温泉郷の宿泊施設利用者数の推移（平成 9年～平成 26 年） 
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②伝統工芸品産業 

当商工会地区の伝統工芸品産業である庄川挽物木地は平成 2年時をピークに、現在では生

産額が 1/5 強減少、事業所数も 1/2 まで減少している。 

現状は事業所数が減少しているため、全体の受注額が減少している中でも職人は事業を継

続できているが、後継者不足と職人の高齢化を背景に産地の存続が危惧される。なお、当商

工会地区の商工業者の中でも庄川挽物木地は家族労働者を中心とした家内工業であり、かつ

零細企業が多い。 

 

【グラフ２】庄川挽物木地の生産額・事業所数・従事者数推移 

  
 

≪課題≫ 

 庄川町商工会地域の課題として、主要産業である観光産業と地元商工業者の連携が不十分で

あることがあげられる。庄川町には全国で初めて登録有形文化財に指定された「小牧ダム」、

庄川遊覧船、温泉、観光の拠点施設でもある庄川水記念公園、庄川水まつりなどのイベント等、

観光資源や集客イベントがあるが、観光客への地域資源の活用と交流促進等がその場所での一

過性にて完結しており、地域への回遊性（地域商工業者への連携）が不十分で、今後強化する

必要がある。 

また、伝統工芸品の挽物木工品や農水産品としての「ゆず」「鮎」等の特産品も存在する。

現状ではこの観光客への需要が活発ではなく、地元特産加工品土産数も少ない。観光地である

ことの特色を生かした商品開発に取り組む企業が少ない点も課題といえる。 
 
（３）庄川町商工会地域の企業概況 
庄川町商工会管内の商工業者数は平成 27 年 3 月時点で 353 社、内小規模事業者は約 92%にあ

たる 326 社である。ここ 5年間の事業者数は横ばいである。経営発達支援計画策定推進事業にお

いて調査を行った結果においても対象企業の経営者の多くが 2代目、3代目であり、創業歴の長

い企業が半数以上であることから地域の特徴として小規模ながらも堅実に経営していることが

うかがえる。 

 

【表１】砺波市内、庄川町商工会地域の商業者数 

商工業者数 小規模事業者

砺波市内 2,574 -

庄川町商工会地域 353 326  
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【表２】庄川町商工会管内の事業者数推移 

　

商工業者数 小規模事業者 商工業者数 小規模事業者 商工業者数 小規模事業者 商工業者数 小規模事業者 商工業者数 小規模事業者数

建設業 85 80 86 80 86 81 85 80 85 80

製造業 92 85 91 84 91 84 90 84 89 83

卸小売業 61 59 60 58 57 54 55 52 55 52

飲食・宿泊業 33 28 33 29 32 28 32 28 32 28

サービス業 75 70 74 68 71 67 71 67 71 67

その他 20 14 20 15 20 15 21 16 21 16

合計 366 336 364 334 357 329 354 327 353 326

商工会員数 252 223 250 223 242 215 237 211 231 206

平成23年3月 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月

 

【グラフ３】商工業者数、小規模事業者数の推移 
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 庄川町商工会地域における小規模事業者の業種別比率では、建設業、製造業、サービス業（飲

食・宿泊業含む）が同程度で卸小売業がやや少ない。小牧ダムの建設工事を背景に建設業者が多

く、またそれに伴う観光産業の発展によりサービス業者が多い事が庄川町商工会地域の特徴と言

える。一方で卸小売業者は砺波市内に大型商業施設の出店が進み、商店街が衰退したことから廃

業を余儀なくされ、割合は低い。人口が増加している旧砺波市や隣接する地域をはじめ、いかに

商圏を拡大していくかが卸・小売業の課題といえる。 

 

【表３】小規模事業者の業種別構成比 

小規模事業者数 構成比

建設業 80 25%

製造業 83 25%

卸小売業 52 16%

飲食・宿泊業 28 9%

サービス業 67 21%

その他 16 5%  
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16%
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（４）庄川町商工会地域の小規模事業者の現状と課題 
経営発達支援計画策定推進事業において実施した小規模事業者に対する調査より現状を把握。

調査は中小企業診断協会の協力のもとヒアリングにより実施している。 

 

【表４】ヒアリング調査実施数 

業 種 製造業 建設業 小売業 サービス業 飲食･宿泊業 合計 

企業数 15 社 6 社 11 社 10 社 4 社 46 社 

割 合 32.6％ 13.0％ 23.9％ 21.7％ 8.7％ 100% 

 

①創業年数が長い 

創業歴は「51 年以上」が 50.0％と半数で、次いで「21 年～30 年」が 17.4％と多く、「20

年以下」の創業歴が比較的浅い企業は 10.9％と少ない。 

 

②代表者の高齢化が進んでいる 

「61 歳～70 歳」が 32.6％と最も多く、次いで「51 歳～60 歳」が 30.4％。「50 歳以下」は

17.3％であったのに対し「61 歳以上」が 52.2％と多く、事業継承の時期にある企業が多い

こと。業種別ではサービス業で「61 歳以上」の割合が高い。 

 

【グラフ４】調査結果 創業年数     【グラフ５】調査結果 代表者の年齢 

 
③後継者の有無 

後継者が決まっている企業は約６割で、後継者が決まっていない企業やまだその必要のな

い企業は約４割であった。後継者の多くは長男等息子であった。 

 

④経営状況 

売上高は「横ばい状況」が 47.8％と半分弱で、次いで「減少傾向」が 30.4％、「増加傾向」

が 21.7％であった。業種別では小売業の「減少傾向」が目立つ。 

純利益は「横ばい状況」が 43.5％と最も多く、他は売上高と同傾向である。業種別では

小売業の「減少傾向」が目立つ。 
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【グラフ６】調査結果 売上高の動向      【グラフ７】調査結果 純利益の動向 

 

⑤経営上の問題点 

 経営上の問題点として、調査結果によると最も多かった事項は「収益性の低迷」が 43.5％

で、次いで「売上げの低迷・減少」と「従員の確保難」が 37.0％、「営業力不足」が 30.4％で

あった。業種別では製造業の「収益性の低迷」「従業員の確保難」、建設業の「従業員の確保難」

「人材不足」、小売業は「売り上げの低迷・減少」「収益性の低迷」、サービス業は小売業と同

項目と「自己資本不足」「営業力不足」が目立った。 

 

⑥販売促進上の問題点 

販売促進上の問題点としては、「商品・製品力、サービス力、技術力不足」が 59.1％と最も

多く、次いで「新規顧客の開拓」54.3％、「既存顧客のつなぎ留め策」が 52.2％、「IT 技術力

不足」が 23.9％であった。業種別では、上記傾向と別に、製造業とサービス業での「営業活

動不足」と小売業の「需要動向調査力不足」が目立つ。 

 

【グラフ８】調査結果 経営上の問題点   【グラフ９】調査結果 販売促進上の問題点 

 
 

商工業者数の推移からも庄川町商工会地域は堅実な経営を行う企業が多く、バブル経済崩壊、

リーマンショックといった急激な経営環境の悪化にも耐えてきた。しかし、堅実な経営方針は一

方で外部環境が目まぐるしく変化する現代においては柔軟性を欠き、新たなチャレンジを阻害す

る懸念がある。特に、企業の成長に不可欠である「売上増加」「収益構造の見直し」を実現する

ためには従来の経営の延長線上の取り組みでは改善できないことが多く、事業承継による代表者

の若返りをいかに図るかがポイントである。さらには、これらの取り組みには今後の企業の成長

イメージである「経営計画」が欠かせない。小規模事業者の共通する課題であるが、この点も庄

川町商工会地域の課題である。 
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２．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 
砺波市商工業振興計画では、地域の強みを活かした産業構造をつくりあげていく必要があり、

社会経済の成熟化に伴い、「モノ」から「コト」へという消費者ニーズの変化をとらえ、商品や

サービスの付加価値を高めていくことで、事業の安定・拡大や良質な雇用の維持・確保、持続可

能な地域循環をつくりあげていくことが求められている。そこで、商工業の維持・発展のため、

次の４点を重視するポイントとして掲げている。 
   
（１）地域資源を活かした砺波らしい産業の育成 

 （２）市街地の魅力とにぎわいの創出 
 （３）足腰の強い企業の育成 
 （４）企業誘致の推進と起業家の育成 
  
その中で小規模事業者は、柔軟性、創造性等を十分に発揮し、社会情勢に的確かつ柔軟に対応

しながら、経営革新や新分野への進出など、自立的かつ創造的な事業展開を図っていくことが求

められている。また、市民の豊かな生活の実現に向けて、安定した雇用の確保、少子高齢化に対

応した地域コミュニティの創出など、地域社会の構成員として、社会的貢献を果たしていく役割

が期待されている。 
 
３．商工会の役割 
これまで当商工会は、金融・税務・労務相談等の経営改善普及事業を中心として地域の小規模

事業者の経営基盤の安定に注力してきた。しかし、地域の小規模事業者は厳しい経営環境にあり、

抱える課題も事業者ごとに複雑化・多様化してきている。従来の経営改善普及事業の支援方法で

は、環境変化を乗り越えることのできる事業者の育成に対応できなくなってきており、経営力強

化を目的とした個々の課題を解決するための支援が求められている。 
身近な支援機関である商工会は、市や県などの行政と連携を密にしながら、にぎわいと魅力に

あふれる地域づくりに率先して取り組み、小規模事業者が持続的に発展していくための伴走型支

援体制を構築していく。 
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４．経営発達支援計画の目標と方針 

