
経営発達支援計画の概要 
実施者名 氷見商工会議所 法人番号：9230005007067 

氷見市 市町村コード：162051 
実施時期 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 
目標 持続可能な経済規模の維持 

① 地域経済循環の極大化 
域内消費拡大事業の推進、事業承継や創業支援による地域経済規模の維持を目指す。 

② 域外との循環の拡大 
観光振興による観光需要・おもてなし力の強化を図り、地域外からの循環を目指す。 
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。 
連携している他の市や会議所との交流から域外からの循環を拡大する。 

③ 自然環境循環の拡大 
古から維持してきた自然環境を活かした資源活用による産業循環を目指す。 

④ 経済循環の強化による小規模事業の経営力向上 
小規模事業者が地域経済の構造変化に柔軟に対応し、事業の再構築をするために寄

り添った伴走型支援を実施する。小規模事業者の売上向上、販路拡大を支援。 
ＩｏＴやＡＩなど新技術の活用による経営基盤強化を目指す。 

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 

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． 経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の経営分析による現状把握と分析 
３． 事業計画策定支援に関すること 

経営力向上なる事業計画の策定支援、創業計画支援、事業継承支援 
４． 事業計画策定後の実施支援に関すること 

計画に基づく実施とアフターフォローの支援 
５． 需要動向調査に関すること 

商品のニーズ把握、需要動向調査による需要の把握 
６． 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

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、観光需要の取り込み、ＩＴの活用支援 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
１． 地域経済活性化に資する取り組みに関すること 

自然環境循環の活用、地域経済循環の極大化、域外との循環の拡大による地域

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支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
２．経営指導員等の資質向上に関すること 
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 

連絡先 氷見商工会議所  指導課 〒935-0013 富山県氷見市南大町 10-1 

TEL 0766-74-1200 FAX 0766-74-3511 e-mail himi@ccis-toyama.or.jp 

氷見市 産業振興部 商工観光課 〒935-0025 富山県氷見市鞍川 1060番地 

TEL 0766-74-8105 FAX 0766-74-8104 e-mail shokokanko@city.himi.lg.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． 目標 

（１） 地域の現状及び課題 

  【現状】 

【氷見市産業の特徴】 

私たちの住む氷見市（ひみし）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、四季を通じて多種

多様な１５６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「氷見イワシ」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生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チェンジの開通により、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。 

現在、新幹線の大阪への延伸に向けた整備計画が進められている。 

【人口の推移】 

 人口 世帯数 

昭和２５年 70,149 34,386 

平成２２年 53,007 17,301 

平成２７年 50,155 17,690 

令和元年（５月） 47,117 17,568 

氷見市の人口、世帯数は６０年前の昭和２５年の７０，１４９人、３４，３８６世帯から大き

く減少しており、前回の経営発達計画申請時の平成２７年は ５０，１５５人、１７，６９０世
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帯、現在の令和１年５月には ４７,１１７人、１７，５６８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、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２８年で年少人口が１０．１％（県平均１２．２％）、生産年齢人口

が５３．２％（県平均５７．３％）、高齢者人口が３６．７％（県平均３０．５％）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く、高齢者の割合が他市町村より若干高

く、今後も高齢者の増加傾向が続くと予想される。 

 

【産業の分類・就業者数・動向】 

業種別事業所数（平成２８年経済センサスより抜粋） 

業種 事業所数 

（平成 28 年） 

割合

（％） 

従業者数

（人） 

（平成 28 年） 

割合（％） 

 

農林漁業 ２４ １．１％ ４７１ ２．９％ 

建設業 ２４１ １０．９％ １，１４０ ７．１％ 

製造業 ２４７ １１．２％ ４，４０５ ２７．３％ 

卸・小売 ５９０ ２６．９％ ３，０７５ １９．０％ 

観光サービス・飲食業 ２６９ １２．３％ １，６０４ ９．９％ 

医療・福祉 １４６ ６．７％ ２，５２４ １５．６％ 

サービス業 

（他に分類されないもの） 

２１０ ９．６％ １，１９７ ７．４％ 

生活関連サービス業、娯楽業 ２１９ １０．０％ ６９１ ４．３％ 

その他サービス業  ２４９ １１．３％ １，０５４ ６．５％ 

計 ２，１９５ １００％ １６，１６１ １００％ 

業種別事業所数の割合は卸・小売業が（２６．９％）と最も多く、次いで観光サービス業、そ

の他サービス業、製造業、建設業、（１２．３％から１０．９％）となっている。 

就業者数の構成で割合の多い業種は、順に製造業（２７．３％）卸・小売業（１９％）医療・

福祉（１５．６％）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、医療・福祉、飲食店・宿泊業、建設業、の順に雇用の受け皿となって

