
経営発達支援計画の概要 

実施者名 高岡商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

【高岡市産業の課題】1)人口減少・人口構造の変化等による地域需要の縮小 
2)急激に減少を続ける小規模事業所への対応 

【高岡市産業の強みを活かした小規模事業者の持続的発展】 
①ものづくり基盤技術が集積する「製造業」と、歴史ある商人の町としての「商業(卸・

小売業)」の割合が高く、業種の強みを活かした小規模事業者の持続的発展と課題解

決に向けた経営支援を実施します。 

②基幹産業である「アルミ産業」、高岡銅器等の「伝統的工芸品産業」、今後の成長が期

待できる「観光サービス関連産業」の発展等、産業の強みを活かした小規模事業者の

持続的発展と課題解決に向けた経営支援を実施します。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 
地域経済動向調査(四半期毎)の実施により最新の調査・分析情報を提供し、かつ、公

的な各種経済動向調査結果等も広く分析することで小規模事業者に個別具体的な情

報を用いた経営支援を行います。 

２．経営状況の分析に関すること 
経営指導員等が小規模事業者の経営・ 

財務分析を行うことで、経営の強みと 

課題を経営者と共に「発見」・「見える 

化」して整理することができ、具体的 

な経営改善提案を行い、最良な経営支 

援を実施します。 

３．事業計画策定支援に関すること 
 経営分析等の実施を踏まえて、経営指導員が実現可能性の高い事業計画書の策定につ
いて、必要に応じて専門家等を活用しながら伴走型の経営支援を実施します。また、

新規創業、第二創業(経営革新等)、事業承継、ものづくり支援、補助金等の施策活用、

企業再生支援等の経営課題にも広く対応します。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画策定後は、計画実施の支援へとステップアップさせ、計画のフォローアップ

支援、資金調達の実現、国の支援法の認定・県の経営革新承認等に係る支援措置の活

用、補助金等の活用等について計画の実現に向けた実施支援を行います。 

５．需要動向調査に関すること 
 事業計画策定及び実施支援に伴う需要動向について、官民の公的需要動向データを活
用して個別具体的な調査・分析情報を提供します。また、需要獲得に向けた実践的な

需要動向調査も実施して、小規模事業者の商品・役務の需要拡大につなげます。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
新たな事業展開に伴う販路開拓や需要拡大支援を実施し、積極的に広報媒体を活用し

たＰＲ活動や、展示会・商談会等への出展支援、また、ＩＴ技術を活用した販路開拓

を後押しして、売上の獲得をサポートします。 

※本計画内容及び事業の実施については、外部評価体制の仕組みを導入し、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる見直し改善に取組みます。 

連絡先 

高岡商工会議所 中小企業相談所 

〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1番 40 号 

TEL 0766-23-5000 FAX 0766-22-6792 

http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/ 

E-mail:takaoka@ccis-toyama.or.jp 
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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）高岡市の概要 

 ①高岡市の位置と面積 

  ・高岡市は、三大都市圏とは 

   300 ㎞圏内にある。 

  ・面積 209.42K ㎡ 

・周囲 125.9 ㎞ 

 東西 24.5 ㎞ 

 南北 19.2 ㎞ 

 ②高岡市の人口 

   176,994 人(H25.12.31) 

 ③市制 

   1889 年(明治 22 年) 

   全国初の市の一つ 

 

 

 

④高速交通網の整備 

 (高速道路の十字拠点) 

  ・東西の北陸自動車道 

(新潟中央 JCT・米原 JCT) 

  ・南北の東海北陸自動車道と能越自動車 

   東海北陸(一宮 JCT・砺波 JCT) 

   能越(砺波 JCT・七尾 IC) 

  (北陸新幹線の開業) 

・平成 27 年 3 月 14 日(長野・金沢間) 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤豊富な観光資源 
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（２）高岡商工会議所が実施する経営発達支援事業の目標 

    高岡商工会議所は、本経営発達支援計画の策定にあたり、中小企業基本法の基本理念である

「成長発展」のみならず、小規模事業者の「事業の持続的発展」を基本原則とする小規模企業

振興基本法、及び同基本法に基づく小規模企業振興基本計画を踏まえ、地域での総合的経済団

体及び小規模事業者向け支援機関として、地域経済を支える小規模事業者の経営の改善発達を

支援し、経営環境の変化に即応した小規模事業者の経営基盤の充実を図るために、次の通り支

援事業の目標を掲げる。 

   1) 経営発達支援計画策定の背景 

    ⅰ高岡市の人口減少と構造について 

      我が国が直面する中長期的な経済・社会構造の変化は、「小規模企業振興基本法」の成

立背景、「日本再興戦略」改訂 2014、「中小企業白書 2014」等に謳っている「少子高齢化

による人口減少等による需要の縮小」という厳しい事業環境を迎えている。高岡市の人口

は、昭和 60 年 18 万 8,006 人をピークに減少傾向に転じ、平成 17 年平成の合併で一旦増

加に転じるものの、直近平成 25 年度末では 17 万 6,259 人へと減少が続き、昭和 60 年に

比べて 1万 1,747 人(6.7%)減少した。また、高岡市による将来推計人口は、平成 32 年に

は約 16 万 4,000 人にまで減少し、労働や消費を牽引する「生産年齢人口」と、「年少人口」

が大きく減少する一方で、「老齢人口」は増加することが推計されている。「高岡市総合計

画」では、平成 32 年の目標人口を 17 万人に定めて、地域産業の振興、雇用環境や居住環

境の整備などの施策を講じるとしており、現在、国が進める「地方創生」戦略と地方が一

体となった施策の実現に向けて、高岡商工会議所は、地域経済産業の発展に寄与したい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⅱ高岡市の事業所数(特に小規模事業所数)の減少について 

平成 21 年(2009 年)から平成 24 年(2012 年)の 3 年間で、富山県の全事業所数は 4,498

件、小規模事業者は 5,525 件減少している。その内、高岡商工会議所管内の事業所数が

786 件、小規模事業者が 918 件減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【富山県・高岡市の中小企業数の減少(2009、2012 年)】 
［事業所数］ ［事業所減少率］ 

富山県 高岡商工会議所管内 

計 58,021 
計 53,523 

計 8,886 計 8,100 

出所：平成 24年経済センサス活動調査を富山県の再編加工値
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全国の小規模事業者の減少率は、△9.0％であるが、富山県が△11.6％と全国より 2.6％

も上回っている。高岡商工会議所管内は△12.7％と、全国より 3.7％、富山県より更に

1.1％上回り、深刻度が増している。中小・小規模事業所数の減少問題は、我が国産業

の成長・持続的発展の足枷となる課題であり、特に地方の中小企業、とりわけ小規模事

業者においては、外部環境である経営環境要因のみならず、内部環境である経営者の高

齢化や後継者難等の問題を抱え、人口減少問題同様に深刻な事態を迎えている。 

 

   2)高岡市産業の業種の強み(視点)を活かした小規模事業者の持続的発展 

     本支援計画の策定にあたり、高岡市の産業基盤を調査・分析した結果、ものづくり基盤技

術が集積している「製造業」と、歴史ある商人の町としての「商業(卸・小売業)」に特徴が

表れ強みを有しているが、一方では経営不振等多くの産業課題を抱えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業所の割合は、製造業が 85.8％、卸・小売業が 68.9％である。従業員数におい

ても製造業が 20,285 人、卸・小売業が 18,236 人と多く抱え、全産業の雇用者数 82,560 人

の内 46.6％を支える雇用の受け皿となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     高岡市「製造業」の特徴は、地場産業(アルミ産業、伝統産業)系と、素材加工(金属加工、

樹脂成型等)系、近代産業(紙・パルプ、化学工業)系に大別できる。地場産業系は、自社製

品を持つ強みがある反面、技術力や生産性に課題を抱え、素材加工系は、川下企業からの要

請により技術力や生産性に優れるが自社製品を持たないサプライヤーの悩みがある。近代産

業系は、大手企業の工場で内製しており、雇用面には寄与するが地域の中小・小規模事業所

との関連性が低い。総じては、地域に各分野の基盤技術が勢揃いしており、意欲や勤勉性が

高い市民気質に加えて、機動力ある小規模事業者の割合が高い特徴を活かすことで産業課題

の克服が可能である。今後も高度化が続くものづくり産業で小規模製造業が維持存続するに

【製造品出荷額と商品販売額】 【第２次産業と第３次産業従事者数】

出所：高岡市、(人口 15～20 万人都市)

【高岡商工会議所管内の事業所数と小規模事業所数】

出所：平成 24年経済センサス活動調査を富山県の再編加工値 

製造業 

小規模割合 85.8％ 
卸・小売業 

小規模割合 68.9％
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は、不足する内部経営資源を補完する外部経営資源たる当所の役割や経営支援が不可欠であ

る。製造業には、技術力向上の必然性から成長発展を目標にすることが望ましい一方、持続

的発展を基本とする個社支援に加えて、産学官交流による技術的課題の解決や成長産業取組

みへの模索、ビジネスマッチング等による販路(受注)開拓や技術転用による新分野進出を模

索できる環境づくりを目標とする。 

     次に、高岡市「商業」の特徴は、同規模都市とくらべても年間商品販売額が高いことにあ

るが、一方で卸・小売業共に小規模事業所が占める割合が低い傾向にある。特に、内需型小

売業は、大型小売店舗との競合激化による小規模小売業者の経営(営業)環境の悪化や、直接

顧客である消費者の少子高齢化問題、経営者の高齢化と後継者問題が重なり、他の産業と比

べても、直近値では小規模事業所の減少数や減少率が極めて高く、深刻化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模商業者には、強みである対面販売による地域コミュニティ力を活かした生活利便サー

ビス化の提案や後継者問題(事業承継)等、持続的な発展を目標に個社支援を実施し、一方で

は、新規創業者が参入しやすい産業であり、創業者増加を目標(創業支援)とする。 

 

   3)高岡市の特徴ある産業の強み(視点)を活かした小規模事業者の持続的発展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高岡市の基幹産業である「アルミ産業」は、順調な経済成長の下に都市開発や住宅着工戸

数が順調に伸びている時代には、規模の経済増幅による量産と高収益で成長を遂げられた

が、経済減速の局面では、都市開発等に伴うビル用建材需要の変動リスクが高く、住宅用建

材需要も中長期的には新築住宅着工戸数の減少が見込まれるので、将来的には、建材を軸と

したアルミ産業の飛躍的な成長発展の可能性が低いと考えなくてはならない。今後の建材需

要に応じるには、住宅リフォーム向け、耐震構造、熱効率等の高機能性、デザイン性等のニ

ーズが高い高付加価値製品の開発を進め、かつ、非建材化に向けた新素材や用途開発等の技

術開発、成長産業への新規参入による新製品開発、海外展開等に挑戦しなければならない課

題を抱えている。アルミ産業に関連する小規模事業者は、末端下請けで製造工程分野が広く、

アルミ部品・樹脂サッシ部品加工や組立て、金型製作、樹脂部品加工、塗装着色加工、搬送

用台車製作等が挙げられる。これまでは、自らが営業することなく川下企業からの発注・作

【高岡商工会議所管内の小規模事業所数の増減 2009-2012】 

出所：平成 24年経済センサス活動調査を富山県の再編加工値

・高岡市の基幹産業である「アルミ産業」は、本市の伝統産業である鋳物技術を基に、

豊富な電力を活用し、戦後の経済復興と高度成長から急成長を遂げ、住宅用・ビル用

のアルミ建材を中心に平成 24 年製造品出荷額 298,531 百万円を稼ぎ出している。 

・高岡市の「伝統的工芸品産業」は、高岡銅器と高岡漆器である。特に高岡銅器の全国

シェアは 90％を占め、この産地でしか生産できない固有の技術を持つ。 

・高岡市には豊富な観光資源を有しているが、観光知名度が極めて低く観光客の入込数

が低迷したままにあり、まだ「観光サービス関連産業」が興りづらい環境にある。平

成 27 年(2015 年)3 月に北陸新幹線開業を迎え、関連産業の成長が期待される。 
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業指示に依存していたが、川上企業自身が将来への経営・技術的な課題解決を目指しており、

川下の小規模事業所は、変化に対応できる柔軟性ある生産体制へと転換し、かつ、前述の製

造業と同様、自社の技術を強みとして新規事業(取引)の取組みの促進を目標とする。 

高岡市の「伝統的工芸品産業」は、「高岡銅器」と「高岡漆器」である。まず、全国シェ

ア 90％を誇る「高岡銅器」の年間販売額は、平成 2 年(1990 年)374.5 億円をピークに減少

に転じ、平成 24 年(2010 年)には 120.0 億円と、ピーク時の１／３にまで減少している。販

売不振の原因は、消費者のライフスタイルの変化や多様化する消費者ニーズに応える商品開

発に遅れたことや、産地問屋に受注を依存する加工業者の従来型の分業体制から脱却できな

かったことにある。そして、「高岡漆器」の年間販売額も、平成元年(1989 年)26.5 億円をピ

ークに減少に転じ、平成 24 年(2010 年)には 6.9 億円と、ピーク時の約１／４にまで減少し

ており、販売不振原因は高岡銅器と同様で、小規模産地高岡漆器の状況は極めて厳しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、高岡市伝統産業は、国の地域産業資源活用支援事業を契機として、再興に向

けた動きが活発化している。「高岡銅器」「高岡漆器」産業における地域産業資源活用事業計

画に係る国認定企業は、これまでの旧態依然とした事業活動から脱却して、地域資源を活用

した新商品開発や新技術開発により商品の完成度を高めて、国内外に向けた販路拡大・開拓

による積極的営業を展開し、新たな事業活動に転換してきた。長く続いた販売不振により疲

弊していた業界の活性化に風穴があき、業界全体の再興に向けて事業活動がボトムアップさ

れつつある。国内外の消費者から、我が国の歴史・伝統文化であるクールジャパンの評価を

得ることで、付加価値生産性が高まることを目標とする。 

     高岡市の「観光サービス関連産業」は、これまでの富山県や高岡市の産業振興が、地域産

業の強みである商工業の発展成長に傾斜していたために不得手となり、観光資源等の情報発

信・ＰＲに立ち遅れていたことは否めない。特に加賀文化を継承する高岡市には、富山県内

でも豊富な観光資源を有しているが、高岡市の観光知名度が低くく観光客入込数が低迷した

ままにあり、観光サービス関連の産業が興らない環境であった。そもそも観光サービス関連

産業の裾野が広く、製造業(飲食料品、地域資源産品等)、商業(卸・小売業)、運輸業(鉄道

業、道路旅客運送業)、宿泊業・飲食サービス業、旅行業までに及び、域外からの資金獲得

により域内経済産業の活性化と成長発展への期待要素が高い。高岡市は、平成 27 年 3 月の

北陸新幹線が開業し、新高岡駅を高速道路交通網も含めた飛越能広域観光圏の拠点を目指

し、観光サービス産業振興の起爆剤として、観光客の受け入れ整備事業を進めている。地域

の魅力を高めるために、地域資源(農林水産品、鉱工業品、観光)を活用した新商品・サービ

スの開発、地域のブランド化、農商工等連携・６次産業化に向けた小規模事業者の取組みを

個社支援し、地域の活性化に向けた面的支援で、新規参入者の増加を目標とする。 

【高岡銅器の年間販売額推移】

出典：平成 24 年度高岡特産産業の動き 

【高岡漆器の年間販売額推移】 
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高岡市の全産業 

内円：事業所数割合 

外円：従業員数割合 

製造業の強みと課題解決 

商業(卸・小売業)の強みと課題解決

基幹産業の新事業展開 伝統産業の再興 観光サービス産業の振興

人口減少・少子高齢化 小規模事業所数の減少 

小規模事業者の 

持続的発展で克服 

【経営発達支援計画の目標イメージ】

高岡市の産業基盤(業種の強み) 

新分野 

高岡市の特徴ある産業(産業の強み) 

＋ 

地域産業の総力 
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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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

高岡商工会議所は、経営改善普及事業による金融、税務、経理、販売管理、労務、技術の改善、

その他、あっせん等の個社支援を担い、小規模事業者の経営の改善発達に資する地域経済の活性

化又は商工業の振興に関する事業を実施してきた。 

また、経済産業省中小企業庁は、平成 11 年の中小企業基本法改正後に関連支援法を整え、一

方では、人的な経営支援事業であるシニアアドバイザーセンター事業が開始され、最近のワンス

トップ総合支援事業、ミラサポ事業、よろず相談支援拠点事業が展開される。当所は、国の経営

支援事業を積極的に活用して、中小企業が抱える高度かつ専門的な経営課題の解決に当ること

で、経営指導員の経営支援能力と資質の向上を図ってきた。このことで、「平成 22 年中小企業応

援全国フォーラム」において、先進的優秀支援事例表彰(中小企業庁長官賞)を受け、最近では、

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新等支援機関の認定をいち早く

受けて、平成 24 年度補正「ものづくり補助金」の計画策定支援が開始でき、高い採択実績につ

なげた。 

高岡商工会議所は、以上の支援実績を踏まえて、商工会及び商工会議所による小規模事業者の

支援に関する法律に基づく、「小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工

会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本指針」第二３．経営発達支援事業の

内容(下記の４指針)に従い、本経営発達支援計画を定める。 

  【指針①】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、

従業員等の経営資源の内容、財務の内容、その他の経営状況の分析 

【指針②】経営状況の分析に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、当

該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

【指針③】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域

の経済動向に関する情報の収集、整理、分析、及び提供 

【指針④】マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、

ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴ活用等、需要の開拓に寄与する事業 

 

小規模事業者の持続的発展は、【指針①】を「経営支援のステージⅠ 経営分析」、【指針②】

を「経営支援のステージⅡ 事業計画策定」、【指針③】を「経営支援のステージⅢ 需要・経済

動向調査」、【指針④】を「経営支援のステージⅣ 販路開拓」と位置付けて、支援ステージのス

テップアップと相互関係性を柔軟に組み合わせて支援にあたる。小規模事業者の持続的発展の最

終目標は、目標売上高達成による収益性と健全性の改善であり、安定的な経営の維持存続が、事

業所数減少問題と後継者難問題が解消される糸口となり、それを個別対応で地道に解決させて貢

献することが責務であると理解している。高岡商工会議所は、潜在的な小規模事業者が抱える経

営課題を発見・見える化し、伴走支援と面的支援を複合させて、目標達成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営分析支援 

事業計画策定支援 

需要・経済動向調査支援 

販路開拓支援 

【持続的発展のステップアップ支援】 

ｽﾃｰｼﾞⅠ 

ｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽﾃｰｼﾞⅢ 

ｽﾃｰｼﾞⅣ 

総
合
支
援
力 

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 

相互関係 
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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】 

  〔【指針③】の考え方について〕 

高岡商工会議所は、まず、本経営発達支援計画の策定にあたり、【指針③】に従って地域の経

済・産業動向と小規模事業者の現状把握について、公的データによる徹底的な調査・分析を実施

した。この結果からは、地域の強みである産業の特徴が把握できた反面、その動向からは将来的

な産業の発展に不安があり、かつ、小規模事業者の持続的発展を脅かす課題が潜んでいるもので

あった。高岡商工会議所は、この調査・分析結果を十分に活用して、次世代への経済産業の維持・

発展に寄与する課題解決型支援機関としての一歩を踏み出すための基礎データに位置付ける。 

また、多くの小規模事業者が事業を営むこの「地域」は、経済のグローバル化、少子高齢化と

人口減少問題等による経済・社会構造の変化の影響を強く受けており、地域間格差が拡大してい

る。小規模事業者の商品(技術)・役務の提供は、多くが域内需要型の傾向であり、地域の経済動

向情報の分析結果を提供することで、小規模事業者が置かれている経営環境やポジションを認識

し、新たな持続的発展を目指す経営改善や、経営(技術)革新への取組みを促進させる。また、補

助金等を含む事業計画策定支援においても、この地域経済動向の調査結果を有効に活用する。 

  ［主な地域経済調査情報等の活用先について(一部例)］ 
＜経済・景況関連＞ 

・経済産業省 経済センサス基礎・活動調査、ものづくり白書、鉱工業生産指数等(広域性・地域性) 

中小企業庁 中小企業白書、小規模企業白書、中小企業景況調査、規模別製造工業生産指数、中小企業実

態基本調査(広域性・地域性) 

・高岡商工会議所地域経済動向調査(地域性) 

・日本政策金融公庫及び地域金融機関が実施する調査・報告書、分析レポート等(地域性) 

・その他省庁、富山県、高岡市が実施する調査・報告書、分析レポート等(地域性) 

＜人口・労働動向関連＞ 

・総務省   国勢調査、労働力調査、就業構造基本調査(広域性・地域性) 