（１）目標                      
 
１） 自らの技術・サービスの維持・向上を図る等事業の充実を図ろうとする持続的発展力の

ある小規模事業者の育成 
 
２） 小規模事業者の売上の確保・拡大 

～販路開拓の機会創出によるビジネスチャンス拡大～ 
 
３） 地域活力の維持・発展 

～事業承継・第二創業の促進の円滑化による地域経済の担い手の育成・輩出～ 
 

（２）方針 
  
１） 経営指導員等の計画的な巡回指導、金融・税務等の窓口相談等機会を通じて、小規模事業

者の経営課題の掘り起こしを行い、経営課題に対応した事業計画を策定支援し、定期的な

フォローアップをすることによって、持続的発展力を持つ事業者の育成を支援する。 
 
２） 支援機関と連携した商談会・販売会、域内の取引拡大に向けたビジネス交流会、ＷＥＢ活

用やマスメディアとの連携など、多種多様な販路開拓の機会を創出し、小規模事業者のビ

ジネスチャンス拡大を図る。 
 
３） 地域活力の源泉である小規模事業者が今後減少傾向にあり、地域活力の維持・発展のため

には、地域経済の担い手の育成と輩出が重要と捉え、後継者育成、第二創業の促進の側面

からの円滑な事業承継を支援する。 
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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２８年４月１日～平成３３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 
小規模事業者が持続的に発展していくためには、小規模であるが故の機動性を生かした環境変

化対応力と、高い商品力、確実に儲かる仕組みを構築することが肝要である。しかしながら経営

資源が不足する小規模事業者の多くは情報が不足しており、環境変化・消費者ニーズの変化を読

み取ることができておらず、商品力が時間の経過とともに低下、結果として収益性が悪化してい

る。 

 また、商工会も経営支援は事務局長、経営指導員の 2名で行っており、人員不足に起因して個

別課題に場当たり的な対応しかできておらず、一貫して小規模事業者発展の支援ができていなか

った。小規模事業者の共通課題として、経営計画を有していない点があげられるが、商工会にお

いても本来支援者として前提となる小規模事業者の成長イメージを描けていなかった。 

 

 本事業では、小規模事業者への支援を効果的に行うために、商工会が一丸となり小規模事業者

の成長イメージを事業者と共有することから始める。5年後に売上・利益をいくらにしたいかと

いう、漠然とした目標からスタートし、伴走型の支援を通して、漠然としたイメージを具体的な

事業計画に落とし込み小規模事業者の持続的発展力の向上を図る。そして策定した事業計画の実

行に際し、事業者が突き当たる個別の課題を定期巡回やフォローアップ相談会を通じてきめ細や

かに支援することで事業計画の実効性を高め、小規模事業者の商品力・競争力向上、人材の育成

につなげる。また、最初に目標を設定することで、経営分析段階で新たな事業展開の必要性を事

業者が認識する機会が生まれ、新分野進出や経営革新を目指す動機づけができる。 

なお当商工会は、事務局長・経営指導員・補助員・記帳選任職員各 1名の計 4名と職員が限ら

れているため、経営指導員に限らず役割を分担し、経営指導員は小規模事業者の支援に不足する

専門的な知識を県連合会の中小企業診断士をはじめとする関係機関との連携により補い、経営発

達支援事業を実施する。 

 

【図１】小規模事業者の持続的発展力向上を目指す事業イメージ 

≪連携≫富山県、砺波市、金融機関、支援機関、庄川峡観光協同組合

外部環境調査 企業分析
事業計画の
策定・実行

個別課題支援
（フォロー）

職員全員 経営指導員・
記帳選任職員が中心

経営指導員が中心 経営指導員が中心推進者

地域経済動向
小規模事業者動向
観光関連動向
需要動向

経営分析
財務分析
商品分析

事業計画の必要性
やその仕組みの理
解を促し、計画策定
支援を行う。

定期巡回
フォローアップ相談会内容

企業分析の基礎情
報とし、適切に経営
方針を見直すことが
できる

効果

自社の経営資源の
棚卸機会の創出に
なり、実現可能性の
高い事業計画策定
につながる

企業成長イメージの共有
商工会が伴走型支援を行うため、5年後の売上・利益を事業者と商工会が共有し、支援の方向性を明

確にしていく。

自社の方向性が明
確になり、儲かるビ
ジネスモデル確立、
新たなビジネス展開
の可能性が高まる。

計画実行時の個別
課題をきめ細やか
に支援することで、
事業計画の実効性
が高まる。

小
規
模
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の
持
続
的
発
展
力
向
上
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【１．地域の経済動向調査に関すること】【指針③】 
小規模事業者が持続的に発展していくためには、地域経済の状況、外部環境の変化を認識する

ことが必要であるが、小規模事業者の多くは経営資源が限られているために事業運営が中心とな

り情報収集する機会が少ない。 

当商工会が定期的に地域の経済動向調査や金融実態調査、観光関連動向調査、小規模事業者の

実態調査を実施し、収集した情報を分析することで、小規模事業者の外部環境や経営状況、直面

している課題を把握する。そして、小規模事業者が情報の重要性を認識し、経営戦略を立案する

際の基礎情報として活用できるよう、わかりやすく調査情報を提供する。 

 

（１）現状と課題 
当商工会では、地域の経済動向調査として、富山県商工会連合会からの受託事業を活用して四

半期に一度、小規模事業者１０社に対して中小企業等景況調査を実施してきた。この調査は企業

に景況（売上、利益、資金繰り）を問うもので、その結果は回答した事業者への情報提供に留ま

っていた。他には、四半期に一度、市より委託されて当地旅館７社に対して観光客入込数を実施

しているが、その調査結果を有効活用できていない。 

 

（２）事業内容 
①中小企業景況調査 

富山県商工会連合会と連携して小規模事業者 10 社に対し、製造・建設・小売・サービス

等業種別の業況、採算、設備投資計画の有無等の動向を四半期毎に調査・分析する。あわせ

て、商工会で事務委託を受けている団体（庄川峡観光協同組合、庄川町事業所協会等）の会

議の機会を利用し、業界全体の動向や地域に与える影響を把握する。調査結果は業界の動向

に関する情報として幅広い小規模事業者が有効活用できるよう、ホームページにて公開する

ほか、商工会窓口配布、巡回や窓口相談時に経営指導員が中心となり、全職員が丁寧に説明

を行い小規模事業者に提供する。    

  

②中小企業金融実態調査 

富山県商工会連合会と連携して小規模事業者等の経営概況や資金繰り、融資制度の活用に

関する動向を年１回調査する。この際、地元の金融機関からも管内の金融に関する状況をヒ

アリングし、調査結果と合わせて分析する。調査結果は巡回や窓口相談時に経営指導員が中

心となり、全職員が小規模事業者に提供する。    

 

 ③観光関連業実態調査（拡充） 

砺波市、庄川峡観光協同組合と連携して、旅館業の宿泊者数、日帰者数、県外（首都圏、

中京圏等）、県内者数を四半期毎に調査するとともに、旅館業以外の観光関連施設（道の駅

等）にも調査を拡充する。この際、外国人旅行者の動向もあわせてヒアリングを行い、地域

の観光産業の実態を把握する。また、観光客誘客策をあわせてヒアリング調査し、地域で水

平展開を図る。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

にて公開するほか、商工会の窓口にて配布する。 

 

④小規模事業者実態調査（新規）  

小規模事業者の生の声を拾い、直面している課題や現状の問題点を商工会が把握するため

に管内小規模事業者への巡回時に事業者からヒアリングによるデータの収集を行う。ヒアリ

ング結果は都度小規模事業者支援システムに入力し、商工会内で情報共有を図る。 
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収集した情報をもとに管内小規模事業者の実態を把握し、必要な情報提供や支援につなげ

るほか、庄川町商工会事業、行政施策の提言に向けた基礎資料にも利用する。 

    

対象：管内小規模事業者３２６ 社のうち、５０社 

時期：毎年 1 回（７月～１２月） 

項目：業況 ・将来の見通し・後継者の有無・設備投資・雇用・金融 など 

※業種別の調査項目 建設業・製造業は外注について 

商業・サービス業は価格の改定について など 

方法：巡回、窓口等によるヒアリング調査 

 

