
経営発達支援計画の概要 

実施者名 氷見商工会議所 

実施時期 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 ・「域内消費の拡大（地域経済の好循環）」に向けた事業を展開し、経済の好循環

を目指す。 
・当市において、地域に根差した地場産業がこのままでは縮小する懸念もあり、

産業振興の観点から「特色のある地場産業」の育成を目指す。地場産業の育成

として主に、地域の強みである魚介や海藻などの豊富な水産資源を活用して、

域内消費の拡大を図る。地産地消の推進、６次産業化、観光振興を目指す。 
・地域の課題を克服する為に、中期的観点から小規模事業者が地域経済の構造変

化に柔軟に対応し、自らの事業の再構築を目指す。 
・商工会議所は、地域密着型支援を進める中心的な担い手としての支援の課題を

認識し、経営力向上に向けた支援により、地域で小規模事業者が持続的に発展

することを目標に事業を実施する。 

 

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１． 地域の経済動向調査【指針③】 

各種統計・指標によるデータの収集・活用、小規模事業者調査の拡充 
２． 経営状況の分析【指針①】 

域内市場の動向を把握と分析 
３． 事業計画の策定支援【指針②】 

事業実行の基礎となる経営計画の策定支援、創業計画支援 
４． 事業計画の実施支援【指針②】 

計画に基づく実施とアフターフォローの支援 
５． 需要動向調査【指針③】 

地域のニーズ把握、需要動向調査による実態把握 
６． 新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

商品・サービスのコンセプト明確化、マッチング支援、域内消費拡大、販

売チャネル等販路開拓支援 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
１． 地域経済活性化事業 

域内消費拡大（地域経済の好循環）、地場産業の育成など地域振興を目指し

た活動 
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ノウハウ等の情報交換 
２． 経営指導等の資質向上 
３． 事業の評価及び見直しをするための仕組み 

連絡先 〒935-0013 富山県氷見市南大町１０－１ 
氷見商工会議所 中小企業相談所 担当：指導課 
ＴＥＬ 0766-74-1200 ＦＡＸ 0766-74-3511 
Ｅ-ｍａｉｌ himi@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．氷見市産業の特徴 

私たちの住む氷見市（ひみ）は、富山県の西北、

能登半島の東側付け根部分に位置している。 

日本海側有数の氷見漁港には、四季を通じて１５

６種類もの魚が水揚げされ、初夏の「マグロ」、冬

の「寒ブリ」、そして「氷見いわし」は広辞苑にも

掲載されるほど有名となっている。 
また、越中式定置網漁によって氷見漁港に水揚げ

される魚は鮮度が良く、品質も高く定評がある。 
近年、氷見市は「食都ひみ」として食文化の発信

に重点を置いている。 
こうした海の恵みを活かした産業が発達し、漁業

から鮮魚卸、水産加工、鮮魚小売、新鮮な魚を提供

する旅館・民宿、飲食店が多く、近年観光入込客数

は増加傾向にある。 
 製造業は金属加工から自動車部品、機械加工、プ

ラスチック加工などの下請け企業が多く、建設業は

土木関連や建築関連職別の下請けが多い。近年、比

較的に飲食やサービス関連及び福祉関係企業の開業

が見られる。 
インフラ関連では、平成１９年４月の能越自動車道氷見インター開通により、中京圏（岐阜、

愛知他）からの流入が見られる。さらに平成２７年３月には延伸して七尾市まで開通している。

平成２７年３月には北陸新幹線開業により首都圏との高速交通網整備が実現した。 

 
２．人口の推移 

氷見市は６０年前の昭和２５年に７０，１４９人、３４，３８６世帯から平成２２年には５

３,００７人、１７，３０１世帯と大きく減少しており、現在（Ｈ２７年７月１日）は ５０，
１５５人、１７，６９０世帯となっている。 
将来の人口推計（国立社会保障・人口問題研究所）では５万人を下回り、さらに減少するこ

とが予想されている。 
人口構成に関しては平成２２年で年少人口が１１．５％、生産年齢人口が５７．８％、高齢

者人口が３０．７％となっており、富山県平均より生産年齢人口と年少人口の割合が低い一方

で、高齢者の割合が若干高く、今後もこの傾向が続くと予想される。 
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３．産業の分類・就業者数・動向 

当市の産業に占める就業者数の割合を見てみると、第一次産業１．４９％（県平均０．６

９％）、第二次産業３６．５８％（県平均３４．２６％）、第三次産業６１．９３％（県平均６

５．０５％）であり、第一次、二次産業の就業者割合が県平均と比較すると高い。 
全体の中で就業者数の構成割合の多い業種は、順に製造業（２６．１７％）卸小売業（１９．

７２％）建設業（１０．３７％）となっており、これは富山県全体の順序とほぼ似た傾向にあ

る。氷見の特徴として製造業、卸小売業、建設業、医療・福祉、飲食店・宿泊業の順に雇用の

受け皿となっている。 
産業動向では製造品出荷額は １０，８９８，１１９万円（H２３年）で人口一人当たり製
造品出荷額は２１３，５２９円で富山県平均３０９，１９３円を大きく下回っている。 
 商業統計より「卸・小売年間商品販売額についてＨ１９年６，２８８，２８０万円であった

がＨ２６年には ４，１９６，１２４万円と７年で２０３億円が減少している。 
商業支持人口は H２５年で ２３，６９４人と住民の４２．２％しか支えていないというこ
とで商業力は弱いと言える。 
観光入込客数は１７６万１千人（Ｈ２１年）から２２３万２千人（Ｈ２５年）と大幅な増 
加がみられる。大型観光施設の番屋街がオープンしたことが大きな要因となっている。 
 ※「（社）中小企業診断士協会 富山県支部 氷見市に学ぶ地域産業振興策」より参照 

 
４．小規模事業者の業種別分析 

業種別小規模事業所数（平成２４年経済センサスより抜粋） 

業種 事業所数 
（平成 24年）

割合（％） 従業者数（人） 
（平成 24年） 

割合（％）

 

農林漁業 ２２ １％ ５０３ ２．８％

建設業 ２７７ １１．６％ １，３１２ ７．３％

製造業 ２７０ １１．４％ ５，５９３ ３１％

卸・小売 ６６２ ２７．９％ ３，２９９ １８．３％

観光サービス業 ２８７ １２．１％ １，９４８ １０．８％

医療、福祉 １３３ ５．６％ ２，３１８ １２．８％

サービス業（他に分類されないもの） ２２４ ９．５％ ７２５ ４％

生活関連サービス業、娯楽業 ２１９ ９．２％ ７１３ ３．９％

その他  ２７５ １１．７％ １，６５６ ９．１％

計 ２，３６９ １００％ １８，０６７ １００％

 
小規模事業者数は総数の２，３６９事業所の内、卸・小売業が（２７．９％）と最も多く、

次いで観光サービス業、建設業、製造業、サービス業（１２．１％から９．２％）となってい

る。 
従業員数別では製造業（３１％）、卸・小売業（１８．３％）、医療・福祉（１２．８％）、

観光サービス業（１０．８％）、建設業（７．８％）の順に多くなっている。 
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５．地域の課題と方針 

【課題】 
・氷見市は人口データからも人口減少と少子高齢化は今後ますます進むことが予想される。 
・小規模事業者は高齢化や後継者不足による減少が今後進むことが予想される。 
・近年の年間商品販売額についても大きな減少が見られるなど地域の購買力は縮小傾向にあ

