
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
入善町商工会 （法人番号 1230005003908 ） 

入善町（地方公共団体コード 163422    ） 

実施期間 令和２年４月１日～令和 7年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１）農業や誘致に依存してきた産業構造から６次産業化や農商工連携、経営

革新で生み出される商品、製品、サービスを中心とした地場産業を柱と

した産業構造へ変革を果たす。 

（２） 地域外からの交流人口を増やし 20代～30代の男女を入善町に定 

着させることで将来人口の増加と高齢化率の低下を図る。 

（３）人口の定着による安定した需要の確保と、町以外の需要も取り込むこと

で、入善町全体の需要増加を図る。 

（４）支援した小規模事業者の付加価値（営業利益＋人件費＋減価償却費）が

年率で 3％向上することを目指す。加えて、小規模事業者が持続的に発

展できるよう必要な利益を確保する。 

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に関すること 

地域の経済動向分析を行うために「RESAS」（地域経済分析システム）の活用

や景況調査と巡回によるヒアリングによる景況分析、月刊誌等によるトレンド

等の調査分析を行う。 

２） 経営状況の分析に関すること 

意欲的で販路拡大の可能性の高い事業者を選定し、定量分析たる「財務分析」

と定性分析たる「非財務分析」の双方で支援する。 

３） 事業計画策定支援に関すること 

経営分析セミナーと事業計画策定セミナーは一貫して行い、事業計画を策定

に意欲的に取り組む事業者には専門家と連携して支援する。 

４） 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 計画的な巡回の中で、計画と進捗状況とにズレが生じている場合は担当外の

経営指導員や外部専門家の視点から、計画修正を行う。 

５） 需要動向調査に関すること 

経営資源の少ない小規模事業者が販路開拓、拡大を実現する商品・サー 

ビスづくりを行うために、マーケットインの視点を取り入れ、個社の市場ニーズを明らか

にする。 

６） 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 地域内外の消費者や企業への販路拡大を図る為に物産展、商談会などへの出

展サポート等を行う。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

 入善町、地域における関係団体と連携し地域振興事業に取り組む。 

連絡先 

入善町商工会   

〒939-0626 富山県下新川郡入善町入膳 5232-5 

TEL. 0765-72-0163 FAX. 0765-72-2080 
 

入善町キラキラ商工観光課 商工観光係 

〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳 3255 
TEL. 0765-72-3802 FAX. 0765-74-2108 
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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） 入善町の現状及び課題 

① 入善町の概要 

入善町は富山県の北東部にあり、3,000m 級の尾根が連な

る北アルプスを背に、清流・黒部川がつくり上げた黒部川扇状

地を中心に町が形成されている。面積は 71.25 平方 km、主な産

業は黒部川扇状地の恵みを生かした農業（従業者数 1,120 人 

平成 27 年）と工業（従業者数 5,387 人 平成 27 年）であり、チ

ューリップ球根の生産量は 2018 年においては 1,499 千球と県内で 4

番目、入善ジャンボ西瓜はその大きさから観光土産品として県内外の

消費者に購入されている。 

      

（富山県にみる入善町：富山県統計ワールド） 

項目 数値 単位 県内順位 
（１５市町村中） 

第１次産業就業者割合（H27年） 6.7 ％ ２位 

第 2次産業就業者割合（H27年） 41.1 ％ ２位 

第 3次産業就業者割合（H27年） 51.8 ％ 15位 

 

 

入善町の人口は令和元年 8 月末現在では 24,644 人であり、平成 12 年の 28,276 人と

比べ、3,632人減少している。また、総務省の国勢調査によると平成 27年の入善町の高

齢化率は 33.4％であり、全国平均 26.6％より 6.8 ポイント高く、令和 7 年には 39.3％

にまで増えることが見込まれ、若者が町にとどまり、子供を産み育てる環境をつくって

いかなければ、人口減少と高齢化率のスピードが高まることが予想される。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
こういった中で、町では平成 27 年 9 月から結婚応援事業「それ行け！結婚プロジェ

クト」を本格始動し、お見合いサポート、婚活パーティ、集団お見合い会、婚活サーク

（黒部川扇状地） 

入善町 

（入善ジャンボ西瓜） 
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ルなどで若者が結婚しやすい環境づくりを推進してきており、婚活パーティではこれま

でに 8組が結婚するなどの効果が出ている。 

 

② 入善町の産業の現状 

町が積極的に工場誘致を進めてきたことでアサヒ飲料㈱、ウーケ㈱などの製造工場が

進出しており、町民の雇用確保と町の自己財源（固定資産税等）に大いに貢献している。 

平成 26年には株式会社海洋深層水かきセンターを誘致し、「海洋深層水浄化加工センター」

が完成した。また、浄化した牡蠣を食べることができるレストランも併設され、隣接する海洋深層

水パークと共に観光バスが立ち寄る観光地となった。 

また、町と商工会が連携し、「オイスターロード」として町内の飲食店で牡蠣料理を提供するこ

とで、町内飲食店舗の販路開拓につなげている。また、毎年春に開催する入善桜まつりでは入

善町飲食店組合が深層水牡蠣の花見弁当を販売するなど「入善深層水牡蠣」というブランドイ

メージが定着してきてきた。 

 

 

 

一方、町の基幹産業である農業では若い女性農業者が小規模事業者持続化補助金で地

域の農産品を活用した商品開発を行うなど新しい産業の芽が育ってきており、6 次産業

化や農商工連携を推進することで産業の活性化が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

その他の産業である、商業と建設業は内需頼みとなっており、今後、町の少子高齢化

により、売り上げの減少が着実に進むことから、資金を町外から町内に呼び込む取り組

みが課題となる。 

（町内飲食店で提供している牡蠣メニューの一例） 

（女性農業者がＪＡ、入善町、入善高校と開発し

たエゴマ味噌） 

（コシヒカリ玄米を使った「玄米珈琲」、「玄米珈

琲ジェラート」、「いちじくジェラート」） 

令和元年 8 月 2 日北日本新聞 朝刊に掲載 

（オイスターロードマップ） 
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町内の商工業者数、小規模事業者数は共に平成 29年にかけて減少したが、平成 31年

に向かい、微増している。内訳としては建設業、卸売業、小売業、サービス業において

増加が見られた。 

 

 

 
（商工会実態調査より） 

 

③ 入善町商工会の小規模事業者への支援実績と課題 

【商業振興事業】 

■まちゼミ 

 商店主が講師になりプロのコツや専門知識を無料で教える少人数制のミニ講座「まち

ゼミ」を平成 26年度から令和元年まで計 7回実施してきた。参加した店舗からは「これ

までに訪れたことのないお客さんが店に来てくれた。」、「まちゼミに参加しない方への

宣伝効果もあった。」「お店の宣伝になった。」等の手応えを感じる意見が多数寄せられ

た。当初は商店街のみでの開催であったが、平成 30年度からは入善町全域で開催し、日

頃商店を利用しない消費者が訪れ、リピーターにつながったなどの成果が見られた。 

 