⑤調査情報の分析 

①～④において収集した情報は後述の需要動向調査とあわせて商工会において整理・分析

するだけではなく、富山県商工会連合会並びに全国商工会連合会の実施する専門家派遣制度

を利用し、専門家の見地からの分析を行う。これにより、全国や富山県内の動向を踏まえた

地域の経済動向をまとめることが可能となる。また、専門家により適切なアドバイスを受け、

精度の高い地域経済動向として取りまとめ、配布資料を作成する。（当商工会は、全国商工

会連合会の全国展開支援事業を過去に実施しており、全国商工会連合会が実施する専門家派

遣制度を利用することが可能である。） 

 

⑥調査情報の提供 

⑤で分析した結果を配布用資料としてまとめ、「紙媒体」「電子媒体」の両方で配布する。

調査結果は経営指導員が全職員にわかりやすく説明し、商工会職員誰でもが小規模事業者に

情報提供できるようにする。紙媒体は主に窓口相談時における情報提供ツールとして、電子

媒体はホームページでの公開や、タブレット端末を携帯する経営指導員が巡回指導の際に、

小規模事業者に説明するツールとして活用する。また、これらの情報提供とあわせて経営状

況分析や事業計画策定等を推進すべく働きかける。 

 

（３）目標 
 商工会が地域の経済動向や観光産業動向、小規模事業者の直面する課題等、小規模事業
者の外部環境変化を把握する。 

 把握した調査結果を各種媒体での公表や、巡回や窓口相談を通じて小規模事業者に提供
することで、小規模事業者が情報に触れる機会を増やす。 

 小規模事業者に情報の重要性を認識してもらうため、分析結果をわかりやすく丁寧に説
明し提供を行い、小規模事業者の事業計画策定や見直しに有効活用する。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①中小企業景況調査 

（件数） 

4 回 

（12 件） 

4 回 

（12 件）

4回 

（12 件）

4回 

（12 件）

4回 

（12 件） 

4 回 

（12 件）

②中小企業金融実態調査

（件数） 

1 回 

（20 件） 

1 回 

（20 件）

1回 

（20 件）

1回 

（20 件）

1回 

（20 件） 
1 回 

（20 件）

③観光関連業実態調査 

（件数） 

2 回 

（6件） 

4 回 

（8件）

4回 

（8件）

4回 

（8件）

4回 

（8件） 

4 回 

（8件）

④小規模事業者実態調査 未実施 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 
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【２．経営状況の分析に関すること】【指針①】 

 

（１）目的 
小規模事業者は、経営資源が相対的に乏しく、持続的な発展を目指す場合にはこの限られた

経営資源を小規模事業者が正しく認識することが不可欠である。そして、小規模事業者が漠然

とした売上・利益目標を事業計画として具体化するためには、自社の商品力や強みの評価を含

めた現状の経営状況の棚卸を行い、目標とのギャップを認識し、次なる一手を考える機会の創

出が必要である。 

しかしながら、多くの小規模事業者は資金繰り難を背景とした金融支援、各種補助金の申請

時に必要に駆られて自社の経営状況の把握を行うにとどまり、本来の目的である事業計画の策

定のための経営状況の分析はしていない。そこで、まずは小規模事業者が経営状況の分析がな

ぜ必要かを巡回や窓口相談時に説明したうえで、財務分析や商品分析を行い、事業計画の策定

や販売戦略立案のための基本資料として活用する。そして、実現可能性の高い事業計画の策定

につなげる。 

 

（２）現状と課題 
これまで窓口・巡回指導を中心として定期的に小規模事業者へ事業案内、施策普及を行って

きた。その中で、金融支援や経営革新支援など特定の支援案件の際には、事業概要や自社の強

み、課題などのヒアリングを行っていたが、その他多くの小規模事業者の経営状況について把

握できていないことが課題であった。またこれまで経営指導員、職員の経営分析の際に、ヒア

リング項目が統一されておらず、指導内容・結果について細かくデータ化されていないために、

十分な活用が出来ていなかった。 

 

（３）事業内容 
 ①「事業計画作成キット」を活用した巡回・窓口相談時の経営分析（新規） 

経営指導員が中心となり、個々の事業者に対する巡回、窓口相談時の機会を活かし、中小

企業基盤整備機構が提供する「事業計画作成キット」（下記参照）を利用して、ヒアリング

を実施。商工会が小規模事業者の経営状況を正しく把握、理解する。 

 

 小規模事業者の経営状況分析も上述の「事業計画作成キット」を利用する。財務分析につ

いては、タブレット端末を携帯する経営指導員が巡回指導中に行う場合に効率性を高めるた

め、中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」も活用する。財務分析では

過去３期分の財務資料をもとに収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の項目について分

析を行う。  

 

 財務分析以外にも商品分析、顧客分析、競合分析を行い、小規模事業者の経営状況につい

て棚卸しを行う。 

分析結果をもとに、経営指導員と小規模事業者が共に企業のあるべき姿について描き、現

状の経営状況とのギャップを埋める計画について検討し、小規模事業者に経営計画の策定の

重要性を説明する。 

 

 

 

 

 



１２ 
 

【図２】「事業計画作成キット」の事業者概要シート、事業環境の棚卸しシート 

 
≪収集・分析項目≫ 

情報の収集、分析は事業計画作成キットのテンプレートを利用して行う。なお、収集し

た情報は、後述の「②「企業情報」整備」にも使用する。 

■事業者概要シート 

 事業者の概要（創業年月日、業歴、沿革、経営者の略歴・技能等、経営理念（指針等）、
家族構成、資産、健康状態、主な幹部（従業員役職）、取引金融機関） 

 業績推移 
 

■事業環境の棚卸しシート 

 商品・製品・サービスの棚卸し 
商品別の売上・粗利率・仕入れ先から、主力商品の稼ぐ力を分析する 

 顧客の棚卸し 
顧客別の売上・粗利率・販売ルートから、ニーズ分析を行うとともに、ロイヤルカス

タマーの抽出を行う。 

 競合・業界の棚卸し 
競合先の商品と自社商品を比較し、自社商品の競争優位性を分析する 

 

■目標＆構想整理メモ 

実現したいビジョンや目標売上・利益、目標達成のために取り組みたいこと等の小規

模事業者の思いをヒアリングし、事業計画策定・実行・達成に向けて小規模事業者と

支援者である商工会が共有を図る。 

 

■財務分析シート 

 事業者概要シート、事業環境の棚卸シートの作成に加え、決算書に貸借対照表まで作

成している小規模事業者に対して財務分析を行う。決算書から各財務指標と業界平均

値の比較し、収益性、効率性、生産性、安全性を分析する。 
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【図３】財務分析シートの書式 

 
 

自社の各財務指標を業界の平均値と比較（日本政策金融公庫の小企業の経営指標）するこ

とで、自社の財務体質の分析を行う。このツールは、決算数値の入力のみで各指標が自動計

算される。また分析結果がグラフ表示され、事業者にとっては各数値の改善・悪化傾向が目

で見て分かる。各数値や指標のうち３期間の推移で大きく変動している数値を拾い出し、経

営指導員と一緒に理由を考え、対策を検討する。なお、財務分析だけでは要因がわからない

ことが多いため、事業環境の棚卸しシートを活用した分析とあわせて検討する。 

また高度な分析を必要とする場合は、富山県商工会連合会の専門家派遣制度を活用し専門

家による分析を実施することで、小規模事業者の経営状況を的確に把握する。 

 
≪実施時期≫ 

 年２回のヒアリング巡回、窓口強化期間を定め、広報誌やホームページにて管内小規模
事業者等に周知し、経営指導員等を中心に実施する。 

 マル経融資等の金融支援は経営状況を把握・整理する良い機会である。金融支援時に必
要となる財務情報を基に、財務分析を経営指導員が行い、小規模事業者が現状の経営状

況とこれからのあるべき姿について検討するきっかけ作りを行う。 

 事業計画の策定機会である各種補助金申請時に、事業計画策定の本来の目的を経営指導
員が説明し、小規模事業者が有効性の高い事業計画を策定できるよう、経営状況分析を

実施する。 

 
②「企業情報」整備 

経営指導員が取得した上述①の経営分析時の情報や日頃の事業所巡回・窓口相談等で確認

された企業情報を、補助員・記帳選任職員が中心となり、小規模事業者支援システムに入力

し、商工会に企業情報を蓄積する。これにより、経営指導員が経営状況分析を行う際の基礎

情報として活用することができるようになる。 

 

収集する企業情報は、小規模事業者支援システムの項目を中心として、従業員数や後継者

の有無、企業沿革等の基本情報から決算書から得た財務情報、金融支援時の借入状況等とす

る。 

データ更新については経歴や基本データが更新された都度毎に入れ替えを行う他、定期的

な更新についてはメールやＦＡＸ等により確認を行う。 
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【図４】小規模事業者支援システム入力画面 