る。 
・卸、小売、観光サービスが地域の４０％を占めているが、近隣地域に大型店（高岡市：イオ

ンモール、砺波市：イオンモール、小矢部市：三井アウトレット、射水市：コストコ）がオ

ープンした事で、近年、消費の流出が増加、域内消費の減少が生じており、人口減少の加速

も相まって、消費の冷え込みが大きな課題である。 
・本市産業の特徴から 1次産業、２次産業の就業者数割合が県平均より高く、漁業や農林業な
ど豊かな地域資源を有してはいるが、今後は地場産業としての更なる育成が課題である。 

・観光面では魚介を活かした料理を提供する宿泊施設が多く、観光客の受け入れに貢献してい

るものの、交通インフラの整備により日帰り客が増加傾向にある事から、宿泊客が減少して

いる課題がある。 

 
【方針】 
・小規模事業者の売上と利益の確保に向けた域内消費の拡大と地域外からの消費の流入（地域

経済の好循環）を促進することを方針とする。 
・特色ある地域資源と地場産業を育成し、６次産業化を進め、新たな市場ニーズにあった商品

の開発と販路の拡大を方針とする。 

 
６．小規模事業者支援の課題と方針 

【課題】 
・小規模事業者は高齢化や後継者不足により今後減少傾向にある。 
・域内消費の減少に伴い小規模事業者は売上の減少など厳しい現状にある。地域での事業を継

続するためにより多くの小規模事業者の経営力を強くする必要がある。 
・昨今の小規模事業者支援施策では将来に向けて経営の発達を目指す局面に転換している。そ

の上で、こうした転換を踏まえつつ、商工会議所はその支援内容の充実や体制を整える必要

がある。 

 
【方針】 
・商工会議所は小規模事業者の売上増加、利益の確保を実現するために、巡回などにより密接

な支援を目指す。また、伴走型の支援体制を整え、支援能力の向上にも取り組む。 
・域内循環を進め、特色ある地場産業を育成するために小規模事業者自らの経営力強化に向け

た取り組みを支援する。小規模事業者がこの域内循環や地場産業に持続的に機能（生産、分

配、支出）する仕組みを支援する。 
・小規模事業者の自助努力だけでは克服し得ないような地域の問題については、関係機関等と

連携し地域ぐるみの支援を目指す。 
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７．経営発達支援事業の目標 

【目標】 
・地域の現状と課題を踏まえ、富山県、氷見市、市内金融機関などの関係機関と従来から構築

してきたネットワークを活用し、連携をさらに密にして、小規模事業者の総合的な経営力の向

上という中長期的な小規模事業者支援の考えの下、本計画においては小規模事業者の売上と利

益の確保に繋げるために、次の事項を目標に掲げ小規模事業者の支援を実施する。 

 
・「域内消費の拡大（地域経済の好循環）」に向けた事業を展開し、経済の好循環を目指す。 
・当市において、地域に根差した地場産業がこのままでは縮小する懸念もあり、産業振興の観

点から「特色のある地場産業」の育成を目指す。地場産業の育成として主に、地域の強みで

ある魚介や海藻などの豊富な水産資源を活用して、域内消費の拡大を図る。地産地消の推進、

６次産業化、観光振興を目指す。 
・地域の課題を克服する為に、中期的観点から小規模事業者が地域経済の構造変化に柔軟に対

応し、自らの事業の再構築を目指す。 
・商工会議所は、地域密着型支援を進める中心的な担い手としての支援の課題を認識し、経営

力向上に向けた支援により、地域で小規模事業者が持続的に発展することを目標に事業を実

施する。 
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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 
事業内容で実施する指針は次の①から④とする。 
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 経営状況の分析結果に基づき、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の活用等、需要の開拓に寄与する事業 
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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】 
・地域経済の動向調査について、小規模事業者に向けた情報提供を行ってはいるが、今後はそ

の内容を充実する必要があり、地域の経済動向を調査・分析し、小規模事業者の実態を把握

する事により課題を抽出し、中長期的な振興の在り方を踏まえた上で、実情に合わせた整

理・分析を行い、小規模事業者へ目標達成のために有益で参考となる情報として提供する。

・新たに商工会議所独自の経済動向調査を実施し、データを整理・分析し、結果をまとめ、巡

回時に事業者に提供し、ＨＰや会報にて情報提供する。 

 

≪事業内容≫ 
① 国県市等の各種経済データの収集・活用 

・国県の発表する経済センサス、リーサスデータ、市の発表する産業の動向調査、観光入り込

み数により地区内の市場の概要を掴み、業界の分析データや様々な調査機関の外部データな

どから情報を収集し、小規模事業者が経済動向や市場や顧客の実態を把握出来るように、整

理、分析し、今後の方向性を検討する基礎資料として提供する。 

 

② 経済動向調査の拡充 

・当所では景況調査を年４回３９事業所で実施している。 

・新たに当所独自の地域経済動向調査を年２回実施する。小規模事業者を対象として、巡回や

窓口において製造、建設、卸・小売、サービス、観光等それぞれの業種で４０社、計２００

社に経済動向調査を実施する。 

・小規模事業者の経営状況、顧客の動向、仕入、売上に係る流通経路を調査し、経済の好循環

をもたらすモデルケースやそのメリットなどを抽出したものを業種毎に取り纏め、小規模事

業者に提供することで、売上と利益の確保に結び付けるとともに域内消費の拡大を促す。 

・域内経済の実態の把握や地場産業における業種毎の集計結果も活用し、実態把握等を通じて

域内消費、地場産業の振興に関する課題の整理、分析に活用する。 

 
【経済動向調査の内容】 

項  目 内  容 

目  標 
・小規模事業者の持続的発展に向けた有益な情報の提供。 
・事業計画策定に向けた地域経済に関する基礎情報の集約、活用 

 

調査項目 

・経営状況の把握。 
・直面する経営課題。 
・外部環境。 
・市場、顧客の動向。 
・仕入、販売等の流通経路。 
・商品の売れ筋動向。 
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手  段 

・経済産業省の発表する経済データ、リーサスのデータ、県が発表する

経済センサス、市が発表する産業の動向調査、観光入り込み数などや

業界やその他の外部データを参考に活用する。 
・商工会議所独自の経済動向調査を年２回実施する。 
小規模事業者を対象として、巡回や窓口において製造、建設、卸・小

売、サービス、観光等それぞれの業種で１回につき４０社、計２００

社に経済動向調査を実施し、データを整理・分析して、報告結果をま

とめる。回収率は 50％を目指す。 

活用方法 
・巡回時に小規模事業者に提供する。 
・ＨＰや会報にて広く情報提供する。 
・セミナーや各種会議の開催時に情報提供する。 

期待できる 
効  果 

・地域経済の動向を把握する事で、域内経済の好循環や地場産業育成に

ついて中長期的な予測と対策を立てる事が出来る。 
・経営分析を行う際の参考資料に出来る。 
・事業計画書作成に関する根拠として使用出来る。 
・経済の好循環をもたらすモデルケースやそのメリットなどを抽出し、

業種毎に取り纏め、小規模事業者に提供することで、経営の改善に繋

げる事ができ、売上と利益の確保に結び付けるとともに域内消費の拡

大を促す。 

 

［ 目標数 ］ 

・小規模事業者を対象にした年２回の経済動向調査の実施。配付数を４００件、回収数を２０

０件、情報提供数を１，７００件とする。 

 
調査実施目標数 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

経済動向調査 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

配 布 数 39件 400件 400件 400件 400件 400件 

目標回収数 39件 200件 200件 200件 200件 200件 

情報提供社数 39件 1,700件 1,700件 1,700件 1,700件 1,700件

 
２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 
・現状では要望がある場合に小規模事業者の経営課題を検討、整理し、経営分析を行ってはい