・厚生労働省 人口動態統計、職業業務安定統計(広域性・地域性) 

・その他、富山県、高岡市が実施する調査・報告書等(地域性) 

［地域経済分析システム(RESAS)の活用について］ 

地域経済活性化の鍵を握る「コネクターハブ企業(地域中核企業)」を、富山県や高岡市と共に

創りあげ、地域経済の産業構造分析を行う「地域経済分析システム」の有効活用を積極的に進

める。本システムは、国が膨大な数の企業間取引データ(ビッグデータ)に基づき、地域中小企

業等の取引構造や地域経済の産業分析を可能にする極めて高い効果が期待できる。高岡商工会

議所は、「一般メニュー」を可能な限り活用するように小規模事業者等への周知徹底を図り、

かつ、商工会議所自らが地域経済分析システムを活用した地域経済産業動向等の分析結果を小

規模事業者に情報提供を行い、経営革新・改善、新規事業への取組み、事業計画策定支援、販

路開拓支援に活用する。また、行政に限られた「限定メニュー」についても、経済産業省中部

経済産業局、富山県、高岡市等と協議を深め、可能な限り活用したいと考えている。 

 

  〔地域経済分析システム(RESAS)の活用例 (左)高岡市の付加価値額、(右)高岡市の創業比率〕
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〔地域経済動向調査の現状と改善方法について〕 

  高岡商工会議所は、地域経済動向調査の実施及び他機関等からの情報収集、その結果分析等方

法、情報提供への活用等について、現状・課題と改善策について下表の通り取りまとめた。 

地域経済動向調査の

種類 

実施主体 現状と課題 

(上段が現状、下段が課題) 

改善(解決)策 

高岡商工会議所 

地域経済動向調査 

自主実施 

結果分析 

四半期の定期実施 

主に会報による情報提供 

 

結果分析情報の周知不足 

経営指導員の活用不足 

・高岡商工会議所の情報媒

体をフル活用し周知不

足を解消 

・経営指導員が自ら動向分

析し、支援現場で情報提

供する等有効活用 

商工会議所 LOBO 調査 日商実施 

自主調査 

毎月調査、日商に提供 

日商が結果分析・情報提供 

 

日商からのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｸ情報が活かさ

れていない 

結果分析情報が周知されていない

経営指導員が活用していない 

・自主実施している高岡商

工会議所地域経済動向

調査と同様に取扱う 

・情報提供媒体の活用と、

経営指導員の複合情報

収集・分析により支援現

場に活かす 

公的(行政)な地域経

済動向調査 

外部実施 

情報収集 

経済センサス調査や中小企業白書

等の公的調査結果を一部活用 

補助金事業計画策定支援時に一部

活用 

 

結果分析情報の周知不足 

一般の相談現場に活かされていな

い 

・事業計画策定・実施支援、

及び実践的需要開拓支

援に積極的活用する。 

・一般の相談現場(記帳、

金融相談等)において

も、経営発達支援計画に

基づき経営分析や課題

の気づきに活用する 

地域経済分析システ

ム(RESAS) 

外部実施 

 

新稼働ｼｽﾃﾑにてまだ未利用状態 

 

 

小規模事業者への周知・活用不足

経営指導員の活用不足 

・小規模事業者への周知徹

底により活用促進 

・経営指導員による多面的

な経営支援へと積極的

活用を図る 

民間調査機関等によ

る地域経済動向調査 

外部実施 

情報収集 

補助金事業計画策定支援時にネッ

ト検索による活用 

 

経営指導員による一部の活用 

一般相談現場に活かされていない

・経営指導員による多面的

な経営支援へと積極的

活用を図る 

・一般の相談現場への積極

的な活用展開 

域外の経済動向調査 外部実施 

情報収集 

補助金事業計画策定支援時にネッ

ト検索による活用 

 

 

経営指導員による一部の活用 

一般相談現場に活かされていない

・経営指導員による多面的

な経営支援へと積極的

活用を図る 

・一般の相談現場への積極

的な活用展開 

・経営指導員の調査能力向上

外部専門家・調査機関

等による経済動向調査

連携実施 

結果分析 

民間調査機関は有償にて未実施 

専門家派遣制度の活用 

 

 

小規模事業者の資金負担力 

専門家派遣制度活用の調査限界 

経営指導員の調査限界 

・経営指導員の外部専門

家・機関活用の意識改革

・外部専門家・機関等との

連携体制の強化 

・伴走型小規模事業者支援

推進事業の活用 

想定
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〔地域の経済動向調査の事業内容について〕 

  ①地域産業の特性による経済動向調査・分析結果の活用の視点 

    高岡商工会議所は、本経営発達支援計画の策定にあたり、地域産業・経済の特性を見出すこ

とを目的として、独自に動向調査を徹底実施した(但し、詳細結果は本計画には省略する)。

この地域経済動向調査・分析で得られた結果から下記の地域特性を把握し、本経営発達計画

書の策定における基礎的要素として小規模事業者の持続的発展に向けた効果ある経営支援

内容やその目標を定めた。 

  ［地域経済産業特性からの本経営発達計画のポイント］ 

1)小規模事業所減少の現状と課題 

2)高岡市の業種の強みである製造業と商業(卸・小売業)の現状と課題 

3)高岡市の産業の強みであるアルミ産業、伝統産業、観光・サービス産業の現状と課題 

  この地域特性に係る経済調査・分析作業は、「経済センサス調査」等各種の公的データが更

新される毎に、実態・動向等を見直すことで最新の調査結果を掌握し、本経営発達支援計画

の内容見直しに反映させる。また、小規模事業者への経営支援に必要な地域経済動向を提供

し、経営(技術)課題の抽出や解決方法の検討への参考材料とする。 

［「未来高岡」総合戦略～「文化創造都市高岡」創生プロジェクト(仮称)との連携］ 

  高岡市が策定する地方版総合戦略「未来高岡」総合戦略～「文化創造都市高岡」創生プロジ

ェクト(仮称) のなかで、特に「基本目標①．魅力的なしごとに挑戦できるまちをつくる(働

く場)」における地域産業の競争力強化、ものづくりの魅力の発信による販路の拡大、戦略

的な企業立地の推進による産業集積の促進、創業支援による新産業の創出と起業の促進、魅

力的な観光地域づくりと広域観光の推進」について、高岡商工会議所が実施する「地域経済

動向調査・分析結果」を高岡市に提供し、相互連携体制の強化を図ることで小規模事業者の

持続的発展、及び地域経済産業の成長発展に寄与する。 

  ②小規模事業者の持続的発展に必要な地域の経済動向調査実施の視点 

上記①の調査結果・分析により高岡市産業の特徴や強み・課題が整理されたが、小規模事業

者への伴走型支援の前提には、個別具体的な地域の経済産業動向調査結果の提供が不可欠で

ある。商工会議所が独自に実施する地域経済動向調査・分析情報に加え、必要に応じて外部

専門家や調査機関等による調査・分析結果も活用して、小規模事業者の持続的発展に必要な

経営分析や事業計画の策定等の基礎的データとする。 

③「高岡商工会議所地域経済動向調査」活用の視点 

    高岡商工会議所は、最新の地域経済・景況動向を把握するために、「高岡商工会議所地域経

済動向調査」を実施している。 

1)調査目的 最新の地域経済・景況動向を把握することで、経営指導員による小規模事業所

への経営支援や情報提供、商工会議所の経営支援方針及び事業活動の基礎的デ

ータ、日本商工会議所や県・市への(施策)提案要望活動などに活用する。 

2)調査概要 調査対象企業 356 社に対して、四半期毎に現況や次期(3 ｹ月後)の推移・予想

等について定期調査をしている。 

3)業種分類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類(当所の定め) 中分類(当所の定め) 

建設業 総合・土木工事 

建築・職別工事 

製造業 アルミ・機械・化学・電気 

銅器・漆器 

食品・繊維・紙、その他 

卸売業 銅器・漆器 

その他の卸売業 

小売業 食品・衣料・雑貨 

電化製品・文化品・その他 

サービス業 サービス全般 
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4)調査項目 1)売上高 対前年同期比 

2)売上高 対前期(3 ｹ月前)比 

3)売上高 来期(3 ｹ月後)見通し 

4)採算性           5)資金繰り 

6)従業員水準(過剰感) 

7)直面している経営上の問題 

8)調査結果のポイント(分析結果や動向のコメント) 

9)参考：生活実感としての景況感を調査する「内閣府 景気ウォッチャー調査

(先行指数)」を活用した北陸地域との比較で構成されている。 

5)分析方法 当所の経営指導員が調査結果を分析し、他機関の調査動向結果や地域小規模事

業者からのヒアリング等を加味した調査・分析結果としている。 

6)結果の公表等 調査結果は、適時、ホームページや会報等にて公表し、具体的に小規模事

業者への多面的な経営支援に必要な地域経済動向として情報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④商工会議所ＬＯＢＯ調査(商工会議所早期景気観測システム)活用の視点 

    ＬＯＢＯ調査は、日本商工会議所が商工会議所のネットワークのもと、各地の「肌で感じる

足の景況感」を全国ベースで調査し、毎月にテーマを設定して附帯調査を実施・公表するこ

とで、企業を取巻く経営環境や経営課題等の現状を示すデータである。高岡商工会議所は、

この調査活動に積極的に参画して調査精度の向上に努め、かつ、経営指導員は、日本商工会

議所からフィードバックされる調査・分析結果を経済動向情報として活用し、小規模事業者

への経営支援の際にこの調査・分析結果及び他の経済動向調査と共に情報を提供し、自らが

地域・業種特性を加味して、経済動向を経営分析や事業計画策定支援等への経営支援ツール

として積極的に活用する。 

  ⑤公的な地域経済動向調査活用の視点 

高岡市「高岡市の商工業」「高岡特産産業のうごき」、富山県「経済情勢報告」、中部経済産

業局「総合経済動向」「地域経済産業調査」等の公的調査結果も複合的に活用して、小規模

事業者への経営支援に必要な地域経済動向として情報提供し、更には事業計画策定や需要

(市場)動向調査、販路開拓支援等につなげる。 

 〔地域の経済動向調査の目標〕 

  ①「１．地域の経済動向調査に関すること」に係る各種公的経済調査結果の更新発表により、本

経営発達計画内容の見直しを検討する 

   高岡商工会議所は、公的統計結果の更新等や当所の地域経済動向調査の結果を受けて、適宜、

内部で整理された「地域経済動向調査結果・分析内容」を見直し、最新の経済動向情報を保有

【高岡商工会議所地域経済動向調査報告書の一例(平成 27 年度第 1四半期)】 
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する体制を構築する。このことにより、小規模事業者の経営実態の変化をも検討・分析し、年

に一度、本経営発達計画書の支援内容を評価、再検討等を行い、必要によって見直しを図る。

  ②外部専門家・調査機関等による調査・分析結果の提供 

小規模事業者の持続的発展に不可欠な経済動向調査・分析情報は、必要に応じて外部専門家や

調査機関等による調査・分析結果を活用して小規模事業者に提供し、また、必ずしも域内経済

動向に限らず、小規模事業者が目指す新たなマーケットとなる域外の経済動向調査も適宜実施

する。【伴走型小規模事業者支援推進事業の活用】 

  ③「高岡商工会議所地域経済動向調査」の実施及び会報等による公表、経営支援への活用 

   高岡商工会議所地域経済動向調査を四半期毎に実施し、会報や経営メールマガジン等により公

表する。また、同一地域内における商工会議所が自ら実施する経済動向調査結果・分析データ

を、小規模事業者の経営支援現場に用いることで経営支援の説得力が増し、地域に根付いた経

済産業の連帯感も共感され、より具体的な経営支援の原点である「経営の気づき」に繋げるこ

とで、期待される効果を最大化させるように努める。 

  ④地域経済動向調査結果の伝達・提供の方法 

   地域経済動向調査結果・分析情報は、経営指導員等による巡回・窓口相談時における情報提供

や、適宜、会報やＦＡＸ通信、経営メールマガジン等の情報発信媒体を活用して、きめ細かく

周知する。尚、情報伝達手段と発信時期は、下記の通り。 

    1)経営指導員等による情報提供          随時 

    2)講演講習会・セミナー、各種会議での情報提供  随時 

3)高岡商工会議所ホームページによる情報提供   随時更新 

4)会報による情報提供              毎月定期 

5)ＦＡＸ通信による情報提供           月２回定期、適宜不定期発信も可 

6)経営支援情報メールマガジンによる情報提供   月２回定期、適宜不定期発信も可 

7)高岡ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ「高岡商工会議所ニュース」   毎日 3回放映、但し内容は週替わり 

8)ラジオ高岡(FM)「高岡商工会議所ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ」   毎週月・木曜日 １日 2回放送 

                        但し内容は週替わり 

  ⑤中部経済産業局による中部地域の経済動向等の情報提供 

   高岡商工会議所は、自らの経済動向調査では把握できない実態を、中部経済産業局との連携を

更に深めて、毎年変化する地域経済動向や中小企業支援施策の方向等の情報を受けて、適宜、

商工会議所の常任委員会や部会(業種別)の内部組織構成を活用した説明会・意見交換会等を開

催する。また、新たに得られた地域経済動向調査結果や支援施策は、当所の情報発信媒体を活

用して公開・情報発信し、更には、産業業種別、事業所規模別な詳細情報について、小規模事

業者への経営支援現場に用いる。【経済産業省中部経済産業局と小規模事業者とのつながり】

  ⑥地域経済動向調査結果を活用した小規模事業者への経営支援方法 

   地域経済動向調査・分析結果の提供は、小規模事業者が事業を営む地域の経済・産業の動向を

把握することで、自らの立ち位置(ポジション)を認識して、域内における経営課題への気づき

や危機意識を持つことに繋がる。また、高岡商工会議所が小規模事業者に個別具体的な経営課

題に応じた伴走型支援を実施する際に、「経営支援のステージⅠ 経営分析」、「経営支援のス

テージⅡ 事業計画策定」、「経営支援のステージⅢ 需要・経済動向調査」、「経営支援のステ

ージⅣ 販路開拓」へのステップアップ支援、或いは個別支援に柔軟対応するステージの相互

関係支援による総合型経営支援につなげるために、地域経済動向調査結果・分析の活用は、重

要な基礎的根拠データとして有効活用し、経営の持続的発展の糧とする。 

  ［高岡商工会議所独自で公的経済動向データを活用して調査・分析情報を提供する事例］ 

   高岡商工会議所の地域経済動向調査結果・分析情報を小規模事業者に提供する方法は、小規模

事業者の業種・規模、提供する製品商品・技術、市場となる地域を加味し、経営指導員等自ら

が公的経済動向データ等を有効活用して、個別具体的かつ必要性に絞り込んだ調査と分析を行

い、その情報を小規模事業者に提供する。その自ら手掛けた地域経済動向調査・分析情報の提

供事例の一部は、下記の通りである。 
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情報提供事例－①「北越四県の製造業比較で富山県がものづくり県である地域経済動向情報」 

 

 

 

 

 

 

   情報提供事例－②「高岡市製造業の事業所数・従業員数・製造品出荷額の貢献度割合と製品分野」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   情報提供事例－③「高岡市小売業の構造情報」 

 

 

 

 

 

 

                                             

支援目標項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①経営発達計画策定に係
る地域経済動向調査 

 (高岡市との連携強化) 

実施済み 年に１回 年に１回 年に１回 年に１回 年に１回

②外部専門家・調査機関

等の活用による調査 
未実施 適宜実施 10 13 17 20

③高岡会議所地域経済

動向調査の実施 
四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 

④地域経済動向調査結

果の伝達・提供 
3,050 3,200 3,300 3,500 3,700 4,000

⑤中部経済産業局による
広域経済情報の提供 

年に１回 年に１回 年に２回 年に２回 年に３回 年に３回

⑥経営支援への調査分

析結果の活用 
50 60 70 80 90 100
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２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

〔【指針①】の考え方について〕 

小規模事業者は、中規模企業(小規模を超える中小企業)に比べて内部経営資源が不足してお

り、それが経営の足かせとなり多くの小規模事業者が解決の糸口を見出せずに閉塞感を抱いた

ままにある。小規模事業者が抱える経営課題の根底には、「人」「もの」「金」の問題がある。

［人］ 小規模事業所は、人材不足で雇用環境や処遇改善が進まずに、人材育成もままな

らず労働生産性が低い。企業の持続的発展の原点は、経営者と従業員の人財力に

よるもので、低生産性(付加価値性)が低収益に直結する。また、小規模事業経営

者の高齢化と後継者難により円滑な事業承継が進まず、事業所数の急激な減少が

顕著化しており、事業の継続・発展を通じた地域経済の活力の維持や、雇用の確

保の観点から、極めて重要な課題である。 

［もの］小規模事業所は、製造業であれば生産・技術力、商業サービス業であれば商品・サ

ービス力を提供するが、加えて売れる仕組みや仕入(調達)の工夫が必要となる。し

かしながら、小規模製造業の新製品・技術開発、技術力向上、新たな生産方法等の

導入に遅れており、小規模商業・サービス業であれば新商品開発や新たな販売方法

の取組みに遅れ、従来からの生産・販売方法のまま、現状維持が目標とされている。

［金］ 小規模事業所は、創業時も含めて資本力(個人にあっては元入金)に乏しく、低収益

力により内部留保が進まずに、自己資本比率が低く負債(借入金)依存度が高い財務

状況が脆弱な傾向にある。小規模金融は、日本政策金融公庫や信用保証協会、地方

自治体による低利制度融資を活用して、概ね事業資金の調達には支障がないもの

の、資金繰りは多忙な状態である。 

［経営分析の実施方針］ 

小規模事業者の多くは、自らの経営分析や財務分析を行うことが少なく、経営実績である決

算書を、税務申告の計算書であったり、借入金の金融機関提出書類としている。決算書は、

過去の実績に過ぎないが、自己分析や経営改善、新たな事業の取組みや販路拡大等を目指す

場合、課題を検討する基礎的データとして必要不可欠な経営資料である。経営分析や財務分

析は、全ての経営支援につながる支援の原点であり、重要な第一ステージに位置付ける。 

   ［小規模事業者に対する効果と目標］ 

一般的に小規模事業者は、自らの強みに気づかずに活かされることなく、経営基盤が脆弱で

あり、営業基盤も域内と限定的である。また、収益不振と借入金依存に悩まされ、後継者難

が付きまとい将来性に課題を抱えている。経営指導員等が親切丁寧に強みを説明し経営課題

の指摘と解決方法を提案することで良好な信頼関係を構築することが、持続的発展に寄与す

る第一歩である。本支援事業の実施は、経営分野全般に精通した強みを有する経営指導員等

しか果たせない任務であり、商工会議所の存在意義であると考える。 

   

※高岡商工会議所の経営支援実績(概要)について 

   平成 25 年度 経営改善普及事業（富山県へ実績報告、一部抜粋） 

①巡回・窓口相談 

 
対象 

企業数 

経営 

革新 

経営 

一般 
情報 金融 税務 労働 取引 

その

他 
合計 

巡 回 1,434 145 1,321 2 176 498 84 25 345 2,596

窓 口 924 43 1,325 1 419 222 180 278 138 2,606

創 業 34  27 54   81

合 計 2,392 188 2,673 3 649 720 264 303 483 5,283
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②金融の斡旋 

制度 斡旋・認定件数(件） 斡旋・認定総額(千円） 

日本政策金融公庫 

普通貸付他 35 504,900 

マル経貸付 50 257,300 

計 85 762,200 

民間金融機関 制度融資・その他 221 2,598,235 

合 計 306 3,360,435 

③講習会等の開催による指導件数 

開催回数 

（延べ回数） 

32 回

(63 回)

参加人数 1,872 人

④専門家による個別相談 

実施回数 48 回

⑤経営安定相談室(倒産防止特別相談事業) 

相談事業所数 16 事業所

相談回数 45 回

専門家相談回数 8 回

⑥記帳（税務）相談 

指導事業所数 237 事業所

指導回数 991 回

   

    高岡商工会議所は、小規模事業者の持続的発展に向けて、まずは、経営改善普及事業を積極

的に実施し、経営指導員等による巡回・窓口指導(個社支援)、講演講習会等の開催(面的支援)