 

 

 

■すごろくゲーム 

 サイコロを振って商店街を回遊し、立ち寄ったお店でクイズやゲーム等を楽しみなが

ら店主や従業員とコミュニケーションを図ってもらい、自分たちが住んでいる街や店舗

（まちゼミの様子） 
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の魅力を新発見、再認識してもらうことで顧客拡大を図っている。 

平成 30 年度は入善町の中心商店街（銀座商盛会、中町共栄会、二十四軒町商栄会）とそ

の周辺に立地する２８店舗が参加し、161 名が参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

■商品券事業 

 町内での消費拡大、地域経済の活性化を目的に平成 21 年よりプレミアム商品券を販

売。30年度から発行した前払い式商品券は使用期限が長いため、最寄り品だけでなく、

買い回り品での使用が見込まれ、販売促進により大型店だけでなく個店での消費が期待

される。 

 ・プレミアム商品券事業…H30年度実績 5,000千円 

 ・前払い式商品券事業（ジャンボ～ル商品券）…H30年度実績 60,801千円 

 

 

町の中心市街地には３つの商店街（銀座、中町、二十四軒町）が存在しているが、郊

外にショッピングセンターやコンビニエンスストア、ドラッグストアが進出してきたこ

とで、町の商店は減少（平成 3年 538店→平成 28年 227店）している。 

プレミアム商品券とジャンボ～ル商品券は約 90 パーセントが郊外店舗で消費されて

いる。また、商店主の高齢化と後継者問題は深刻で、商店経営者の高齢化に伴い商店街

に来訪する消費者も高齢者が多くなっている。 

これまで、若い世代が起業することで、起業した者と同世代の消費者が商店街に訪れ

ていることなどから、若者が商店街で開業することが、子育て世代等の若い年代の消費

者を商店街に来訪させる近道と言える。 

町の施策や商工会の経営支援によって、中心商店街で開業する者や、事業計画を策定

した上で自店舗を改装し顧客の確保拡大を試みる事業者もある。しかしながら、後継者

問題により事業継続できず廃業に至る店舗も見られる。 

 

 

 

 

 

 

（すごろくゲームの様子） 
（商店街すごろくマップ） 
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【工業振興事業】 

 商工会員で構成する工業部会を中心に工業振興を目的に先進工場視察研修会や働き

方改革セミナー、経営力向上セミナー、県ものづくり総合見本市の出展、毎年開催する

商工フェアで産業展などを実施し、販路開拓支援をおこなってきた。 

 ・経営力向上セミナー・働き方改革セミナー…H30年度実績 4回 

 ・富山県ものづくり総合見本市…H28年度実績 3社 

 ・商工フェア産業展…H30年度実績 23社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 入善町商工会の現状と課題 

 

当商工会の組織率は平成 31

年 4月現在で 67.3％である。 

過去 5 年間を比較すると会員数

は 6 事業所増加している。県下

12 商工会の中で、5 年前と比較

して会員数が増加しているのは

当会だけである。 

 業種別に見ると、卸売業、サ

ービス業、その他以外では廃業・

脱退等により会員が減少してい

る。 

 今後、会員数が減少している

産業（建設業、製造業、小売業、

飲食店・宿泊業）への巡回を強

化し、経営課題に対する個社支

援が必要となっている。 

 

 

 

（令和元年 4 月 商工会実態調査より） 

（富山県ものづくり総合見本市） 
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当商工会では経営改善普及事業とりわけ、金融・税務・労務相談等に対応し、小規模

事業者の経営基盤の強化に携わってきた。地域の小規模事業者は厳しい経営環境にあ

り、抱える課題も事業者ごとに複雑化・多様化してきた。 

そこで、経営発達支援計画に取り組み、4年間で毎年平均 40社以上の経営支援、平均

3 社以上の販路開拓支援を行ってきた。経営計画を立てた事業者は前向きに事業に取り

組み、事業継続しており、今後も小規模事業者の持続的な発展には個社支援は無くては

ならないものとなっている。 

 

 

（２） 小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

① 入善町の振興計画 

入善町が平成 23 年度から令和 2 年度を目標に描いた第 6 次総合計画では「地域資源

を活かした魅力あるまちづくり」として商業、工業、企業立地、農商工連携の振興につ

いて政策を打ち出している。 

 

〔商業〕 

新規起業による空店舗の活用や、うるおい館との連携によるイベントの開催により中心

市街地のにぎわい創出を図るなど、商業の振興を推進する。 

１） 商工会助成事業 

２） 市街地活性化イベント事業 

３） プレミアム商品券事業 

４） 起業チャレンジ事業 

５） 商店街環境整備事業 

 

〔工業〕 

既存企業に対する支援を行うとともに、地下水や海洋深層水など、本町が誇る豊かな水

資源を活かした商品開発や産業の創出を推進するなど、工業の振興を図る。 

１）工業活性化事業（企業立地助成、雇用創出助成、物流業務施設助成） 

２）中小企業支援対策事業（中小商工業振興資金融資事業、中小企業雇用安定支援事業） 

 

 

〔農商工連携〕 

米やジャンボ西瓜、チューリップ、深層水あわびなど本町の特産品のブランド化を図る

とともに、農商工連携による新たな特産品開発を進めるなど、入善町ならではの新たな

地域ブランドの創造を目指す。 

１）「特産王国入善」確立事業（入善ブランド開発、ＰＲ事業） 

２）地産地消推進事業（特産品販売、ＰＲ拠点整備事業） 

３）豊穣の町入善プロジェクト（6次連携プロジェクト協議会運営事業） 
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② 入善町商工会の振興計画 

10年後の入善町のあるべき姿を考えた時、住民が豊かさを実感できる町、小規模事業

者が意欲的に事業に取り組み、発展できる町づくりを目指すことが必要である。その為

には、入善町のまちづくりの３つの基本テーマの一つである「いかす」の「地域資源を

活かした魅力あるまちづくり」を改めて意識し、地域に密着した支援が望まれる。 

地域資源（豊かな自然環境や産業だけでなく、地域の課題や自社の課題も資源として

捉える。）に地域内の小規模事業者が新たな価値を生み出すビジネスモデルを構築する

支援が必要となっている。また、地域内だけでなく、地域外のマンパワーを活用するこ

とで（サテライトオフィス誘致による地域活性化など）交流人口を増やし、若者と高齢

者が共存するまちづくりを行っていく。 

このまちづくりを実現するために、当商工会では入善町をはじめ地元の農協、漁協、

金融機関と密に連携を図り、また、富山県、富山県商工会連合会、全国商工会連合会、

（公財）富山県新世紀産業機構、（独）中小企業基盤整備機構、㈱全国商店街支援センタ

ー、ハローワークとネットワークを構築し、経営発達支援計画に取り組んでいく。 

 