 
 
 
 
 
 
③経営計画作成セミナー開催による経営分析の実施（新規） 

小規模事業者が事業計画の策定に向け、経営分析の必要性や分析手法の理解を促すことを

目的として、セミナーを年に 1度開催する。セミナーでは、自社の経営状況の分析結果を把

握し、小規模事業者の売上・利益目標と現状とのギャップに気づいてもらう。そして、目標

と現状のギャップを認識することで、次なる一手を検討し、経営課題を見出す機会とする。

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、事業計画の策定を支援する。 

 

≪目的≫ 

 事業計画、経営分析の必要性の気づきや意識高揚 
 経営分析を行う機会の創出 

販売分析（季節指数、ＡＢＣ分析） 

現状把握手法（ＰＥＳＴ分析、３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析） 

 事業計画策定支援先の掘りおこし 
 

≪セミナー参加者へのフォロー方法≫ 

 個別支援（講師による個別相談会） 
 セミナー受講者の中で、本気でやる気のある事業者に対し個別支援。（重点支援先
抽出） 

※必要に応じてミラサポや富山県商工会連合会の実施する専門家派遣制度を活用。

 個別支援企業以外は、巡回や窓口相談時に地域の経済動向情報等の提供を行いなが
ら事業計画の必要性について説明を行い、小規模事業者の意欲を高めるよう働きか

ける。 
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（４）数値目標 

支援事業及び目標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業者概要シートによる現

状把握        ※1 
未実施 50 企業 70 企業 80 企業 80 企業 80 企業

事業分析       ※2 

（商品・顧客・競合分析） 
未実施 20 件 25 件 30 件 30 件 30 件 

財務分析       ※3 未実施 20 件 25 件 30 件 30 件 30 件 

企業情報整備     ※4 未実施 80 企業 100企業 120 企業 120企業 120 企業

経営計画セミナー回数 未実施 1回 1 回 1 回 1 回 1 回 

同上の参加者数    ※5 － 10 人 10 人 15 人 15 人 15 人 

ｾﾐﾅｰ後の個別支援件数 ※6 － 5 件 5 件 8 件 8 件 8 件 

ｾﾐﾅｰ後のﾌｫﾛｰ件数     ※7 － 5 件 5 件 7 件 7 件 7 件 

[算出根拠] 

 ※1,4 平成 28 年度～32 年度の 5年間にて、管内商工業者数（小規模事業者含む）353 企業（H27 年

3 月時点）のヒアリングを実施。なお、企業情報整備も兼ねる。 

 ※2,3 年間にマル経融資（12 件）、各種補助金（10 件）、その他（5件）の各種支援制度活用時に実

施。 

   ※5 セミナー1回×定員 15 名＝15 名 

  ※6,7 セミナー受講者の≒50％ 
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【３．事業計画の策定支援に関すること】【指針②】 
 小規模事業者が持つ漠然とした目標を調査情報、経営分析情報をもとに数値計画に落とし込

み、具体的なアクションプランを含めた事業計画の策定支援を行う。 

小規模事業者の経営判断は経営者のこれまでの経験や勘を頼りに行われることが多く、持続的

に発展していくための事業計画を有している事業者は少ない。これは経営を行うべき経営者が、

限られた人材の中で事業活動を行うために実務に従事してしまい、経営者としての本来の仕事が

できていないこと、従業員を雇用していないために事業計画の必要性が低かったこと、環境の変

化が緩やかであった時代においては事業計画を有していなくても事業を継続できていたことが

要因としてあげられる。 

  

 しかしながら、消費者ニーズが多様化し、環境変化のスピードが速い現代では従来通りのやり

方では競争力が維持できず、持続的な発展が望めない。本事業の目標１として掲げる持続的発展

力のある小規模事業者を育成するためにも調査情報、経営分析情報をバックデータとして持つ、

実効性の高い事業計画の策定を専門家と連携しながら支援する。また、事業計画の策定支援とあ

わせて事業承継や第二創業支援を進め、目標３の地域活力の維持・発展を図る。 

 

（１）現状と課題 
今まで補助金申請や資金調達する際に小規模事業者が事業計画を策定する機会はあったが、小

規模事業者の多くが事業計画書は外部資金を獲得するための手段であるとの認識が強く、かつ事

業計画書は支援者主導で策定されていた。小規模事業者が事業計画書を主体的に作成していない

ため、事業者の意志がしっかりと反映されているとは言い難く、その実行性は低い。今後は事業

計画書の必要性を事業者が認識したうえで、持続的発展力向上に向けた事業計画書をつくる必要

がある。 

 

（２）目標及び支援対象 
①目標 

 事業者に事業計画の必要性（経営者の仕事）を理解してもらう。 
・企業の成長に必要 

・従業員が企業の方向性を理解するために必要 

・金融機関や支援機関等の外部関係者の協力を得るために必要 

 事業者に事業計画の仕組み（作り方）を知ってもらう。 
 事業者が主体的に事業計画書を策定する。 
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②支援対象 

小規模事業者の事業計画策定支援の効果を高めるためには、何よりも小規模事業者自身が

計画の必要性を認識する必要がある。このためには、企業の成長イメージと成長できなかっ

た場合の危機感を事業者が持ち、モチベーションを高めることが必要であり、地域にモチベ

ーションの高い事業者が増えることで結果として地域活力の発展にもつながる。 

 このことから、本事業では小規模事業者の意識レベルに応じた支援を展開する。 

 

【図５】小規模事業者の段階別支援 

 
 

図５（小規模事業者の段階別支援）の考え方で、各段階においてセミナーによる集団支援、個

別支援に分けて実施する。モチベーションの高い事業者を地域に多く輩出するために、危機意識

のない事業者には集団支援としてセミナーを実施し、事業者の意識改革の場を創出する。 

危機意識があるが、どうすればよいか分からない事業者には、経営状況の分析から始め、ビジ

ネスモデルの検証、収益構造の見直しを含む事業計画の策定を個別に支援を行う。 

すでに自ら事業計画を策定している事業者には事業計画の検証に必要となる調査結果情報の

提供や、施策等の情報提供を中心に行い、個別の課題が出てきた場合に個別支援を行う。 

各段階に適した支援を行い、自立型の小規模事業者、すなわち「持続的発展力のある小規模事

業者」の育成を図る。 

 

 

（３）事業内容 
 

①経営計画作成セミナーの開催（新規） 

 対象：危機感のない小規模事業者（③段階） 

 

経営状況の分析に関することに記載している「③経営計画作成セミナー」において、事業

計画の必要性を認識してもらう。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、経営分析手法と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、やる気のある事業者を育成し、経営計画の策定に意欲を持つ事業者に集中的に

支援を行う。 

 



１８ 
 

 

１）事業計画の仕組について知ってもらう 

「現状の把握」、「目標設定」、「目標と現状のギャップを埋めるための計画（やるべき

こと）」の３つについて整理し、理解してもらう。まずは高い目標を設定し、現状との

ギャップを認識。あわせて自社の経営状況の棚卸しにより把握した強みを踏まえて、目

標と現状のギャップを埋める計画を練るという順序で考える。 

このプロセスで事業計画を策定するメリットとして、ギャップが大きいほど従来の経

営手法では埋めることができず、新たな事業展開が必要となり、経営革新案件の発掘に

つながる点があげられる。また、小規模事業者の視野を広げることにつながり、より客

観的に外部環境・内部環境を見ることにつながる。 

 

２）事業計画の必要性を理解してもらう 

事業計画は自社の持続的発展に必要なだけではなく、成長に不可欠な従業員との意識

共有や、金融機関をはじめとする外部関係者の支援を仰ぐ際に不可欠である。事業計画

として社長の思いを第三者に伝えることで、強固な協力関係を内外で築けることを理解

してもらう。 

 

 ②各種施策説明会と連動した個別フォローの実施（新規） 

行政機関や他支援機関、富山県商工会連合会が実施する施策説明会に経営指導員が小規模

事業者とともに参加し、説明会後に個別フォローを行う。従来は、施策の説明会に経営指導

員が参加し小規模事業者に展開していたが、今後効率的に支援を実施するために小規模事業

者自らが説明会に参加するよう働きかける。また、説明会後に個別フォローを実施し、事業

計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

 

③事業計画の策定支援（個別支援） 

対象：危機感のある小規模事業者（②段階） 

 

事業計画策定は、事業目標を確実に達成するために「実現可能性」と取組内容が経営に寄

与（売上維持・向上、利益増加）するものかどうかの「収益性」を重視する。また、課題抽

出後の事業計画策定においては、小規模事業者の経営資源の状況を鑑みて、手のつけやすい

事項と重要度との２つの視点から支援を行う。 

  