るがより多くの事業者に経営力の向上に向けた内容で実施する必要があり、今後は機会の増

加と分析内容の充実を改善し支援する。 
・経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催、確定申告、労働保険年度更新等の支援

時に、自社の課題整理から経営分析へ繋げる。 
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≪事業内容≫ 
① 経営課題の整理【指針①③】 
・現在は職員全員で、巡回計画に基づき年間７５０事業所の巡回や、相談所職員を中心とした

経営相談の窓口で６００件の相談を受け付けている。 
・巡回や窓口、各種セミナーや個別相談等で小規模事業者と面談し、商工会議所業務の周知を

行ってきたが従来の経営改善普及事業が中心であり、経営力強化への取組みを理解してもら

い内容を充実させる必要がある。これからは巡回や面談時に経営発達計画事業についてパン

フレットによる事業ＰＲを実施し、事業所が自社を見直すきっかけを促す。 
・今後、経営分析や経営改善に関するセミナーを年間２回以上開催し、対象者の受講を促す。

・当所の受託団体である商店街連盟や青色申告会、青年部、女性会などの会議時に課題の整理、

経営分析の必要性を積極的にアピールする。 
・従来からの経営改善事業で金融相談、税務申告相談、労働保険手続きなど小規模事業者が窓

口相談に来ていただける機会は多く、この機会に事業をＰＲする。 
・巡回時にヒアリングで収集された情報については、相談所職員間で、新たに月１回程度情報

交換を行い、職員の情報共有及び支援に役立てる。得られた情報は活動履歴としてデータベ

ース化し、情報の共有を図る。 
・当所が毎月発行する会報誌や、地元ケーブルテレビなどを通して、経営分析希望者を幅広く

募集すると共に、積極的に巡回訪問の際に経営分析の必要性とメリットを伝え、対象者の掘

り起こしを行う。 

 
② 経営の分析【指針①】 
・経営分析は自社の「商品・サービス・技術・付加価値」、「強み、弱み、機会、脅威」などや

「市場の規模・成長性、主要な顧客、取引状況、保有する技術・ノウハウ、経営資源」の経

営環境分析などを行う。 
・損益計算書等により、過去の時系列による比較分析、売上高の構成比、原価率、利益率、回

転率等の分析を行う。 
・貸借対照表による流動性、固定比率、自己資本比率などの財務分析を行う。 
・売上向上と利益確保のために売上をＡＢＣ分析や利益貢献度、売上変動等多様な角度から分

析し、実態の把握を的確に行う。 
・在庫や棚卸し経費についても管理不足の面が見受けられ、それぞれの管理状況を把握し、ま

た業務全般の流れなども確認し、検証する。 
・小規模事業者の販路は売上拡大に大きな影響を及ぼすものであり、経営課題や需要動向を参

考に分析し、販路を再構築する支援を行う。 
・経済動向調査の中の業種毎のデータから、地域での好実績の同業種事業所と自社の置かれて

いる位置や、売れ筋商品・サービスなどを比較検討し、改善の材料として活用することで売

上と利益の確保に繋げる。 
・業種の特性を鑑み、成功している店舗などの情報収集を行い、事業者のヒントとなるように

情報提供する。 
・域内消費拡大の観点から市内での商品の流通やより消費者に選ばれる商品について分析す
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る。 
・地場産業の育成の観点から詳細な販路の分析を実施する。 
・必要に応じて専門家と連携し、分析の精度を上げる。 

 
[ 目標 ] 
・課題の整理や分析結果により、自社の方針を明確にし、事業計画策定に繋げる。 
・巡回（８００件）や窓口相談（７００件）において地場産業を営む業界を中心に、小規模事

業者からのヒアリングの機会を増加し、自社の経営力強化に対して取り組む姿勢のある企業

の経営課題の整理や分析に繋げ、地場産業の育成を目指す。 
・経営分析を実施する事業者を年間４８件実施し、経営分析を通じて自社の方針を決める。 
・経営分析に関するセミナーや相談会を年間２回開催し、より多くの事業者の参加を目指す。

・経営分析セミナーでは、中小企業診断士を講師に迎え、参加者には自社の決算書及び財務諸

表を持参して頂き、実際に書類を見ながら行う。 
（セミナーの内容としては、決算書の見方とポイント、原価計算と原価管理について、キ

ャッシュフロー計算書の作成、自社分析の進め方、経営分析結果から構築する企業戦略、

ＳＷＯＴ分析、ＡＢＣ分析等を予定している。） 
・巡回時ヒアリング等の結果について月２回の職員のノウハウに関する情報共有を図る。 

 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

巡回訪問件数 ７５０ ８００ ８００ ８００ ８００ ８００

窓口相談件数 ６００ ７００ ７００ ７００ ７００ ７００

経営分析件数 ４０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

セミナー開催回数 １ ２ ２ ２ ２ ２

情報の共有 月１回 月２回 月２回 月２回 月２回 月２回

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・経営分析を実施した事業者を中心に、分析から得られた情報を基に自らのビジネスモデルを

再構築するための事業計画策定を支援する。 
・計画策定から計画実行についてＰＤＣＡサイクルの機能を念頭に、小規模事業者を伴走型支

援する。 
・域内消費の拡大や地場産業の育成に係る内容を事業計画に反映する。 
・地域における創業・第二創業を支援するため氷見市創業計画に基づき、氷見市、金融機関、

専門家と連携した支援を実施する。 
・当所にて個別相談会を開催し、創業計画策定による支援を行う。 
・事業の承継に係るマッチングや計画策定を支援する。 
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≪事業内容≫ 
① 事業計画の作成支援【指針②】 
・経済動向調査、需要動向調査、経営課題や経営分析から得られた情報から自社の現状を整理

し、今までの取り組み方法の見直しを行う。 
・域内消費拡大や地場産業育成事業の中での波及効果や、自ら取り組む内容などを事業計画に

織り込む。 
・今後進むべき方向を検討し目標を設定し、それを達成する為のアクションプランを具体化し

数値化することで、予想損益計算書、予想貸借対照表、キャッシュフロー計算書を作成する。

・将来のビジョンを折り込み、実現すべき自社の事業計画として策定することを支援する。 
・金融機関への提出用の経営改善計画、補助金の申請時にも、事業計画の策定及び実行の支援

を行う。 

 
② 中小企業新事業活動促進法関連支援【指針②】 
・事業内容について新規性、採算性、継続性、社会性などから促進法認定の可能性について協

議し、制度やメリットを検討し、促進法認定申請書の作成を支援する。 
・内容に応じて経営革新、異分野連携新事業、地域産業資源活用のカテゴリーを選択する。 
・域内消費の拡大や地場産業の育成を視野に入れ、異分野連携新事業、地域産業資源活用につ

いて重点的に支援する。 
必要に応じて専門家と連携し支援する。 

 
③ 小規模事業者持続化補助金等計画策定支援【指針②】 
・地場産業を経営する小規模事業者へ重点的に小規模事業者持続化補助金等の活用を提案し、

地場産業の育成と域内消費の拡大を図る。 
・補助金申請のみならず計画の策定から補助金導入、計画実行までをフォローする。 

 
④ 創業計画策定支援【指針②】 
・「創業サポート窓口」を開設し、個別相談（随時）を実施している。今後、創業希望者の意

識向上を図り、年間２０件以上の創業計画策定支援を行う。 
・創業において、地域資源の活用を提案し、地産地消による地域に根差した地場産業の創出と

域内消費の拡大に繋がるよう支援する。 
・夜間及び休日に創業・第二創業相談を設けて相談所職員２名で対応する。創業をお考えの方

や、現時点では夢の段階や将来的な創業者でも、気軽に相談できる場所として商工会議所の

役割を知っていただけるように、市民向けに告知を行う。 
・創業者については、開業に必要な各種手続きや氷見市創業者支援融資や氷見市空き店舗開業

支援補助金等について説明し、事業の計画、予想損益等の創業計画の策定を支援する。 
・当所で実施している空き店舗データベースを活用して開業を支援する。 
・必要に応じて地元新聞、ケーブルＴＶなどに依頼し、新規開業の紹介などメディアへの掲載