いる。 

就業者数の割合では、第一次産業（農林漁業）の就業者割合が県平均と比較すると高い。 

 氷見市 県平均 

第一次産業 ２．９％ １．４％ 

   

当市の製造品出荷額（従業員４人以上）の（粗）付加価値額の割合は県平均を下回っている。 

平成 28 年 製造品出荷額 （粗）付加価値額 付加価値額割合 

氷見市 805 億円 255 億円 31.7％ 

富山県 3 兆 6,770 億円 1 兆 2,939 億円 35.2％ 



3 

 

 商業統計より「卸・小売」年間商品販売額について４９１億１,４７６万円（平成２４年）で

あったが３８６億７,５５４万円（平成２６年）と２年間で１０４億円が減少している。 

観光入込客数は１７６万１千人（平成１０年）から２２３万２千人（平成２５年）、２１７万

８千人（平成３０年）と推移している。北陸新幹線開通や大型観光施設のひみ番屋街がオープ

ンしたことが大きな要因となっている。 

一方、宿泊者数は平成６年の４７万人をピークとして平成２９年には２１万人となっている。 

※「富山県の人口、工業統計調査、商業統計調査、観光客入り込み数」富山県ＨＰより参照 

 

市内事業所総数（平成２８年経済センサスより抜粋） 

事業所総数 ２，１９５ 

小規模事業所数 ２，０５６ 

総数に対する小規模事業所数の割合 ９３．６％ 

氷見市の事業所総数の内、小規模事業所が占める割合は（93.6％）と非常に高い。 

 

業種別事業者数平成 24年－平成 28年（平成２８年経済センサスより抜粋） 

業種 
年度 

農
林
漁
業 

建 
設 
業 

製 
造 
業 

卸 
・ 
小 
売 

観 光
サ ー
ビス 
・飲食
業 

医 
療 
福 
祉 

サ ー ビ
ス業（他
に 分 類
さ れ な
いもの） 

生 活 関
連 サ ー
ビス業、
娯楽業 

そ の
他 サ
ー ビ
ス業 

計 減少率 

平 成

24年 

22 277 270 662 287 133 224 219 275 2,369 - 

平 成

28年 

24 241 247 590 269 146 210 219 249 2,195 △7.3％ 

商工業者数は平成 24年から平成 28年を比較して７．３％の減少となっている。業種別では医

療・福祉、農林漁業が若干増加しているが、その他の業種では横ばい、減少している。 
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事業所数  全産業事業所数  (平成 24年-平成 28年) （平成２８年経済センサスより抜粋） 

 平成 24年 平成 28年 減少率（％） 

全国 5,453,635 5,340,783 ▲2.1 

富山県 53,524 51,785 ▲3.2 

氷見市 2,369 2,195 ▲7.3 

事業所数の減少率については全国（2.1％）及び富山県（3.2％）と比較すると氷見市（7.3％）

は高い。 

 

【地域経済循環図】地域経済の課題を地域経済循環図から。（氷見市：2013年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全体のまとめとして 

・生産面で見ると氷見市には、鉄鋼、電気機械、金属製品等の製造業の拠点があり、市内では比

較的規模が大きい事業所はわずかで、大半が小規模の事業所である。製造業の他に、規模は小

さいものの、氷見市の特徴的な産業と言える第１次産業の中で、水産業（付加価値は全国平均

よりも高い）は域外から所得を獲得している。 

・分配面では氷見市には第２次産業の製造拠点・本社がある企業の所得が流入している。氷見市

は、昼間人口よりも夜間人口が多いことから労働力の流出があり、市外での就業により域外か

らの所得を獲得している。 

・支出面で見ると日常の消費、観光による消費は、小売業（スーパーや土産物店）が商品を仕入

れる卸売業（卸元）を域外に頼っている為、住民や観光客が市内で買い物をしても所得が流出

している。製造業の生産拠点はあるものの、企業間取引でも経常収支はマイナスとなり、所得

が流出している。 

・観光面では富山県外からの氷見市への来訪者は、石川県が最多であり、次いで、福井県、京都

府、となっており、全国的には近隣の県、関西、中部、関東など広い地域から訪れている。県

内外共に来訪者の目的は豊富な食資源となっている。県内からも高岡市、富山市、射水市から

豊富な食を目的とする来訪者が見られる。 
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１．地域の強み 