(3)経営発達支援計画の目標と実施方針 

 

〔目標 1〕 

『農業や工場誘致に依存してきた産業構造から 6次産業化や農商工連携、経営革新で生

み出される商品、製品、サービスを中心とした地場産業を柱とした産業構造へ変化す

る。』 

〔実施方針〕 

地域資源の掘り起しにより、6 次産業化、農商工連携を進め、新たな商品等の開発や

商品化を支援し、新しい産業の育成と足腰の強い企業へのバージョンアップを図る。 

 

〔目標 2〕 

『地域外からの交流・関係人口を増やし、20 代から 30 代の男女を入善町に定着させる

ことで将来人口の増加と高齢化率の低下を図る。』 

〔実施方針〕 

若者が定着し就業できる場所となるよう、商業、サービス業を中心とした商業店舗の

新たな起業を支援すると共にサテライトオフィスの誘致に取り組む。 

 

〔目標 3〕 

『人口の定着による安定した需要の確保と町以外の需要も取り込むことで入善町全体

の需要増加を図る』 

〔実施方針〕 

地域外に販路を求め、地域外から地域内に資金を持ち込ませ、循環させるための支援

を行う。 

〔目標４〕 

『支援した小規模事業者の付加価値（営業利益＋人件費＋減価償却費）が年率で 3％向

上することを目指す。加えて、小規模事業者が入善町おいて持続的な発展ができるよう

必要な利益を確保する。』 
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〔実施方針〕 

 事業計画を立て販路開拓に取り組む小規模事業者に対して計画が順調に進むよう巡

回指導を行い、必要に応じて専門家の支援を仰ぐと共に目標を達成できるよう商談会へ

の出展等を働きかけながら、特に 3年から 5年の中長期で経営力向上（経営革新等）に

取り組む企業への支援を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

農協 

漁協 

金融機関 

入善町 

富山県 

富山県新世紀

産業機構 

富山県商工会

連合会 

全国商店街 

支援センター 

中小企業基盤

整備機構 

入善町商工会 

関係機関と連携し、伴走型で支援を実施 

① 新産業の育成（６次産業化・農商工連携） 

② 起業の促進（商店街での開業） 

③ 商店街の活性化（事業承継、若手リーダーの

育成、街づくり会社の設立、まちゼミ、サテラ

イトオフィス誘致） 

④ 地域外の販路開拓 

⑤ 企業の経営力向上 

 付 加 価 値 の 年 率

３％向上を目指す 
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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（令和 2年 4月 1日～令和 7 年 3月 31 日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 1．地域の経済動向調査に関すること 

（１） 現状と課題 

これまで当商工会では、地域の経済動向調査として、富山県商工会連合会からの受

託事業を活用して、四半期に一度、小規模事業者１０社に対して中小企業等景況調査

を実施してきた。この調査は企業に景況（売上、利益、資金繰り）を問うもので、そ

の結果は回答した企業に冊子という形で情報提供してきた。また、経営指導員 3名が

担当地域を定期的に巡回指導し、４半期毎に全職員が会員事業所を訪問して中小企業

施策の周知と併せて景況について聞き取りしてきた。また、小規模事業者が新たに商

品を開発する際や、新たな販売方法を導入する際には、短期、中期、中長期にわたる

経営計画を策定する必要があり、当地域の消費者を対象とした「消費者アンケート調

査」や「繁盛店調査」により、地域内の需要を把握してきた。 

  しかしながら、ビッグデータ等を活用した個社支援に必要とされる事業所毎にカス

タマイズした専門的な分析ができていなかったため、この点について改善する。 

  加えて、当会が実施している調査のみならず、定期的に開催している金融機関との

連携会議を活用して各金融機関が発行している景況調査結果も個社支援に活かすこ

ととしたい。 

（２） 事業内容 

① 国が提供するビッグデータの活用 

地域の経済動向分析を行うために「RESAS」（地域経済分析システム）を活用する。 

「地域経済循環マップ・生産分析」、「産業構造マップ」など、事業所毎に必要な情報

を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映させると共に年２回公表する。 

 【分析方法】 

「地域経済循環マップ・生産分析」…何で稼いでいるか等を分析 

「産業構造マップ」…産業の現状を分析 

 

② 景況調査と巡回によるヒアリングによる景況分析 

富山県商工会連合会から受託事業として、町内の小規模事業者を対象に中小企業 

景況調査を実施し、全国、県下、当地域の経済動向として取りまとめ、また経営指導

員の巡回によるヒアリング調査（四半期ごとに 30回）により、地域内の景況を分析

する。 

【調査項目】売上額、仕入額、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資等 

【調査手法】経営指導員の聴き取り調査 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

【対象事業者数】30社 
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③ 月刊誌等によるトレンド等の調査分析 

月刊商工会や関係機関の機関紙を通して、現在や今後の消費トレンド、先進企業

の取り組みについて調査分析し、管内事業者に関連性のあるものを抽出する。また、

金融機関等との支援会議で金融機関が発行している機関紙等の分析も行う。これら

の分析結果は経営指導員が商工会のインターネットソフトウェア（業務ナビ）の電

子会議室を利用し、情報登録することで事業者支援の際に必要な情報を取り出せる

ようにする。 

また、週 1回、指導員間の支援報告会を開催し、情報の共有を図る。 

 

（３） 成果の活用 

〇６次産業化、農商工連携、経営革新、創業等を目指して、新たな取組み（新商品の

販売、製造するもしくは新しい商品の提供を試みる）を行おうとする小規模事業

者に対し、窓口相談時、巡回指導時に提供する。 

 

〇ホームページや商工会広報「商工タイムズ」（管内事業者へ向けたリアルタイム  

な情報発信を目的 としたかわら版）等で広く情報提供する。 

 

〇当商工会内に入善町、金融機関、農協、漁協による「関係機関連絡会議」を設置 

し、上記の調査結果に基づいて地域内の経済動向について協議する。 

 

 当商工会内に入善町、農協、漁協、金融機関等の関係機関の職員に加えて富山県

商工会連合会からエキスパートバンクを通じて、マーケティングの専門家の派遣を

受けて関係機関連絡会議を新たに設ける。この連絡会議では、当商工会が調査分析

した地域経済動向や需要動向と、各機関が持っている情報等を交換する。また、専

門家より適切なアドバイスを受けることで、より精度の高い地域経済動向と需要動

向としてとりまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入善町商工会 
関係機関連絡会議（経済動向等について情報交換） 

入善町 農協 漁協 金融機関 

情
報
交
換 

情
報
交
換 

情
報
交
換 

情
報
交
換 

県
連
合
会 

専門家派遣 

小規模事業者 

情
報
提
供 
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（４）目標 

公表回数 H30年

度実績 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

○1 ビッグデータの活用 ― 1回 1回 1回 1回 1回 
○2 景況調査、ヒアリング 4回 4回 4回 4回 4回 4回 
○3 月刊誌等による分析 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