を通じて、小規模事業者の経営分析を実施する。また、地域の特徴と課題がある 1)小規模事

業所の減少傾向、2)高岡市の産業基盤である製造業と商業(卸・小売業)［業種の強み］、3)高

岡市の［産業の強み］を活かしたアルミ産業、伝統産業、観光・サービス産業の視点からも、

当該産業の小規模事業者にアプローチして、支援機会(案件)の創出(発掘)に努める。経営分析

や需要動向調査支援において、経営指導員等のみで解決できない高度かつ専門的な課題につい

ては、行政連携・支援機関連携・専門家等連携を深めて、各種中小企業施策活用(ミラサポ・

よろず相談拠点、補助事業、専門家派遣制度等)をベストミックスして、小規模事業者が抱え

る課題解決に総力を挙げて支援にあたる。また、需要動向調査は、マーケティングプロセスに

従って、市場動向を提供する。 

［具体的な経営内容の調査、及び経営分析手法］ 

     小規模事業者の相談支援を開始するにあたり基礎となる調査や経営分析作業であり、次の

手順で慎重に進める。 

ⅰ)相談事業者の組織形態(法人、個人)、業種、取扱商品(製造品)の構成、許認可の有無、

沿革や略歴(受賞、認証、資格等含む)等について定性分析する。 

ⅱ)主要な販売(受注)先企業、仕入(外注)先企業、資金回収と支払の取引条件を把握するこ

とで取引内容を把握の上、必要に応じて取引先を信用調査する。 

ⅲ)直近 2 期財務諸表と今期試算表により、貸借対照表の健全性、損益計算書の収益性、金

融取引状況について定量的に財務内容を分析する。また、上記ⅱ)の取引条件との整合性

や、不的確な勘定科目、連続性等の決算書の信憑性を確認し、実質 B/S による健全性を

推測する。(中小企業会計指針・要領推奨) 
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ⅳ)小規模事業者が経営課題を抱える場合、多くは上記ⅲ)の定量的な財務内容に問題があ

る。業種や事業規模を考慮した標準的な財務構造に問題がある場合は、経営者との協議

を重ねて経営上の課題を浮き彫りにする。特に、収益悪化に伴う恒常的な欠損、累積損

失による過少資本又は債務超過、事業規模に比した過大借入金による不安定な資金調達

状態、資金繰りの逼迫状態にある場合は、危機的な経営状況が懸念され、早期の改善を

要する。その場合は、経営者と慎重に協議し、経営指導員等が主導して他の支援機関や

専門家との連携により、次のステップとなる企業再生計画の策定支援に移行する。 

ⅴ)経営分析に問題なく持続的発展を目指す小規模事業者には、内部経営資源である 1)製

品・商品・サービスに関する特徴と差別化、2)社内体制(組織)と技術・技能・ノウハウ・

能力等の人材に関する特徴と差別化、3)顧客や取引先等との関係に関する特徴と差別化、

4)財務力と与信余力の４視点による資源を整理し、小規模事業者が気づかない自己の強

みを客観的に説明して自信を深める。必要に応じて販売(マーケット)や仕入の工夫、労

働生産性ある人材活用、収益力向上と財務の健全性、資金繰り等のアドバイス支援を講

じる。 

  〔事業内容〕 

   ①経営改善普及事業から、経営分析・需要動向調査への支援展開する視点 

    経営改善普及事業は、従来から小規模事業者支援の原点であり、小規模事業者の持続的発展

支援につながる最も高い効果が期待できる。特に、経営分析(経営支援のステージⅠ)につな

げる個社の相談場面を逃さないよう、下記の支援時に重点を置く。 

   ・巡回訪問：相談に足が向かない小規模事業者の相談機会を増やす。 

・金融指導(マル経資金等申込み)：企業情報が多く収集でき、経営分析ができるチャンス。 

   ・経理・税務指導：最新の決算内容が把握でき、経営上の問題が指摘できるチャンス。 

   ・中小企業施策活用：活用目的や経営課題が明らかで小規模事業者の経営意識が高い時。 

   ・各種講演講習会等：参加目的が自身の経営課題の解決ヒントの収集でアプローチしやすい。

    (講演講習会の種類) 

各種経営(新事業展開)、金融、中小企業会計(要領・指針)、経理(簿記)、海外展開、営業

力強化、技術、労務(人材育成)、補助金等説明会等 

   ・相談会の参加：経営課題が明らかで小規模事業者の経営意識が高い時 

   ②地域産業別の具体的課題から、経営分析・需要動向調査への支援展開する視点 

    経営指導員等は、小規模事業者の業種、地域の産業特性にも配慮した経営分析・需要動向調

査による支援に展開する視点を持って伴走支援を実施なければならない。 

1)高岡市の業種の強みである製造業と商業(卸・小売業)の課題解決 

    ［製造業］ 

・製造業は、地場産業の成長過程から、内需型の産業集積構造が現在も変わらず続いてお

り、個社支援により、新たな製造分野への取組みを促進させる。 

・地方において、自社製品を持つメーカーが少なく、川下関係が遠い下請けサプライヤー

の付加価値性が低ので、成長発展が期待できる販路(受注)開拓や拡大、新製品・新技術

開発、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・経営革新の取組み、新事業への展開、成長産業への参入、海外展開の

取組み等に挑戦する姿勢が弱い。Ｑ(品質)Ｃ(生産原価)Ｄ(納期)や多品種少量対応力の

強みを活用するものづくり支援を実施する。 

    ［商業共通］ 

     ・「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」の普及を推進する。 

(卸売業) 

      産業構造の激変に直面しており、卸売業は、物流機能はもとより、情報機能、金融(資本

力)機能、リテールサポート(小売)機能を発揮するよう、経営分析から顧客企業の高度・

多様化するニーズに的確に応える提案を行う。また、販売額の減少要因が、最終消費の

低迷、取扱量の減少、流通コスト削減のための流通経路短縮(卸を経由しない取引)等の

困難性が考えられ、業態転換も視野に対応策を講じる。 
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     (小売業) 

     ・大規模小売店舗との競合と人口減少問題(購買年齢層)は、内需型の小売業にとって痛恨

の外部環境。小規模小売業は、消費者との接点たる強みを活かした生き残り戦略を提案。

     ・町の顔である中心商店街は、小規模商店の売上不振や後継者難等の原因で空き店舗が増

加するシャッター通り化しており、本来、共同体を強みとする商店街の魅力低下を招い

ている。中心市街地活性化策の活用を踏まえて、個社・面的支援を実施する。 

2)高岡市の産業の強みであるアルミ産業、伝統産業、観光・サービス産業の課題解決 

    ［アルミ産業］ 

      高度な生産技術の開発、非建材化に向けた新素材や用途開発等の新技術開発、成長産業

への新規参入による新製品開発、海外展開等への挑戦に向けて、「中小ものづくり高度化

法」の活用を推進する。 

    ［伝統産業］ 

      個社支援を実施することで、地域資源を活用した新商品開発や新技術開発により商品の

完成度を高め、国内外に向けた販路拡大・開拓による新たな事業活動に転換を促進させ

る。個社の活躍により、業界の再興を目指ざす面的支援を実施する。 

［観光サービス関連産業］ 

     ・観光サービス関連産業の発展は、行政の施策性が高いものの、当然のことながら競争市

場原理である。経営分析から需要動向調査により、マーケットを見極めた営業戦略、地

域資源(農林水産品、鉱工業品、観光)を活用した訴求力ある商品・サービス開発等の必

要性を提案する。 

   ③小規模事業者の商品・サービス等の評価と強み発見の視点 

    小規模事業者の販売方法・製品(技術)・商品・サービスは、一見、差別化や強み、工夫が少

ない様に思われがちだが、経営指導員等の勝手な思い込みが支援につながっていない恐れが

考えられる。小規模事業者がこれまで事業を維持存続してきたのは、顧客からの評価があっ

ての証である。経営指導員等は、財務状況の是非のみを支援の判断基準とすることなく、小

規模事業者の販売方法・製品(技術)・商品・サービスに目を向け、自らの客観的な評価と、

売れる可能性を調査・分析し、その情報を提供・アドバイスする視点で、需要動向調査の支

援展開を実施する。 

 

  〔目標〕 

    高岡商工会議所の経営分析・需要動向調査支援は、経営改善普及事業の積極的な取組みによ

り支援機会の増加(案件発掘)を図り(定量面)、小規模事業者の経営支援には、業種や地域の

産業特性を十分に考慮した経営分析・需要動向調査支援(定性面)を伴走型で実施する。 

支援視点の目標項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①②巡回訪問 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000

①②金融相談(公庫) 80 85 90 95 100 105

①②経理・税務 100 105 110 115 120 130
①②その他の窓口相談 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900
①②中小企業施策活用 50 55 60 65 70 75

①②セミナー開催 50 50 50 50 50 50

①②相談会開催 30 35 38 40 45 50

②③経営分析件数 100 110 120 130 140 150

②③ﾏﾙ経資金等金融相
談時の経営分析 60 70 80 90

 

100 70

②③記帳指導先への経
営分析 150 160 170 180

 

190 200
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３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

  〔【指針②】の考え方について〕 

高岡商工会議所は、経営改善普及事業に加えて、国の経営支援事業や中小企業施策、補助金

等の活用について積極的に取組み、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

を担い、従来指導型の経営改善普及事業を基本業務としつつ、経営環境の変化に対応した戦略

支援型の支援事業を実施する。具体的な支援課題分野は、以下の通りであるが、事業計画策定

にあたり専門家派遣も活用しつつ、自らの支援能力の強化を図る。 

    1)新事業展開支援 ・経営革新     2)創業、事業再生及び再チャレンジ支援 

             ・地域資源活用     ・創業支援 

             ・農商工等連携     ・事業再生支援 

             ・新連携        ・再チャレンジ支援 

    3)事業承継支援            4)ものづくり支援 

    5)新たな経営手法への取組支援 ・ＩＴを活用した経営力強化 

                   ・見えない資産の把握・活用(知的資産経営) 

高岡商工会議所が取組んだ主な事業計画策定支援の実績は、以下の通りであるが、特に経済対

策で講じられた補助事業等に係る事業計画策定の支援実績が目覚ましく、経営指導員等の支援

力向上を裏付けている。 

ⅰ．中小企業経営革新支援事業 

      中小企業新事業促進法に基づく経営革新計画の県知事承認 

      ・これまでの承認数 約 50 事業所 

   ⅱ．国認定３法 

      中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の国認定 

      ・これまでの認定数 9 事業所 

      農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の国認定 

      ・これまでの認定数 6 事業所 

   ⅲ．国補助事業に係る事業計画書策定支援 

      平成 25 年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・ｻｰﾋﾞｽ革新事業補助金」

      ・計画策定支援数 44 事業所、内採択事業所数 44 事業所（支援採択率 100％） 

      ・採択事業所の総設備投資予定額 1,362 百万円、内補助金申請金額 390 百万円 

      平成 25 年度補正「小規模事業者持続化補助金」 

      ・計画策定支援数 32 事業所、内採択事業所数 15 事業所（支援採択率 47％） 

・採択事業所の総事業予定額 18,737 千円、内補助金申請金額 8,834 千円 

   ⅳ．知的資産経営報告書策定支援 

      ・これまでの策定数 5 事業所 

   ⅴ．その他の事業計画書策定支援 

      ・創業開業事業計画書策定 

      ・日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」「経営環境変化対応資金(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資

金)」に係る認定支援機関による事業計画書策定 

      ・設備投資事業計画書策定 

      ・企業再生事業計画書策定 

［事業計画書の策定方針］ 

     事業計画書は、計画策定の過程において自らの事業・ビジネスを客観的に評価し、支援協

力者となるべく第三者に事業内容を理解してもらい、ビジネスのマネジメントに活用する

ことにある。事業計画書の作成は、事業者自らが意欲的に取組む自己努力と、経営指導員

等の経営支援力を最大限に投入することで共感できる伴走型の支援・アドバイスが重要ポ

イントであり、計画策定プロセスに従って、実現可能性ある計画内容にブラッシュアップ

する。 
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［小規模事業者に対する効果と目標］ 

経営指導員等は、小規模事業者等の事業計画策定にあたり相談者目線で対応して提案のタ

イミングを見計らい、過度な負担や不安感を排除させて将来への事業の持続的発展に導く

伴走型支援を実施する。 

〔事業計画策定支援について〕 

高岡商工会議所は、上記の１．地域の経済動向調査に関することによる傾向を踏まえて、

２．経営状況の分析に関すること「経営支援のステージⅠ」を行うことにより、具体的な事

業展開に向けた３．事業計画策定支援に関すること「経営支援のステージⅡ」と、その計画

の実施支援を伴走型で展開する。また、事業計画策定支援は、経営指導員等のみで解決でき

ない高度かつ専門的な課題について専門家派遣事業も活用して、実現可能性を高める。 

   ［具体的な事業計画策定の手法］ 

具体的には、次の手順で策定作業を進める。 

     ⅰ)基礎的な調査や経営分析の結果を踏まえて、経営課題の整理と事業計画書策定の必要

性、作成プロセスと必要期間、期待する成果や効果、活用する支援施策等について小

規模事業者と十分に協議し、互いに共通認識を深めて、経営者の支援依頼により策定

支援を開始する。 

     ⅱ)事業計画書の内容は、全体の要約、事業の概要、市場の概要、事業の具体内容、財務

内容、付属資料で構成される。まずは、計画書作成の構想を練り、コンセプトの明確

化やストリー性など事業計画書の全体像をイメージする。次に、事業計画書の作成に

必要な情報(市場規模、価格、業界動向、競合他社、顧客情報等)を収集する。 

     ⅲ)収集した情報を基に、企業概要の分析、事業環境の分析、マーケティング戦略、利益(収

支)計画の手順で、分析と検討を行う。 

1)企業概要の分析 

        企業理念(経営ビジョン、事業指針、行動規範等)を確認し、簡素に明文化する。次

にバリューチェーン(業務の流れ)を切口に、ビジネスモデルをまとめる。 

       2)事業環境の分析(ＳＷＯＴ分析) 

        外部環境である小規模事業者を取巻く業界や市場規模等における機会と脅威を整理

して、成長性や自社のポジションを明らかにする。次に、内部環境である自社の強

みと弱み(課題)について、製品・商品・サービス、組織・人材(ノウハウ)、取引関

係等に整理して、特徴と差別化の強みと経営課題を明らかにする。最後に、クロス

環境分析により、具体的な方針や取組みを検討する。 

3)マーケティング戦略 

        マーケティング戦略は、事業環境を踏まえて、市場の細分化、ターゲット市場の設

定、ポジショニング、マーケティング・ミックス(マーケティングの４要素：①商品

／サービス、②価格、③プロモーション、④流通の４Ｐ)の決定により行う。 

       4)利益(収支)計画 

以上の諸要素を考慮して事業の採算性をシュミレーションする。まずは、目標最終

利益と必要売上高を設定し、その販売計画を作成する。次に、原価(製造原価)を設

定し仕入計画を作成する。次に、販売費及び一般管理費(経費)を設定し、金利負担

と税負担を加味した最終利益の算出作業を繰返す。また、損益分岐点の視点からも

シュミレーションし、実現可能な売上高と最終利益を算出し、必要最低限の計画目

標値とする。 

     ⅳ)事業計画書の作成 

       以上の分析結果に基づいて、事業計画書を作成する。計画書の作成には、作成目的、

読み手の関心度(訴え力)、全体のストリー性、レイアウトや図表の活用等に考慮する。

     ⅴ)財務諸表等の計数分析と経営実施計画 

       必要に応じて、財務内容の分析結果、季節変動や取引条件を考慮した資金繰り表、資

金調達計画、設備投資計画、実施体制と実施計画(プロセス)等を作成する。 



２０ 
 

     ⅵ)付属資料の準備と検証 

       財務諸表を始め、事業計画書に必要な補完資料を準備する。また、事業計画書を検証

するにあたって、バランスト・スコアカードを活用し、４つの視点(財務の視点、顧客

の視点、業務プロセスの視点、学習と成長の視点)で検証する。 

  〔事業内容〕 

   ①事業計画策定支援実績を背景に、自らの支援ノウハウを磨く視点 

    これまで高岡商工会議所が実施した「ものづくり補助金(略称)」「小規模事業者持続化補助

金」等に係る事業計画書策定支援の採択実績により、地域の小規模事業者等からの支援力の

信頼度が広がっており優位性を経営計画策定支援に用いて、完成度が高い支援レベルを追求

する。 

②事業計画のストリー展開による説得力ある支援の視点 

    高岡商工会議所が策定する事業計画書の基本構成は、1)企業概要、2)現状(自社の強みと業

界の背景)、3)課題(経営、技術、商品・ザービス性)、4)課題解決方法(経営、技術、商品・

ザービス性の工夫)、5)市場規模・自社のマーケットでストリー性をもたせる。伴走型支援

により、小規模事業者自らが考え、経営指導員等の導きで最大の計画策定効果を発揮する。

   ③経営発達支援事業の活用の視点 

小規模事業者の事業計画策定支援について、「経営発達支援事業(補助金)」を活用し、事業

計画策定力の向上と販路開拓力の向上を図る。 

  〔目標〕 

支援目標項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①経営革新 2 2 3 3 4 5
②国認定３法 1 2 3 3 4 5
③持続化補助金 

 ものづくり補助金 

 その他の補助金 

20 

40 

10 

20

40

10

25

45

10

25

45

15

30 

45 

15 

30

50

20

④経営発達事業向け 5 6 7 8 9 10
⑤日本公庫向け 10 11 12 13 14 15
⑥ﾏﾙ経資金等金融相

談時の計画策定 
 

60 70 80 90

 

100 70
⑦記帳指導先への計

画策定 
 

150 160 170 180

 

190 200

 

 【創業・第二創業(経営革新等)・事業承継支援】 

    高岡商工会議所は、１．地域の経済動向調査に関することによる動向を踏まえ、地域の人口

減少問題、地域産業成長の頭打ちと事業所数の減少問題等に真摯に向き合い、将来の地域(地

場)産業の持続的・成長発展を目指して、創業の増加、経営革新・改正地域資源活用法等の第

二創業の増加、事業承継につながる後継者育成支援を実施する。但し、これらの支援事業は、

前向きな取組みに見える一方で、無経験者が夢を追う新規事業に応分のリスクが潜み、支援対

象である小規模事業者等には、十分な説明義務と客観的な評価、伴走型支援の実行力が必要で

ある。 

  〔事業内容〕 

   ①創業支援の広報・周知による案件発掘の視点 

    創業支援促進のネックは、創業予定者がどこに居るのか解らないことであり、商工会議所の

情報媒体が届かず、外部情報媒体を活用した広報や講演講習会の開催、地域金融機関等との

連携によるしかない。高岡商工会議所は、他の支援機関・専門家等との連携により、費用負

担軽減と施策普及・講習会の集客力の増強効果を狙い、創業支援の促進を図る。 

   ②創業・第二創業(経営革新等)事業計画策定につながる講演講習会・相談会等開催の視点 

  事業計画策定につながる案件発掘は、専門家による事業計画策定向け講演講習会、金融・補
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助金等の制度説明会、相談会等を開催し、事業計画書策定を目指す小規模事業者の発掘を行

う。創業予定者や開業間もない創業者を対象にした創業塾、経営革新に取組む経営者や若手

後継者・管理者等を対象とした経営者塾は、継続的に実施する。 

③創業・第二創業(経営革新等)の事業計画書策定支援の視点 

創業・第二創業(経営革新等)の相談現場における問題は、創業予定(第二創業予定)者の事業

構想内容が具体性、計画性、経験値に不足し、過少自己資金・過大借入依存する場合が多く

見受けられるが、経営指導員等は計画内容の実現可能性を高める様に努める。創業計画、経

営革新計画に加えて、事業承継(後継者育成)や改正地域資源活用等の国認定事業に積極的に

取組む。 

  〔目標〕 

支援目標項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①創業等支援広報 1 2 2 3 3 4

②講演講習会・制度説
明会・相談会等開催 

2 ｼﾘｰｽﾞ 2 ｼﾘｰｽﾞ 3 ｼﾘｰｽﾞ 3 ｼﾘｰｽﾞ 3 ｼﾘｰｽﾞ 3 ｼﾘｰｽﾞ

③創業・第二創業・事

業承継事業計画策

定支援 

70 75 80 85 90 100

 