・ 豊富な食資源 

・ 「ひみ番屋街」の人気などを背景に比較的高水準の観光入込客数 

 平成１０年～平成１６年～平成３０年の推移：1,761→2,232→2,178千人 

２．地域の弱み 

・ 人口減少 → 地域経済の縮小 

・ （観光入込客数に比して）比較的低調な宿泊者数 

・ 地域経済循環で支出段階の付加価値が他市へ流出している 

 

【第８次氷見市総合計画後期基本計画（平成３０年度から令和３年度）の引用】 

平成２７年１０月のまち・ひと・しごと創生総合戦略等を基礎とし後期の基本計画を策定して

いる。 

基本目標：「元気づくり みんなが集まるにぎやかで活力のあるまち」 

政策（施策） 

１．氷見の食・ブランドの確立（食を活かしたまちづくり、氷見ブランドの創造と振興） 

２．地域特性を生かした産業の振興（農業の振興、林業の振興、水産業の振興、地域産業・中

小企業の支援、中心市街地の活性化） 

３．競争力の高い魅力ある観光都市の形成（戦略的な観光振興、個性を生かした魅力ある地域

づくり） 

４．将来に夢が持てる雇用の創出（企業誘致の推進と既存企業の育成、産業人材の確保・育成） 

５．多様で活発な交流の促進（広範な交流連携の促進、国際化の推進と多文化共生の社会づく

り） 

上記基本計画の中で中小企業の振興策（小規模事業者）に係る取り組み内容を抜粋する。 

小施策 主な取り組み 

食を核にした産業

の振興 

食に関する取り組みの充実による産業の活性化 

食のイベントの開催、６次産業化・農商工連携の促進、 

食文化×女性の感性による新産業の創出 

地産地消の促進 農産物直売所や農家レストラン等での販売の促進 

新たなブランド育

成とブランド力の

強化  

特産品の育成・強化（特産品の育成・品質向上、産地ブランドの強化、地

域資源の掘り起こしによる新規特産品の開発促進） 

特産品のＰＲ活動の強化（大都市圏等での氷見フェア、出向宣伝等による

特産品のＰＲ活動の促進、国内市場の販路の拡大と安定供給の促進、海外

市場の販路の拡大等への支援） 
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産学官の連携によ

る新産業創出と創

業の支援 

起業家の育成（創業支援計画に基づく商工会議所と連携した創業希望者に

対する創業塾の開催、創業支援助成制度の充実、融資制度の充実、小さな

しごとづくりへの支援） 

地域資源の活用（産学官の連携等による新商品の開発や生産体制の確立、

コミュニティビジネスの促進） 

中小企業の経営基

盤の強化 

競争力強化への支援（商工会議所等による経営相談・指導体制の充実） 

販路拡大・開拓の支援（製品ＰＲの推進、新市場への進出等の支援） 

地域内消費の拡大

促進 

地域内消費の喚起（「買活！６億円プロジェクト」への支援、地域内商品

券の発行、地域通貨の検討、地域内消費拡大のためのキャンペーンの実

施） 

魅力ある店舗づく

り 

店舗の魅力向上の促進（店舗のリニューアル促進、アンテナショップ等の

設置促進、共同店舗の設置、空き店舗・空き家を活用した商業集積の促

進〉 

経営体質の強化（専門相談員、経営相談員による相談・指導・支援） 

ＳＮＳの活用（ＳＮＳの活用による情報の発信） 

魅力あるまちなみ

づくり 

賑わいの創出（イベントの開催促進、まちなかへの回遊性の向上、まんが

ロードの整備） 

商業空間の形成（商業環境施設の整備） 

まちなか居住の促進（居住機能の充実、観光客と住民が行き交うまちなか

づくりの推進） 

広域・滞在型観光

の推進 

広域観光の推進 

滞在型観光の推進（滞在時間延長につながる観光案内機能の強化、体験プ

ログラム等の着地型観光の充実、宿泊機能の強化、コンベンションの促

進〉 

氷見らしさの発揮 

観光資源ネットワークの構築（「氷見らしい体験」の促進） 

里山里海の魅力の活用（体験型観光の充実） 

まんがを生かしたまちづくりの推進（まんがワールドの充実、藤子○Ａキャ

ラクターグッズの制作、まんがによる国内外観光客の誘致促進） 

映画による交流の促進 

観光資源の発掘と

創造 

新たな観光資源の発掘（魅力ある観光資源の創造、オフシーズンにおける

新たな観光商品の開発） 

観光資源の価値向上と市場の形成（観光資源の磨き上げとブランディン

グ） 

既存企業の事業拡

大等の支援 

既存企業等への支援（新たな成長分野への参入等の促進、新産業創出の支

援、異業種交流フェアへの出展、海外も視野に入れた販路開拓等への支

援） 
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新技術の活用（ＩｏＴやＡＩの導入促進など新たなものづくり基盤の支

援） 

担い手対策の充実 
雇用機会の確保、人材の活用、人材の確保 

事業継承の促進（小規模事業者等の事業継承の支援） 

若者、女性、高齢

者が働き続けられ

る環境づくり 

雇用の安定 

 

 