 

 

 2．経営状況の分析に関すること 

 

（１） 現状と課題 

  これまで当商工会では、小規模事業者からの依頼に基づいて記帳代行や所得税等の 

 確定申告指導、事業を展開する上で必要な運転資金、設備資金用の融資斡旋を行う中

で、現在の経営状況を分析してきた。 

また、事業計画策定セミナーにおいて、経営分析に取り組み、事業者自らが経営課

題の発見や経営目標との差異などを把握し、事業計画策定につながるよう支援を行っ

てきた。しかしながら、まだまだ参加者が少なく、セミナー開催の周知方法を工夫す

るなど実施方法を強化していく必要がある。 

 

（２） 事業内容 

 〔経営分析対象者の発掘〕 

・経営指導員が小規模事業者の巡回や窓口指導の中で経営指導員 1 人当たり 10 社程

度の事業者の掘り起しを行い、指導員間で事業者の情報を共有し、支援対象を検討

する。 

・経営分析セミナーを開催し、意欲的で販路拡大の可能性の高い事業者を発掘し、支

援対象とする。告知方法は新聞折込チラシ、商工会ホームページ、商工会広報誌、

フェイスブック等で広く行い、定員 30名で年 2回開催する。 

 

〔経営分析の内容〕 

・巡回指導やセミナー参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性の高い 60 社を 

選定し、定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「非財務分析」の双方を行う。 

  ・財務分析…売上持続性、収益性、効率性、生産性、安全性、成長性 

  ・非財務分析…経営者、事業、関係者、内部管理体制への着目 

 

・分析手法として経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小企業基盤整備機構の

「経営自己診断システム」等のソフトを活用し、小規模事業者の現状の経営状況

とこれからの企業としてのあるべき姿について検討する。 

 



- 12 - 
 

 

 
 

 

 

（３） 成果の活用 

〇分析結果は、事業者へフィードバックし、事業計画や戦略の策定等に活用する。 

   〇データベース化し、経営指導員間で内部共有することで、経営支援に活用する

ほか、分析報告会を定期的に行い、事業計画策定支援を行う事業者を検討する。 

 

（４）目標 

支援内容 H30年

度実績 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

セミナー開催回数 1回 2回 2回 2回 2回 2回 
分析件数 50件 60件 60件 60件 60件 60件 
分析報告会 ― 6回 6回 6回 6回 6回 

  ※分析件数は経営指導員一人当たり 20件を目指す。 

 

3.事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

これまで、創業、融資申し込み時や、ものづくり補助金・持続化補助金等の申請

支援時における事業計画策定支援が多く、その他、事業計画作成セミナー参加者で

意欲的な小規模事業者への支援も行ってきた。この結果、前向きに事業に取り組み、

事業継続している小規模事業者が増えており、この取り組みは今後も続けていく必

要がある。 

しかしながら、事業計画を策定することが経営力の向上につながることの認識が

まだまだ浸透不足である。そこで、事業計画策定のメリットを理解し、成功体験を

実感できるようなセミナーの開催や専門家派遣支援を通して、意欲的に事業計画を

策定するスムーズな流れを作ることが課題である。 

 

（２） 支援に対する考え方 

    経営分析により事業者自らが経営課題の発見、経営目標との差異などを把握した

上で、事業計画の必要性を理解してもらう支援が必要である。よって経営分析セミ

（経済産業省が提供する「ローカルベンチマーク」） 
（中小企業基盤整備機構の「経営自己診断シ

ステム」） 
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ナーと事業計画策定セミナーは一貫して行い、経営分析に取り組んだ事業者がモチ

ベーションを高めていけるようカリキュラムを工夫する。経営分析を行った事業者

の 5割程度／年の事業計画策定を目指す。 

 

 

（３） 事業内容 

① 経営分析、事業計画策定セミナーを一貫して開催する。 

年 2回、定員 30名で開催し、開催時期を毎年固定し、事業者が予定を立て、年 2 

回のうちのどちらかに参加できるようなスケジュールとする。 

募集方法は経営分析セミナーと同様に新聞折込チラシ、商工会ホームページ、商

工会広報誌等で広く行う。 

 

② 経営分析を行い、事業計画を策定に意欲的に取り組む事業者を対象に経営指導員

が個別に担当し、必要に応じてミラサポや富山県商工会連合会のエキスパートバ

ンクを活用して専門家と連携して支援する。 

 

③ 事業計画の策定にあたっては「地域の経済動向調査」、「需要動向調査」等のデー

タを活用し、顧客のニーズや市場の動向、自社や自社が提供する商品・サービス・

製品の強み等を整理した上で実現性のある計画になるよう支援する。 

 

（４）目標 

   

項目 H30年

度実績 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業計画策定件数 27件 30件 30件 30件 30件 30件 

 

 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

   これまで、事業計画策定に取り組んだ事業者には経営指導員が伴走型支援を行

い、経営計画の進捗状況を確認しながら支援を行ってきた。また、計画に新規性や

独自性等を有している場合は、経営革新や国の法認定事業案件として位置づけ、経

営指導員による伴走型支援を強化し、必要に応じミラサポや富山県商工会連合会の

エキスパートバンクを活用して専門家からの支援を仰いできた。 

   しかしながら、P（計画）-D（実行）-C（評価）-A（改善）サイクルに沿っての計

画の進捗状況確認、実施の評価、課題の把握と解決策の検討、計画見直し等が不十

分であった。それは、商工会の年間行事とフォローアップの巡回指導計画との調整

を十分に行えなかったことが原因である。 
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 （２）事業内容 

事業計画策定に取り組んだ事業者全てをフォローアップ支援対象事業者とし、事

業者の進捗状況に応じて支援する。事業計画の進捗状況等により、訪問回数を増や

して集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支

障のない事業者を見極めた上でフォローアップ頻度を年 6 回、年 4 回、年 2 回と設

定する。 

計画的な巡回の中で、計画と進捗状況とにズレが生じている場合は担当外の経営

指導員や外部専門家の視点から、ズレの発生要因、対応策の検討等を行い、フォロ

ーアップ頻度を変更する。また、事業計画を実施していく際に、運転資金等が必要

になる場合には「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、資金繰りの健全

化を図る。 

巡回計画策定に際しては、商工会の年間行事を見ながら、PDCAサイクルを着実に

実施できるよう「フォローアップ強化旬間」を設定し、取り組む。 

 

 （３）目標 

   

 H30年

度実績 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
27社 30社 30社 30社 30社 30社 

頻度（延べ回数） 108回 140回 140回 140回 140回 140回 

売上増加事業者数 15件 20社 20社 22社 22社 22社 

   ※事業計画策定 30 社のうち 15 社は 2 ヵ月に 1 回、10 社は四半期に一度、5 社は年 2 回

のフォローアップを行う。ただし事業者の申出等によりフォローアップ頻度を臨機応

変に対応する。 

  