【円滑な廃業及び企業再生支援】 

    本経営発達支援計画において、廃業や企業再生支援は、持続的改善発達に馴染みにくい支援

分野ではあるが、地域産業の活性化には一面避けることができない課題である。高岡商工会議

所は、円滑な廃業及び企業再生支援にも積極的に取組み、地域産業の安定化を図る。経営指導

員等は、廃業が避けられない状態や倒産の危機に瀕している小規模事業者等に、客観的な経営

状況を説明のうえ、必要に応じて専門家や金融機関、経営改善支援センター、再生支援協議会

等と連携し、慎重な調査・検討による企業再生(再建)の可能性を探る。小規模事業者の多くは

内部経営資源(有形・無形資産の価値)が低く、事業譲渡(Ｍ＆Ａ)の可能性が低い。経営者及び

雇用者の安定した生活の維持を願い、速やかに、再建可能な場合は、企業再生計画書の策定(民

事再生法の活用含む)、再建不可能な場合は、任意整理・法的整理(自己破産、特別清算)の準

備を提案し、最善の支援努力を行う。 

〔事業内容〕 

①経営改善普及事業による小規模事業者の深刻な財務悪化や倒産の危機状況を発見する視点 

経営指導員等は、日頃の巡回指導や窓口相談の機会を通じて、小規模事業者が抱える深刻な

経営不振(財務悪化)や、倒産の危機に瀕している案件の早期発見の機会を逃さない視点で個

社支援にあたる。この支援分野は、経営指導員等に高い専門性と判断力が求められ、専門家

や金融機関等の外部経営資源を活用し、スピーディな支援措置を講じる。 

②企業再生支援(セーフティネット)の広報・周知の視点 

企業再生支援のネックは、経営悪化した小規模事業者の気持ちの萎縮と恐れにより、どこに

も相談できない孤立した環境にある。高岡商工会議所は、企業再生支援(セーフティネット)

の相談窓口であり、安心して専門家等との連携支援が受けられる仕組みについて、情報媒体

を活用して広報・周知を行い、相談・支援が受けやすい環境を整備する。 

③倒産を未然に防止する講演講習会等開催の視点 

    経営悪化の対応が放置され倒産の危機が迫ってからの相談は、手遅れの感があり早期相談が

望ましい。小規模事業者等を対象に、日頃の経営活動から倒産を未然に防止する観点の講演

講習会等を開催する。講習内容は、経営・財務管理、取引に伴う債権・債務管理、信用情報

管理、債権回収方法、企業再生と整理の方法等をポイントとする。 

   ④倒産防止特別相談事業(経営安定特別相談室)の活用の視点 

    倒産の危機に瀕している小規模事業者等からの相談を受けた場合、企業・経営の基本情報を

収集、調査・分析のうえ判断、経営安定特別相談室への相談を促し、経営指導員等は、速や
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かに商工調停士と協議して相談を開始する。商工調停士の支援方針により経営指導員等は、

専門スタッフ(専門家)を活用し、小規模事業者等との伴走型支援により、企業再生計画書の

策定又は整理等の対策を講じる。支援の必要に応じて、金融機関、経営改善支援センター、

再生支援協議会等と連携し、計画の具現化を図る。 

〔目標〕 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①深刻な経営状況の

発見 

 経営分析・事業計画 

 

30 35 40 45

 

50 50

②ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄの広報 4 4 4 4 4 4
③講演講習会の開催 1 1 1 1 1 1
④特別相談室の活用 3 5 10 13 17 20

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

〔【指針②】の考え方について〕 

上記「３．事業計画策定支援に関すること」と同じ。 

【事業計画策定後の実施支援について】 

高岡商工会議所は、上記の地域の経済動向調査による傾向を踏まえて、２．経営状況の分析

に関すること（経営支援のステージⅠ）を行うことにより、具体的な事業展開に向けた３．事

業計画策定支援に関すること（経営支援のステージⅡ）と、その計画の実施支援を伴走型で展

開する。また、事業計画策定の実施支援は、経営指導員等のみで解決できない高度かつ専門的

な課題について専門家派遣事業も活用して、実現可能性を高める。高岡商工会議所の事業計画

策定支援は、経営革新計画書、国認定３法に係る事業計画書、ものづくり補助金・小規模事業

者持続化補助金等に係る事業計画書、生産性向上設備投資促進税制等、これまでに培われた支

援実績と支援ノウハウを支援の強みとし、更に高い計画策定の精度向上を目指す(市場調査

経営支援のステージⅢ)。 

〔事業内容〕 

①小規模事業者経営発達支援融資事業の活用の視点 

小規模事業者の事業計画の策定・実施支援を行うことで事業の持続的発展に取組み、日本政

策金融公庫「小規模事業者経営発達支援融資」を推進する。 

②事業計画実施後のフォローアップ支援の視点 

    高岡商工会議所の経営支援は、小規模事業者が策定した事業計画の進捗度に従って、適宜フ

ォローアップ支援を実施する。本経営発達計画においては、計画策定後、四半期に１度は小

規模事業者と面談し、事業の進捗度の確認、新たな課題の発生と対応策等、必要な措置を講

じる。 

   ③最終目的である売上・販路拡大支援が、持続的発達(成果)につながる視点 

    高岡商工会議所の経営支援は、策定した事業計画が絵に描いた餅にならないよう、実現可能

性が高まる計画内容、フォローアップによる実現を成果目標とする。このことについては、

必ずしも即効的な成果は得にくいが、小規模事業者との伴走支援のＰＤＣＡを繰返す支援に

より、確実な持続的発展に挑む。 

  【創業・第二創業(経営革新等)・事業承継支援】 

  〔事業内容〕 

   ①金融機関等との連携による資金調達達成の視点 

    新規事業に必要な資金調達は、日本政策金融公庫、民間金融機関による地方自治体の制度融

資と保証協会(信用補完)の活用等の公的事業資金の活用が一般的であり、金融機関等との連

携で金融支援交渉を進めて、融資を実現させる。 

②事業計画実施後のフォローアップ支援の視点 

    高岡商工会議所は、小規模事業者等が策定した事業計画の進捗度に従って、適宜フォローア
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ップ支援を実施する。計画策定後、四半期に１度は小規模事業者と面談し、事業の進捗度の

確認、新たな課題の発生と対応策、計画内容の修正等、必要な措置を講じる。 

   ③「創業者ミーティング室の設置」によるインキュベート機能強化の視点 

    「高岡市創業者支援事業計画」の中核事業として、創業予定者や創業間もない小規模事業者

の様々な相談に対応できるよう、創業者支援相談員を配置し、且つ、個別相談窓口や創業初

期のワークスペース、交流・ネットワーク機能等を備えた「創業者ミーティング室」を高岡

商工ビル内に新設し、創業者への伴走支援を強化する。 

  【円滑な廃業及び企業再生支援】 

  〔事業内容〕 

①事業計画実施後のフォローアップ支援の視点 

    高岡商工会議所は、小規模事業者等の企業再生計画の進捗度に従って、適宜フォローアップ

支援を実施する。計画策定後、適時小規模事業者と面談し、事業の進捗度の確認、計画と実

績の比較検討、新たな課題の発生と対応策、計画内容の修正等、必要な措置を講じる。 

〔目標〕 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①金融機関等との連

携強化(融資件数) 
40 45 50 55 60 65

②ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援 70 75 80 85 90 100
③ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ機能強化 未実施 5 7 8 9 10
④計画ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援 30 35 40 45 50 50

 

 ５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

〔【指針③】の考え方について〕 

多くの小規模事業者は、販売する製品(加工技術)・商品又は提供する役務について、自らの

強みと課題に気づかず、販売方法や受注についても、従来販路に依存している傾向にある。と

ころが、経済のグローバル化、少子高齢化と人口減少問題等の我が国における中長期的な経

済・社会構造の変化のなかで、小規模事業者が置かれた環境も変化している。製造業において

は、従来の受注先との相互依存関係が希薄化しており、需要を獲得する必要性に迫られている。

また、商業においても、従来からの域内を中心とする営業基盤が揺らいでおり、取引環境が大

きく変化している。小規模事業者は、この様な問題意識を持って、自らが市場と向き合い、い

かにして市場から需要を獲得し、収益力を安定化させ持続的発展につなげていくが、大きな経

営課題である。 

また、下図の通り、小規模事業者が抱える経営上の課題は、最も深刻なのが「売上の停滞・

減少」である。その傾向は、倒産原因別割合からも顕著で、従業員規模が小さい小規模事業

者ほどその傾向が強い。 
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販売(受注)不振に見舞われている小規模事業者多いが、一方では高収益を目指して果敢に営

業努力をしている小規模事業者も存在する。この差は、決して大きなものではなく、必要と

している市場や顧客に対して適時に商品・サービスを提供されているかである。また、小規

模事業者の販売地域は域内傾向が強く、地元の需要を賄う役割がある。これから小規模事業

者が持続的発展を果たすには、市場調査と情報収集によるマーケットを掴まなくてはなら

ず、販売拡大に向けて活路を見出す必要がある。当所では、情報収集や分析に不慣れな小規

模事業者に代わり、マーケット情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔需要動向調査支援の基本的な考え方について〕 

高岡商工会議所は、「２．経営状況の分析に関すること（経営支援のステージⅠ）」、具体

的な事業展開に向けた「３．事業計画策定支援に関すること（経営支援のステージⅡ）」を

経て、「５．需要動向調査に関すること（経営支援のステージⅢ）」及び「経営支援のステー

ジⅣ 販路開拓」へとステップアップさせ、事業計画の需要(市場)獲得に向けた実現可能性

を高める伴走型支援を展開する。また、需要動向調査支援は、経営指導員等のみで解決でき

ない場合、専門家派遣事業や外部調査機関等も活用して、需要獲得への実現可能性を高める。

  〔需要動向調査の現状と改善方法について〕 

高岡商工会議所は、需要動向調査の実施及び他機関等からの情報収集、その結果分析等の

方法、情報提供への活用等について、現状・課題と改善策について下表の通り取りまとめた。

需要動向調査・経営支

援の種類 

実施主体 現状と課題 

(上段が現状、下段が課題) 

改善(解決)策 

事業計画策定支援に

係る需要動向調査 

自主実施 

結果分析 

補助金事業計画策定支援時に

ネット検索による活用 

 

 

経営指導員による一部の活用 

一般相談現場に活かされてい

ない 

・事業計画策定・実施支援、

及び実践的需要開拓支援

に積極的活用する。 

・一般の相談現場への積極

的な活用展開 

・経営指導員の調査能力の

向上 

事業計画の実施支援

に係る需要動向調査 

自主実施 

結果分析 

補助金事業計画策定支援時に

ネット検索による活用 

 

 

経営指導員による一部の活用 

一般相談現場に活かされてい

ない 

・事業計画策定・実施支援、

及び実践的需要開拓支援

に積極的活用する。 

・一般の相談現場への積極

的な活用展開 

・経営指導員の調査能力の

向上 

 
小規模事業者 中小企業 
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実践的な需要動向調

査情報の活用と需要

の獲得 

自主実施 

連携実施 

事業計画策定支援時にネット

検索による活用 

 

 

経営指導員による一部の活用 

一般相談現場に活かされてい

ない 

・実践的な需要獲得のため

の販路開拓支援の強化 

・一般の相談現場への積極

的な活用展開 

・経営指導員の調査能力の

向上 

・伴走型小規模事業者支援

推進事業の活用 

ﾏｰｹｯﾄｲﾝ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｱｳﾄ 

の視点 

自主実施 

自主分析 

ほぼ未実施 

 

 

経営指導員による一部の発想 

・経営指導員の調査分析能

力の向上 

・経営指導員の支援力向上

市場の４類型化の視

点 

自主実施 

自主分析 

ほぼ未実施 

 

 

経営指導員による一部の発想 

・経営指導員の調査分析能

力の向上 

・経営指導員の支援力向上

マーケティング戦略

手法の活用 

自主実施 

連携実施 

一部の需要開拓に実施 

 

 

経営指導員による一部の発想 

小規模事業者の認識不足 

・経営指導員の調査分析能

力の向上 

・経営指導員の支援力向上

・伴走型小規模事業者支援

推進事業の活用 

市場調査の活用 自主実施 

連携実施 

一部の需要開拓に実施 

 

 

経営指導員による一部の発想 

小規模事業者の認識不足 

・経営指導員の調査分析能

力の向上 

・経営指導員の支援力向上

・伴走型小規模事業者支援

推進事業の活用 

外部専門家・調査機関

等による経済動向調査 
連携実施 

結果分析 

民間調査機関は有償にて未実

施 

専門家派遣制度の活用 

 

 

小規模事業者の資金負担力 

専門家派遣制度活用の調査限

界 

経営指導員の調査限界 

・経営指導員の外部専門

家・機関を活用する意識

改革 

・外部専門家・機関等との

連携体制の強化 

・伴走型小規模事業者支援

推進事業の活用 

カリスマバイヤー等

の活用 

連携実施 売れる商品づくりを目的に実

施 

 

 

商工会議所の資金負担 

小規模事業者への周知不足と

商品づくりの認識不足 

経営指導員の支援限界 

・経営指導員の腕利き・目

利きバイヤー活用の意識

改革 

・大手流通企業との連携体

制の強化 

・小規模事業者の挑戦意欲

を高める環境づくり 

海外需要動向調査 自主実施 

連携実施 

一部の需要開拓に実施 

 

 

経営指導員による一部の発想 

海外需要調査の困難性 

・経営指導員の調査分析能

力の向上 

・経営指導員の支援力向上

・伴走型小規模事業者支援

推進事業の活用 
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〔需要動向調査の事業内容について－①事業計画策定及びその実施支援に関すること〕 

高岡商工会議所は、本計画「３．事業計画策定支援に関すること」及び「４．事業計画策

定後の実施支援に関すること」で述べた、小規模事業者が取組む事業計画策定やその計画実

施への支援段階(ステージ)において、個社に応じた伴走型の需要(市場)動向調査や市場地域

の経済産業動向等の情報を収集し、整理・分析した情報提供を行う。小規模事業者が取組む

新たな事業展開や最終目的である需要の獲得(販路開拓)に向けた事業計画書策定やその実

施支援に欠かせない重要な支援要素である。 

 

［主な需要動向調査情報等の活用について(一部例)］ 
＜市場規模、業界動向関連＞ 

  ・各種業界団体、コンサルタント会社が実施する調査・報告書等 

   ［例えば製造業向け］ 
・素形材産業ビジョン(素形材産業ビジョン検討会:経済産業省) 

     鋳造産業ビジョン、非鉄金属鋳物業ビジョン、鍛造業ビジョン、ダイカスト産業ビジョン、金属

プレス産業ビジョン、金型産業ビジョン、金属熱処理業ビジョン、バルブ産業ビジョン(各業界)

   ＜活用例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ［例えば商業向け］ 

   ・中小卸小売業の現状と課題 (財)商工総合研究所 

       ・中小卸売業の新しいあり方 (財)流通経済研究所 

＜観光産業関連＞ 

・観光庁   観光白書、訪日外国人消費動向調査(広域性) 

・その他、富山県、高岡市が実施する調査・報告書等(地域性) 

 

   ［高岡商工会議所独自で公的需要動向データを活用して調査・分析情報を提供する事例］ 

また、高岡商工会議所の需要動向調査結果・分析情報を小規模事業者に提供する方法は、

小規模事業者の業種・規模、提供する製品商品・技術の内容、市場となる産業分野や地域等

を基に、経営指導員等自らが各種需要動向データ等を有効活用して、個別具体的かつ必要性

に絞り込んだ調査と分析を行い、その情報を小規模事業者に提供する。小規模事業者等の商

品(技術)・役務の強みや競争優位性、経営・技術的課題を発見し、その需要動向を見極めて

事業計画の実現可能性を高める。その自ら手掛けた事業計画策定及び実施支援に係る需要動

向調査・分析情報の提供事例は、下記の通りである。 
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≪小規模事業者への事業計画策定及び実施支援に係る需要動向調査・分析情報の提供事例≫ 
［小規模事業所の基本情報］ 

・事業所名   Ａ製作所株式会社        ・所在地  富山県高岡市 

・業種(中分類) 金属製品製造業         ・従業員数 １３人 

・当社の部門別売上構成  高岡銅器(仏具)部門 65％：建材(雨樋)部門 35％ 

［事業計画策定及び実施支援に係る需要動向調査・分析情報の提供事例①］ 

     ・事業計画策定及び実施支援に係る施策活用：平成 26 年度補正「ものづくり補助金」採択決定 

     ・集中支援期間：平成 26 年 2 月から 5月 

     ・事業計画名：「最上位な雨樋建材の製造ラインを研磨ロボット化による安定した高品質な生産効率化事業」 

・需要動向調査・分析情報の提供内容：自社製品「鎖樋」の国内需要(市場)動向と海外市場へのマーケット戦略

鎖樋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ［事業計画策定及び実施支援に係る需要動向調査・分析情報の提供事例②］ 

     ・事業計画策定及び実施支援に係る施策活用：地域産業資源活用事業計画に係る国認定（認定予定） 

・集中支援期間：平成 26 年 5月から 8月(現在進行中) 

・事業計画名：「高岡銅器を活用したｲﾝﾃﾘｱ機能と祭祀機能を有する自社ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ仏具「Sotto」の製造販売事業」

     ・地域産業資源：高岡銅器 

     ・対象新商品(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ)の一部 

 

 

 

 

・需要動向調査・分析情報の提供内容：自社ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ新仏具の国内需要動向調査・分析及び商流(販路)の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔需要動向調査の事業内容について－②需要獲得に向けた実践的な需要動向調査の実施〕 

   ①マーケットインとプロダクトアウトによる視点 

    最近は、販売(受注)不振に見舞われている小規模事業者が多い一方で、果敢に新商品開発や

新役務の提供を志向している小規模事業所が増えている。やはり小規模事業者にあっても、

厳しい経営環境の到来が認識され、現実から目を逸らさずに危機感を抱き、新規事業への取

組み気運が高まっている。ところが、小規模事業者が取組んだ新商品や新役務がほぼ完成し

た段階になって、販売の方法や販路を見出すことができずに、新商品等が日の目を見ること

なく埋もれてしまうケースが散見される。これらの原因は、小規模事業者が新規事業に取り

かかる計画性に欠け、一方的な「あったらいいなぁ」「売れるだろう」という思い込みで新

商品や新役務の開発を行い完成された商品や役務であり、そもそもその商品や役務に需要・

ニーズに応えていない可能性があり、かつ、販売チャネルが想定されていないことに起因す

る。一番問題なのは、このような失敗を経験すると、投じた開発費用や労力が無駄になった
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失望感が再挑戦意欲までをも喪失する恐れである。 

    高岡商工会議所は、マーケットインとプロダクトアウトによる視点で、小規模事業者が取組

む新規事業や開発事業をサポートする。まず「マーケットイン」とは、市場や購買者という

買い手の立場に立って買い手が必要とするものを提供することを指し、「プロダクトアウト」

とは、技術や製造設備といった提供側からの発想で商品開発・生産・販売活動を行うことを

指す。小規模事業者にとって最も重要なのは、自社の商品・役務が選ばれることである。マ

ーケットインとプロダクトアウトを二元論と考えずに、顧客志向で商品・役務を顧客に売り

込む「プロダクトアウト」「マーケットイン」(商品・役務が決まっていていかに売り込むか)

の考え方と、マーケットである顧客視点に基づいた商品・役務を顧客に合わせて作り込む「マ

ーケットアウト」「プロダクトイン」(マーケットが決まっており顧客が何を求めているか)

の考え方がある。小規模事業者の業種・規模、取扱商品・役務の内容、技術力、既存販路、

経営・資金力等の基本要素と目指す新商品・役務を考慮して、個別具体的なアドバイスを講

じる。 

②目指す市場による４類型化とイノベーションの視点 

    小規模事業者が、今後目指す需要(市場)によって２つの類型化に分けられる。１つは、同一

市町村、近隣市町村、県内を今後目指す市場とする「地域需要志向型」であり、もう１つは、

近隣都道府県、全国、海外を今後目指す市場とする「広域需要志向型」である。一般的には、

小規模事業者が地域密着型であることから、事業形態から法人より個人事業者の地域需要志

向型が多く、更には、事業規模が小規模事業者より小企業者の地域需要志向型が圧倒的に多

い傾向にある。また、「地域需要志向型」「広域需要志向型」それぞれに、事業の持続的発展

を志向する「維持・充実型」と、成長を志向する「成長型」に別けられ、４つの類型化に細

分化される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図より、小規模事業者は、「地域需要志向型」が 81％、「広域需要志向型」が 19％であり、

また、「維持・充実型」が 77％、「成長型」18％であり、圧倒的に地域需要志向型かつ維持・

充実型の地域密着傾向が強いのが現実である。このことから、小規模事業者は、地域に古く

から根ざして、地域の要望・ニーズに応じた事業活動により地域貢献に寄与してきた重要な

産業界の一員である。 

 しかしながら、小規模事業者は、我が国における中長期的な経済・社会構造の変化や、地

域経済産業の課題が山積する厳しい経営環境を迎え、健全な経営の持続的発展を目指さなく

てはならない。小規模事業者においては、急速に変化する需要・ニーズに応え、目指す市場

の動向を探り多様な需要を獲得するために、新たな商品・サービスの開発や、技術開発・高

度化に向けたイノベーションに取組み、自らが新たな需要を創出しなければ、経営の持続的

発展が期待できない現実に直面している。下図の通り、小規模事業者は、中規模企業よりも

広域需要志向型が劣るものの、かなり高い割合で広域需要を志向している。また、業種別の

［小規模事業者の類型化］ 
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イノベーション活動の状況からも、地域需要志向型よりも広域需要志向型の取組みが活発で