【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。 

・人口減少が進めば、就労人口の減少や域外からの所得の流入の減少により、氷見市の経済規模

が縮小していくことが予想される。 

・氷見市は高齢化率が高く、事業者においても後継者不足による事業所の減少が今後進むこと

が予想される。 

・製造製品出荷額については県平均と比べて低い、製造業、建設業などでは小規模の事業者が多

く、人手不足や受注の減少などが課題である。 

・サービス業やその他の小規模事業者についても売上の向上及び利益率の確保などの課題があ

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、飲食が地域の３９．２％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、消費の市外への流出が増加し、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。 

・北陸新幹線開業時には観光客増加の効果があったものの直近では微減の状況であり、観光入

込数の増加及び滞在型観光の推進による消費喚起が課題である。 

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

しているものの、観光入込客数と比較して宿泊客が少ない課題がある。 

・観光消費に直接的に関係する業種として、卸売業・小売業をみると、需要（観光客）を呼込む

力、おもてなし力（お土産品を提供する力）の双方が、相対的にみて低い。宿泊・飲食サービ

ス業でみると、需要（観光客）を呼込む力、サービスを提供する力の労働生産性と入込客数双

方が低い。 

・本市産業の特徴から 1 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

域ならではの食資源等を有してはいるが、付加価値を伴う加工販売へ生かしきれていない課

題がある。 

 

（２） 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

① １０年程度の期間を見据えて 

商工会議所では産業振興について平成 30 年度に氷見市の近未来の産業の在り方を検討し、目

的を「氷見市が持続可能な経済規模の維持」として提言をまとめている。 
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基本コンセプト：「人と環境に優しい、海山土が育む氷見ならではの産業創造」 

◆地域経済循環の極大化 ◆域外との循環の拡大 ◆自然環境循環の活用 

これら３つの事業を循環させることで地域経済を持続可能なものとする。同時に小規模事業

者が循環の中で経営力向上を実現する。 
 

 

★持続可能な経済規模の維持 
 

 

人と環境に優しい、海山土が育む氷見ならではの産業創造 
 

◆地域経済循環の極大化 
 

◆域外との循環の拡大 
 

◆自然環境循環の活用 

 

② 第８次氷見市総合計画後期基本計画との連動性、整合性 

本事業の中長期的な振興及び経営発達支援事業の目標については、前述の第８次氷見市総

合計画後期基本計画の中小企業の振興策（食を核にした産業の振興、地産地消の促進、ブラン

ド育成と強化、産学官等の連携による新産業創出と創業の支援、中小企業の経営基盤の強化、

域内消費の拡大促進、観光資源の発掘と創造、既存企業の事業拡大等支援、担い手対策の充実

など）の内容と連動性、整合性が取れている。 

また氷見市商工観光課と商工会議所は事務担当者において随時情報交換による連携を密に

する。氷見市商工観光課長に経営発達計画の評価委員を委嘱している。 

 

③ 商工会議所としての役割 

・「持続可能な経済規模の維持」のために域内外の経済好循環による小規模事業者の経営力向上

を支援する。 

・氷見の自然環境や地域の資源を活かした新たな需要の開拓を支援する。 

・事業承継、創業、雇用の確保を支援し、経済規模の維持を目指す。 

・氷見まちづくり協議会と連携した支援により、小規模事業者の経営力向上を目指す。 

・小規模事業者支援施策では将来に向けて個社の経営発達を目指す方向へ転換していることを

踏まえ、地域経済を支える小規模事業者の経営発達を氷見市、関係機関と連携し支援体制を整

え、充実した内容で支援する。 

・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。そうした中で小規

模事業者が持続、発展をするために伴走型の支援により経営力を強化する。 

・既存企業の新たなチャレンジや事業の拡大を支援する。（経営革新・経営力向上等・経営計画

策定、フォローアップ、新たな需要の開拓） 

◆小規模事業者の経営力向上 
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④ 経営発達支援事業の目標 