 

５.需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

これまで地域の需要動向調査は毎年 10 月に開催している「にゅうぜん商工フェア」にお

いて入善町内の一般世帯に対して消費動向を調査し、需要動向を把握し、その結果を基

に、入善町に適した商業政策を検討するための基礎資料としてきた。   

この調査結果は商工会ホームページでの公開や関係機関連絡会議（入善町や金融機

関との情報交換）での情報共有化を図り、また、経営指導員が巡回する際には小規模事

業者へフィードバックすることで経営支援に役立ててきた。 

  しかしながら、個社の販売する商品又は提供するサービスの需要動向に関する情報収

集、分析は実施してこなかった。 

経営資源の少ない小規模事業者が販路開拓、拡大を実現する商品・サービスづくりを

行うために、マーケットインの視点を取り入れ、個社の市場ニーズを明らかにする。 

 



- 15 - 
 

（２）事業内容 

  ①にゅうぜん商工フェアで行っている「産業展」には事業計画を策定した事業者が

ブースを設置し、自社の PRや販路開拓の場として参加している。この産業フェア

において来場者 100名に新商品に関するアンケートを実施する。 

   ※来場者数 11,000人（H30年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔調査項目・手法〕 

 

 

 

 

 

 

〔分析手段・手法〕調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞き、分析する。 

  〔分析結果の活用〕個社の事業計画にフィードバックすることで、商品開発及び販 

売戦略の見直しとして活用し、新たな需要開拓につなげる。 

  

    

   

②事業計画を策定し販路開拓を目指す小規模事業者から参加を募り、「いきいき富山

館」（東京・有楽町）や「日本橋とやま館」（東京・日本橋）、「むらからまちから館」

（東京・有楽町）などのアンテナショップにて商品等のテストマーケティングを実

施する。人出が多い週末に行い、それぞれ来店者 50名に対し、アンケートを実施し

調査する。 

     

   調査項目・手法・分析結果の活用は①と同じ 

 

（３）目標 

   
調査対象事業者数 H30年度実績 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

① 産業展 ― 4社 5社 5社 5社 5社 

② アンテナショップ ― 3社 3社 3社 4社 4社 

対象事業者 調査項目 調査手法 

製造業者（食品） 

 

属性（性別・年代）別の味、価格、ボ

リューム、パッケージ、改善点 等 

アンケート票へ

の記入 

小売業者（衣料品） 

 

属性（性別・年代）別の使用感、素材、

デザイン、価格、改善点 等 

アンケート票へ

の記入 

（商工フェア「産業展」） 
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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 

 

（１）現状と課題 

これまで当商工会では、毎年 10月の商工フェアにおいて、町内の企業が出展する

産業展を開催し、町内企業が製造する製品、取り扱う製品、商品、サービス等を展示

して消費者に対し PRしてきた。この商工フェアには、入善町内の商業、サービス業、

製造業を営む小規模事業者等が参加する。自社の商品やサービス、製品等を来場さ

れる消費者に PRすることで、町内企業の知名度アップを狙うとともに、町内企業で

の雇用の定着も事業の目的としている。 

また、商工会では地域振興イベントを行う際に、小規模事業者のテストマーケテ

ィングを支援する観点から、イベント会場にテントストリートを設け、小規模事業

者が新たに開発した商品、サービス等を消費者に提供し、消費者の声を聞きながら

商品、サービスをブラッシュアップしている。 

加えて、入善町は人口減少に悩んでいるが、その原因の一つに若い女性たちが定

着しないことがある。商工会では、若い女性起業家を支援するために、地域振興イ

ベントにおいて、特設の販売コーナーを設け販路開拓に努めている。今後もこのよ

うな展示即売会を継続的に行うことで、若い女性の定着と起業を促進していく必要

がある。 

また、町の高齢化や少子化による人口減少や需要減少など小規模事業者を巡る経

営環境が大きく変化してきている中で、町外の消費者に対して、小規模事業者が保

有する商品、製品、サービス等を広く周知し、商談に結びつける取り組みとして、富

山県商工会連合会が県外で開催する物産展や、商談会などへの出店支援も同時に行

ってきた。 

しかしながら、物産展等における売り方（POP、陳列方法等）について支援を行っ

てこなかった。そこで、今後、展示会前には売れる売り場づくりの支援（ディスプレ

イ、お客様目線のレイアウト、お客様が買いたくなる陳列方法や、POP の作り方な

ど）や商談会でのプレゼンテーションに向けた事前研修や事後支援（物産展、商談

会に出展後の成果の分析、商品・サービスのブラッシュアップを行うなど）に取り

組むことでより効果的な支援を目指す。 

 

 

（２）事業内容 

 入善町は米やスイカなどの農産物や海洋深層水、湧水などの地域資源について町

を挙げて押し出しており、町外への販路開拓を進めている。そうした特産品そのも

のあるいは加工品を生産、製造、販売を行う事業者を中心に支援を行う。 

   地域内だけの需要では商品の販路が限定されてしまうこと、また、小規模事業者

は情報発信力が弱いことから地域内外の消費者や企業への販路拡大を図る為に以

下の取り組みを行う。特に、町の人口減少や需要減少を食い止めるために、若い女

性創業者の起業と定着を図る女性限定の商談会等を開催する。女性が定着すること

で人口が増えることが期待できるため、女性が起業しやすい環境づくりを行い、地

域内外の若い女性が町に定住し、開業することを積極的に支援する。 



- 17 - 
 

  また、事前支援として展示会や商談会等には商談資料の作成、効果的なプレゼン

テーション、商品力向上のために専門家の指導を取り入れ、事後指導として販売実

績や消費者の特徴や傾向などの把握と課題を整理し、事業計画の見直し等に反映さ

せる。 

販路開拓に際し、全国商工会連合会がインターネット上で展開している「ニッポン

セレクト.com」※1や中小企業基盤整備機構が運営する Webマッチングサイト「J- 

Good Tech」※2等を活用した支援を行う。また、本事業で支援した小規模事業者の

商品・サービス等については、ブランディングを狙って、地元テレビ局や地元新聞社

にプレスリリースするとともに、取材等が受けられるように働きかける。また、商工

会のホームページや機関誌等でも、情報を発信していく。 

 

 ※1「ニッポンセレクト.com」…全国の商工会地域の優れた逸品を紹介し、ネット販 

売する ECサイト。食品、日用品、工芸品等産地直送の様々な商品を取り扱う。 

 ※2「J-Good Tech」…中小企業と国内大手企業・海外企業をつなぐビジネスマッチン 

グサイト。国内外の企業へ情報を発信し、最適なビジネスパートナーを見つけ、 

製品開発や新規取引に結びつけられるように登録企業を支援する。 

 