を支援する。ＳＮＳ等ＩＴによる宣伝についても支援する。 
・より専門的な内容については、連携する専門家をつなぎ具体的な支援充実を図る。 
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⑤ 事業承継計画支援【指針②】 
・小規模事業者の事業承継を支援する。後継者への承継や相続、廃業の場合に事業引継ぎ先の

マッチングなど事業の円滑な承継に向けた支援を年間５件以上行う。その後のフォローにつ

いても支援する。 
・後継者不足等が課題となる小規模事業者の中でも、地場産業の事業承継に重点を置いて支援

する事で、地場産業の育成と域内消費の維持・拡大を目指す。 
・承継については、専門的な能力を要する分野でもあり、必要に応じて弁護士、税理士等専門

家に支援を依頼し、小規模事業者の意向を汲み円滑な事業承継に取り組む。 

 
⑥ 専門家との連携【指針②】 
・専門的な課題等については、基盤整備機構、富山県、信用保証協会、エキスパートバンク（※

１）の専門家、新世紀産業機構のコーディネーター、地域金融機関、日本政策金融公庫等と

連携し、小規模事業者の事業計画策定を支援する。 

 
[ 目標 ] 
・事業者の進むべき方向性を示すための事業計画策定について総合的に支援する。 
・自社に合わせた事業計画の策定を支援する。年間４８件の策定支援を行う。 
・経営革新等について年２件、小規模事業持続化補助金について１２件の計画支援を行う。 
・創業計画の支援数を２０件、第二創業計画支援を２件、 
・事業計画策定や実行を支援するための専門家相談について年間１２件の作成支援を実施し、

より内容の充実を図る。 

 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

事業計画策定 １０ ５０ ５０ ５５ ５５ ６０

経営革新等 １ ２ ２ ２ ２ ２

小規模事業者持続化補助金

計画策定 
８ １２ １２ １５ １５ １５

創業計画支援数 １５ ２０ ２０ ２５ ２５ ３０

第二創業計画支援数 ０ ２ ２ ２ ２ ２

事業承継計画支援数 １ ５ ５ ５ ５ ５

専門家相談件数 １０ １２ １２ １２ １２ １２

 
※１ エキスパートバンク＝富山県商工会議所連合会で実施している専門家派遣制度 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・事業計画の実行時には、小規模事業者自らがＰＤＣＡサイクルを機能するように支援する。

・金融機関への提出用の経営改善計画、補助金の申請時にも、事業計画の実施の支援を行う。

・必要に応じて専門家から計画実施やフォローに関するアドバイスを受ける。 
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≪事業内容≫ 
① 実施支援【指針②】 
・計画の実施内容についてその時期、体制、方法などを確認しながら検証し、実施について支

援する。 
・計画実施のＰＤＣＡサイクルを小規模事業者自ら出来るように、計画の中で事業者が計画、

実行、検証、改善についてその必要性を認識し、どのタイミングで誰が実行を検証し、改善す

るのかを明確にし、ＰＤＣＡの実行を支援する。 
・実施支援については計画策定を担当した指導員は年２回以上のフォローを実施する。 
・実施支援を行う際には経営指導員が訪問し、現場（店舗、工場、事務所）にて打ち合わせを

行う。現場で事業所情報をしっかり受けながら、実施の現状を認識した上でＰＤＣＡサイク

ルのフォローを行う。 

 
② 小規模事業者持続化補助金等計画実施支援【指針②】 
・小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金など、計画実行から補助金による実績報告、

実施後について年２回以上フォローを行う。 

 
③ 創業・第二創業後実施支援【指針②】 
・創業後は、担当経営指導員の巡回を年２回以上実施し、計画実施のフォロー、経営支援、金

融、税務・労務の支援を行い、創業後の課題を検討する。 

 
④ 事業承継実施支援【指針②】 
・小規模事業者の事業承継を支援する。引き継ぎ後の円滑な事業実施及びその後のフォローに

ついても年２回以上実施支援を行う。 
・承継実施については、専門的な能力を要する分野でもあり、必要に応じて弁護士、税理士等

専門家に支援を依頼し円滑な事業承継に取り組む。 

 
⑤ 専門家との連携【指針②】 
・専門的な課題等については、基盤整備機構、富山県、信用保証協会、エキスパートバンク（※

１）の専門家、新世紀産業機構のコーディネーター、地域金融機関、日本政策金融公庫等と

連携し、実施に係る事項やフォローについて丁寧にサポートする。 

 
 
［ 目標 ］ 
・計画策定実施支援に係る数値目標については事業計画実施支援、小規模事業者持続化補助金

等（ものづくり他）実施支援、創業計画実施、事業承継実施支援について年３回以上のフォ

ローを実施する。 
・フォローアップの件数については次表のとおり実施する。 
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支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

事業計画実施支援 年１回 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回

経営革新等実施支援 年１回 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回

小規模事業者持続化補助

金等計画実施支援 
年１回 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回

創業計画実施支援 年１回 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回

第二創業計画実施支援 年１回 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回

事業承継計画実施支援 年１回 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回

フォローアップ延べ件数 31件 300件 300件 340件 340件 370件

※回数は最小限の回数であり、必要に応じて回数を増加させる。 
※各内容によっては、実施日の関係で回数を下回る場合もある。 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・近年近隣地域に訴求力の高い大型店が複数進出した事から、域内の需要動向も大幅な変化が

予測される。その反面、域内で魅力ある事業所も健闘しており、現状を捉えて新たに独自の

需要動向調査を個企業に対して実施し、把握・課題の分析を行い、解決策を見出す事で域内

の消費の回復を目指す。 
・潜在化する需要の掘り起こしも同時に進め、域内消費の拡大と地場産業の育成に活用する。

・市内の消費者からのニーズを消費者ニーズ調査により把握する。 

 
≪事業内容≫ 
・現状では調査や巡回や窓口相談のヒアリングが充分とは言えず、今後は事業所の販売する商

品や提供する役務の提供について詳細なデータについて、「需要動向調査」やヒアリングを

実施する。 

・地域の課題から新たな消費者のニーズを把握する。団体等の協力を得て消費者のニーズを把

握する。事業所で実際に買い物をした消費者からニーズを把握するために「消費者ニーズ調

査」を実施する。 

・専門家と連携し、調査結果に基づき地域の実態に則した需要動向を的確に把握し小規模事業

者に提供する。 

 
 
【需要動向調査の内容】 

項  目 内  容 

目  標 

・新たに独自の需要動向調査を実施し個企業の現状把握や市場ニーズに

おける課題の分析を行い、解決策を見出し経営力強化に繋げる。 
・事業者間の取引から（B to Bや B to C）域内消費の好循環を促す。
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調査項目 

・地場産業の育成の観点から需要動向調査により、事業者の狙う市場の

検証を行う。 
・調査項目は下記について実施する。 
売上の状況 
顧客の分析 
商品構成 
商品の流通 
ターゲットとなる顧客 
商品ニーズの変化への対応 
プロモーション等 