(ア) 地域経済循環の極大化 

・域内消費拡大事業を推進し、域内での経済循環の極大化を目指す。 

・事業承継、創業支援により事業者数の維持を目指す。 

(イ) 域外との循環の拡大 

・観光需要の取り込み・おもてなし力の強化を図り、地域外からの循環を目指す。 

・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。 

・連携した地域との交流により域外からの循環の拡大を目指す。 

(ウ) 自然環境循環の活用 

・自然環境や地域資源を活かした新たな産業の創造により事業者の稼ぐ力の強化を目指す。 

(エ) 小規模事業者の経営力向上 

・従来から構築してきた関係機関とのネットワークを活用し、小規模事業者の経営力向上を目

指す。 

・小規模事業者が地域経済の構造変化に柔軟に対応し、事業の再構築をするために事業者に寄

り添った支援を目指す。 

  

⑤ 目標の達成に向けた方針 

(ア) 地域経済循環の極大化 

 ・市の域内消費の拡大促進と連動し、消費拡大に向けた地域商品券事業、夜のまちなか巡りの

実施により、事業者の売上向上の支援を実施する。 

・市の事業承継の促進と連動し、事業継続を円滑に実施しいていくためにマッチングによる支

援を実施する。 

・市の起業家の育成と連動し、氷見まちづくり協議会、金融機関と連携した創業支援により新

規創業者を増加し、フォローアップを実施する。 

・氷見まちづくり協議会と連携し中心市街地エリアに価値を高める。また小規模事業者の稼ぐ

力を引き出し、売上向上、販路拡大支援を実施する。 

・小規模事業者は地域の雇用の受け皿であり、地域産業全体で働く場の提供、労働力確保に向

けた取り組みを実施する。 

 

(イ) 域外との循環の拡大 

・市の観光資源の価値向上と市場の形成と連動し、観光需要の取込みやおもてなし力の向上に

より観光入込客数、宿泊者数、滞在時間を増加することで域外需要を獲得する。 

・市の観光資源の発掘と連動し、観光業と産業の連携により体験型観光の取組や地域資源の活

用を図る。 

・地場産業を育成し、新たな市場ニーズにあった商品開発と販路拡大の支援を実施する。 

・会議所が交流している会議所や氷見市の姉妹都市と連携しお互いの交流により、域外からの

循環の推進を実施する。 

・全国の大都市圏などで開催される商談会、販促イベントに出展し域外からの循環の推進を実

施する。 
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(ウ) 自然環境循環の活用 

・市の観光資源ネットワークの構築と連動し、自然環境を資源として市内の産業と結び付け、

商品化、事業化することで新たな産業を育成する。 

・歴史文化、食文化、自然のカテゴリーで深堀りし、産業連携を模索し、自然環境の好循環を

実施する。 

(エ) 小規模事業者の経営力向上 

・小規模事業者の課題を解決し、売上増加、利益の確保を実現するために、巡回・窓口により

密接な支援を実施。また支援体制を整え支援能力を向上し実施する。 

・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課題については、氷見市、関係機

関等と連携し地域ぐるみで課題に向けた支援を実施する。 

・氷見市の事業承継の促進と連動し、事業承継については県引継ぎ支援センターと連携し、個

別案件に応じたきめ細やかなヒアリングとマッチングを実施する。また他の支援機関と連携

した取組みにより事業者の円滑な事業の引継ぎを支援する。 

・氷見市、氷見まちづくり協議会と連携し創業支援計画に基づいた創業の支援を実施する。 

・氷見まちづくり協議会と連携し、事業者の売上向上、販路開拓の支援、まちづくりの推進支

援を積極的に実施する。 

・氷見市の新技術の活用と連動し、事業者の新たなチャレンジ、ＩＯＴやＡＩなど新技術の活

用による経営基盤強化を支援する。 

・小規模事業者の働き方改革への対応を支援する。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１） 経営発達支援事業の実施期間（令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 

  