「実現可能性」の高い、需要を見据えた事業計画を策定するために、策定支援時には現状

把握を必ず行い、自社の経営分析や市場調査の結果を理解している事業者を対象とする。小

規模事業者の「収益性」を高めるために、製品別の粗利率から主力商品の稼ぐ力や競合商品

比較、マーケット（顧客）等を確認し、“儲ける仕組み”作りから支援を行う。 

事業計画は、経営状況の分析で使用する中小企業基盤整備機構が提供する「事業計画作成

キット」を活用することで、経営状況分析から事業計画策定までを効率的に行う。 

 

事業計画の策定支援は、売上向上策、財務体質の改善、商品力向上、販売促進戦略等、幅

広い専門的な見地が必要となることから、ミラサポや富山県商工会連合会の実施する専門家

派遣制度を活用ながら、各支援機関と連携して実施する。経営指導員は不足する知識をこれ

らの連携で補いつつ、小規模事業者が主体的に策定を行えるよう伴走型支援を行う。 
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④第二創業・経営革新セミナーの開催（経営革新計画策定支援）（拡充） 

対象：危機感のある小規模事業者、自立している小規模事業者（①、②段階） 

 

経営状況分析により、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事業者を

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構築を目

指す。専門家と経営指導員による万全のフォローアップ体制にて、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の支援を行う。 

 

 １）セミナー・各種施策説明の開催 
事業の多角化や新しい分野へ進出するなど｢企業の具体的な姿をイメージ｣する機会

とし、第二創業、経営革新の促進を目的としたセミナーを開催する。あわせて新たなチ

ャレンジを後押しする各種施策説明も行い、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り

起しを行う。 

 

  ２）セミナー後の個別相談支援 

セミナーでは全般的な説明に留まっているので、意欲ある小規模事業者を対象にセミ

ナー後、専門家と経営指導員による個別相談支援を実施する。事業者の事業構想のブラ

ッシュアップや事業計画書作成支援を行い、事業計画策定の取り組み意欲を高める。 

 

③事業承継セミナーの開催（後継者育成支援）（拡充） 

後継者を対象に事業承継に関するセミナーを開催し、経営者として必要となるマーケティ

ングや財務知識を学び、経営分析力や戦略立案力の向上を図る。また、事業承継を行った小

規模事業者を講師として招き、事業承継時期にある小規模事業者の事業承継を推進するきっ

かけとする。 

    

（４）数値目標 

セミナー及び目標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画作成支援件数 4 件 10 件 10 件 15 件 15 件 15 件 

経営計画作成 

セミナー回数 
未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

同上参加者数 － 10 人 10 人 15 人 15 人 15 人 

第二創業・経営革新 

セミナーの開催 
1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

同上参加者数 10 人 10 人 10 人 15 人 15 人 15 人 

事業承継セミナー １回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

同上参加者数 13 人 15 人 15 人 20 人 20 人 20 人 

セミナー後の支援件数 2 件 18 件 18 件 25 件 25 件 25 件 
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【４．事業計画策定後の実施支援に関すること】【指針②】 

 

（１）現状と課題 
小規模事業者は、事業計画書を策定したものの、日常業務に追われ、着手が遅れがちになる。

また資金的な要因で実行できない場合もあるため、計画どおりに着手できるよう事業者に寄り添

う支援が必要である。これまで当商工会では、経営の戦略に関するセミナー、講習会を開催し 

てきた。しかし、セミナー等を行うことが目的となっており、そのセミナー等を活用して小規模

事業者がどうなったのか、どのように経営に寄与したのかを意識した支援を十分に行っていなか

った。 

この状況は事業計画策定後の支援についても同じ状況であった。今後は小規模事業者と共有し

た企業の成長イメージに向かって、実行、評価、改善、計画修正を繰り返し、小規模事業者の持

続的発展力を高める。 

計画の実行段階の課題や評価、改善、計画の修正すべてのフェーズにおいて経営指導員が伴走

型で支援を行う。また、これらの支援には専門的な見地が必要となることから、ミラサポや富山

県商工会連合会の専門家派遣制度を利用し、課題や段階に応じた支援を実施する。 

 

（２）目標および考え方 
事業計画策定は経営の持続的発展のための手段であることを小規模事業者、経営指導員等とも

にしっかり認識する。 

事業計画策定後の実施支援においては、計画ＰＤＣＡサイクルをまわす支援（事業進捗および

計画の微調整等)を意識し実施していく。 

①「定期巡回」、②「フォローアップ相談会」時に進捗状況を確認し、遅れている場合には、

小規模事業者が実行する上で困っていることを聞き取り、個別の課題に対応する。必要に応じて

専門家や各支援機関と連携を図り、計画の見直し・再検討を行っていく。これにより事業計画策

定後の実効性を高め、小規模事業者の収益性改善につなげる。 

 

 

（３）事業内容 
①「定期巡回」による進捗（実施）状況の確認（計画実行～評価） 

事業計画策定後に、３ヶ月に１度、巡回訪問等による進捗状況の確認を行い、克服すべ

き課題がある場合には専門家、政府系金融機関、地域金融機関等と連携し、経営指導員が

きめ細かい指導・助言を行う。 

 

②「フォローアップ相談会」による状況の確認（評価～改善、実行段階の個別課題対応） 

事業計画策定後に、実行段階で発生した課題への善後策や事業計画の再検討を行うため

の、フォローアップ相談会を開催する。必要に応じて、経営状況の分析を富山県商工会連

合会の専門家派遣制度を活用して再度実施し、事業計画の修正を行う。 

 

③「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用した支援 

一定の要件を満たした小規模事業者対しては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」の活用を積極的に推進する。 
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④「経営革新計画」等の認定に向けた支援 

経営計画策定支援時に、その内容に新規性や独自性を有している場合は、経営革新や国

の法認定事業案件として位置づけ、毎週進捗状況を確認する等、より細やかな支援を行う。

また、ミラサポや富山県商工会連合会の専門家派遣制度を利用し、経営計画の進捗状況を

確認しながら実効性の高い計画に磨き上げ、小規模事業者の事業展開を支援する。 

 

（４）数値目標 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画作成企業への

支援件数 
10 件 10 件 13 件 15 件 15 件 15 件 

巡回指導件数（進捗確認

支援） 
－ 40 件 92 件 152 件 212 件 272 件 

フォローアップ相談会

開催回数 
－ 1 回 2 回 3 回 4 回 4 回 

経営革新個別支援数 2 企業 2 企業 2 企業 4 企業 4 企業 4 企業 

経営革新計画書策定 1 企業 1 企業 1 企業 2 企業 2 企業 2 企業 

小規模事業者経営発達

支援融資制度活用件数 
未実施 1 件 1 件 3 件 3 件 3 件 
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【５．需要動向調査に関すること】【指針③】 

 

（１）現状と課題 
小規模事業者の新たな需要開拓に向けた取り組みとして「新商品・新役務開発」、「新たな提

供方法」等の方法がある。これらの取り組みに際し、本来はマーケティングを行い、適切な市

場選択や商品コンセプトを事前に検討する必要がある。しかしながら、小規模事業者の多くが、

「顧客の声」や「何となく作れそう」といった、安易な考えで商品開発を進めてしまい、販路

開拓について商工会に訪れる。 
需要動向は、業界新聞やインターネット等によって多種多様な情報が提供されており、商工

会も需要把握に取り組んでいるが、小規模事業者が「売れない」と相談に来たタイミングで提

供することが多く、これらの情報を有効活用できているとは言い難い状況である。 
また、小規模事業者の商品や商圏にあわせた情報の整理や分析は行っておらず、小規模事業

者が活用しやすい、整理・分析した情報の提供が必要である。 
 
今後は、需要動向を小規模事業者が販売する商品、提供する役務の「顧客特性」や「開拓し

たい市場」等の適した分類を行い、それにあわせて調査・分析し、情報提供を行う。これによ

り小規模事業者の新たな需要開拓に向けた新商品開発や既存商品の改良や新規販路開拓、事業

計画策定支援等における基礎情報として活用できる。 
 
（２）事業内容 
①国・県・金融機関・業界団体等が行う需要に関する調査結果の提供 
国や県・金融機関が行う消費動向調査の結果を収集分析した結果を取りまとめた内容や、