手  段 

・現状の巡回や窓口相談においてはヒアリングが充分とは言えず、今後

は事業所の詳細なデータにいて聞き取りを実施し、需要の動向につい

てヒアリングする 
・対象企業は巡回や面談でヒアリングした小規模事業者とし、小規模事

業者アンケート１００件を回収する。 
・商品については競合や類似品等の調査を行い、場合によってはテスト

マーケティングなどによるニーズの検証を行う。 
・商品企画経験者やバイヤーなどから販売者、消費者の動向をヒアリン

グする。 

活用方法 

・域内消費拡大に向けて消費者の目から見た課題やニーズを把握し、商

品・サービスの向上、売上増加の基礎資料とする。 
・得られた結果について事業所のターゲットとなる顧客、商品サービス

の内容や、商品ニーズ等を踏まえて新たな需要の開拓に活用する。 
・域内消費拡大のために流通の内容から事業者の実施内容を検討する。

・売上の状況や顧客の分析では現在支持している顧客を洗い出し、その

購買頻度を上げることに活用する。新たな顧客獲得の方策を検討す

る。 
・商品の構成や流通から仕入れの適正化や域内消費を調査し、地産地消

の魅力作りを検討する。 
・ターゲットとなる顧客や商品ニーズの変化への対応から実際にこの内

容についての対応を調査し、目指すべき需要を検討する。 
・広告宣伝などプロモーションについて確認し、より効果的な広告宣伝

を検討する。 

期待できる 
効  果 

・地場産業育成の観点から新たな市場への進出が見込まれる。 
・自社の商品開発やターゲットの設定、販路開拓に活かす事が出来る。
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【消費者ニーズ調査の内容】 

項  目 内  容 

目  標 ・地域の課題から新たな消費者のニーズを把握し、需要を検討する。 

調査項目 

・高齢者による買い物や生活支援や子育て世代のニーズ 
・新たなサービスに対するニーズ 
・地元購買の動向 
・市内での買い物の状況 
・市内での消費内容・不足している商品・サービス 
・市外での消費内容 
・市内消費に関するニーズ、不満 
・地産品の消費 
・推計購買金額 

手  段 

・高齢化による買い物や生活支援のニーズ等に対しては、社会福祉協議会

や地域社協から、子育て世代のニーズに対しては子育て支援センター等か

ら、団体等の協力を得て消費者のニーズを把握するアンケート調査を実施

する。 

・地域の小規模事業者を実際に利用した利用者からのアンケートと団体等

からのアンケートと合わせて１００件実施する。 

活用方法 
・消費者の目から見た課題やニーズを把握し、新たな市場、あらたな商品・

サービスの再検討、について活用する。 

・域内消費の拡大や地場産業の育成について消費者のニーズを参考とする。

期待できる 
効  果 

・地域のニーズに合わせた商品やビジネスモデルの再検討を実施する。 

・消費者から直接聞き取ることにより、より実態にあったニーズとして活

用出来る。 

 
[ 目標 ] 
・需要動向の調査を事業者向けに配付を２００件、回収を１００件、情報の提供数を１００件

とする。 
・団体等利用者向けに配布を３００件、回収を１００件、情報の提供数を１００件とする。 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

需要動向調査配付数 
（事業者対象） 

0件 200件 200件 200件 200件 200件

〃 回収数 0件 100件 100件 100件 100件 100件

〃 提供数 0件 1,700件 1,700件 1,700件 1,700件 1,700件

消費者ニーズ調査配付数 
（消費者対象） 

0件 300件 300件 300件 300件 300件

〃 回収数 0件 100件 100件 100件 100件 100件

〃 提供数 0件 1,700件 1,700件 1,700件 1,700件 1,700件
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６． 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 
・現状では小規模事業者の販路開拓に対する支援が充分とは言えず、今後は小規模事業者の商

品やサービスを把握し、需要の開拓に繋げるために各々の市場に応じた商品開発、販路開拓

を支援する。 
・域内消費拡大のために消費者の求めるニーズに応える内容を支援する。 
・地場産業育成のために域外へ向けた販路の開拓を支援する。 
・セミナー開催や専門家のアドバイスにより、商品の開発支援や販路の支援を行う。 
・展示会、見本市、バイヤーとのマッチングにより販路開拓を支援する。 

 
≪事業内容≫ 
① 販路開拓の支援【指針②③④】 
・小規模事業者の商品やサービスを具体的に把握し、ターゲットとなる販売先を整理し、新商

品開発、現在の商品の販路拡大、よりニーズに適合した商品改良の支援を実施。 
・需要動向のデータ等を活用し、域内消費の拡大や地場産業の育成に向けた新たな需要の開拓

について総合的に支援する。 
・商品コンセプト（誰に、何を、どにように）の明確化や、より消費者に分かりやすい訴求力

（メリット、優位性、視認性）を高める支援をする。 
・販路の拡大に向けて最も適合する流通チャネルを検討し、アプローチ方法を検討する。また、

商品特性を踏まえた販路への取組みを支援する。 
・商品については、より地方色の強い「こだわりの地産品」として話題性があり、産地ならで

はの付加価値（例えば地元で伝承している魚の調理や保存方法、食べ方の提案等）の高いものを積極

的に支援する。 

 

【事例】 
  当所と市内飲食店が連携し、平成２１年には地域資源を活用した新商品・サービス

の開発として「氷見湯くぐり料理」を考案。 
  ブリや旬の魚はもちろん、海藻や野菜などをお湯にくぐらせて食す（しゃぶしゃぶ）

新しい料理と温泉のマッチングで飲食・宿泊等の観光施設が賑わった。 
また平成 24年には、従来あまり流通していなかった海藻「ながらも」（通称アカモク）
を活用した『海とろめし』を考案し、氷見の宿泊施設で「日本一美味しい朝ごはんプロ

ジェクト」を立ち上げ、「全国商工会議所きらり輝き 観光立“地域”特別賞」「富山地
産地消優良活動賞」などを受賞し、マスコミ等に取り上げられた事で反響を呼び、市外、

県外からも宿泊施設への来客が増加した。 
この好影響は宿泊施設だけにとどまらず、通常の飲食店や氷見漁協をも巻き込んで地

域ぐるみの事業に発展した。 
旬の季節には今でもたくさんのファンが集まり、地場産業の育成と域内消費の拡大に

貢献している。 
また、この海藻を活用した様々な新商品も誕生した。 
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味も栄養も満点 
                        「うみとろめし」 

 
 
 
  

  湯くぐり料理     実行委員会で完成発表会 

 
                       誕生した新商品「味付け乾燥ながらも」 

 

 
・各地の商工会議所主催等の物産展にて地域の地場産業を中心とした商品を展示・販売し、売

上構成などから各地域のニーズを把握する。同時に出店ブースにて地域の業者を対象に商談会

を実施し、販路の開拓に繋げる。各地のニーズを踏まえ、供給量や価格、流通経路などを考慮

しながら適した取引先を絞り込む。各地商工会議所と連携し、企業のマッチングを図り、売上

と利益を確保し、地場産業の育成に繋げる。 

 
・必要に応じて富山県支援センターの販路開拓のコーディネーターと連携し、販路の開拓に向

けた販売計画の作成を実施する。販売計画は市場分析に基づいた商品の投入、新製品の開発、

新市場の開拓、販売経路の新設・改廃などを検討する。 

 
② 各種団体支援を活用したマッチング【指針①③】 
・商工会議所は小規模事業者が中心の受託団体（商店街、飲食店、民宿、特産品、青年部、女

性会等）の事務局を受けており、異業種交流でお互いの商品やサービスを組み合わせた商品

の開発などの実績がある。（事例として特産品である乾麺のうどんの開発や地元 B 級グルメとして氷

見カレーのレトルトの開発等がある。）それらをつなぐ事により新たな商品の開発を図る。 
・地域資源をお互いにマッチングし連携する相乗効果で新たな商品開発へ繋げる。 
・必要に応じて市内の金融機関と連携し支援する。 