① 商工会が主催する商工フェアでの産業展 

   毎年 10月に開催し、事業計画を策定した商業、サービス業、製造業を営む小規模

事業者等約 20企業が参加する。自社の商品やサービス、製品等を来場される消費

者に PRし、町内企業の知名度アップを狙うとともに、出店事業者に対して商談の

場として活用してもらう。 

 

② 各種物産展、商談会等への出展支援 

富山県商工会連合会が主催する「かがやき TOYAMA 逸品フェスタ」※1 や全国商工

会連合会が主催する「ニッポン全国物産展」※2、信用金庫が主催する「信金ビジ

ネスフェア」※3 等を販路開拓の機会と捉えて出展をサポートする。 

 
※１「かがやき TOYAMA逸品フェスタ」…富山県内の商工会地域にある食品や工芸品などが出展さ 

れる。H29年には富山県ものづくり総合見本市と同時開催され、3日間で全体の来場者は約 2 

4,000人。 

※2「ニッポン全国物産展」…池袋サンシャイン シティホールで開催。 

全国 47 都道府県から 350 社以上、3,000 点以上のご当地グルメ・名産品・特産品・工芸品など

の販売や、観光 PR が行われる日本最大規模の物産展。来場者数は 15 万人。（H30 年実績） 

※3「しんきんビジネスフェア」…北陸 3 県 16 信用金庫が合同で開催するマッチングイベント。石

川県産業展示館にて開催。出展企業 302、来場者数 3,200 人、商談数 2,737 件（H29 年実績） 

 

  

 

③観光関連事業者との連携 

北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」周辺に立地する、黒部市の観光関連施設や入善

町、黒部市、魚津市、朝日町等の観光関連事業者（観光物産協会等）との協同事
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業を中心とした連携事業を通じて、小規模事業者が取り扱っている商品等の販路

開拓支援を行う。 

（例：甘酒、米山米、スイカの焼きドーナッツ等） 

                        

 

 

 

 

 

 

（３）目 標 
事業者数 H30年度実績 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

① 産業展 23社 25社 25社 25社 25社 25社 
   （商談成約件数） 3社 5社 5社 5社 5社 5社 

② 物産展、商談会 1社 3社 3社 3社 3社 3社 
（物産展売上高） 15万円 45万 45万 45万 45万 45万 

（商談会成約件数） １件 3件 3件 3件 3件 3件 
③ 観光関連事業者との連携 ― 2社 3社 3社 3社 3社 

       （売上高） ― 18万円 30万円 30万円 40万円 40万円 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

1.地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（1）現状と課題 

   ①中心市街地における活性化イベント 

 

中心市街地の活性化を図るこれらのイベントは多くの関係団体の協力を得て実施

しており、昨年度は入善高校生がイベント運営の検討会から参加し、高校生の視点

を賑わい創出に取り入れた。中心市街地は事業主の高齢化による廃業もあり、地域

 イベント名 関係団体等 

春 街かどコスプレイヤー＆痛車コレク

ション in 入善 withフラワーロード 

入善町、町内飲食店舗 

夏 入善ふるさと七夕まつり 入善町、経営者協会、3 商店会、商

工同友会、商工会青年部、女性部、

観光物産協会、入善地区、JAみな

穂、町内企業、入善高校 

秋 入善商工フェア まつりんぴっく 入善町、経営者協会、黒部川内水

面漁業協同組合、猟友会、町内企

業、地域おこし協力隊、入善高校 

冬 ラーメンまつり 商工会青年部、女性部、入善町、

JAみな穂、JAみな穂青壮年部 
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だけでのイベントの運営は困難になってきているため、今後も商工会だけでなく関

係機関と連携したイベントの実施が課題となっている。 

 

②来街者を来店者にする取り組み 

イベントでの賑わいのような一過性のものではなく、リピーターとしての来店者 

を増やす取り組みで、「まちゼミ」、「商店街すごろくゲーム」、「まちバル」などを実施

している。この事業により個店の魅力を知ってもらうことで、顧客拡大につながって

いる。しかしながら、商店主の高齢化につれ、来店者も高齢化しており、若者が訪れ

る商店街づくりが課題である。 

 

③ 新しいブランド作りの取り組み 

商工会青年部有志が入善海洋深層水を使ったご当地ラーメン「入善ブラウンラーメ

ン」を開発販売した他、町内飲食店で食べられる「入善深層水牡蠣」は入善ブランド

となり地域外からも牡蠣を食べに来町されるようになった。商工会内で組織する「農

商工 6次産業化推進委員会」でも商品開発に取り組んでおり、新たな入善ブランドに

より地域外資金が地域内に流れ循環するビジネスモデルを確立させることが課題で

ある。 

 

④ 創業と事業承継への支援 

平成 30年度には女性を対象とした創業支援として 4回シリーズで創業セミナーを 

開催した。起業しても事業として継続していく事業者が少ないのが現状で、創業後の

事業継続指導も併せて行っていく必要がある。 

事業承継については商店街の商店主は高齢化しているが、商店主の中には後継者が

いない者が多いことから、家族親族にかかわりなく、事業承継を進めていくことが課

題となっている。また事業承継については、まだ将来のことと捉えている事業者もお

り、潜在的なニーズも含めて対応していく必要がある。 

 

⑤ 中心市街地のあるべき姿を検討 

入善町の中心商店街は商店の廃業により空き店舗が   

散見され、商業機能が十分にあるとは言えない状況で   

ある。当商工会では中心市街地の活性化につながる取 

り組みを検討するために平成 30年に組織した「将来ビ  

ジョン策定委員会」において「10年後の入善町の中心 

市街地のあるべき姿」について協議している。 

今年度は、富山県立大学生に商店街でのヒアリング  

調査後、商店街のあるべき姿について意見交換を行っ   

た。    

また、将来ビジョン策定委員と入善町、女性農業者、観光物産協会、地域おこし協

力隊が参加してワークショップを行った。このワークショップでは地域における様々

な課題（買い物難民、農業の人材不足と高齢化、空き家の管理活用、子供達の遊びや

教育の場の不足など）が出され、この課題をサテライトオフィス誘致によって解決す

ることを検討した。   

（富山県立大学での意見交換会） 
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これらの取り組みを基に中心市街地の活性化戦略を策定し、町民へのアンケート調

査で検証後、戦略を設定する。来年度以降はこの戦略に基づき、入善町と連携して街

づくりに取り組む必要がある。 

 

 

⑥ まちづくり会社の設立 

入善町の中心市街地に立地する３商店街は（銀座、中町、二十四軒町）いずれも法

人格を有していない為、これまで国等の商店街支援策、とりわけ設備投資関係事業を

活用することができなかった。また、経営が成り立っているものの、後継者がいない

ことで廃業を決断する店舗があることで、地域消費者の生活が困難になってきている。 

そこで、商工会が中心となってまちづくり会社を設立し、廃業した店舗を借り受け、

事業を継続（継業）することで、地域の消費者の利便性を確保する。 

加えて、まちづくり会社は、採用した社員に対して創業支援を行ない、社員による

創業を促進することで、地域経済の活性化につなげたいと考えている。 

商工会では、まちづくり会社を設立することが喫緊の課題となっている。 

 