各種業界団体が行う需要動向調査や新技術・トレンドに関するレポートなどの結果を事業者

の業種に合わせ収集し分析する。まとめた分析結果は、商工会ホームページへ掲載すると共

に、事業所への巡回時や窓口相談の折に紙面あるいはタブレットで情報提供し、消費動向の

変化について理解を進め、販路開拓や新商品・サービス・技術開発に利用してもらうと共に、

経営分析及び経営計画策定等にも活用してもらう。 
 
②日経テレコンＰＯＳ情報の売れ筋商品ランキングデータの提供 
日経テレコンのＰＯＳ情報から入手できる「売れ筋商品ランキング」のデータを、事業者

の取り扱い商品のジャンルに合わせ入手し、上位ランクイン商品のシェア、平均価格などの

データを紙ベースで提供し、現在消費者に支持されている商品の情報を販路開拓、売上の向

上に活用してもらう。 
 
③｢消費者モニター調査事業｣による需要動向調査（新規） 
小規模事業者の商品開発の段階で、試作品や役務について、消費者等の生の声から需要動

向を把握することを目的に、一般消費者向けに感想や意見を聞く｢消費者モニター調査事業｣

を四半期に一度の頻度で新たに実施する。 
 
モニター役には観光地である特徴を生かし、庄川温泉郷宿泊者及び庄川道の駅観光客を予

定する。首都圏や東海、関西から訪れる一般消費者を対象とすることで、地方とは異なる都

市部ならではのニーズ把握につながる。また、都市部では地方から厳選された商品の購入機

会が高いため、一般消費者の商品評価の視点も厳しい。観光客に商品やサービスの評価をし

てもらい、企業に消費者の生の声としてフィードバックする。 
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企業は消費者からの生の意見から、需要動向ならびに自社の商品・サービスが市場にマッ

チしているかを把握し、消費者目線での商品・サービス開発等の事業立案に役立てることが

できる。 
 
対象者 試作品や新商品・サービスの開発・販売を検討している小規模事業者 

内容 個社別に商品を試用しての感想や改善点、購入可能な金額等についてアン

ケート調査形式により定量的に把握する。 

調査項目 個別内容：事業者と相談の上、決定 
（内容量、価格、サイズ、パッケージ・デザイン等） 

属性情報：顧客の嗜好や生活スタイル、性別、年代等の属性情報を組み合

わせ、ターゲットの絞り込みに役立てられるよう工夫する。 
 

 
④｢需要動向調査結果の分析（新規） 
①～③において収集した情報は前述の地域の経済動向調査とあわせて商工会において整理・分

析するだけではなく、富山県商工会連合会並びに全国商工会連合会の実施する専門家派遣制度を

利用し、専門家の見地からの分析を行う。これにより、全国のトレンドをおさえた分析が可能と

なる。また、全国商工会連合会の実施する専門家派遣制度に登録されている専門家には現役のバ

イヤー（日本百貨店代表等）もいるため、これらの専門家を活用することでバイヤーの視点を踏

まえた販路開拓に役立つ動向として取りまとめることが可能となる。（当商工会は、全国商工会

連合会の全国展開支援事業を過去に実施しており、全国商工会連合会が実施する専門家派遣制度

を利用することが可能である。） 

 
（３）数値目標 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

国県金融機関等の需要調

査結果の提供事業所数 
未実施 230 企業 260 企業 290 企業 320 企業 350 企業

日経テレコンＰＯＳ情報

の売れ筋商品ランキング

データの提供事業所数※ 

未実施 23 企業 26 企業 29 企業 32 企業 35 企業 

消費者モニター調査 未実施 4 商品 8 商品 12 商品 12 商品 12 商品 

※ＰＯＳ情報の売れ筋データの提供事業所数は、上記需要調査結果の提供事業所数の 10％を目標。 
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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】 
  
（１）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や販売力が弱く、売上の

増加や新規受注獲得に結び付きにくい。また、販路開拓をしようにもきっかけが少なく、ネット

ワークや手段が限られている。販路開拓先も、地域内、県内、県外、北陸三県、首都圏、さらに

は海外市場と様々で、販売手法も、ＩＴを活用した取引拡大を目指す事業者など、ターゲット市

場・手段は様々である。 
 
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販売会・

商談会、県外展示会への共同出展、ＩＴの活用など、小規模事業者が参加しやすく、多種多様な

ニーズに対応した販路開拓支援事業を実施する。また、出展効果を高めるための側面的支援事業

を展開し、小規模事業者の売上の確保・拡大の支援を行う。これにより、本計画の目標２として

掲げる「小規模事業者の売上の確保・拡大」の達成を目指す。 
 
（２）事業内容 
①商談会・販売会の参加促進による販路開拓支援 
小規模事業者に対し、業種・ターゲット市場毎に、多彩な商談会・販売会への参加を促進

し、ビジネスチャンス拡大の機会を提供する。現在実施している商談会・販売会をベースに、

連携先の維持・拡大を図り、販路開拓支援メニューの一層の強化を図る。 

 業種 ﾀｰｹﾞｯﾄ市場 事業内容 

１ 
製造業 

建設業 

県外 

（BtoB） 

「長野県・富山県ものづくり連携商談会 in 東京」 

富山・長野両県受注企業の首都圏への販路拡大を支

援するため、公益財団法人全国中小企業取引振興協

会の支援のもと、両県が連携して、首都圏発注企業

との商談会を開催。 

２ 
製造業 

建設業 

国内外 

（BtoB） 

「富山県ものづくり総合見本市」中部経済産業局、

富山県などが連携して主催。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、

化学など広く国内外のものづくり技術や製品を展

示、販路開拓を支援する。 

３ 全業種 
北陸三県 

（BtoB） 

「とやまビジネスドラフト」富山・石川・福井の北

陸三県の商工会および商工会議所が連携し、小規模

事業者の隣接県への販路開拓を支援する商談機会を

創出する。 

４ 製造小売業 
県外 

（BtoB） 

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」全国

の流通バイヤーやマスメディアが集まる。小規模事

業者への首都圏等への販路開拓を支援する。 

５ 製造小売業 
県外 

（BtoC、BtoB）

「ニッポン全国物産展」、「展示商談会」等、全国商

工会連合会・富山県商工会連合会が主催する出展の

サポートにて、バイヤーや首都圏百貨店等への販路

開拓の支援を行う。 
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②商談会・販売会の側面的支援による販路開拓支援 
１）商談会・販売会の参加前に実施する支援 
 上記①の商談会・販売会開催による販路開拓の場の提供に加え、商談会・販売会来場者

へのアプローチ、プレゼンテーション、アフターフォローの方法、ＦＣＰ（商談）シート

の作成等、商談会・展示会の前後のサポートを行い、商談会・販売会出展の効果を高める。

販路開拓に関する事項は、すでに富山県商工会連合会にて作成したマニュアルがあること

から、これを活用して経営指導員が実施するほか、他支援機関で実施するセミナーの参加

を促す。 
 また、商談会ではバイヤーから商品改良につながる助言をもらえる絶好の機会であるこ

とから小規模事業者が情報収集できるよう事前に質問項目を検討する等出展目的を明確

にできるよう、支援を行う。 
 
２）商談会・販売会の参加後に実施する支援 
 小規模事業者が参加した後にバイヤーや消費者の意見を参考に商品改良に向けた支援

を行う。販売会において商品が売れなかった場合には、その要因を小規模事業者と経営指

導員が一緒に考え、改善策を検討する。また、商品改良とあわせてターゲット市場の再設

定や需要調査の支援を行う。これらの支援には専門的な知見が必要となることから、ミラ

サポや富山県商工会連合会が実施する専門家派遣制度を活用し、推進する。 
 
③富山県アンテナショップによる販路開拓支援 
 富山県が東京都（有楽町）で開業しているアンテナショップ「いきいき富山館」と連携し、

小規模事業者が取り扱っている商品をアンテナショップにおいて展示販売してもらえるよ

う支援を行う。なお、富山県のアンテナショップは平成 28年 5月末に日本橋に移転するこ
とが決定し、首都圏における情報発信地として期待できる。また首都圏バイヤーが富山の商

材を探しに訪れることもあり、アンテナショップへの商品納入を商工会として支援を行う。

 
④ＩＴ活用による情報発信支援 
１）中小企業基盤整備機構が運営するビジネスマッチングサイト「Ｊ－ＧＯＯＤＴＥＣＨジ

ェグテック」を活用し販路開拓支援を行う。製造業等の自社の技術・製品情報がウェブ

を通じて国内外に発信され、大手メーカーや海外企業等、新たな取引先の開拓に繋がる。

また中小企業基盤整備機構の専門家のアドバイスを受けることができる。 
 
２）全国商工会連合会が開設しているＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」への出展を支援
し、一般消費者やバイヤーに商品を広くＰＲ・販売する。魅力ある地域産品等を紹介・

販売し、中小企業・小規模事業者の商品展開力・販売力の向上等を図る。 
 
あわせて、販売した商品等について、顧客からのコメントを小規模事業者とともに確

認し、消費者ニーズを把握することで今後の商品開発や商品改良に役立てる。また、イ

ンターネットによる販売は、事業者が直接商品説明をしない販売方法であるため、パッ

ケージや商品のキャッチフレーズを検証する場として適している。売れ行きが芳しくな

い場合には、商品説明方法やキャッチフレーズ、商品名に問題がないか専門家の指導を

受けながら検証し、改良していく。 
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３）全国商工会連合会が運営する「100 万会員ネットワーク」事業に登録を勧め、インター
ネットによる販売促進と事業所ＰＲ並びに事業所間交流の推進を図る。ＨＰを持ってい