11 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること 

（１） 現状と課題 

【現状】 

・氷見市の生産面、分配面、支出面、観光関連産業や地域経済循環について調査している。 

・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いる。 

・商工会議所独自の企業動向調査を実施し、結果をまとめ情報提供している。 

・商工会議所で毎年、消費動向調査を実施し、結果をまとめ情報提供している。 

【課題】 

・地域の経済動向を分析し、業種別など判り易く整理するなどその内容を充実し情報提供する必

要がある。 

・地域全体の経済循環から見える強み、弱みについていかにブラッシュアップや補完をするかが

課題である。 

・地域経済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、小規模事業者の目標達成のために有益で参考となる情報の

提供が課題である。 

・企業動向調査については基本的な項目にとどまらず、時流に適応した項目を随時追加し、デー

タを整理・分析することが課題である。 

・消費動向について市内消費及び市外、ネット等での消費の動向を掴んでいる。分析結果を個社

の支援に活かすことが課題である。 

 

（２）事業内容 

① 国県市等の各種経済データの活用 

【情報収集の項目、整理、分析の手法】 

・国、県の発表する国勢調査・経済センサス・RESAS（リーサス）・市や観光協会の発表する、観

光客入り込み数・宿泊者数等により地区内の人口推移、産業構造、市場の概要を掴み、整理・

分析する。 

・地域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、域内外の消費獲得、地

場産業の振興、観光需要に関する課題の整理、分析に活用する。 

【調査の内容・活用方法】 

調査名 調査内容 情報収集・整理・分析 

国勢調査 人口・世帯数・年齢構成 人口・世帯の推移・年齢構成推移 

経済セン

サス 

氷見市の業種別事業所数・従業員

数・企業の売上 

業種別の売上・従業員数比較 

１企業当たりの売上額 

従業員 1人当たりの売上額 

RESAS 

(リーサ

地域経済循環・産業構造マップ・

観光マップ・まちづくりマップ 

地域経済の構造・産業構造・観光

の動向・滞在人口・流動人口を可
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ス） 視化 

観光に関 

する調査 

観光客入込数・宿泊者数 観光の施設毎の入込状況・宿泊施

設の宿泊の状況 

 

【成果の活用方法】 

・業種毎の分析データや観光、まちづくりの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、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

として活用する。 

・情報の共有を図り、職員の巡回時や窓口相談において事業者に提供し、支援に活用する。また

ＨＰや会報にて情報提供する。 

 

② 中小企業景況調査 

【情報収集の項目・整理・分析の手法】 

・当所では中小企業景況調査を年４回（４月・７月・１０月・1月）に３２事業所で実施し、日

商に報告し、調査結果を把握し経営指導員が専門家と連携し分析する。 

 

調査項目 売上額、仕入額、利益、資金繰り、引き合い、雇用、設備投資、経営課題 

 

調査業種 建設業 製造業 卸・小売業 サービス業 合計 

対象件数 ２ ７ １６ ７ ３２ 

【活用方法】 

・四半期毎に３２社について事業者の景況に関する動向を把握し、実態を掴んでいる。また巡回

や窓口相談において分析結果を個社支援に活用する。 

 

③ 企業動向調査 

【情報収集の項目・整理・分析の手法】 

当所独自の企業動向調査を年１回実施。中小企業者を対象として、８月に１５０社に郵送によ

る経済動向調査を実施しており、９０社を回収し、その中で小規模事業者の実態を把握する。

調査対象を拡充し、配布数２５０件、回収数を１１０件とする。 

調査項目 喫緊の経営課題、景気動向、経営の取組、設備投資計画、事業承継、 

賃金、労働時間、採用、働き方改革 

【活用方法】 

・データにより事業者の経営課題、設備投資、労働環境について整理・分析し個社の支援に活用

する。 

・分析については経営支援基幹システム（BIZミル）により調査結果を一元管理する。 

・調査の結果を会報や HPにて告知し、窓口での個別企業の支援に活用する 

・調査項目については毎年検討し、支援施策等を考慮し適宜追加して実施する。 

・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たものを業種毎に取り纏

め、企業の実状や動向を掴み、今後の方針に活用する。 
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【目標数】 

・景況調査の実施 配布数３２件 延べ回収数を１２８件とする。 

・企業動向調査対象を拡充。配付数を２５０件、回収数を１１０件とする。 

・企業動向調査・景況調査結果の公表については HP及び会報にて５回の告知を実施 

 