 
③ 観光需要の開拓④【指針④】 
・観光においては、宿泊施設と一体となった観光政策の推進が課題であり、今後氷見らしいお

もてなしや、人材の育成を進める。 
・ここでしか味わえない新鮮な魚料理を研究し、食都氷見をアピールする。 
・ＩＴやＳＮＳによるマスメディアの露出機会の増加により、全国から新たな顧客を氷見に呼

び込み、エージェントとの連携や個人旅行客へのアピールを推進する。 
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・新たな需要として、今後増加が見込まれる外国人旅行客の受入れ（Ｗi-Hi環境の整備、外国
人対応のパンフレット、ＨＰの整備等）や旅行好きな団塊世代の受入れ推進を図る。 
・観光客の利便性向上のためにクレジットカード決済を推進する。 
・宿泊施設の老朽化という現状を踏まえ、要望が多い個室化（トイレ、バス付き）について事

業計画に含め、設備投資を推進する。 
・富山県、氷見市、氷見市観光協会と連携し支援する。 

 
④ セミナーの開催【指針③④】 
・新たに年２回程度の新商品開発・販路開拓、バイヤー講師のセミナー開催による地域の特性

を活かした商品開発や既存商品のブラッシュアップを支援する。 

 
⑤ 商談会出展支援【指針④】 
・業種別に開催される全国、北陸や県内、必要に応じて海外での展示会、商談会への参加につ

いて補助金申請を含めて参加を促す。自社のＰＲ及び商品認知度の向上、商品の引き合い増

加に繋げるために、企業の参加を年間１２件目指す。 
・首都圏でのアンテナショップである富山県物産館にて、販売する商品を出来るだけ多く紹介

し（現在１２社を今後１６社に増加）販売実績に結びつける。販売の現場の意見を基に商品

改良の参考とする。 
・商談会等でバイヤーとのマッチングにも積極的に参加を促す。 

 
⑥ イベント情報の提供とイベント出展支援【指針④】 
・各種異業種グループや同業者のグループ、特産品グループなど、関係団体との連携により情

報提供や出展を支援する。 
・大都市圏東京において開催される「物産まつり」、会議所が友好提携している川崎において

開催される「川崎市民まつり」の販売ブース、中京圏である美濃加茂「市民まつり」、関市

「グルメ大会」、県内で開催される物産や食のイベントの販売ブースにおいて、小規模事業

者の商品の販売を実施し、市場の感触等を販路開拓の参考とする。 
・農協や漁協、氷見市観光協会と連携し支援する。 

 
⑦ ＩＴ活用による販路拡大【指針④】 
・インターネット等、無料で利用できるＳＮＳ等を活用して、商品とその特徴のアピールを促

す。また状況に応じて大手モールを活用した商品の販路開拓を支援する。 
・自社でＩＴやＳＮＳを活用したＰＲを更新出来るように支援する。 
・各種団体と連携し、氷見市一体となり、地場産品や新商品をHPで発信し域内消費の拡大を
図る。 

  
[ 目標 ] 
・全国的な展示会及び商談会の参加を年間３社目標とする。 
・商工会議所連合会及び地元金融機関の主催する展示会や商談会の参加目標を、１２社とする。
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セミナーを年２回程度開催する。 
・首都圏他で３箇所、中京圏で１箇所の展示・即売会の実施を目標とする。 
・富山県支援センターの販路開拓のコーディネーターと連携し、販路の開拓に向けた販売計画

の作成を３件実施する。 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

全国規模の展示会出展支援者数 0 ２ ３ ４ ４ ５ 

商工会議所連合会、地元金融機関

の展示会（ビジネスマッチング）

出展支援者数 

８ １２ １２ １５ １５ １５ 

セミナーの開催 １ ２ ２ ２ ２ ２ 

イベントの出展 ３ １０ １０ １０ １０ １０ 

販売計画の策定 ０ ３ ３ ４ ４ ４ 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容 イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 
地域の経済動向調査 

〇業界団体調査、各種調査の検討 

〇小規模事業者の調査 

経営状況の分析 

〇巡回を中心としたヒアリングや調査結

果に基づいた課題の整理、現状分析を通

じて、計画策定の基礎とする 

〇自社の現状分析、ターゲ

ットとなる市場を再認識 

〇今後自社の進むべき方向

性、戦略を検討 

事業計画の策定・実施支援、創業支援 

〇経営分析により抽出した自社の強み

を活かし、需要を見据えた事業計画の策

定及び実施の支援 

〇策定した各種事業計画の実行支援 

〇創業、事業承継計画策定・実施の支援 

〇事業計画書の作成 

〇創業計画書の作成 

〇経営革新計画書の作成 

〇事業承継計画の作成 

〇各種事業計画の実施支援 

新たな需要の開拓 

〇展示会、商談会等への出展支援 

〇販売イベントへの出店支援 

〇バイヤーとの商談支援 

〇販路開拓セミナーの開催 

〇新商品開発支援 

〇展示会、商談会への参加 

〇新商品開発事業への参加 

〇バイヤーとの商談の参加 

〇ネット販売の活用 

〇販売イベントの参加 

情報

提供 

経営分析 

戦略検討 

策定支援 

実施支援 

販路開拓支援

小規模事業者の売上増加・利益確保 / 域内消費の拡大 / 地場産業の育成

専門家の活用

専門家の活用

総合的な

支援体制

専門家の活用

需要動向調査 

〇小規模事業者が提供する商品サービ

スの需要動向について情報収集・分析 

専門家の活用

〇調査による需要の把握 

〇新たな地域ニーズの把握 

〇調査による事業の再検討 

情報提供 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域経済活性化事業【指針③】 
・富山県内関係機関、氷見市、関係団体、小規模事業者と連携し、重点である域内消費拡大や

特色ある地場産業活性化の方向性を検討し、事業を実施する。また、観光振興・商店街活性

化を図る。 

 
① 域内消費の拡大（地域経済の好循環） 

・地域経済の好循環という観点からも域内での消費拡大は非常に重要として捉え、地域全体の

課題として地域内の関係団体（産・学・官・金・労・言）と連携し、地域経済循環に取組む。

・域外から資金を獲得できる特色ある地場産業の強化を図る。 
・地域資源（自然資本、人工資本、食、伝統・文化等）を活かすことで、新たな価値（高付加

価値）創造を検討する。 

 
② 特色ある地場産業の振興 

・特色ある地場産業の振興として水産資源を活用した卸・小売、水産加工、かまぼこ、飲食な

ど全体の発展を図る。 
・現在、全国的にも魚離れが見られますが、今後は現代の食生活に合わせた商品や、ニーズに

基づいた新商品の開発、展示会やバイヤーとの折衝から市場や販路の開拓を進める。さらに

国内のみならず世界市場への展望を見据えながら商品開発を進める。 
・６次産業化の推進として漁業を中心に農業、林業などの資源を活用した地場産品の加工を進

める。 
・観光振興においては新幹線の開業効果を取り込むためにエージェントとの連携強化、体験型

観光の常設化、氷見の食の発信、宿泊と滞在時間の増加に取り組む。加えて、地元に支持さ

れる飲食店の育成を図る。 
・域内消費を拡大するイベントとして藤子不二雄○Ａ先生のまんがキャラクターを活用したイベ

ントや百縁笑店街を実施する。 
・市内で開催する食のイベント「永久グルメ博」にて地場産品の販売を実施する。 

 
 