ない小規模事業者が無料で簡単にページが持て、すでにＨＰを持っている方も、小規模

事業者も効果的に自社のＨＰへの誘導が図れ、インターネットユーザーに事業ＰＲを行

うことができる。 
 
⑤メディアの活用による情報発信 
 支援した小規模事業者の商品、サービス、製品等について地元のテレビ局（NHK、富山
テレビ、チューリップテレビ）や地元新聞社（北日本新聞社、富山新聞社、読売新聞北陸支

局等）に情報提供するとともに、取材等が受けられるよう働きかける。メディアでの商品露

出を図り、地元での認知度向上、ブランディングの支援を行う。あわせて、商工会ホームペ

ージに掲載し、地域外の消費者等に小規模事業者の商品、サービス、製品の情報提供を行う。

 
（３）数値目標 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

商談会・販売会出展企業数 2 企業 3 企業 4 企業 5 企業 5 企業 5 企業 

出展後のフォロー支援企業数 － 3 企業 4 企業 5 企業 5 企業 5 企業 

Ｊ－ＧＯＯＤＴＥＣＨ・ニッ

ポンセレクト.com 登録者数 
－ 3 企業 5 企業 10 企業 15 企業 20 企業

100 万会員ネットワーク登録

者数 
37 企業 35 企業 35 企業 40 企業 40 企業 40 企業

メディアによる情報発信 － 5 件 10 件 15 件 15 件 15 件 
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ワークショップの風景 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

（１）これまでの地域活性化にむけた取組み 
これまで、当商工会地域では、庄川峡観光協同組合や砺波市、砺波市観光協会、地域住民か

ら組織される「地域活性化ビジョンの会」を結成し、地域活性化に向けた様々な取り組みを行

ってきた。 
平成 24 年度には富山国際大学の学生が庄川温泉郷の現地視察を行い、学生の視点で地域を

評価する事業を実施。この事業をきっかけとして、地域活性化の短期・中期・長期計画を含む

「庄川温泉郷活性化ビジョン」を策定し、「地域活性化ビジョンの会」を結成。今でもこの計画

に従って実行している。 
 

≪地域活性化ビジョンの会≫ 

観光振興を通じて交流人口を増加させ、人々で賑わう地域への再活性化を図ることを目的と

している。観光振興は事業者だけではなく、地域全体で推進する必要があることから、地域住

民の参加も呼びかけ、現在では２１名となっている。 

本組織の特徴として、年々参加者が増えていることがあげられる。これは、多様な機関が参

加する本組織が「庄川町商工会温泉郷活性化ビジョン」という今後の地域の方向性を共有した

うえで、観光客の誘客によるにぎわい創出や、特産品や温泉資源を生かした地域のブランディ

ングへの取り組みが成功していると評価できる。 

 

１） 活動内容 

庄川温泉郷活性化ビジョンに定めた、①庄川温泉野菜、②庄川挽物木地、③着地型観

光、④情報発信４つのテーマ（部会）に分けて、定期的に議論。テーマごとの課題に対

して、課題解決に向けた取り組みを実施している。 

本組織は参加者のモチベーションが非常に高く、分科会ごとにリーダー、副リーダー

を設け、リーダーを中心に自立した分科会運営ができている。 

 

２） 組織 

庄川峡観光協同組合員、砺波市職員、砺波市観光協会職員、地域住民など。 

内訳＞庄川峡観光協同組合：21 名（旅館業 5名、小売業 5名、飲食業 2名、 

サービス業 5名、製造業 3名、農業 1名） 

行政職員    ３名 

砺波市観光協会 ２名 
地域住民    ４名 

 

３） 成果 
 情報発信を目的とした庄川流域観光資源のスマホ
用観光ポータルサイトアプリ開発。 

 リーダーを中心とした自立的・計画的な事業推進の
組織体制構築及び地域の担い手となる若手の人材

育成。 

 地元特産品（地域資源）を活用した柚子や温泉など
の新商品も開発・販売。 
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本組織は、現在も「庄川町商工会温泉郷活性化ビジョン」を共有し、計画を行政や各関係機関、

団体等と連携し進めている。今後も地域の関係機関や地域住民と連携を図り、本計画を実行す

ることで交流人口を増加させることにつなげる。そして、庄川町商工会地域の課題である観光

産業と地元商工業者の連携を商工会が支援し、交流人口増加による地域外資金を地域内に流

れ、循環させるビジネスモデルを構築する。 

 

（２）事業内容 
①地域活性化ビジョンの会（継続） 

 ①庄川温泉野菜、②庄川挽物木地、③着地型観光、④情報発信の各分科会において、定期

的に議論し、それぞれの課題に対して、解決策の検討、実行、計画の再修正を行っていく。

 
≪目標と課題≫ 
１） 庄川温泉野菜 

※庄川温泉を利用して農家が育てた野菜を「温泉野菜」として展開している。 

 目標：観光客や宿泊者への魅力の一つとして、温泉野菜関連商品を開発、販売する。

  課題：温泉野菜と通常野菜の成分比較（エビデンス）ができていない。 

     加工商品の開発、販売が不十分。 

 

２） 庄川挽物木地 

目標：庄川木工木地（伝統工芸品）の商品と歴史に触れてもらう機会の創出とお土産

品や贈答品としての新商品開発。 

  課題：ブランドイメージの定着化 

消費者ニーズにあった新商品開発（デザイン開発） 

     木工ロクロ体験や販売方法の検討 

 

３） 着地型観光 

目標：庄川町の旅館をハブ的な役割と考え、当地観光資源を含め、周辺地域の観光資

源との連携による面的な観光プランの作成と集客・周知。 

  課題：魅力ある観光プラン作成 

     周辺観光資源との連携体制 

     集客、周知方法等の検討 

 

４） 情報発信 

目標：他分科会活動を効果的に観光客に伝え、当地のＰＲを図り交流人口増加を図る。

  課題：当地旅館や観光資源の特色をＰＲするチラシ等の作成や情報発信 

     地元マスメディアへの情報提供 

     観光協同組合などのウェブサイトとの連携やＳＮＳ等の活用策 
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②新商品開発支援（新規） 

庄川町商工会地域の課題である観光産業と地元商工業者の連携強化に向けて、当地の温泉旅

館等に訪れる観光客等を対象とし、管内の小規模事業者が、新たな販路につながる新商品の開

発を支援する。 

商品開発は地域活性化ビジョンの会の活動を通じてブランド化を進めている「庄川温泉郷」

の利用を図り、観光振興が商品力向上に寄与するよう工夫する。 

また、砺波市の補助制度「砺波市地域資源活用・農商工連携事業補助金」の利用を促し、小

規模事業者の商品開発を推進する。なお、補助金申請に係る事業計画書作成から補助金申請、

試作品開発等、実績報告業務及び新商品開発後の販路開拓まで、伴走型支援を行い、観光客等

の土産品などに繋げていく。 

 

 「庄川温泉郷」ブランドの利用は、開発された新商品を「庄川温泉郷ブランド」として認定

して行う。「庄川温泉郷ロゴマーク」を活用し、有識者にて商品を選定・認定し、販売会や商

談会で販売・ＰＲを行う。 

そして、「１．庄川町活性化事業」にて観光地としてのブランド化を進めることで交流人口

増加を図り、「２．新商品開発支援事業」で地元商工業者が開発商品を土産品等として販売し、

地域外資金を地域内に呼び込み、循環させるビジネスモデルを構築する。 

 

【図６】庄川温泉郷ロゴマーク 

   
 

（３）数値目標 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

1.地域活性化ビジョンの会（開催回数） 

①庄川おんせん野菜 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回

②庄川挽物木地 5 回 7 回 9 回 12 回 12 回 12 回

③着地型観光 5 回 7 回 9 回 12 回 12 回 12 回

④情 報 発 信 5 回 7 回 9 回 12 回 12 回 12 回

上記①～④部会でのアイ

デア創出数 
20 個 28 個 33 個 42 個 42 個 42 個

ユーザーに対するアイデ

ア検証数 
8 個 11 個 14 個 18 個 18 個 18 個

2.新商品開発数 2 個 3 個 4 個 5 個 5 個 5 個
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 
 

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 

 

（１）現状と課題 
  現在、他の支援機関との連携については、専門家派遣による機会に限定されており、支援ノ

ウハウ等の情報交換は図られていない。結果として、他の支援機関から得られた各種調査結果

や地域の需要動向等を商工会内で分析し、小規模事業者等への情報提供が不十分である。 

 