④ 消費動向調査 

【情報収集の項目・整理・分析の手法】 

・消費動向調査により実際に買い物をしている消費者からの回答を得ることにより、地域の課題

から新たな消費者のニーズを把握する。 

・市内中学２年生の保護者を対象に調査を実施し、サンプル数２７０件、市内中学校を通じて配

布し回収する。 

調査項目 

・地元購買の動向 

・買い物の状況 ①生鮮食料品②一般食料品③日用雑貨④医療品、化粧

品⑤家具、インテリア⑥電化製品⑦紳士服⑧婦人服⑨子供服、ベビー

服、⑩シャツ、下着⑪呉服、反物、寝具⑫靴、カバン⑬服飾品、アク

セサリー⑭時計、メガネ、カメラ⑮書籍、文具⑯スポーツ、レジャー

用品、⑰ＣＤ、楽器、玩具⑱贈答品⑲外食⑳その他 

・市内・市外×大型店・商店・ネット通販での消費 

・推計購買金額 

期待できる 

効  果 

・消費者ニーズにより、商品やサービスを検討する。 

・地元消費者からのアンケートにより、より実態に即した市場ニーズと

して活用出来る。 

【活用方法】 

・消費者の目から見た課題やニーズを把握し、不足している業種、競合の状況、新たな市場、あ

らたな商品・サービス等を分析し、小規模事業者の事業展開や創業者の事業領域の参考とし、

目指す市場の特定やニーズへの対応に活用する。 

・域内消費の拡大ついて消費者ニーズを参考とする。 

【目標数】 

・市内中学２年生の保護者に学校を通じて配布・回収、配布数２７０件、回収数２００件とす

る。 

・消費動向調査結果の公表については HP及び会報にて告知を実施 

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 

企業動向調査回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

中小企業景況調査 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

調査結果提供回数（HP・会報） ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 

消費動向調査提供回数 

（HP・会報） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 
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３．経営状況の分析に関すること 

（１） 現状と課題 

【現状】 

・記帳機械や会計ソフトの分析を活用し、小規模事業者の財務分析を行っている。 

・職員の巡回・窓口相談、各種手続きで来所時に経営分析の必要性を告知している。 

【課題】 

・事業者は経営力の向上のための経営分析の必要性の意識が低い。 

・収集した分析データの一元化による活用が課題である。 

・会計ソフトの活用では財務分析のみにとどまっており、経営分析としては十分とは言えない。 

・売上・利益をあげることを明確にし、自社の経営分析から経営計画へ繋げる目的を明確化し事

業者が納得することが課題である。 

 

（２）事業内容 

① 事業者への普及・啓蒙 

・現在は職員全員で事業者を訪問し、寄り添った支援を実施する巡回計画に基づき年間８００事

業所の巡回により、小規模事業者と面談し、経営力強化への取組みを理解してもらうことに努

め、自社の経営課題を整理し経営発達計画に繋げる支援を実施する。 

・従来からの経営改善普及事業で金融相談、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６００件の来所があり、この機会に積極的に事業をＰＲする。 

・当所の受託団体である商店街連盟や青色申告会、青年部、女性会など団体に所属している事業

所について個社の課題整理、経営分析の必要性を積極的にアピールする。 

 

② 経営の分析の内容 

・経営分析では「貸借対照表・損益計算書」により財務分析表を作成する。 

・損益計算書により過去の時系列による比較として売上高、原価率、利益率の分析を行う。 

・貸借対照表による効率性、安全性などの財務分析を行う。 

・売上向上と利益確保のために収益性、成長性、生産性から分析し、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。 

・SWOT 分析により「内部環境・外部環境×強み・弱み・将来ビジョン・組織体制・今後の展

開に向けてやるべきことなど、自社の現状、目標、課題が判りやすく把握できる経営状況分析

表を作成する。 

・必要に応じて専門家と連携し、分析の精度を上げる。 

 

（３）成果の活用 

・得られた情報は経営支援基幹システム（BIZ ミル）の活動履歴としてデータベース化し、相

談所職員間で情報共有する。 

・蓄積したデータは統一フォームにより「見える化」されており、当該事業者にフィードバッ
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クし現状認識、課題の整理、そして事業計画策定へ繋げる。 

・経営分析のデータから、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などを比

較検討し、改善の材料とする。 

・成功している店舗などの情報収集を行い、事業者の経営改善のヒントにする。 

 