あり、前向きな需要志向とイノベーション活動は、経営力強化や競争力強化に欠かせない要

素である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高岡商工会議所は、域内需要型と広域需要型別の動向とこれから志向する市場、既存市場

と新規市場の販路開拓面の視点から需要動向調査・分析結果を提供し、小規模事業者等の経

営革新を促進する。また、補助金等を含む事業計画策定支援においても、この需要動向及び

経済動向の調査結果を有効に活用する。 

   ③マーケティング戦略手法活用の視点 

    ［マーケティング戦略の支援手法］ 

需要動向調査に最も相応しい方法は、マーケティング戦略手法の活用が不可欠であり、

具体的には、次の手順で策定作業を進める。 

ⅰ)事業コンセプトとドメインの明確化 

       小規模事業者の事業計画書や営業戦略で定めた事業コンセプトにより、事業領域や標

的市場を想定する。 

ⅱ)マーケットセグメンテーション(市場細分化) 

       小規模事業者が提供する商品・製品(技術)やサービスの市場を細分化する。市場細分

化は、小規模事業者のマーケティング環境を外部環境と内部環境に区分し、外部環境

には、マクロ環境(経済・政治、自然環境、社会環境、人口動態(年齢・性別)、産業構

造等業界外の環  境)とタスク環境(顧客、消費者、取引関係、競合他社等のステーク

［企業規模別、業種別に見た需要志向の違い］

［需要志向別に見たイノベーション活動の状況］ 
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ホルダー)に細分化する。内部環境には、ミクロ環境(需要状況、顧客動向、競合動向、

製品技術、材料市場・供給動向等自社に直接関係ある環境)と企業内環境(経営方針・

目標、企業文化、経営資源等)に細分化する。市場細分化は、経営資源の適切な配分、

顧客ニーズの充足、競争上の優位性の確保に欠かせない調査である。 

ⅲ)ターゲット・マーケティング(標的市場)の設定 

       標的市場の設定は、市場細分化により得られた情報を消費者特性と消費者反応に区分

する。消費者特性は、地理的変数(国・都道府県・市町村)、人口統計的変数(年齢・性

別・家族構成・職業)、サイコグラフィック変数(社会階層・ライフスタイル)により、

消費者反応は、ベネフィット(効率、耐久性、経済性、利便性、品質)、使用率(大口使

用者、普通使用者、小口使用者)、ロイヤルティ(特定の製品、ブランド、メーカーに

抱く忠誠心)、状況(消費者が置かれた状況)により分析する。また、製造業における生

産財市場の細分化は、人口動態変数(産業、規模、位置(地域))、オペレーション変数(技

術、使用率、顧客の能力)、購買形態(組織、購買基準)、状況要因(緊急性、注文の規

模)によって分析する。 

     ⅳ)ポジショニング 

       ポジショニングは、競合他社との優位性や差別化を図るために、製品特性、ベネフィ

ット、状況、使用者のカテゴリーによって区分する。 

     ⅴ)マーケティング・ミックス 

マーケティング・ミックスは、マーケット戦略において望ましい反応を市場から引き

出すために、マーケティング・ツールを組み合わせる。具体的には、売り手側の視点

による４Ｐ(製品、価格、流通、プロモーション)と、買い手側の視点による４Ｃ(消費

者のニーズやウォンツ(顧客ソリューション)、顧客コスト、利便性、ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ)に分類

される。 

 

     ※経営指導員が自ら手掛けた小規模事業者へのマーケティング戦略策定支援の事例は、下

記の通りである。 

 

≪小規模事業者へのマーケティング戦略策定支援の事例≫ 
［小規模事業所の基本情報］ 

・事業所名   Ｂホーム株式会社   ・所在地  富山県高岡市 

・業種(中分類) 総合工事業      ・従業員数 ２人        ・資本金 １００万円 
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   ④市場調査の視点 

     市場調査は、マーケティングを円滑に行う上で欠かせない調査手段であり、マーケティン

グ戦略を構築に活用される調査である。市場調査は、最終的な意思決定まで下記の通り６段

階のプロセスを経る。高岡商工会議所は、小規模事業者が展示会や見本市等の出展会場での

市場調査が有効であると考えており、下記に従って調査票の提案等を行っている。 

     ⅰ)課題と調査目的の明確化 

       まず、自社が抱える課題と調査目的を明確化させることで、無駄がない効果的な市場

調査を実施することが可能になる。 

     ⅱ)調査計画の策定 

       1)データの情報源 

市場調査は、一次データと二次データによる２種類のデータ情報源がある。一次デ

ータは、自社で新規に集めた情報であり、二次データは、他の目的で自社もしくは

他者が収集した情報である。商工会議所が調査する公的なデータやレポート、また

各種業界団体やコンサルタント会社が実施する調査・報告書等の情報は二次データ

である。 

       2)調査方法 

        上記 1)の情報源を一次データによる場合は、観察調査(対象とする顧客を観察する

方法でデータ収集)、フォーカス・グループ調査(対象とする顧客を複数集めて意見

を聴取する方法でデータ収集)、サーベイ調査(対象顧客にアンケート調査方法でデ

ータ収集)などの種類があるが、小規模事業者には資金負担や作業負担が伴い、マー

ケティング調査時や展示会出展時に良く活用される調査方法である。 

       3)サンプリング 

        サンプリングは、調査対象層と対象者、調査規模等を決定しなければならないが、

調査結果の偏りや属性の偏りを避けた対象に選定しなければならない。 

       4)コンタクト方法 

        コンタクト方法には、電話によるインタビュー、郵送によるアンケート、対面イン

タビュー、インターネットによるアンケート等があるが、一般的には、展示会・商

談会の参加時に、書面アンケートや対面インタビューによる場合が多い。 

     ⅲ)情報の収集 

       以上の調査計画に従って、情報の収集段階に移る。現実は、小規模事業者にとって大

きな負担がかかり、展示会出展機会を活用した調査で調査票まで準備しておきながら、

調査目標数を下回るケースが多く見受けられることに留意する必要がある。 

     ⅳ)調査の分析 

       一次データと二次データによって収集された情報を、小規模事業者と商工会議所経営

指導員等が協働して分析する。数値化する定量評価や感想などの定性評価に整理して、

調査目的に従って分析する。 

     ⅴ)調査結果の取りまとめ 

       調査結果報告書を作成し、市場調査の結果を取りまとめる。 

     ⅵ)意思決定 

       調査結果を受けて、自らの商品、技術、役務の需要期待と比較検討し、マーケティン

グ戦略構築へとつなげる。 

   ⑤小規模事業者の需要動向調査支援に必要な専門家等活用の視点 

小規模事業者の需要獲得には、個別具体的な需要(市場)分野に向けた需要動向調査・分析

結果の提供による経営支援が不可欠である。商工会議所が独自に実施する需要動向調査・分

析情報に加え、必要に応じて外部専門家や調査機関等による調査・分析結果も活用して、小

規模事業者の持続的発展に必要な経営分析や事業計画の策定、販路開拓支援等に情報提供す

る。【伴走型小規模事業者支援推進事業の活用】 
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⑥カリスマバイヤー活用による需要動向把握の視点 

     高岡商工会議所は、大手百貨店や大手スーパーマー 

ケット等のカリスマバイヤーを招聘し、小規模事業者 

の商品・製品の評価や、改善方法、アドバイス等が受 

けられる機会を提供する。具体的には、小規模事業者 

に参加エントリーを募り、申込者全員を対象とした商 

談対策セミナーにおいて、需要獲得における販路開拓 

方法を学び、プレゼン力や商品展示力の向上を図る。 

次のステップで、参加小規模事業者がバイヤーによる 

商品評価やアドバイスを受け、大手流通企業に向けた 

販路開拓力を強化させる。小規模事業者の商品・製品 

の評価は、直接的にエンドユーザーへの需要調査によ 

る方法と、プロのバイヤーからの評価によって得られ 

る需要動向を掴むことも重要であり、かつ、商談成立 

につながる可能性をも秘めている。 

   ⑦小規模事業者の外国人観光客増加による需要と海外需要を取込む視点 

     海外需要動向調査は、中小企業・小規模事業者の規模を問わず、比較的容易な国内需

要動向調査と異なり、海外需要の詳細な動向情報を把握するには、入手の困難が伴う。

しかしながら、経済のグローバル化や、少子高齢化と人口減少問題等の我が国における中

長期的な経済・社会構造の変化の影響を受けて、将来に向けて内需の縮小が見込まれる厳

しい経営環境を迎えている現実を見つめて、小規模事業者においても外需を取込む広域需

要志向型の事業活動を目指すことで、持続的発展が可能となる。高岡商工会議所は、果敢

に外需獲得を目指す小規模事業者に対して、会議所自らが行う外需動向調査に加えて外部

専門家・調査機関等による調査・分析結果について、可能な限り情報提供を行う。 

1)外国人観光客増加による国内購買は海外需要 

最近は、訪日外国人が急増しおり、その旅行支出額が増加している。その背景には、日

本政府が目指す観光立国への実現があり、観光を極めて重要な成長分野に位置づけ、人

口減少・少子高齢化が見込まれる中、国内の観光需要を喚起するとともに、急速に成長

するアジアを始めとする世界の観光需要を取込むことで我が国の地域経済活性化、雇用

機会の増大につなげることを目的として、「観光立国実現に向けたアクション・プログラ

ム」や「訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパン事業)」「クールジャパン」などが展開さ

れ、大きな効果を挙げている。 

まずは、確実に増加している訪日外国人旅行者数と旅行消費額は、下図の通り増加して

いる。特に中国の躍進が目覚ましく、圧倒的に消費額の群を抜いている。この消費動向

については、少なくとも 2020 年 TOKYO オリンピックまで続き、それ以降もこの傾向が変

わらないと見込まれる。 

最近では、訪日中国人観光客が急増し、都市部では中国人による「爆買い」で賑わい、

国内消費(販売)の回復にも功を奏した。そもそも、外国人旅行者が国内で購買すること

も海外需要であり、外貨を獲得するものである。 
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    2) 世界人口増加と新興国の経済成長による海外需要 

世界人口の増加は、下左図の通り 2050 年には 93 億人に達すると推測されており、確

実に世界の消費財市場が拡大する。この間の経済先進国の人口は、12 億人から 3800 万

人しか増加せず、一方でアジアを中心とする工業新興国が 56 億人から 79 億人に増加す

るとみられている。新興国の経済規模も人口増加に伴って拡大を続けており、下右図の

通り新興国の国民所得水準が向上するに伴い豊かな生活を求めその消費量は拡大する

ことが必至である。 

最近は、海外需要を取込む小規模事業者が増加している傾向にあり、高岡商工会議所に

海外需要調査の支援要請も増加傾向にある。高岡商工会議所は、この支援ニーズに応え

るために需要調査能力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3)小規模事業者の外需獲得に向けた経営支援の方向 

      わが国の国内外の需要は、上記の通り、国内需要が減少傾向にある一方で、海外市場が

拡大傾向にある。小規模事業者の海外展開の現状は、大・中小企業と比べて経営資源不足

から取組みに遅れている。高岡商工会議所管内の小規模事業者が取組む海外需要を獲得す

る事業活動の動向は、販売不振に見舞われている伝統的工芸品「高岡銅器」業界が果敢に

挑戦し続けている海外展開先進産業である。また、小売業が海外向けネット販売でニッチ

商品を輸出する小規模事業者が現れている。下図の全国的統計においても、小規模事業所

の積極的な海外展開姿勢が伺える。 
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一方、富山県を訪れる外国人旅行者は、日本海側の立地や航空便等の関係からから中国

をトップとする全国傾向とは異なるが、１位台湾(H25 前年対比 167％)、２位韓国(同

153％)、３位中国(同 100％)、４位香港(259％)が来県主要国で、この順位は以前とほぼ

変わりはない。本年 3月の北陸新幹線開業を受けて首都圏との周遊利便性が高まり、更に

来県数増加が見込まれる。外国人旅行者が国内で購買することも外需(外貨)の獲得であ

り、小規模事業者にも大きな商機が訪れ、宿泊・飲食業を始め、地域の名産品や伝統的工

芸品、加工食品、土産品等の製造・販売活動が活発化している。また、商店街等小売店に

おいても、訪日外国人旅行者向け消費税免税店の対応が広がっている。 

      この様に、これまで無縁であった小規模事業所の外需獲得の機会が身近となり、高岡商

工会議所は、これまでの大・中小企業が取組む直接的な海外展開支援と、小規模事業者が

取込む間接的な外需獲得に向けた海外展開支援を区分して、参入障壁を下げた小規模事業

者向けの海外需要動向調査・分析による経営支援を実施する。 

    4)高岡商工会議所が実施する小規模事業所向け海外需要動向調査と経営支援 

     ⅰ)海外展開支援型 

       ・直接的な海外展開 ほぼ中小企業向け支援であるが小規模事業者においても、(独)

中小企業基盤整備機構北陸本部、(独)日本貿易振興機構ジェト

ロ富山等、専門的海外展開支援機関と連携し、海外需要動向調

査・分析結果の提供や、海外展開の実現までのプロセスに従い、

特に重要なＦ／Ｓ(海外展開事業計画の実現可能性)支援や海外

展示会出展等の支援を実施する。 

                 また、北陸銀行国際業務部との連携により、小規模事業者を対

象とした貿易実務初級レベルのセミナー・研修会を開催する。

       ・間接的な海外展開 商社や取引先を経由した間接的輸出等は、小規模事業者が取組

みやすい間接的な海外展開であるが、拠点進出や貿易取引に伴

うリスクが低く手続き等が軽減される反面、高収益が期待しづ

らい。よって、上記海外展開と同様な支援体制にて臨み、より

高い収益性を確保するため直接的な海外展開化の推進を図る。

     ⅱ)訪日外国人旅行者向け需要獲得型 

                 外国人旅行者向け需要獲得については、国内にて購買されるの

で、国内需要動向調査・分析情報提供や通常の経営支援で対応

［企業規模別に見た海外展開の状況］
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する。但し、訪日外国人旅行者の動向にる外部要因の直接的な

影響を受けるリスクがあり、かつ、外国人向けの商品開発や、

販売方法・サービスの提供に工夫を凝らす必要があり、外国人

旅行者の観光ルート、来県動向、需要・ニーズを重視させた動

向調査・分析情報を提供する。 
 

    ≪海外需要動向調査・分析情報の提供事例≫ 
     ［企業基本情報］ 

      ・事業所名    Ｃ合金株式会社   ・所在地  富山県高岡市 

      ・業種(中分類)  金属製品製造業   ・取扱商品 大型ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、銅像、ﾓﾆｭﾒﾝﾄ、 

ｻｲﾝ銘板等 

 

      ・海外需要動向調査・分析情報の提供内容「大型美術工芸鋳造品の海外展開に係る需要」 

中国の青銅器は、中国の古代文明を象徴する遺物であり、・・・。中国は、古くは大国の文明国

でありながら経済開放に遅れるものの、現在では新興工業国としていまや世界第２位の経済大国に

まで急成長を遂げた。最近の世界各国の鋳物生産量では、第１位がロシア、第２位が中国、第３位

がアメリカ、第４位が日本と上位を占める。しかし、中国の鋳物生産量が第２位といっても、実は

あながち凄いものだと思い込むこ 

とはできない。現代中国の鋳物の 

発展は、自動車産業に伴って発展 

してきたことは論を持たず、それ 

はロシアの場合においても同じこ 

とが言える。材質別構造では、ロ 

シアや中国では圧倒的にクズ鋳物 

が多く、アメリカや日本と比べて、 

ダクタイル鋳物やアルミ鋳物が少 

ない。よって、日本の大型美術工 

芸銅鋳物の高品質な生産ノウハウ 

は、世界トップクラスである。 

「高岡銅器」の美術工芸品は、以前から台湾からの需要が高まっており、高額商品の売行きが好

調である。中国統計局によると、現在の高額所得者層が 6000 万人にも上り、5年前の 2倍まで増加

したとされており、高付加価値商品を積極的に購買することが指摘されている。国内需要に向けて

は不振である伝統的工芸品だが、付加価値を高めて目の肥えた中国の富裕層ニーズに応える必要が

あり、中国市場には、従来からの日本向け伝統工芸技術に加えて、生活習慣、歴史と文化、美的感

覚(芸術性)、実用性などにカスタマイズした、受け入れられる高付加価値化の工夫が必要である。

台湾市場においても中国市場と同様であるが、特筆すべきは、実際の購入者の大半が中国人である

と言われている。年々増え続ける中国からの観光客もさることながら、輸入規制や関税、価格高騰

や品切れによって、わざわざ台湾を仲介するルートで購入する中国人が増えている。 

 

〔需要動向調査支援の目標〕 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①需要動向調査・分析

情報の提供 
130 140 160 175 190 200

②ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略策定

支援 
70 80 90 100 110 120

③市場調査支援 1 2 4 5 7 10
④ﾊﾞｲﾔｰ活用による需

要動向の把握 
未実施 15 20 23 27 30

⑤外需動向調査・分析

情報の提供 
2 4 5 7 9 10

⑥貿易実務初級セミ

ナー 
未実施 20 23 25 28 30
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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】 

〔【指針④】の考え方について〕 

販路開拓支援は、小規模事業者の製品(技術)、商品、サービスの情報を発信し、商談等によ

る販売機会を増やすことで販売(提供)拡大の実現に寄与する大きな効果が期待できる。しかし

ながら、計画性のない営業活動には、収益が伴わずに時間と費用を無駄にする失敗と自信喪失、

販売不振の継続と言った負の連鎖を招く恐れがある。よって、新たな需要の開拓は、計画性あ

る営業活動の展開が必要であり、①販路開拓(拡大)計画の策定、②展示会・商談会等のアプロ

ーチ、③販売へのフォローといった支援プロセスが必要である。 

［販路開拓の支援方針］ 

販路開拓支援は、小規模事業者の製品(技術)、商品、サービスの販売機会を増やすことで

販売(提供)拡大に直結する期待感が高いが、一方では、安易な取組みによるリスクが潜ん

でいる。高岡商工会議所は、この様なリスクに配慮した販路開拓策定支援を実施する。販

路開拓支援は、即時販売に繋がるなどの目先の利益(成果)を追求するのではなく、普遍的

な計画性が販売力の向上に繋がり、小規模事業者の持続的な経営発達へと導く。 

   ［小規模事業者に対する効果と目標］ 

 小規模事業者の販路開拓支援は、高岡商工会議所が実施してきた支援実績をベースとし

て、単に販売機会の場を提供するものではなく、更なる支援効果が高まる工夫を加え、

小規模事業者の販売拡大に向けて成果・実績に繋がるような支援事業を展開する。 

 

経営支援のステージⅣ 販路開拓支援は、小規模事業者等から売上増加策に直結する最も期待

される支援である反面、費用対効果や成果が問われ、結果や実績が顕著に伴う難易度が高い支

援である。基本的な方針は、小規模事業者等が販売機会を増やす展示・商談会等の開催や、参

加を促進させて機会を創出すると共に、新規取引等の販売成果(実績)の実現性を高めるため

に、と、販路開拓計画策定支援によって計画性の向上を図る。 

［マーケティング戦略の支援手法］ 

具体的には、次の手順で策定作業を進める。 

ⅰ)事業コンセプトとドメインの明確化 

      小規模事業者の事業計画書や営業戦略で定めた事業コンセプトにより、事業領域や標的

市場を想定する。 

ⅱ)マーケットセグメンテーション(市場細分化) 

      小規模事業者が提供する商品・製品(技術)やサービスの市場を細分化する。市場細分化

は、小規模事業者のマーケティング環境を外部環境と内部環境に区分し、外部環境には、

マクロ環境(経済・政治、自然環境、社会環境、人口動態(年齢・性別)、産業構造等業

界外の環  境)とタスク環境(顧客、消費者、取引関係、競合他社等のステークホルダー)