（２） 事業内容 

 

① 事業承継と創業支援の推進 

事業引き継ぎセンター（富山県新世紀産業機構）や地元金融機関（北陸銀行、富山

第一銀行、富山銀行、新川信用金庫の各入善支店）等と連携しながら、事業承継に取

り組む。経営指導員が小規模事業者に対してヒアリング調査を実施し、事業承継や廃

業に関するニーズを調査する。事業承継を希望する事業者には事業承継引継ぎセンタ

ーの専門家や取引先の金融機関も交えて個別相談を行なう。また、数年先に事業承継

に取り組むべき事業者については日頃の巡回指導により、計画的に事業承継を行える

よう支援していく。 

また、創業予定者と商店主とのマッチングを実施し、地域の大切な資源である商店 

の廃業をくい止める。今年度、商工会内組織である「中心市街地活性化委員会」では

中心市街地における空き店舗についての情報を取りまとめ、商工会ホームページで掲

載した。これは創業者と空き店舗所有者とのマッチングを目的としており、これによ

り商店街の空洞化を少しでも解消してきたいと考えている。この活用と併せて創業を

後押しするセミナーや個別相談会を開催する。創業予定者の情報については日頃より

地元金融機関と密に情報交換を行うことで、情報をキャッチし、創業者が着実に事業

を実施していけるよう支援を行う。 

  事業承継と創業支援の個別相談会の内容について定期的に（年 3回）実施する支援 

機関連携会議（入善町と北陸銀行、富山第一銀行、富山銀行、にいかわ信用金庫、富

山県商工会連合会経営支援課が出席）において情報の共有を図る。 

 

 

② 魅力ある個店と商店街づくりの支援 

リピーターとしての来街者を増やす魅力ある個店づくりを支援する。これまで実施 

してきた「まちゼミ」、「商店街すごろくゲーム」、「まちバル」のほか「100円商店街」
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※1などで個店の魅力を知ってもらい、顧客拡大につながる取り組みを支援する。 

また、高齢者だけでなく、若者の来店者、来街者を増やすために、富山県商工会連合 

会が実施する専門家派遣事業を利用した店舗診断や、㈱全国商店街支援センターの繁

盛店づくりを活用した個店の魅力づくり支援などに取組む。この取り組みは商店会と

商工会内の「商業サービス部会」と共に取り組み、事業実施後は中小企業診断士等の

専門家を交え、事業内容の評価を定期的に行う。 

 

※1 「100円商店街」…100 円商店街とは、商店街全体を 100 円ショップに見立て、参加するす

べての商店で 100 円商品を販売する販促イベント 

 

 

③ 入善町の地域資源を活用した「入善ブランドづくり」の取り組みへの支援 

商工会内に組織する「農商工 6次産業化推進委員会」（農業に従事し加工品を販売し

ている商工会員）、みな穂農業協同組合、入善町、入善町観光物産協会と連携して取り

組む。「入善ブランドづくり」として地域資源を利用した加工品だけでなく、地域資源

を活用した活性化事業（グリーンツーリズムでの農家民泊、農作業体験や食育など）

について「入善ブランド」を検討する会議を定期的に開催（第 1 回地域資源の洗い出

しについて検討 第 2 回ブランド作りの検討 第 3 回ブランドの販売促進について検

討）する。 

また、ブランド確立に向けた販売促進に関しては富山県商工会連合会の専門家（中

小企業診断士、ＩＴコーディネータ、6次産業化コーディネータ等）派遣によるアドバ

イスを受けながら進める。 

 

④ サテライトオフィス誘致による地域課題の解決 

地域資源（地場産業や地域の課題）を活用するサテライトオフィス誘致に取り組 

む。今年度策定する中心市街地活性化戦略に基づき、ベンチャー企業のサテライト

オフィスを誘致し、商店街の空き家・空店舗の活用やその他の地域資源を活用した

新たな事業の創出を図る。この事業は、将来ビジョン策定委員会と入善町、ＪＡみ

な穂、地域の企業等と連携して取り組む。具体的にはサテライトオフィス誘致のた

めの体制づくりからサテライトオフィス誘致のための PR、誘致視察受け入れ、誘致

決定、誘致後のフォローアップまで、段階的に定期的な協議を重ねながら取り組む。 

 

 

⑤ まちづくり会社の設立 

㈱全国商店街支援センターの支援を受けながら街づくり会社の設立に向けた支援を

強化する。まず、商工会役員会において街づくり会社設立に向けた協議を行う。次に

当商工会の商業サービス部会において支援内容について説明した後、商店街関係者（商

店主、地元金融機関）、まちづくり会社設立準備委員会を発足する。まちづくり会社は

商工会役員他、入善町の経済に大きく係わる企業・団体（地域の企業、ＪＡみな穂、

入善漁協等）とで構成し、講習会、研修会、ワークショップ等を 3 回から 5 回程度開

催し、議論を深めながら令和２年度の法人設立を目指す。 

法人設立準備と同時に、廃業した事業主と店舗借受の交渉を行うとともに、まちづ
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くり会社で雇用する社員を募集する。 

まちづくり会社の経営理念は、地域に必要な店舗を存続させることであるが、存続

させる手段として、廃業店舗を事業主から借受け、まちづくり会社の社員が事業主か

ら店舗運営に係る指導を受けながら事業を継続する。なお、まちづくり会社では借り

受ける店舗について十分な経営分析を行い、持続可能な店舗であるかどうかを見極め

た上で地域に必要な店舗として経営することとしている。 

一方、まちづくり会社では商工会の支援を受けながら社員に対して創業するために

必要な教育を行い、開業を後押し、暖簾分けを行いながら店舗を維持していく。 

創業への第一歩を踏み出すために、創業を志す者が「街づくり会社の社員として事

業を学び、継業する」このビジネスモデルを確立することで、地域に求められる店舗

を存続させていく。 

 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

 1．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

当商工会では、入善町と北陸銀行、富山第一銀行、富山銀行、にいかわ信用金庫、

富山県商工会連合会経営支援課とで開催する「支援機関連携会議」において、各機関

の支援ノウハウ、支援の現状、成果、課題等について情報交換を行っている。  

この会議には経営指導員が全員出席し、これらの情報交換は小規模事業者等を支援

する職員の資質の向上を図るとともに、案件発掘から経営状況の分析、需要を捉えた

事業計画の策定に活かされている。 

昨年度は 1回の開催であることから、小規模事業者への効果的な支援に役立てるた

めに開催回数を増やしていきたい。 

 

（２） 事業内容 

 