≪事業内容≫ 
① 域内消費拡大のための連携による検討会の開催【指針③】 
・新たに氷見市、農協、漁協、小規模事業者、消費者代表、氷見商工会議所で構成する「域内

消費拡大検討会」を年３回実施し、地域全体で連携（産・学・金・労・言）して取り組む内

容、地産地消の推進、消費者への啓蒙など地域経済の好循環を促す方策を検討する。 
・毎月１３日を「ひみの日」と設定し、域内消費喚起を呼びかける。 

 
② 地場産業育成勉強会の開催【指針④】 
・新たに氷見市、農協、漁協、水産加工業者、観光土産品取り扱い事業者で構成する地場産業
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育成勉強会を年３回実施し、６次産業化、商品開発、マッチングを推進する。勉強会にバイ

ヤー等を招聘し市場、ニーズ、地域の魅力を研究し、商品化及び販路の開拓の参考とする。

・地場産業に係る各種団との意見交換会を年５回開催し事業の内容説明及び意見を集約する。

・地域の「安心・安全で新鮮な食材」を強調した商品化を目指す。  

 
③ 関係機関との連携による観光推進会議の開催【指針③】 
・新たに氷見市、氷見市観光協会、宿泊・飲食・観光施設、氷見商工会議所で構成する「観光

推進会議」を計３回実施し、会議において、「観光・サービス業」を中心とした地域の活性

化の方向性や、氷見の食の発信、新幹線開業の効果を活かす方策、エージェントとの連携を

検討する。「氷見での宿泊と滞在時間の増加・体験型の観光」を検討する。 

 
④ 商店街の活性化支援【指針③】 
・域内の消費拡大、「商店街」のＰＲを目的とした百縁商店街を、藤子不二雄○Ａ先生の漫画キ

ャラクターを活用した藤子○Ａワールドまつりと連携して年２回実施し、賑わいの創出により

商店街を活性化する。 

 
［ 目標 ］ 
・連携した域内消費拡大検討会を年３回、地場産業育成勉強会を年３回、観光推進会議を年３

回程度実施し、事業実施への方策を検討する。 
・商店街のイベントについて来場者の総数 1,200人程度を目指す。 

 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

域内消費拡大検討会 0回 3回 3回 3回 3回 3回

地場産業育成勉強会 1回 8回 8回 8回 8回 8回

観光推進会議開催回数 2回 3回 3回 3回 3回 3回

イベント来場者数 1,000名 1,200名 1,200名 1,200名 1,200名 1,200名

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた 
支援力向上のための取り組み 
 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

・富山県内の支援機関を対象とする「経営支援の研修」において、支援ノウハウ、支援の現状、

支援による効果について情報交換を行う。 
・経営指導員が集まる「経営指導員連絡協議会」において、小規模事業者の利益の確保に関す

る支援ノウハウ、支援の効果、組織内の共有体制について、情報交換を行う。 
・別表４連携先、別表４－１創業支援に係る連携、別紙４－２経営計画策定支援に係る連携、

別紙４－３販路開拓支援に係る連携において他の支援機関と事業を通じて支援ノウハウを

共有し、支援力向上の取組みを実施する。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

・経営指導員は、中小企業大学校や富山県商工会連合会の主催する経営指導員研修の参加を基

本として受講し、資質の向上を図ります。また、日本商工会議所の主催する研修会にも積極

的に参加し、資質の向上を図る。 
・支援ノウハウの向上のために、知識の共有化を図る。若手経営指導員や一般職員の意識改革

を含めた人材育成による組織的支援能力の向上を図る。 

 
≪事業内容≫ 
① 中小企業基盤整備機構研修会への参加 
・中小企業基盤整備機構の研修会では、中小企業診断士やバイヤー等の講師により実践に即し

た支援のノウハウが得られ、経営分析や事業計画、販売計画の策定について習得できるため、

積極的に経営指導員を派遣する。 
・一般職員も経営指導員等の研修会に積極的に参加させ、参加できない場合は参加した経営指

導員が講師となり、得た知識や気付き、要点などを説明し、OJTとして情報を共有する。 

 
② 専門家と連携によるＯＪＴ 
・専門家派遣の相談時に経営指導員は必ず同行することとし、支援ノウハウを習得する有益な

ＯＪＴと位置づけ、経営指導員の資質向上を図る。 

 
③ 支援ノウハウの情報共有 
・経営指導員の支援ノウハウ等の共有のために、「支援報告シート」を作成する。セミナーを

担当した際には聴講し、その内容を整理し記入する。専門家派遣により得られたノウハウ等

の内容を記載する。 
・作成した後は、直ちに全職員に回覧するものとします。また PC上でのデータベース化によ
り共有する。 

 
④ 職員勉強会 
・個々に得られた知見を共有する場として、「職員勉強会」を毎月１回業務終了後に職員全員

参加で開催する。開催時には、それぞれが作成した「支援報告シート」の共有を図る。また

説明することで「説得力ある提示」能力を養う。 

 
［ 目標 ］ 
・経営指導員や一般職員等が習得した小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウ及び、

小規模事業者の経営状況等を組織内で共有することで資質向上を促し、より具体的な支援を

全員で実施する支援体制の構築を目標とする。 

 
目標を達成するための設定項目 
・経営指導員一人あたりの外部研修の年間受講時間 ３０時間 
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・経営指導員一人あたりの支援報告シート作成枚数 ２４枚 
・一般職員一人あたりの支援報告シート作成枚数 ４枚 
・職員勉強会毎月１回 

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

を行う。 

 
① 中小企業診断士、税理士等の外部有識者により、年２回、目標とした定量の結果について

評価、目標と結果について差異の確認、未達成の場合に見直し案の検討を行う。 
当所の「中小企業対策委員会」「地域開発委員会」において報告、見直しを検討する。 

 
② 「中小企業対策委員会」「地域開発委員会」において検討した見直しの結果については、正

副会頭会議へ報告し、承認を受ける。 

 
③ 事業の成果及び評価の結果を情報公開する。当所のホームページで計画期間中に公表し、

小規模事業者が常に閲覧出来るようにする。 
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（別表２） 
経営発達支援事業の実施体制 
組織体制 

 
組織の決定機関  正副会頭会議 
組織内部の委員会 中小企業対策委員会（議員により組織） 
         地域開発委員会（議員により組織） 
事務局の体制 
専務理事 京田賢 

 
（中小企業相談所 ※計画を実行） 
相談所長（指導員・責任者）中尾清人 
指導課長（指導員）椀澤文夫 
経営指導員（指導員）本田孝則 
経営指導員（指導員）福田崇 
専門指導員 森本博司 
記帳専任職員 巌崎春美 
補助員 広 美智代 
補助員 釣 珠果子 
計８名 

 
（一般職員） 
指導部長  矢田部富士男 
総務課 金山陽子 
〃   中山恵理 
〃   安藤真紀 
〃   浜出紀子 
計５名 

 
外部専門家 中小企業診断士 
      税理士 

 
（１）連絡先 
 〒935-0013 富山県氷見市南大町１０－１ 
 氷見商工会議所 中小企業相談所 担当：指導課 中尾 清人 
 ＴＥＬ 0766-74-1200 ＦＡＸ 0766-74-3511 
 Ｅ-ｍａｉｌ nakao@ccis-toyama.or.jp 

 
 

 

実施体制 

事務局 

商工会議所委員会 

・中小企業対策委員会 

・地域開発委員会 

正副会頭会議 

外部専門家 

（有識者） 

中小企業診断士 

税理士 
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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 

 

 平成 
２７ 
年度 

 