に細分化する。内部環境には、ミクロ環境(需要状況、顧客動向、競合動向、製品技術、

材料市場・供給動向等自社に直接関係ある環境)と企業内環境(経営方針・目標、企業文

化、経営資源等)に細分化する。市場細分化は、経営資源の適切な配分、顧客ニーズの

充足、競争上の優位性の確保に欠かせない調査である。 

ⅲ)ターゲット・マーケティング(標的市場)の設定 

標的市場の設定は、市場細分化により得られた情報を消費者特性と消費者反応に区分す

る。消費者特性は、地理的変数(国・都道府県・市町村)、人口統計的変数(年齢・性別・

家族構成・職業)、サイコグラフィック変数(社会階層・ライフスタイル)により、消費者

反応は、ベネフィット(効率、耐久性、経済性、利便性、品質)、使用率(大口使用者、普

通使用者、小口使用者)、ロイヤルティ(特定の製品、ブランド、メーカーに抱く忠誠心)、

状況(消費者が置かれた状況)により分析する。また、製造業における生産財市場の細分

化は、人口動態変数(産業、規模、位置(地域))、オペレーション変数(技術、使用率、顧

客の能力)、購買形態(組織、購買基準)、状況要因(緊急性、注文の規模)によって分析す

る。 



３７ 
 

ⅳ)ポジショニング 

      ポジショニングは、競合他社との優位性や差別化を図るために、製品特性、ベネフィッ

ト、状況、使用者のカテゴリーによって区分する。 

ⅴ)マーケティング・ミックス 

マーケティング・ミックスは、マーケット戦略において望ましい反応を市場から引き出

すために、マーケティング・ツールを組み合わせる。具体的には、売り手側の視点によ

る４Ｐ(製品、価格、流通、プロモーション)と、買い手側の視点による４Ｃ(消費者のニ

ーズやウォンツ(顧客ソリューション)、顧客コスト、利便性、ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ)に分類される。

［具体的な販路開拓計画書策定の支援手法］ 

具体的には、次の手順で支援を進める。 

    ⅰ)販売対象の絞り込み 

      エンドユーザーに自社の商品・製品(技術)・サービスが必要とされる対象を具体的に絞

り込み、商品を提供する中間流通であるチャネルを想定する。 

    ⅱ)アソートメントの想定 

      絞り込んだ販売対象者にとって魅力ある商品・製品(技術)・サービスの効率的な品揃え

で推奨提案するための取組みを検討し、商談に向けた準備を行う。エンドユーザーやチ

ャネルがどのように自社の商品等を必要とし、自社が何をすべきかコンセプトを想定し、

どのタイミングでどのような理由をもって商品提案するのか、販売ストリーを想定する。

    ⅲ)商談方法 

      商談方法が実践となり、販売対象からアプローチを特定し、商談シュミレーションを行

う。商談は短時間で効率よく提案の意図を伝達し、よい返答を得られる準備として商談

モデルを作成する。 

    ⅳ)アフターフォロー 

      商談後、取引獲得に向けたアフターフォローが重要である。仮に新規取引が成立しても、

リピート受注を得られない可能性もあり、取引のみに係わらずに附帯するフォローに勤

しむ体制を整える。訴求方法に変化を持たせて、信頼度、貢献度を高めなくてはならな

い。 

    ⅴ)レビュー 

      販路開拓にはレビューが求められ、成果を出すという観点から重要性が高く、継続的に

行われることが必要である。商談成立後の販売目標設定、記録、データ収集と集計等に

より、早期目標修正等必要な措置を講じ、企業内の内部評価、企業外の外部評価(顧客、

支援機関、専門家等)により、定性・定量評価して改善を講じる。 

〔事業内容〕 

   ①小規模事業者等が取組む新商品(技術)開発及び販路拡大を啓発する自主事業実施の視点 

    高岡商工会議所は、小規模事業者等(団体含む)が取組む、新商品(技術)・役務の開発、新た

な販売方法の展開、産学官連携による開発、販売拡大、産業観光の振興等を喚起するために

「高岡産業文化振興基金事業」を毎年実施しており、本年で第 18 回を数える。小規模事業

者等からの申請を受けて、外部審査会により奨励事業を採択し、奨励金を授与している(奨

励金総予算 520 万円/年)。本事業を積極的に展開する。 

   ［平成 26 年度奨励事業の一例］ 
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    また、観光魅力の向上を狙い、歴史・風土・食材等を踏まえた“高岡らしい食”を開発・提

供するために、「高岡食のブランド推進事業」を実施し、経済産業省「全国展開プロジェク

ト」を活用し、ＪＡ高岡、食料品製造業、飲食業と連携し、新商品(料理)開発を展開してい

る。 

   ②小規模事業者等が取組む新商品(技術)開発及び販路拡大を支援する広報活動の視点 

小規模事業者等が取組む新商品(技術)・役務の開発、新たな販売方法の展開、産学官連携に

よる開発等の実施の後、小規模事業者個々に不足する情報発信力の強化を図るために、広報

媒体やマスメディア等を活用して販路開拓や販売拡大に向けた支援を実施する。小規模事業

者等のプレゼンテーション力を向上するセミナーと、マスコミを招集して共同新作発表会を

開催する「新商品ＰＲステージ」を実施する。また、優れた観光土産品を認定して紹介する

ガイドブックを製作・配布する「越中高岡土産品 100 選事業」の実施、小規模事業者等の相

互交流を深め新たなネットワーク作りの機会を提供する「ビジネス交流会」において、自社

の商品・製品(技術)・サービスについてＰＲ発表(プレゼン)の後、商談・交流会の実施、そ

の他、高岡商工ビル１階ロビーに常設設置する「会員事業所ＰＲコーナー」の有効活用によ

り、広報・ＰＲ活動を行う。 

   ③小規模事業者等が取組む販路開拓計画の策定支援による視点 

    販路開拓を効果的に事業展開するために、販路開拓支援のプロセスに沿った個別計画の策定

支援を実施する。公的な販路開拓支援施策の概要は、市場調査(マーケティング)、商品開発

(企画)、販売体制の整備、テスト販売、展示・商談会、営業活動・ＰＲへの段階別に分類さ

れるが、計画内容と必要に応じて施策を活用する。 

   ④展示会・商談会・物産展等の開催と、出展・出店・参加促進の視点 

    高岡商工会議所は、これまで開催してきた北陸三県縦断ビジネスチャンス創造プロジェクト

「とやまビジネスドラフト」と「工芸都市高岡 2014 クラフトコンペティション」を実施し、

商談等の成果向上を図る。また、北陸新幹線開業を契機とした広域観光交流や、広域経済交

流等促進の機運が非常に高まっており、特産品ＰＲや物産展等の開催による販路開拓の機会

を創出する。小規模事業者等には、展示会等の出展費用に係る負担が重いが、経済産業省中

小企業庁、中小企業基盤整備機構、富山県、高岡市等による公的な展示・商談会への参加促

進と、出展助成制度の活用に係る申請計画書策定支援等を行い、費用負担の軽減を図る。 

    これまでの販路開拓支援の経験において、展示・商談会、特産・物産展への積極的な出展(参

加)の成果は、極めて高い。例えば、高岡市の地域資源「高岡銅器」の国認定企業は、国内

外に向けた販路開拓活動を果敢に行い、新規取引の開始、新商品に関わらず従来商品の売上

拡大、顧客ニーズの把握により商品改良や新商品のシリーズ化、ブランド化が進み、商品の

完成度が高まり、更なるマーケットに向けた好循環の事業活動へと連鎖・変革される。この

ビジネスモデルが、多くの小規模事業者に普及されるよう努める。 

   ⑤ＩＴを活用した販路開拓の視点 

    小規模事業者等の主たる市場は、地域需要志向型(同一市町村、近隣市町村、同一都道府県)

で、ほぼ域内に依存している。しかしながら、地方が抱える少子高齢化による人口問題や、

地域産業の不振から、市場縮小傾向から避けられない課題がある。また、小規模事業者の情

報化について、まだＩＴの導入(普及、活用)が遅れている。縮む地域市場にある小規模事業

者の販売拡大は、広域需要志向型(近隣都道府県、全国、海外)に販路を見出さなくてはなら

ず、また、販売エリアに縛られないＩＴを活用した販路開拓が有望である。しかしながら、

小規模事業者がＩＴを活用して販売獲得しているのは、まだわずかである。ＩＴ化の参入障

伝統産業企業の新商品開発と販売 新幹線開業に向けた土産物開発 案内等用の電子看板システムの開発
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害は、ＩＴ知識の不足、魅力ある仮想店・商品性、販売・仕入体制の整備、使用手数料等Ｉ

Ｔ費用の負担等が圧し掛かり、ＩＴ販売の関心が高いものの取組まない、又は取組んでも成

果を得られていないのが現状である。高岡商工会議所は、「たかおか未来ＷＡＢ商店街」の

実施経験を活かして、小規模事業者のＩＴ導入や販売活用を啓蒙する講演講習会を開催し、

ＩＴコーディネーターとの連携で、個社支援を実施する。 

〔目標〕 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①販路開拓啓発事業 2 2 2 2 3 3
②広報活動 4 3 4 4 5 5
③経営分析・事業計画策
定に係るマーケティ

ング支援、及び販路開

拓計画書の策定支援 

 

70 80 90 100

 

110 120

④展示・商談会等の開

催、及び参加促進 
5 10 10 15 15 20

⑤ＩＴを活用した販

路開拓 
3 5 5 7 7 10

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

高岡商工会議所は、富山県や高岡市、大学、関係事業者等との連携ネットワーク会議等に参画し、

それぞれ年数回の会議を重ね、地域活性化の方向性を検討する。その方向性を踏まえて、具体的な

事業化を目指す。 

１．新産業創出による地域経済の活性化 

    これからの成長産業分野「健康・医療」に加えて「農商工連携(6 次産業化)」のネットワー

ク等に参画し、地域経済の活性化を図る。 

  〔事業内容〕 

   （１）健康・医療分野 

     富山県、富山県工業技術センター、富山県新世紀産業機構、富山大学、富山県立大学、医

療機器等事業者等で構成する「とやま医薬工連携研究会」に参画し、年３回程度開催される

会議において、健康、医療分野を中心とした産学官連携による地域産業の活性化を検討する。

   （２）農商工連携（農業の六次産業化）分野 

     高岡市、高岡市農協、高岡商工会議所で構成する農商工連携会議を年３回程度開催する会

議において、地域色豊かな新商品開発をはじめ、野菜工場の普及、薬草の栽培、農業の６次

産業化等を中心とした地域産業の活性化を検討する。      

 ２．中心市街地活性化による地域経済の活性化 

    本市の中心市街地は、商業、業務、公共交通、文化の拠りどころであり、都市の顔として地

域活性化に重要な位置を占めている。高岡商工会議所は、中心市街地の活性化を担う第三セク

ター会社である末広開発まちづくり事業部に職員を派遣し、地域経済の活性化に積極的に関わ

っていく。 

（１）中心市街地の賑わい創出事業 

高岡市、高岡商工会議所、末広開発、末広町商店街、御旅屋通り商店街、末広坂商店街、坂

下町商店街、恵比須通り商栄会、桐木町商店街、大福院通り商盛会、えんじゅ通り商盛会、エ

ル・パセオ倶楽部、大和高岡店、FKK エアーサービス、オタヤ開発、TSB 商店会で構成する「た

かまち街づくり協議会」を年４回程度実施し、中心市街地活性化の方向性を検討する。その方

向性を踏まえ、獅子舞競演会や七夕祭り、万葉まつり、なべ祭りなどを開催し、中心市街地の

賑わい創出を図る。 

  （２）歴史・文化遺産の活用による地域経済の活性化事業 

    高岡市、高岡市観光協会、高岡商工会議所、末広開発㈱、末広町商店街、御旅屋通り商店街、

坂下町商店街、大和高岡店、高岡ステーションビル、オタヤ開発、元気たかおか未来会議、蔵
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のまちスクエアで構成する「高岡市中心市街地活性化協議会」を年３回程度開催し、中心市街

地活性化の方向性を検討する。その方向性を踏まえ、中心市街地の活性化計画の策定や土蔵造

りのある山町筋や千本格子の金屋町など歴史的町並みにある空き家を活用し、店舗やシェアハ

ウスなどの貸家としての再生を中心に街の活性化を図る。 

 ３．観光振興による地域経済の活性化 

    北陸新幹線の開業を控え、高速道路などの高速交通網の整備が着々と進んでおり、市域や県

域を越えた広域的な連携を図りながら、観光・ビジネス客の交流人口を増加させることが極め

て重要である。高岡商工会議所は、広域観光や産業観光の推進、食のブランド化事業、土産品

の開発などに積極的に取り組み、地域経済の活性化を図る。 

  （１）広域観光の推進 

     高岡市、氷見市、射水市、砺波市、小矢部市、南砺市の県西部地区及び飛騨地区、能登地

区の行政、観光協会、商工会議所、商工会で構成する「飛越能経済観光都市懇談会」に参

画し、年３回程度開催される会議において、広域観光振興の方向性を検討する。その方向

性を踏まえ、広域観光 PR や産業観光の推進を中心とした観光振興事業の実施により地域

経済の活性化を図る。 

  （２）食のブランド化事業 

     高岡市、高岡市観光協会、高岡市農協、高岡商工会議所、地域女性ネット高岡、飲食店経

営サポートとやま、飲食業コンサルタント、民間事業者３社などで構成する「高岡食のブ

ランド推進実行委員会」を年３回程度開催し、昆布をテーマとした昆布飯、昆布スイーツ、

昆布弁当、昆布土産など独自の食の企画、開発と普及促進による地域ブランドの定着を図

る。 

  （３）土産品開発事業 

     民間事業者１０社と高岡商工会議所で構成する「高岡スローライフ逸品研究会」を年３回

程度開催し、新たな土産品の開発と普及促進を目的とした出向宣伝事業などに取り組む。

 ４．伝統産業の振興による地域経済の活性化 

    銅器、漆器、仏具に代表される伝統産業は、４００年の歴史の中で培われ、独自の発展を遂

げてきた。現在に至っても、「ものづくりのまち高岡」として象徴的な産業であり、伝統産業

の振興と技術の承継を図ることは、地域の独自性を発揮していく上で極めて重要である。 

    富山県、高岡市、富山大学芸術文化学部、富山県デザイン協会、富山県アルミ産業協会、伝

統工芸高岡銅器振興協同組合、伝統工芸高岡漆器振興協同組合、高岡伝統産業青年会、高岡商

工会議所などで構成する「工芸都市高岡クラフトコンペ実行委員会」を年４回程度開催し、伝

統産業を含む地場産業活性化の方向性を検討する。その結果を踏まえ、クラフトコンペ開催事

業やクラフト市場街事業を実施し、地域経済の活性化を図る。 

（１）工芸都市高岡クラフトコンペ開催事業 

     全国公募のクラフトコンペ事業を年 1回開催し、デザイン性と機能性を追求したクラフト

製品の発掘と開発により、伝統産業を含む地場産業の新商品、デザイン開発を促進する。

（２）高岡クラフト市場街開催事業 

     「ものづくり」と「まちづくり」を融合させた取り組みとして、作家、デザイナー、バイ

ヤーなどものづくりに携わる様々な人を集めて、街中でのフォーラム開催や街中ギャラリ

ー事業、クラフト製品によるおもてなし事業など、クラフト製品を活用した伝統産業の振

興と街の活性化を図る。 

  〔目標〕 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①新産業創出 3 6 6 6 7 7
②中心市街地 3 7 7 7 8 8
③観光振興 6 9 9 9 10 10
④伝統産業 3 5 5 5 6 6
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

   1)高岡商工会議所「専門相談員・商工調停士等懇談会」の活用 

    高岡商工会議所は、地域の小規模事業者等が抱える経営課題の解決にあたる専門家を委嘱し

ている。職種は、商工調停士(税理士、民間金融機関役員の２名)、弁護士、弁理士、税理士、

中小企業診断士、社会保険労務士、司法・行政書士、飲食業経営コンサルタントで、加えて

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構富山職業訓練支援センター(社員教育・訓練関係)、富

山県工業技術センター(技術指導・実証試験関係)、(公財)富山県新世紀産業機構(県中小企

業支援セーター)で構成される。懇談会は、毎年１回開催しており、専門的見地による地域

経済産業の動向や課題、小規模事業者等の相談傾向等の意見・情報交換を行う。専門家と経

営指導員等のネットワーク構築や、日頃聞けない地域情報を得られる機会とし、総合支援力

の向上につなげる。今後は、必要に応じて開催回数を増やすことを予定する。また、経営指

導員等は、このネットワーク関係を活用し、日頃から親近感を持って専門家と接することで、

専門家派遣や相談がしやすい環境づくりに努める。 

2)「富山県よろず相談拠点」との連携 

経営指導員等は、(公財)富山県新世紀産業機構に設置された総合経営相談所「富山県よろず

相談拠点」が開催するセミナーに参加して経営知識を習得し、また、個社支援の相談現場に

おいて、コーディネーターやサブコーディネーターとの連携支援により支援ノウハウを学

び、経験値を高めるために、自らが積極的に経営支援に関与する。日頃より、小規模事業者

等の現状と課題について積極的な意見交換等を行う関係を構築する。 

3)「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」に係る地域プラットフォームの参画

    高岡商工会議所は、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(代

表機関(公財)富山県新世紀産業機構)」、「とやま夢応援センター(代表機関㈱富山銀行)」、

「たかしん中小企業支援プラットフォーム(代表機関高岡信用金庫)」の３つの構成機関であ

り、各地域プラットフォームとの連携強化により、地域経済・産業の状況、専門家派遣の活

用、経営支援事例の紹介、地域の活性化等の意見・情報交換により、経営支援力を向上する。

    尚、「元気とやま創造中小企業支援ネットワーク(代表機関(公財)富山県新世紀産業機構)」

は、(公財)富山県新世紀産業機構、富山県商工会連合会、富山県中小企業団体中央会、富山

県信用保証協会、富山商工会議所、高岡商工会議所で構成され、毎月会議を開催している。

公的支援機関の役割に応じた経営支援の状況、小規模事業者等の現状と相談の動向、経営支

援の方法(ﾌﾟﾛｾｽ)、中小企業施策等の情報交換行っている。四半期に１回は、中部経済産業

局や中小企業基盤整備機構北陸本部を招聘し、最新の中小・小規模事業者向け施策紹介、中

小企業支援の考え方、有効な施策活用方法、販路開拓支援事業等の情報が収集でき、経営支

援力向上に活かすことが期待できる。このネットワークは、一商工会議所では知り得ない経

営情報や、経営支援方法・取組み内容等が質的量的に収集可能であり、組織や役割が違う支

援者同士の相談の場としても有効な活用を行う。 

   4)「５機関協議会」の参画(支援連携提携を締結している) 

    ５機関協議会は、高岡市内の中小・小規模事業者への経営支援強化を目的に、高岡市、中小

企業基盤整備機構北陸本部、高岡信用金庫、高岡商工会議所、高岡市商工会で構成され、中

小企業施策、販路開拓支援、新事業展開事例、経営改善事例、地域経済産業動向、金融動向、

地域活性化等について実務者レベルが情報交換し、地域連携による支援力向上を目指す。原

則、四半期に１度開催しており、経営指導員等を広く参加させる機会を増やす。 

   5)「日本政策金融公庫」との連携 

    日本政策金融公庫高岡支店が主催する「小規模事業者経営改善資金連絡協議会」は、年２回

開催され、富山県西部地区の４商工会議所、５商工会が参加する。会議内容は、公庫から小

規模事業者経営改善資金等の活用実績、申込み・推薦に係る取扱留意事項、融資調査・審査

(経営分析)の方法等についての説明後、商工会議所・商工会が各地域の経済動向や経営・金

融支援実績等を発表し、経営・金融支援について意見交換する。出席者が改正小規模支援法
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の対象機関であり、経営改善普及事業の推進と、経営指導員等の経営支援力向上につながる。

また、金融相談は、資金調達手段や融資審査力に限らず、経営(財務)分析や事業計画策定等

もに深くつながっており、経営指導員等の実践的な経営支援力の向上には、かなり有効な手

段であり、積極的な連携を進める。 

   6)「富山県商工会議所経営指導員協議会」の活用 

    富山県下８商工会議所の中小企業相談所長クラスの管理者が役員を務め、経営指導員等の資

質向上を目的とした研修・視察、北陸三県縦断ビジネスチャンス創造プロジェクト「とやま

ビジネスドラフト(商談会)」等を企画する。また、年に１回、富山県、富山県信用保証協会、

日本政策金融公庫との連絡会議を開催し、主には公的事業資金の活用と、効果的な経営改善

普及事業のありかたについて情報交換を行い、県内商工会議所の経営支援力の向上や平準化

について、議論を交わす。 

 

〔目標〕 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①専門相談員懇談会 1 1 1 1 1 1
②富山県よろず相談

拠点 
4 5 6 7 8 9

③地域ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 15 16 17 18 19 20
④５機関協議会 4 4 5 5 5 5
⑤日本政策金融公庫 3 4 5 5 5 5
⑥経営指導員協議会 4 5 5 5 5 5