（２）事業内容 
①支援機関との連携及び情報交換 

専門家派遣の機会を利用し、支援機関等との連携を密にとり支援ノウハウを学び、支援能

力の向上を図る。よろず支援拠点、（独）中小企業基盤整備機構、富山県新世紀産業機構、

富山県商工会連合会の活用・連携により、支援先企業に専門家との帯同訪問にて、支援ノウ

ハウの手法を学び、また、支援ノウハウ等についての情報交換も図る。情報交換頻度は四半

期に 1回以上とする。 

 

②地域金融機関との個別訪問による情報交換（新規） 

地域金融機関（北陸銀行、富山銀行、富山県信用組合）に四半期に１回、個別訪問し支援

ノウハウや元気な企業の取り組み、金融機関が把握している経済動向や小規模事業者の課題

等について、情報交換をする。 

 

③各関係機関との情報交換 

日本政策金融公庫が半期に１回実施する、「小規模事業者経営改善貸付推進協議」におい

て、富山県呉西地区の商工会、商工会議所支援の現状、地域経済状況、支援ノウハウについ

て、情報交換をする。 

 

④商工会地域（観光）との情報交換 

他商工会等への先進地視察研修を実施、観光産業分野を中心とした小規模事業者の現状と

課題の把握を行うとともに、商工会における経営支援の現状と経営支援ノウハウ等について

情報交換を行い、本会における効果的な経営支援に活用する。（年 1回） 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）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の受講 
中小企業基盤整備機構や富山県商工会連合会が主催する研修に加え、中小企業大学校の主催す

る課題別研修への積極的な受講を行う。研修会の受講内容を精査し、従来行ってきた、金融、税

務等の内容から小規模事業者の売上拡大や利益向上につながるような販路開拓支援などの研修

を中心に受講する。 

 

（２）専門家派遣の活用による資質向上 
専門家派遣事業を積極的に活用し、指導員が専門家と帯同訪問することで、研修では身につけ

にくい、ヒアリング力や販路開拓等の専門的な知識、支援ノウハウの習得を目指す。専門家の指

導を受けた課題分野は、次回からは経営指導員が帯同訪問で習得した知識を生かして助言し、ト

ライ＆エラーを繰り返す。この繰り返しにより経営指導員の資質向上を図る。 

 

（３）経営支援会議の開催（新規） 
事業者支援情報の組織内共有のため、毎月 1回定例で小規模事業者支援の経過報告を行う会議

を開催する。全職員から小規模事業者の情報や取り組み、課題等の報告を受け、商工会全体で情

報を共有。さらに経営指導員が中心となり、支援案件について今後の方向性について他職員の助

言をうけ、組織としての合意形成を図る。 

 

また、経済動向調査や需要動向調査結果は小規模事業者が理解できる分かりやすい内容とすべ

きであり、当然職員全員が説明できなければならない。経営分析についても同様で、段階的に資

質向上を図る仕組みが必要である。 

そこで、まずは経営指導員が経営支援会議の場で、調査結果を小規模事業者にどのようにフィ

ードバックするか全職員に説明を行い、情報共有を図る。また、実践しなければ資質向上は図れ

ないため、理事会、青年部、女性部会議にて調査情報等を各職員が説明を行い、トライ＆エラー

を繰り返し、資質向上を図る。この経営支援会議で経営指導員が全員に習得したノウハウや情報

を伝え、全員で実践、結果を受けて改善を繰り返すことで職員の資質向上を継続して向上させ、

商工会組織としての支援能力のボトムアップを図る。 
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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 
 毎年度の通常総代会のほか、以下の方法により評価・検証を行うものとする。 

 

（１）事務局内にて、概ね３カ月ごとに経営発達支援計画進捗会議を実施し、各事業の進捗状

況及び事業内容等の検証と意見交換を実施する。 

 

（２）理事会に対して、年４回程度の経営発達支援計画に関する支援会議を開催し、事業の進

捗状況・実施内容・検証を行い、意見内容をすり合わせ実施事業の改善及び変更等について

報告・検討する。 

 

（３）有識者等で構成される経営発達支援計画事業評価会議等にて、事業の実施状況及び成果

の評価・見直し等について検討する。 

※有識者：砺波市商工観光課長、（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 

 

（４）事業の成果及び評価・見直しの結果等については、商工会ホームページや機関誌等で計

画期間中公表する。 

 

 

《事業の評価・見直しフロー》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３３ 
 

（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 1 月現在）

 

（１）組織体制 

    

  庄川町商工会職員数 合計４名 

（事務局長１名 経営指導員１名 補助員１名 記帳専任職員１名） 

   ※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・記帳専任

職員が、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 

庄川町商工会  

  住 所 〒932-0395 富山県砺波市庄川町示野 116 

  電 話 0763-82-1155 

  ＦＡＸ 0763-52-5341 

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

   メールアドレス     shogawa@shokoren-toyama.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小
規
模
事
業
者
等 

 
事務局長   １名 
経営指導員  １名 
補助員    １名 
記帳専任職員 １名 

支援

会長１名、副会長２名 
事業計画の決済等の統括、管理 

理事２３名 
事業推進における情報提供等 

承認 
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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） 

 ２８年度 

(２８年４

月以降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 22,950 23,300 23,650 23,400 23,700

 

 

人件費等 

事務費等 

セミナー開催費 

個別相談開催費 

調査事業費 

展示会出展費等 

地域活性化事業

開催費 

 

 

 

 

 

20,600 

200 

800 

250 

500 

300 

300 

20,700

250

1,200

300

200

350

300

20,700

300

1,200

300

500

350

300

 

20,700 

300 

1,500 

350 

200 

400 

300 

20,700

300

1,500

350

500

400

300

（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、市補助金、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。 
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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 

 
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。また観光業については砺波市、

庄川峡観光協同組合と連携し、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】 

   消費者モニター調査を行う際には、庄川峡観光協同組合と連携しながら、温泉旅館宿泊者

や観光関連施設の観光客に対して、試作商品等の感想や意見を調査する 

 

 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】 

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

そして県内の関係機関と連携し、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．砺波市（代表者：砺波市長 夏野 修） 

住所：富山県砺波市栄町７－ ３   電話番号：0763-33-1111 

・「砺波市総合計画」、「砺波市商工業振興計画」等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。 

  砺波市地域資源活用・農商工連携事業補助金等。 

・砺波市中小企業融資等制度融資に係る金融支援の実施。 
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３．庄川峡観光協同組合（代表者：理事長 坂井彦就） 

  住所：富山県砺波市庄川町金屋１５５０ 電話番号：0763-82-5696 

   ・観光振興や地域特産品等を活用した新商品開発事業を実施。 

 

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 

（株）北陸銀行庄川支店（支店長：犬丸卓也） 

 住所：富山県砺波市庄川町青島５３８－ ４  電話番号：0763-82-6677 

（株）富山銀行庄川支店（支店長：古澤隆博） 

 住所：富山県砺波市庄川町金屋２０     電話番号：0763-82-1217 

 富山県信用組合庄川支店（支店長：大舘篤也） 

住所：富山県砺波市庄川町金屋２６７８－ １ 電話番号：0763-82-0248 

・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．日本政策金融公庫高岡支店（代表者：支店長 田宮 良則） 

住所：富山県高岡市丸の内 1-40  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。 

 



３７ 
 

 

９．(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。 

 

１０．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。 

 

１１．砺波商工会議所（代表者：会頭 大島 肇一） 

住所：富山県砺波市永福町６－ ２８  電話番号：0763-33-2109 

  

 ・地域産業の育成および経営力向上等の行政施策の連携。 

・地域内外の景況や諸施策等についての情報提供。 

 

１２．砺波市政記者クラブ（新聞社・テレビ局：１１社） 

北日本新聞砺波支社 〒939-1363 富山県砺波市太郎丸 2-129 

富山新聞 砺波総局 〒939-1331 富山県砺波市深江 1丁目 237 

北陸中日新聞砺波通信局 〒939-1376 富山県砺波市杉木 1丁目 174 

読売新聞社高岡支局（砺波支局） 〒933-8543 富山県砺波市高道 180-17 

富山テレビ放送砺波支局  〒939-1365 富山県砺波市三島町 12-16 

北日本放送砺波支社 
〒939-1363 富山県砺波市太郎丸 2-129 

北日本新聞砺波支社ビル 2階 

毎日新聞社富山支局 〒930-0003 富山県富山市桜町 2-2-24 

朝日新聞社高岡支局 〒933-0901 富山県高岡市向野町 3-43-10 

ＮＨＫ富山放送局高岡報道局 〒933-0057 富山県高岡市広小路 5番 13 号 

チューリップテレビ高岡支局  〒939-0057 富山県高岡市広小路 5番 13 号 

共同通信社富山支局 〒930-0094 富山県富山市安住町 2-14 

 

・取材内容の新聞・テレビ等の掲載協力 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



３８ 
 

連携体制図等 

 