○1 支援機関連携会議の開催 

入善町と北陸銀行、富山第一銀行、富山銀行、にいかわ信用金庫、富山県商工会連

合会経営支援課とで開催する経営支援会議は、これまでの実績から地元小規模事業者

の支援に欠かせないものであるため、定期的に（年 3回）実施する。 

経営指導員が他の支援機関の職員の支援方法について学ぶことで（具体的には金融

機関の資金調達手法や高度な金融、法律知識に学び修得することで）、新たな支援ノ

ウハウを身につけることができ、小規模事業者の多様な支援ニーズに適切に対応でき

る。 

 

○2 経営支援会議（富山県商工会連合会）での情報交換 

富山県商工会連合会が年 2～3 回開催している経営支援会議において支援ノウハ

ウや支援の現状について情報交換を行う。県下商工会の経営指導員や県商工会連合

会の専門経営指導員、各種支援機関担当者が参加するため、地域外での豊富な支援

事例を知ることができ、当商工会の事例にも活用できる。 
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○3 日本政策金融公庫主催のマル経協議会への出席 

年 1 回小規模事業者経営改善資金融資の活用推進を目的に行われる会議で、日本

政策金融公庫担当者と各商工会経営指導員が参加し、各市域の景況や支援事例につ

いて情報を交換し、支援に役立てる。 

 

2．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１） 現状と課題 

  経営指導員等の資質向上については、県商工会連合会が開催する各種研修会等で知

識の習得は行ってきたが、経験してきた案件等により支援ノウハウや支援スキルには

職員間で違いが見られる。そこで、中小企業診断士資格を保有する事務局長が、経営

指導員に対し定期的に経営支援に関するノウハウ等を提供することで、経営支援能力

の向上を図っている。 

しかしながら、小規模事業者の多様な課題に対応するために、個々の職員の技術を

高めることはもちろん、組織としてよりレベルアップした支援が求められている。 

 

（２） 事業内容 

① 外部講習会の積極的活用 

全国商工会連合会、富山県商工会連合会、富山県新世紀産業機構等が主催する

講習会に積極的に参加する。 

特に富山県商工会連合会が開催する技術研修は小規模事業者の経営について

机上ではわかり得ない現場での体験を通して身をもって学ぶことができる貴重

な機会である。 

また、農業関係団体が主催する「6次産業化セミナー等」や、中小企業大学校

が主催する研修に経営指導員が年間 1回以上参加することで、売れる商品開発や

売上、利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 

   

② OJT制度の導入 

チーム編成による巡回指導を通じて、それぞれの職員の強み、弱みを意識する

ことで、自己研鑽に励む機会とし、支援ノウハウの向上を図る。 

 

③ 職員間の定期ミーティングの開催 

 支援内容や、支援先の状況など現場での情報の共有化や支援内容について協議

するために定期的にミーティングを開催する。（月 1 回）意見交換等により職員

の支援能力の向上を図る。 

 

④ データベース化 

 担当経営指導員等が「経営カルテ」のデータ入力を適時行うこことで、経営指

導員だけでなく、職員全員が相互共有でき、どの職員でも一定レベル以上の対応

ができるようになる。 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

  

（１） 現状と課題 

  毎年度、事業の評価・検証のために、富山県商業まちづくり課、入善町キラキラ商

工観光課、中小企業診断士協会、入善町金融機関により事業の実施状況、成果につい

て評価と見直し案の提示をいただき、次年度以降の事業実施に反映させてきた。 

 

（２）事業の内容 

PDCAサイクルを適切に回し経営発達支援事業を効果的に実施するために毎年度、 

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 富山県商業まちづくり課、入善町キラキラ商工観光課、中小企業診断士等の専門

家、金融機関支店長、法定経営指導員をメンバーとする経営発達支援計画評価会議

を開催し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行う。 

  

② 上記の評価等を受けて、当商工会の理事会において評価、見直しの方針を決定す

る。 

 

③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、当商工会の通常総代会へ報告し、承

認を受ける。 

 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を商工会のホームページ( https://www.shokoren-

toyama.or.jp/~nyuzen/）や機関紙で計画期間中公表する。 

⑤ 公表後の結果をとりまとめ、小規模事業者へ情報提供する。また、成果のあった企

業の取り組みをまとめてベンチマーク事例集として、小規模事業者に提供する。 
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【ＰＤＣＡサイクルによる事業実施スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
 

Ｐｌａｎ 
（計画） 

経済動向分析や小規模事業

者の声を踏まえて計画 

Ａｃｔ 
（改善） 

評価結果から事業内

容を見直し 

・外部有識者による評価 
・ホームページでの公表 

Ｃｈｅｃｋ 
（評価） 

外部有識者による評価 
・富山県  
・入善町 
・中小企業診断士 
・金融機関 

 
 
 
 
 

入善町商工会 
理事会 

通常総代会 

ホームページ、機関誌等で公表 

評価を依頼 

意見 

Ｄｏ 
（実行） 

小規模事業者の持続的発展・成長発展を目指す 

◆新産業の育成 ◆起業の促進 

◆ものづくり企業の経営力向上 

◆地域外への販路開拓 ◆商店街の活性化 

経営発達支援計画に基づ

き伴走型支援を実施 

有識者からの意

見を踏まえ、成

果の見直しと次

年度の実施内容

を検討 



- 26 - 
 

（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 

（令和元年 11月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町

村の経営発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体

制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 

事務局長 
 入善町 

キラキラ商工観光課   
      

     

       

法定経営指導員 １名    

 経営指導員    2 名 
※内 1 名は広域経営指導員 

   

     

経営支援員 2 名    

記帳指導員 1 名    

    
 

 

 

（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第７条第５項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 
①法定経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名：岩崎 裕美 

■連絡先：富山県商工会連合会 TEL.0764-441-2716 

    入善町商工会        TEL.0765-72-0163 
 

② 法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、

事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 
 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

〒939-0626 富山県下新川郡入善町入膳 5232-5 

入善町商工会 TEL.0765-72-0163 

   〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳 3255 
入善町キラキラ商工観光課 商工観光係 TEL.0765-72-380 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
令和 2年 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

必要な資金の額 35,810 36,410 37,010 37,610 38,210 

 

人件費 

旅費、事務費 

販路開拓費 

会議費等 

中心商店街向

け事業費 

24,500 

6,100 

2,000 

210 

3,000 

24,900 

6,300 

2,000 

210 

3,000 

25,400 

6,400 

2,000 

210 

3,000 

25,900 

6,500 

2,000 

210 

3,000 

26,400 

6,600 

 2,000 

210 

3,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

① 富山県「小規模事業指導費補助金」⇒ 富山県連を通じて調達。 

② 入善町「商工会運営補助金」⇒ 入善町より調達 

③ 会費等収入 ⇒ 年 2回、会員の金融機関指定口座より引き落としで調達。 

④ 特別賦課金（展示会出展料ほか）⇒ 出展時に出展料を請求、振込依頼にて徴収し調達 

⑤ 事務委託手数料⇒商工会が受託している事務の収入金で調達 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 



（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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