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

本経営発達計画で最も重要な課題は、小規模事業者との相談現場に直接関わる経営指導員等

(プレイヤー)の資質と能力が、支援機関としての責務に応えているか否かであると考えるが、

残念ながら現状では、その域にまで至っていないと思われる。小規模事業者等が抱える経営課

題はますます複雑・多様化しており、懸命に経営発達・改善したい思いを持ちながらも、内部

経営資源の不足と具体的な改善・発達方法が解らないままに、なかなか目標にまで到達できな

い様子である。経営指導員等は、一分野の相談にそのままの指導で応える従来からの事務代行

的な指導型ではなく、小規模事業者等(相談者)の目線に合わせたコミュニケーション能力を身

に着けて、速やかな課題の分析力と柔軟な発想による戦略志向の支援型へと変革し、小規模事

業者等の持続的発展を果たさなくてはならない。高岡商工会議所は、本経営発達支援計画の達

成に向けて、地域の小規模事業者から必要とされる経営指導員等の人材育成を図る。 

  〔支援人材育成に係る基本的な考え方〕 

    経営指導員等の資質向上や経営支援力の向上に必要なのは、①自身の資質と能力の向上と、

②外部の支援機関等や専門家とのネットワーク力に大別される。まず、①自身の資質と能力の

向上は、支援機関の責務を果たすべく自身の任務の真相を探求して自己改革意欲を持つ事を前

提に、経営支援知識の習得と、経営支援経験の蓄積により、独自の高い支援ノウハウを身につ

けなくてはならない。次に、②外部の支援機関等や専門家とのネットワーク力だが、そう簡単

に構築できるものではない。外部は、丸投げ先ではなく、相互活用や連携の視点が重要であり、

信頼関係が構築されてこそ真のネットワーク力となる。①自己力と②外部力が相まって総合的

な支援力へと強化される。相談・支援現場では、実践的な支援スキルを身につけなくてはなら

ず、対話力⇒診断力⇒想像力⇒編集力⇒突破力が求められる。 
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  〔外部研修等の具体的な内容〕 

    1)日本商工会議所が主催する地域商工会議所職員向けの経営支援関係研修に積極的参加し

(補助対象職員以外も含む)、専門的知識の習得を図る。 

    2)経営指導員等の県義務研修には、補助対象職員以外の者の積極的参加を促し、商工会議所

職員全体の能力ボトムアップを図る。 

    3)富山県商工会議所経営指導員協議会が主催する研修・視察の内容は、富山県の地域特性や

課題、時宜等に配慮されており、経営指導員等に限らず補助対象職員以外の者も含めて、

積極的な参加を促す。 

    4)経営指導員等には、国による小規模事業者支援人材育成支援事業に係る研修への積極的な

参加を促し、実務的な経営支援力の向上を図る。 

     ①個社支援型研修、②地域資源型研修、③見習い研修 

5) 経営指導員等は、中部経済産業局、北陸財務局、富山労働局等、国が主催する説明会・

会議への積極的な参加を促し、常に国の方針や施策の把握に努める。 

    6)富山県・高岡市等の地方自治体が主催する説明会・会議は、域内産業向けの施策に関わっ

ており、補助対象職員以外も含む職員の積極的な参加を促す。 

［経営支援のプロセス］ 

出展：変わる中小企業、変われるか支援人材 
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    7)中小企業基盤整備機構が主催する説明会・会議は、中小企業庁の施策・支援事業との関わ

りが深く、積極的な参加と連携強化に努める。 

8) (公財)富山県新世紀産業機構が主催する「とやま医薬工連携研究会」「とやま次世代自動

車研究会」「とやまロボット技術研究会」は、富山県が目指す成長戦略の取組みであり、

積極的な参加により、高度な知識の習得と中小企業間連携に寄与するよう努める。 

    9)中小企業大学校が主催する経営支援関係研修は、実践的かつ高度な経営支援知識・手法の

習得が最も有効であり、経営指導員等に限らず補助対象職員以外の者も含めて、計画的な

派遣を実施する。 

     ※高岡商工会議所は、自主財源により３人／年を計画的に派遣する 

    10)日本政策金融公庫との金融勉強会を計画的に実施し、資金調達手段、融資審査力、経営分

析力と課題の発見、資金繰り、債権債務管理、与信の考え方、経営改善提案力・実施力、

事業計画書策定力・実施力等の実践的な経営支援力を磨く。 

11)富山大学、富山県立大学、富山県工業技術ｾﾝﾀｰ等が主催する講習会等へ積極的に参加し、

ものづくり支援力の強化に努める。 

    12)その他、経営支援に関わる必要な研修、講演講習会、説明会、会議の参加 

 

〔目標〕 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①日本商工会議所研修 3 4 4 5 5 6
②経営指導員研修 4 4 4 4 4 4
③指導員協議会研修 4 4 4 4 4 4
④支援人材育成事業 2 3 3 3 3 3
⑤国主催説明会等 5 6 6 7 7 7
⑥県市主催説明会等 3 3 3 3 3 3
⑦中小機構説明会等 2 3 3 3 4 4
⑧県機構研究会 3 4 4 5 5 6
⑨中小企業大学校 4 4 4 4 4 4
⑩日本公庫勉強会 3 4 4 5 5 5
⑪大学等講習会 2 3 3 3 4 4

   

〔内部研修等の具体的な内容〕 

1)小規模事業者支援人材育成支援事業に係る「経営指導員向けの手引書」、「中小企業白書」

等を活用した勉強会を実施し、一定レベルの経営支援力をつける。 

2)新たに外部専門家による経営指導員等への内部研修会を開催する。 

    3)高岡商工会議所が主催する講演講習会を有効に活用し、経営指導員等の積極的な参加を促

す。 

    4)外部研修会等の参加者による報告・勉強会を実施し、支援ノウハウ・情報の共有化と平準

化を図る。 

    5)マル経資金推薦に係る事務局内部審査会を徹底し、ベテラン経営指導員の指導による金融

支援、経営・財務分析力、適正な調査・審査・判断力アップを図り、金融支援力の平準化

を目指す。 

    6)若手経営指導員等は、ベテラン経営指導員等による小規模事業者への支援現場に同行・同

席し、実務・実践力の向上を図る。 

    7)あらゆる経営相談の報告・連絡・相談を徹底し、ベテラン経営指導員等のＯＪＴによる経

営支援の提案・アドバイス・判断を通じて若手経営指導員等の伴走型支援力の向上を図る

    8)経営支援に必要となる「高度な公的資格」の取得に対する支援制度と評価制度の活用。 

     ※高岡商工会議所の自主財源で、受験料を負担し、「資格手当規程」を設けている。 
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      現在該当者は、受験料補助：宅建・簿記・販売士等、手当支給：中小企業診断士１名 

    9)富山県商工会議所人事管理委員会が実施する「主席主任経営指導員認定試験」について、

富山県の補助定数に関わらず、受験対象者に該当する経営指導員全員が受験し、人事考課

や主席主任手当の措置を講じる。 

     ※受験対象者（主席試験）①任用職  主任経営指導員 

  ②年齢   ４０歳以上 

                 ③勤務年数 １５年以上 

    ④指導経験 １０年以上 

                 ○補助定数    ２人 

    ○合格者     ２人 

           （主任試験）①任用職  経営指導員 

    ②年齢   ３５歳以上 

                 ③勤続年数 １０年以上 

    ④指導経験  ５年以上 

○補助定数    ２人 

○合格者     ３人 

 

〔目標〕 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
①手引書勉強会 0 2 2 3 3 3
②専門家研修会 0 1 1 1 2 2
③講演講習会の参加 63 65 67 69 71 73
④研修報告勉強会 0 3 4 5 5 5
⑤金融・経営財務分析 80 85 90 95 100 105
⑥実務・実践力向上 5 10 15 20 25 30
⑦ＯＪＴ 300 350 400 450 500 500
⑧資格取得 1 0 1 0 1 0
⑨主席主任試験 0 3 0 0 3 0

 

 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 

    高岡商工会議所は、本経営発達支援計画内容について、事業の実施(進捗)状況及び成果につ

いて、以下の方法により評価・検証を行う。 

   ①「高岡商工会議所経営発達支援計画評価委員会」の設置、及び内部評価体制の仕組み 

評価委員会は、大学教授、県・市の商工担当部署、専門家等の外部有識者を招聘し、本計

画内容の事業実施状況、成果の評価、見直しの提案とｱﾄﾞﾊﾞｲｽ、見直し案の提示を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会 

支援事業自己評価責任者 

支援事業実施グループ（関係事業部） 

(原則、4月に開催予定。必要に応じて

随時開催) 

(原則、四半期毎に開催、必要に応じて

随時開催) 

(業務を遂行し、随時 PDCA を回し

て計画の実行性を高める) 

〔事業評価の実施体制〕 
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［高岡商工会議所経営発達支援計画評価委員会の構成委員］(案) 

 職   名 氏   名 

委員長 高岡商工会議所担当副会頭 (未定) 

副委員長 富山大学○○○○部 教授 (未定) 

委員 高岡商工会議所地域産業活性化常任委員会 委員長 松村 浩史 

委員 富山県商工労働部商工労働部 経営支援課長 宮崎 一郎 

委員 高岡市産業振興部次長、産業企画課長 楠  達男 

委員 (一社)富山県中小企業診断協会 会長 

(富山県よろず相談拠点コーディネーター) 

羽田野 正博 

委員 中小企業整備基盤機構北陸本部 経営支援部長 今岡 増夫 

委員 日本政策金融公庫高岡支店 支店長 田宮 良則 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 中部経済産業局北陸支局産業課 課長 原  幸彦 

 

［高岡商工会議所経営発達支援事業自己評価責任者の構成］ 

 職   名 氏   名 

責任総長 高岡商工会議所 専務理事 荻原 隆夫 

責任副長 同       事務局長 柴田 一則 

責任者 同       総務部 部長   (経営指導員) 大井 克宏 

責任者 同      産業振興部 部長  (経営指導員) 上田 耕一 

責任者 同      中小企業相談所 所長(経営指導員) 大井 治幸 

 

［高岡商工会議所経営発達支援事業実施グループの構成］ 

 職   名 氏   名 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰ 高岡商工会議所総務部総務課 主幹 (経営指導員) 林  大祐 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰ 同  産業振興部地域振興課 課長 (経営指導員) 得能 勝浩 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰ 同  産業振興部観光振興課 課長 (経営指導員) 浅井 亮一 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾒﾝﾊﾞｰ 同 中小企業相談所経営支援課 課長(経営指導員) 空  哲男 

 

②評価基準の内容 

    （政策面評価） 

1)中小企業基本法、小規模企業振興基本法及び小規模企業振興基本計画、改正小規模事業

者支援法、各種支援施策等の理念、方針、目標、事業内容に則している。 

     2)日本再興戦略(改訂)の基本方針、施策内容、ＫＰＩ(成果目標)に則している。 

     3)地方の北陸産業競争力強化戦略(北陸産業競争力協議会)、富山県中小企業(小規模事業

者含む)振興条例及び富山県ものづくり産業未来戦略等の産業戦略、高岡市産業振興ビ

ジョン(高岡市は条例制定を予定)等に則している。 

    （事前から事後の評価） 

     1)事業計画内容(事前)の評価    2)中間評価 

3)年度終了時の評価        4) 事業計画内容(事後)の評価 

    （事業面評価） 

     1)事業の妥当性   2)事業の有効性   3)事業の効率性 

     4)小規模事業者等へのインパクト  5)小規模事業者等と商工会議所の自立的発展性 

    （事業の総合評価） 

     1)事業の進捗度   2)事業の実施結果   3)事業結果(定性・定量)の評価 

     4)評価のフィードバック 
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〔評価を更なる発展的事業への反映〕 

     1)評価のＰｌａｎ（計画）従来の実績や将来の予測などを基に事業計画を策定 

     2)Ｄｏ（事業の実行・実行）計画に沿って事業を行う 

     3)Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）事業の実施が計画に沿っているか確認 

     4)Ａｃｔ（対応改善）実施が計画に沿っていないかを点検し、改善措置を講じる。 

ＰＤＣＡサイクルを好循環に展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「支援事業実施グループ」による実効性 

支援事業実施グループが本経営発達支援事業を直接的に実施し、本事業計画書の目標、事業

実施状況、成果の評価・改善を講じて支援事業の実行性を高める様に随時工夫し、四半期に

１回、支援事業自己評価責任者に報告をする。 

   ④「支援事業自己評価責任者」による実現性 

    支援事業自己評価責任者は、自らが本事業を実施すると共に、支援事業実施グループに指揮

命令し、支援事業実施グループからの報告を受け、本事業計画書の目標、事業実施状況、成

果の評価・改善等に必要な措置を講じて支援事業実施グループに対応策等を指示して、支援

事業を実現させる。 

    上記④及び⑤の役割において、実働部隊(事務局)のＰＤＣＡサイクルを回し、自らの任務を

果たす。 

   ⑤評価委員会の評価・提案等による計画内容の見直し 

    評価委員会は、本経営発達支援事業(計画)の最高決定機関であり、原則、年に１回開催(必

要に応じて随時開催する)し、評価委員会に本経営発達支援状況を諮る。評価委員会におい

て、本事業計画書の目標、事業実施状況、成果の評価・改善等を決定する。 

   ⑥事業の実施・成果・評価・見直しについて国への報告 

    高岡商工会議所は、経営発達支援計画評価委員会の事業の実施・成果・評価・見直し等の結

果については、経済産業省中部経済産業局に報告し、必要な手段を講じる。 

   ⑦小規模事業者等への高岡商工会議所経営発達支援計画の公開 

    経営発達支援計画の内容、事業実施状況、成果の評価、見直しについて、高岡商工会議所の

ホームページ(htpp://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/)において公表し、随時、変更内容

に対応して更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支
援

小規模事業者の 

持続的発展と向上 
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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２７年３月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※上記「組織体制」の、   より上が、本経営発達計画に直接関わる者のみを表示 

   ※役職名(赤文字)は、部長以上の管理者 

   ※部署名(青数字)は、経営指導員  ９名 

   ※補助員(黄数字)は、補助員    ３名 

   ※上記「組織体制」以外に、伏木支所(嘱託 2)、㈱末広開発(まちづくり会社、嘱託 1)に配属

   ※総事務職員数         ３０名（内、嘱託 8名） 

   ※本経営発達支援事業にあたる者 １８名 

 

 

部署名 経営発達支援事業に関わる主な事業 

総務部 ・小規模事業者への個社支援          【指針③】【指針④】

・ビジネス交流会、会員事業所ＰＲコーナー等の面的支援 

産業振興部 ・小規模事業者(商業)への個社支援       【指針③】【指針④】

・景況調査の実施 

・工芸都市高岡クラフトコンペ、新商品ＰＲステージ、特産品物産展等販

路開拓支援や広報活用支援 

・ブランド化事業、観光振興支援等面的支援 

中小企業相談所 【指針①】【指針②】【指針③】【指針④】

・小規模事業者(工業・総合)への個社支援 

・地域の経済動向調査 

・経営分析・需要動向調査 

・事業計画の策定・実施支援 

・創業・第二創業(経営革新等)・事業承継 

・円滑な廃業及び企業再生支援 

・とやまビジネスドラフト等販路開拓支援 

専務理事 

事務局長 

産業振興部(1) 総務部(1) 中小企業相談所(1) 

総務課(1) 
補助員(1) 
 
 
一般職員(1) 
嘱託(1) 

地域振興課(2)
 
 
 
一般職(2) 
嘱託(1) 

観光振興課(1)
一般職員 (1) 
 
 
一般職員(1) 
嘱託(2) 

経営支援課(2) 
補助員(2) 
記帳指導員(1) 
一般職員(2) 
 
嘱託(1) 

補助対象職員数１２名 

経
営
発
達
支
援
事
業
に
関
わ
る
者 

【経営発達支援事業に関わる主な事業の分担】 
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（２）連絡先 

  ①小規模事業者が直接相談等の連絡先   高岡商工会議所 中小企業相談所 

                      中小企業相談所長 大井 治幸 

                      経営支援課長   空  哲男 

  ②連絡先   (住所)      〒933-8567 富山県高岡市丸の内１番４０号 

         (電話番号)    ０７６６－２３－５０００ 

         (ファックス番号) ０７６６－２２－６７９２ 

         (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ)  http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/ 

         (代表ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ)  Ｅ-mail:takaoka@ccis-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） 

 27 年度 
(27 年 4月以降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 129,000 128,220 128,020 131,220 130,520

 

・小規模事業費 

・経営発達支援 

・事業計画策定

実行支援事業 

・産業文化振興

基金事業 

・ｸﾗﾌﾄｺﾝﾍﾟ事業 

・地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化

事業 

・土産品 100 選 

・物産展等事業 

・新商品 PR ｽﾃｰ

ｼﾞ事業 

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会 

・創業者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室 

89,000 

500 

1,500 

 

5,500 

 

22,000 

1,680 

 

0 

5,000 

200 

 

120 

3,500 

90,000

500

2,000

5,500

22,000

1,700

1,700

1,000

200

120

3,500

91,000

500

2,500

5,500

22,000

1,700

0

1,000

200

120

3,500

92,000 

500 

3,000 

 

5,500 

 

22,000 

1,700 

 

1,700 

1,000 

200 

 

120 

3,500 

93,000

500

3,000

5,500

22,000

1,700

0

1,000

200

120

3,500

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

・小規模事業費        県補助金 66,500 千円、委託事業 1,500 千円、自己資金 21,000 千円

・経営発達支援        自己資金 500 千円 

・事業計画策定実行支援事業  国委託事業(予定) 

・産業文化振興基金事業    自己資金 5,500 千円 

・ｸﾗﾌﾄｺﾝﾍﾟ事業        県市補助金等 12,000 千円、自己資金 10,000 千円 

・地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化事業      日商委託事業(予定) 

・土産品 100 選        隔年実施、自己資金 1,700 千円 

・物産展等事業        自己資金(変動あり) 

・新商品 PR ｽﾃｰｼﾞ事業     自己資金 200 千円 

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会        自己資金 120 千円 

・創業者ﾐｰﾃｲﾝｸﾞ室事業     市補助金 2,000 千円、自己資金 1,500 千円 

（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全体(網の目)連携による小規模事業者への総合支援体制の構築（行政・施策等の連携） 

 (国)・「中小企業基本法」、「小規模企業振興基本法」及び「小規模企業振興基本計画」、「改正小規

模事業者支援法」等に関する支援事業の遂行。 

・「日本再興戦略」改訂 2014 に則した経済政策等に関する支援事業の遂行。 

・小規模事業者等が活用する補助金(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等)、委託

事業等に関する各種支援施策の実施。 

・未来の企業★応援サイト「ミラサポ」の活用。 

・「富山県よろず相談拠点」の活用。 

・「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」の活用。 

〔連携する事業の内容〕 

・地域の経済動向調査【指針①】【指針③】 

・事業計画の策定・実施支援【指針②】 

・創業・第二創業(経営革新等)・事業承継支援【指針①】【指針②】【指針③】 

・小規模事業者等の販路開拓支援【指針②】【指針③】【指針④】 

 (県)・「日本再興戦略」の実行に反映させるための国と地方の一体体制である北陸産業競争力協議

会(富山、石川、福井県)による「北陸産業競争力強化戦略」に則した経済政策等に関する支

援事業の遂行。 

・「富山県中小企業の振興と人材の育成等に関する基本条例」に則した支援事業の遂行。 

   ・「新・元気とやま創造計画」を基本として、「日本再興戦略」に呼応した「富山県ものづくり

産業未来戦略」等に則した経済政策等に関する支援事業の遂行。 

   ・経営革新計画に係る県知事承認の実施。 

   ・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。 

   ・富山県制度融資に係る金融支援の実施。 

〔連携する事業の内容〕 

・地域の経済動向調査【指針①】【指針③】 

・創業・第二創業(経営革新等)・事業承継支援【指針①】【指針②】【指針③】 

    ・小規模事業者等の販路開拓支援【指針②】【指針③】【指針④】 

(市)・「高岡市総合計画」、「高岡市産業振興ビジョン」等に則した支援事業の遂行。 

   ・「高岡市新産業創造プラットフォーム」及び「高岡市創業支援事業計画(中小企業庁認定)」

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。 

    「新技術・新製品開発等支援補助金」「地域資源活用事業支援補助金」「見本市等出展事業補

助金」「中小企業専門家活用支援事業」等の活用。 

   ・高岡市制度融資に係る金融支援の実施。 

〔連携する事業の内容〕 

・地域の経済動向調査【指針①】【指針③】 

・創業支援【指針①】【指針②】【指針③】 

    ・小規模事業者等の販路開拓支援【指針②】【指針③】【指針④】 

 

②公的支援機関との連携による小規模事業者への支援体制（施策等の連携） 

 (国)・中小企業基盤整備機構北陸本部とは、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３法(改正予定)支援、展示会・見本市等の販路開拓支援、海外展開支援等の実施。