平成 
２８ 
年度 

平成 
２９ 
年度 

平成 
３０ 
年度 

平成 
３１ 
年度 

必要な資金の額 2,720,000 5,320,000 5,170,000 5,170,000 5,170,000

 （小規模企業対策費） 

講習会等開催費 

金融指導関係費 

小規模事業普及費 

倒産防止特別相談事

業費 

調査事業費 

創業支援費（※補助事

業により実施） 

計 

1,250,000

350,000

200,000

720,000

200,000

0

2,720,000

1,250,000

350,000

200,000

720,000

400,000

※2,400,000

5,320,000

1,250,000

350,000

200,000

720,000

250,000

※2,400,000

5,170,000

 

1,250,000 

350,000 

200,000 

720,000 

 

250,000 

※2,400,000 

 

5,170,000 

1,250,000

350,000

200,000

720,000

250,000

※2,400,000

5,170,000

 

調達方法 

会議所会費収入、県補助金、市補助金、事業受託費、雑収入 
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（別表４） 
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 

 
Ⅰ２．経営分析【指針①③】 
Ⅰ３．事業計画策定支援【指針②】創業・第二創業【指針②】 
Ⅰ４．事業計画実施支援【指針②】創業・第二創業【指針②】 
Ⅰ５. 需要動向調査【指針③】 
Ⅰ６．新たな需要開拓【指針④】 

連携者及びその役割 

富山県 担当 商工労働部 商業まちづくり課 課長 五十里 栄 
（富山県富山市新総曲輪１番７号 ＴＥＬ０７６－４３１－４１１１） 

氷見市 担当 まちづくり推進部 
 商工観光・マーケティング・おもてなしブランド課 課長 清田 義之 
 （富山県氷見市鞍川１０６０番地 ＴＥＬ０７６６－７４－８１０５） 
独立行政法人 中小企業基盤整備機構北陸本部 本部長 占部 治 
（石川県金沢市広岡３－１－１ ＴＥＬ０７６－２２３－５７６１） 

富山県よろず支援拠点 理事長 寺林 敏 
（富山県富山市高田５２７番地 ＴＥＬ０７６－４４４－５６４６） 

公益財団法人富山県新世紀産業機構 中小企業支援センター 理事長 寺林 敏 
（富山県富山市高田５２７番地 ＴＥＬ０７６－４４４－５６０５） 

ミラサポ  
 （東京都千代田区霞が関一丁目 3番 1号 ＴＥＬ０４５－３３０－１８１８） 
富山県商工会議所連合会 エキスパートバンク 会頭 高木 繁雄 
（富山県富山市総曲輪２－１－３ ＴＥＬ０７６－４２３－１１１１） 

北陸銀行氷見支店 支店長 王生 幸夫 
（富山県氷見市本町１６－１９ ＴＥＬ０７６－７４－０８００） 

北國銀行氷見支店 支店長 中惣 大輔 
（富山県氷見市幸町８－５ ＴＥＬ０７６－７４－１３１３） 

富山銀行氷見支店 支店長 有澤 誠文 
（富山県氷見市比美町９－５ ＴＥＬ０７６－７４－１１２２） 

富山第一銀行氷見支店 支店長 本井  衛 
（富山県氷見市丸の内１０－２４ ＴＥＬ０７６－７４－１６００） 

氷見伏木信用金庫 理事長 大菱池 洋 
（氷見市伊勢大町２丁目１４－１２ ＴＥＬ０７６－７４－４１０１） 

国立大学法人富山大学 学長 遠藤 俊郎 
（富山県富山市五福３１９０番地 ＴＥＬ０７６－） 

氷見市農業協同組合 代表理事組合長 伊藤 宣良 

（富山県氷見市朝日丘 2-32 ＴＥＬ０７６－７４－８８２１） 
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氷見漁業協同組合 代表理事組合長 森本 太郎 
（富山県氷見市比美町４３５番地 ＴＥＬ０７６６－７４－０１７０） 

一般社団法人氷見市観光協会 代表理事 松原 勝久 
（富山県鞍川１０６０番地 ＴＥＬ０７６－７４－５２５０） 

氷見市社会福祉協議会 会長 嶋尾 正人 
（富山県氷見市鞍川９７５番地 ＴＥＬ０７６－７４－８４０７） 

氷見市商店街連盟 会長 林 達也 
（富山県氷見市南大町１０－１ ＴＥＬ０７６－７４－１２００） 

中小企業診断士（富山県診断士協会より） 
税理士（税理士会より） 

 
※主な連携者の役割は、別表４－１、４－２、４－３、のとおりです。 

 
 
（別表４－１） 
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 

創業支援に係る連携 
氷見市の策定した創業支援計画に基づき、行政、金融機関、専門家と連携し、創業者（創

業予備軍を含む）や第二創業・事業承継について連携した取組みにより、小規模事業者への

支援を実施している。 

連携体制図等（連携者及びその役割を含む） 
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（別表４－１） 
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 

創業支援に係る連携 
氷見市の策定した創業支援計画に基づき、行政、金融機関、専門家と連携し、創業者（創

業予備軍を含む）や第二創業・事業承継について連携した取組みにより、小規模事業者への

支援を実施している。 

連携体制図等（連携者及びその役割を含む） 

 
 

 
 
 

・氷見商工会議所

創業サポート窓口設置、 

セミナー、窓口相談、 

事業計画策定支援、 

補助金申請、専門家派遣、

創業後のフォロー、 

事業の承継 

創業者・第二創業・事業承継

登録、情報提供、創業支援、フォロー 

・氷見市 

創業支援計画の実施 

・地元士業 

専門家による 

アドバイス 

・金融機関 

市内金融機関 

日本政策金融公庫高岡支店 

相談窓口 

融資相談及び実行 
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（別表４－２） 
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 

経営分析・経営計画策定支援に係る連携 
小規模事業者の経営計画策定支援について、専門家、エキスパートバンク、富山県よろず

支援拠点、ミラサポ、金融機関、と連携し、経営分析や経営計画策定・計画実施・フォロー

への連携した取組みにより、小規模事業者への支援を実施する。 
 

連携体制図等（連携者及びその役割を含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・氷見商工会議所

経営分析支援 

経営計画策定支援 

計画実行の支援 

アフターフォロー 

小規模事業者 

情報共有、連携し、経営分析、計画策定 

・専門家 

氷見商工会議所の委嘱

する中小企業診断士・ 

税理士 

・エキスパー
トバンク 

県内の様々な分野

の登録専門家によ

る支援 

・金融機関 

融資情報などの、金融面の

アドバイス 

・富山県よろず支援拠点 

・ミラサポ 

より専門的な課題に対する経営相談に

対応 



30 
 

（別表４－３） 
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 

販路開拓支援に係る連携 
小規模事業者の新商品開発や販路開拓について、専門家、金融機関、富山県中小企業支援

センター、氷見市特産品生産販売センター、金融機関専門家と連携し、新商品の開発、展示

会の参加、ビジネスマッチングの参加、販路開拓、ブランド化について連携した取組みによ

り、小規模事業者への支援を実施する。 
 

連携体制図等（連携者及びその役割を含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・氷見商工会議所 

イベント情報・セミナー 

展示会等の情報提供 

新商品開発支援 

販路開拓の支援 

ブランド化の支援 

小規模事業者 

情報共有、連携し、新商品開発・販路開拓 

・専門家 

氷見商工会議所の委

嘱する中小企業診断

士・税理士 

・富山県中小
企業支援 
センター 
販路開拓マネー 

ジャーとの連携 

・金融機関 
全国の商談会への参加 

金融機関等の主催するビジネスマ

ッチングへの参加 

・漁協、農協 
・特産品グループ 

市内で特産品販売を実施しているグ

ループ及び小規模事業者を支援 