〔連携する事業の内容〕 

・事業計画の策定・実施支援【指針②】 
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・小規模事業者等の販路開拓支援【指針②】【指針③】【指針④】 

    ・日本政策金融公庫国民事業との小規模事業者向け金融支援の活用。 

〔連携する事業の内容〕 

 ・地域の経済動向調査【指針①】【指針③】 

・経営分析・需要動向調査【指針①】【指針③】 

 ・事業計画の策定・実施支援【指針②】 

 ・創業・第二創業(経営革新等)・事業承継支援【指針①】【指針②】【指針③】 

   ・国立大学法人富山大学との技術指導・相談の実施。 

〔連携する事業の内容〕 

 ・地域の経済動向調査【指針①】【指針③】 

 ・経営分析・需要動向調査【指針①】【指針③】 

 (県)・(公財)富山県新世紀産業機構とは、産学官連携支援センター、中小企業支援センター(富山

県よろず相談拠点(再掲)、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(再掲)、中小

企業再生支援協議会)、環日本海経済交流センターを核として連携し、「とやま医薬工連携研

究会」「とやま次世代自動車研究会」「とやまロボット技術研究会」の事業プロジェクトの遂

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。 

「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」、販路開拓支援等の実施。 

〔連携する事業の内容〕 

    ・経営分析・需要動向調査【指針①】【指針③】 

    ・事業計画の策定・実施支援【指針②】 

    ・円滑な廃業及び企業再生支援【指針①】【指針②】 

    ・小規模事業者等の販路開拓支援【指針②】【指針③】【指針④】 

   ・富山県工業技術センターとの技術指導・相談の実施。 

   〔連携する事業の内容〕 

・経営分析・需要動向調査【指針①】【指針③】 

   ・富山県商工会連合会は、「中小企業基本法」、「小規模企業振興基本法」及び「小規模企業振

興基本計画」、「改正小規模事業者支援法」等の関連深く、小規模事業者向け各種支援施策や

情報交換。 

    同一市内に商工会議所及び商工会が設置されており、地域性に応じた小規模事業者等の施

策・支援等の調整。 

〔連携する事業の内容〕 

・地域の経済動向調査【指針①】【指針③】 

・小規模事業者等の販路開拓支援【指針②】【指針③】【指針④】 

   ・富山県中小企業団体中央会との各種支援施策。 

〔連携する事業の内容〕 

 ・事業計画の策定・実施支援【指針②】 

   ・富山県信用保証協会との小規模事業者の信用補完金融の活用。 

〔連携する事業の内容〕 

    ・経営分析・需要動向調査【指針①】【指針③】 

・事業計画の策定・実施支援【指針②】 

    ・円滑な廃業及び企業再生支援【指針①】【指針②】 

 

③民間支援機関(認定支援機関)や専門家等との連携 

(金融機関)・地域金融機関との小規模事業者等の経営一般・金融支援等の連携。 

      ・中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業に係る地域プラットフォームの連

携強化。 
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代表機関：㈱富山銀行「とやま夢応援センター」 

代表機関：高岡信用金庫「たかしん中小企業支援プラットフォーム」 

      ・㈱北陸銀行との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

の連携。 

・㈱富山第一銀行との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

施策の連携。 

〔連携する事業の内容〕 

    ・地域の経済動向調査【指針①】【指針③】 

    ・経営分析・需要動向調査【指針①】【指針③】 

    ・事業計画の策定・実施支援【指針②】 

    ・創業・第二創業(経営革新等)・事業承継支援【指針①】【指針②】【指針③】 

    ・円滑な廃業及び企業再生支援【指針①】【指針②】 

    ・小規模事業者等の販路開拓支援【指針②】【指針③】【指針④】 

(専門家等)・当所が委嘱する商工調停士(税理士、民間金融機関役員の２名)、弁護士、弁理士、税

理士、中小企業診断士、社会保険労務士、司法・行政書士、経営コンサルタントとの

連携。 

      ・「とやまエキスパート・バンク」制度に登録されている専門家との連携。 

       (法律、経営、特許、情報関連、労務、会計・税務、店舗設計・診断、商業デザイン、

不動産、工業デザイン、工業、環境分野) 

      ・その他、各経営分野の専門家との小規模事業者が抱える経営課題の解決支援連携。 

   〔連携する事業の内容〕 

    ・経営分析・需要動向調査【指針①】【指針③】 

    ・事業計画の策定・実施支援【指針②】 

    ・創業・第二創業(経営革新等)・事業承継支援【指針①】【指針②】【指針③】 

    ・円滑な廃業及び企業再生支援【指針①】【指針②】 

 

連携者及びその役割 

①全体(網の目)連携による小規模事業者への総合支援体制（行政・施策等の連携） 

(国)・経済産業省中部経済産業局 (代表者 局長 波多野 淳彦) 

   〔主たる連携窓口〕・中部経済産業局 産業部中小企業課 

             愛知県名古屋市中区三の丸 2丁目 5-2 TEL 052-951-2748 

            ・中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 産業課 

             富山県富山市牛島新町 11-7 TEL 076-432-5401 

1)「小規模企業振興基本法」及び本基本法に基づく「小規模企業振興基本計画」による小規

模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進、実行(国の責務)。 

   2)「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の改正に伴う「同基本

指針」による経営改善普及事業や経営発達支援事業の推進、実行(商工会議所の責務)。 

   3)「中小企業基本法」の推進、実行。 

   4)中小企業及び小規模事業者に関する施策、支援事業の実施、情報提供。 

   5)管内、地域産業・経済動向等の情報提供。 

   〔連携する効果等〕 

   1)国の経済産業施策の情報と活用方法、産業経済動向の情報、調査・報告書の公表等が、地

域の商工会議所に集約されることで、経営指導員等による施策情報等を小規模事業者等が

身近に感じられ、活用が促進される。 

      2)商工会議所経営指導員等によるワンストップサービスが可能になる。 

・財務省北陸財務局富山財務事務所（代表者 富山財務事務所長 吉岡 健一郎） 

    〔主たる連携窓口〕・北陸財務局富山財務事務所 理財課 
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              富山県富山市丸の内 1-5-13 富山丸の内合同庁舎 TEL 076-432-5523 

1)地域密着型金融の取組み等の情報交換(金融行政)。 

2)北陸地域の産業・経済動向等の情報提供。 

    〔連携する効果等〕 

1)国の金融行政方針や、公的事業資金の活用方法等が、地域の商工会議所に集約されること

で、経営指導員等による金融施策情報等を小規模事業者等が身近に感じられ、活用が促進

される。(例えば、地域密着型金融や経営者保証の推進について) 

2)商工会議所経営指導員等によるワンストップサービスが可能になる。 

(県)・富山県商工労働部（代表者 富山県知事 石井 隆一） 

   〔主たる連携窓口〕・富山県商工労働部 商業まちづくり課(商業・団体指導) 

            ・富山県商工労働部 経営支援課(経営・金融指導等) 

             富山県富山市新総曲輪 1-7 TEL 076-431-4111(代表) 

1)「北陸産業競争力強化戦略」に関する施策、支援事業の実施。 

    2)「富山県中小企業の振興と人材の育成等に関する基本条例」に関する総合的な施策を策定

し、実施(県と商工会議所の責務)。 

    3)富山県内地域産業・経済動向等の情報提供。 

〔連携する効果等〕 

   1)県レベルの経済産業施策の情報と活用方法、産業経済動向の情報、調査・報告書の公表等

が、地域の商工会議所に集約されることで、経営指導員等による施策情報等を小規模事業

者等が身近に感じられ、活用が促進される。 

       2)商工会議所経営指導員等によるワンストップサービスが可能になる。 

(市)・高岡市産業振興部（代表者 高岡市長 高橋 正樹） 

〔主たる連携窓口〕・高岡市産業振興部 産業企画課 

          富山県高岡市広小路 7-50 TEL 0766-20-1293 

1)「高岡市産業振興ビジョン」等に関する支援事業。 

    2)「高岡市新産業創造プラットフォーム」及び「高岡市創業支援事業計画」の推進。 

    3)高岡地域の産業・経済動向等の情報提供。 

〔連携する効果等〕 

   1)市の経済産業施策の情報と活用方法、産業経済動向の情報、調査・報告書の公表等が、地

域の商工会議所に集約されることで、経営指導員等による施策情報等を小規模事業者等が

身近に感じられ、活用が促進される。 

   2)中小・小規模事業者向け施策の提案要望による実現。 

       3)商工会議所経営指導員等によるワンストップサービスが可能になる。 

     

②公的支援機関との連携による小規模事業者への支援体制（施策等の連携） 

(国)・中小企業基盤整備機構北陸本部（代表者 本部長 占部 治） 

   〔主たる連携窓口〕・中小企業基盤整備機構北陸本部経営支援課 

             石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10 階 TEL 076-223-5546 

1)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３法(改正予定)支援、展

示会・見本市等の販路開拓支援、海外展開支援等 

〔連携する効果等〕 

1)国レベルの経済産業施策の情報と活用方法、産業経済動向の情報、調査・報告書の公表等

が、地域の商工会議所に集約され、中小機構と経営指導員等が小規模事業者等に連携支援

することで、施策活用が促進される。 

2)商工会議所経営指導員等によるワンストップサービス力の向上。 

   ・日本政策金融公庫高岡支店国民事業（代表者 支店長 田宮 良則） 

    〔主たる連携窓口〕・日本政策金融公庫高岡支店融資課 

              富山県高岡市丸の内 1-40 TEL 0766-25-1171 
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1)小規模事業者向け政府系金融機関の活用 

    2)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 

3)商工会議所経営指導員等によるワンストップサービス力の向上。 

〔連携する効果等〕 

1)小規模事業者向け補完金融の活用・推進 

2)経営指導員等の融資調査・審査力の向上 

   ・国立大学法人富山大学（代表者 学長 遠藤 俊郎） 

〔主たる連携窓口〕・国立大学法人富山大学地域連携推進機構産学連携部門 

          富山県富山市五福 3190 TEL 076-445-6121 

1)小規模製造業者の技術相談・指導 

2)小規模事業者等が取組む新技術・製品開発に係る共同研究開発の促進 

〔連携する効果等〕 

1)小規模事業者等の技術力向上 

(県)・(公財)富山県新世紀産業機構（代表者 理事長 寺林 敏） 

〔主たる連携窓口〕・富山県新世紀産業機構中小企業支援センター支援ﾏﾈｰｼﾞｬｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 

          富山県富山市高田 527 TEL 076-444-5605 

1)富山県新世紀産業機構中小企業支援センターに設置される国事業「富山県よろず相談拠点

(再掲)」「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(再掲)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」(再掲)」「中小企業再生支援協議

会(再掲)」等は、本経営発達支援計画の実施に深く関わり、連携を密にして事業の推進に

あたる。 

2)産学官連携支援センターや環日本海経済交流センターとも連携し、県の「とやま医薬工連

携研究会」「とやま次世代自動車研究会」「とやまロボット技術研究会」の事業プロジェク

トの推進にあたる。 

    3)県レベルの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にあたる。 

〔連携する効果等〕 

    1)県レベルの小規模事業者等向けの施策活用が活発化される。 

    2)商工会議所経営指導員等によるワンストップサービス力の向上。 

   ・富山県工業技術センター（代表者 所長 鳥山 素弘） 

〔主たる連携窓口〕・富山県工業技術センター企画管理部 

          富山県高岡市二上 150 TEL 0766-21-2121 

1)小規模製造業者の技術相談・指導 

2)小規模製造業者の先端的設備の活用と、試験検査 

〔連携する効果等〕 

1)小規模事業者等の技術力向上 

   ・富山県商工会連合会（代表者 会長 石澤 義文） 

〔主たる連携窓口〕・富山県商工会連合会 

              富山県富山市赤江町 1-7 TEL 076-441-2716 

    1)「小規模企業振興基本法」及び「小規模企業振興基本計画」、「改正小規模事業者支援法」

等の関連性が深く、小規模事業者等向け各種支援施策や情報共有 

    2)全国商工会連合会が実施する小規模事業者等向け補助事業、委託事業の活用 

〔連携する効果等〕 

1)経営指導員等の経営支援力の向上 

   ・富山県中小企業団体中央会（代表者 会長 黒田 輝夫） 

〔主たる連携窓口〕・富山県中小企業団体中央会 

          富山県富山市総曲輪 2-1-3 富山商工会議所ビル 6階 TEL 076-424-3686 
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1)「中小企業基本法」、「小規模企業振興基本法」及び「小規模企業振興基本計画」等の関連

性が深く、小規模事業者等向け各種支援施策や情報共有 

2)全国中小企業団体中央会が実施する小規模事業者等向け補助事業、委託事業(ものづくり

補助金等)の活用 

〔連携する効果等〕 

1)経営指導員等の経営支援力の向上 

   ・富山県信用保証協会（代表者 会長 飯田 久範） 

〔主たる連携窓口〕・富山県信用保証協会 

          富山県富山市総曲輪2-1-3富山商工会議所ビル5階 TEL 076-423-3171

1)小規模事業者等の信用補完制度の活用 

2)創業及び小規模事業者等の経営改善に係る経営分析・事業計画策定支援 

〔連携する効果等〕 

1)小規模事業者等向け信用補完制度の活用・推進 

2)経営指導員等の融資調査・審査力の向上 

 

③民間支援機関(認定支援機関)や専門家等との連携(小規模事業者等への直接的連携支援) 

(金融機関) 

・㈱北陸銀行(代表者 代表取締役頭取 庵 栄伸) 

〔主たる連携窓口〕・㈱北陸銀行北陸地区事業部 

          富山県高岡市片原町 1-1 TEL 0766-23-2233 

1)小規模事業者等向け円滑な資金調達 

2)公的事業資金(県市制度融資、信用保証協会)の活用・推進 

3)小規模事業者等への経営分析・計画策定支援 

4)小規模事業者等向け補助金等の施策活用 

・㈱富山第一銀行(代表者 代表取締役頭取 横田 格) 

〔主たる連携窓口〕・㈱富山第一銀行高岡支店 

          富山県高岡市京田 621 TEL 0766-21-3130 

1)小規模事業者等向け円滑な資金調達 

2)公的事業資金(県市制度融資、信用保証協会)の活用・推進 

3)小規模事業者等への経営分析・計画策定支援 

4)小規模事業者等向け補助金等の施策活用 

・㈱富山銀行(代表者 代表取締役頭取 齋藤 栄吉) 

〔主たる連携窓口〕・㈱富山銀行 

              富山県高岡市守山町 22 TEL 0766-21-3535 

1)地域プラットフォーム「とやま夢応援センター」の連携強化 

2)小規模事業者等向け円滑な資金調達 

3)公的事業資金(県市制度融資、信用保証協会)の活用・推進 

4)小規模事業者等への経営分析・計画策定支援 

5)小規模事業者等向け補助金等の施策活用 

   ・高岡信用金庫(代表者 理事長 在田 長生) 

〔主たる連携窓口〕・高岡信用金庫 

              富山県高岡市守山町 68 TEL 0766-23-1221 

1)地域プラットフォーム「たかしん中小企業支援プラットフォーム」の連携強化 

2)小規模事業者等向け円滑な資金調達 

3)公的事業資金(県市制度融資、信用保証協会)の活用・推進 

4)小規模事業者等への経営分析・計画策定支援 

5)小規模事業者等向け補助金等の施策活用 
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〔金融機関(認定支援機関)と連携する効果等〕 

1)小規模事業者等との金融取引関係(資金供給者)による密着度 

2)小規模事業者等の経営・財務分析力の向上 

3)経営指導員等の経営支援力や連携力の向上 

(専門家等) 

 ［主に連携する専門家団体］ 

  ・(一社)富山県中小企業診断協会(代表者 会長 羽田野 正博) 

〔主たる連携窓口〕・(一社)富山県中小企業診断協会 

          富山県富山市高田 527 情報ビル内 TEL 076-433-1371 

1)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 

2)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 

    3)小規模事業者等への戦略的な販路開拓支援 

  ［当所が委嘱する専門家］(所在地等は省略する) 

・商工調停士 

氏  名 事業所名 役職名 電話番号 

中村 絢一 税理士法人中村みらい経営 税理士 (ﾏﾙ経審査員) 0766-21-0101 

今  勉 高岡信用金庫 常勤監事 (ﾏﾙ経審査員) 0766-23-1221 

   ・専門家 

氏  名 事業所名 役職名 電話番号 

鍛治 富夫 鍛治法律事務所 弁護士 0766-25-3123 

齋藤 寿雄 齋藤・加藤法律事務所 弁護士 0766-23-3776 

山本  毅 山本毅法律事務所 弁護士 0766-24-1021 

大谷 嘉一 大谷特許事務所 弁理士 0766-29-0660 

中村 絢一 税理士法人中村みらい経営 税理士 0766-21-0101 

鷲山 浩一 ㈱トマック 税理士 0766-25-4533 

脊戸田 博 ラポーシステム㈲ 中小企業診断士 0766-21-1783 

板谷  聡 板谷経営工房㈲ 中小企業診断士 

社会保険労務士 

0766-21-7810 

丸亀  徹 ㈲クリエーション 中小企業診断士 0763-33-1800 

井澤 岳志 ㈱ライズウィル 経営コンサルタント 076-471-5458 

鎌倉 義則 ㈲経営システム研究所 特定社会保険労務士 0766-23-1188 

畠山 義明 畠山労務管理事務所 特定社会保険労務士 0766-25-3781 

谷道 伸也 司法書士法人谷道事務所 司法書士 0766-22-5511 

1)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。 

2)小規模事業者等が抱える経営課題に、法務・経営・資金・税務・労務等全般にわったワン

ストップでの対応が可能。 

3)小規模事業者等の経営分析、経営改善、計画策定支援の実施。 

    4)小規模事業者等への戦略的な販路開拓支援。 

〔専門家(認定支援機関)と連携する効果等〕 

    1)小規模事業者等の持続的発展に必要な専門性と実現性が提供できる。 

2)最前線の経営指導員等と専門的なパートナー機能が発揮できる。 

    3)専門家とのネットワークが経営指導員等の伴走型支援を可能とする。 

    4)経営指導員等の専門的知識の習得と、経験値が向上する。 
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連携体制図等 

①全体(網の目)連携による小規模事業者への総合支援体制（行政・施策等の連携） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②公的支援機関との連携による小規模事業者への支援体制（施策等の連携） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

             

 

 

 

 

              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

公的支援機関 行 政 民間機関 

全国 

県 

市 

 

施

策 

連

携連
携 

連

携

連
携

小規模事業者等 

施策 

支援 経営発達支援 支援 

富山県新世紀産業機構 
中小企業支援センター

中小企業基盤整備機構北陸本部 

高岡 

商工会議所
［専門家］ 
弁護士、弁理士、税理士、

中小企業診断士等 

富山県信用保証協会 

富山県工業技術センター

［地域金融機関］ 
・銀行 
・信用金庫 
・県信用組合 

日本政策金融公庫 
高岡支店（国民生活事業） 
富山支店（中小企業事業） 

他商工会議所 
県商工会連合会

商工会 
団体中央会等 

連
携

富山大学 私立大学 

高岡市 
産業振興部 

富山県 
商工労働部 

富山県立大学 

経済産業省中小企業庁 
中部経済産業局 

金融庁 
北陸財務局・国税局 
北陸農政局等 ＮＥＤＯ等その他支援機関

連携 

高岡商工会議所経営指導員等による伴走型支援 

経営サポート 
・中小機構北陸本部

・県新世紀産業機構

・県商工会連合会 

・県中小企業団体中

央会

金融サポート 
・日本政策金融公

庫高岡支店 

・県信用保証協会

技術サポート 
・富山大学 

・県工業技術セン

ター 

 

小規模事業者等の持続的発展 



５８ 
 

③民間支援機関(認定支援機関)や専門家等との連携(小規模事業者等への直接的連携支援) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者等が抱える経営課題 

［金融機関］ 
・北陸銀行 

・富山第一銀行 

・富山銀行 

・高岡信用金庫 
［専門家］ 
・県中小企業診断協会 

・法務の専門家 

・経営の専門家 

・税務の専門家 

・労務の専門家 

高岡商工会議所 
経営指導員等による伴走型支援

 

Ⅰ.地域の経済動向調査 

Ⅱ.経営分析・需要動向調査 

Ⅲ.事業計画の策定・実施支援 

Ⅳ.創業・第二創業(経営革新等)・事

業承継支援 

Ⅴ.円滑な廃業及び企業再生支援 

Ⅵ.小規模事業者等の販路開拓支援 

 

連携

 

協働

経営改善普及事業の基本支援 

経営発達支援事業の新展開 