（４）目標 

・巡回（８００件）や窓口相談（７００件）において、小規模事業者との面談の機会を増加し、

自社の経営力強化に対して取り組む姿勢のある企業を発掘する。 

・自社の売上増加を目指して経営計画を作成するために、当初は積極的な事業者を８０社程度ピ

ックアップし、経営分析を実施する件数を年間６０件実施し、経営計画策定へ４０社を繋げ

る。 

・経営分析セミナーを必要に応じて開催し、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、実際に自社の数字を見ながら分析を行う。 

（セミナーの内容としては、経営分析とは、貸借対照表、損益計算書、自社分析の進め方、ＳＷ

ＯＴ分析を実施し、自社の強みを活かした事業計画への展開等） 

・経営分析への勧奨、分析の状況について相談所職員が月１回の情報共有を図る。 

 

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 ８００ ８００ ８００ ８００ ８００ ８００ 

窓口相談件数 ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ 

経営分析件数 ８０ ６０ ７０ ７０ ８０ ８０ 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

・事業者は経験とカンに頼って、事業を予想しているケースが多い。 

・小規模事業者は自社の将来について考えてはいるが、計画として纏まっていない。 

・事業者に対して事業計画の必要性や重要性について認識が低く、まだ充分必要性の理解がされ

ていない。 

・事業計画策定のセミナーを実施しているが受講後に実際に事業計画の策定に繋がっていない。

【課題】 

・事業計画策定への経験、知識が不足しており、事業者単独では作成が難しい。 

・経営分析からの継続として事業計画策定への啓蒙を会報、巡回、窓口等により積極的にアピー

ルする必要がある。 

・経営分析から経営計画策定へそして売上向上、利益率向上を実現する目標を重視し参加者を募

集し実行する企業を増加させる必要がある。 

・経営支援基幹システム（BIZ ミル）の事業計画策定を活用し、策定への取組みを進める必要が

ある。 
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（２） 支援に対する考え方 

・氷見まちづくり協議会（ビジネスサポートセンター）と連携し、事業者の経営計画策定を支援

する。 

・経営支援基幹システム（BIZ ミル）により計画の可視化、３～５年の計画設定、統一フォーマ

ット、事業所データ・経営分析からの連動性により支援を充実する。 

・経営分析の実施事業者から計画策定へ繋ぎ、経済動向調査や経営分析から得られた情報を基に

自らのビジネスモデルの再構築を支援する。 

・事業計画の目標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。 

・経営革新計画、経営力向上計画、先端設備等導入計画等、国・県・市の実施する各種施策・補

助金に係る場合に経営分析を経て事業計画の策定及び実行の支援を行う。 

・氷見市創業支援事業計画に基づき、創業支援を実施しており、創業に係る事業計画の作成につ

いて支援を実施する。また創業後についても事業計画の作成について支援を実施する。 

・事業承継に係る事業計画策定を支援する。またマッチングの支援や経営資源の引継ぎも実施す

る。 

・域内消費の拡大や産業創造、地場産業の育成、観光需要に関与する事業者の事業計画支援の内

容を充実する。 

・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。 

 

（３）事業内容 

① ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金等計画策定支援 

・H27～H30 年の持続化補助金の申請は４４件で採択は２１件の実績があり、販路開拓や新たな

展開を計画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、ものづく

り補助金を含めて事業計画策定を年１２件支援し、計画実行までをフォローする。 

 

② 創業の計画策定支援 

・H27 年～H30 年の４年間で創業者の支援について７８件の実績がある。 

・創業者には、開業後に必要な各種手続きや創業実践セミナー、氷見市創業支援補助金、氷見市

空き店舗開業支援補助金等について説明し、創業者の事業計画策定を年間１５件支援する。 

・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による広告宣伝についても支援する。 

・より専門的な内容については、連携する専門家を繋ぎ支援充実を図る。 

 

③ 事業承継計画支援 

・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、経営資源の引継ぎなど事業の円滑な承継に向けた計画の支援を年間３件行う。その

後のフォローについても支援する。 

・事業承継については、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。 
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④ 専門家との連携 

・専門的な課題等については、基盤整備機構、信用保証協会、エキスパートバンク（※１）の専

門家、よろず支援拠点のコーディネーター、事業引継ぎ支援センター、地域金融機関、日本政

策金融公庫等、まちづくり協議会（ビジネスセンター長・エリアマネージャー）と連携し、小

規模事業者の事業計画策定を１５件支援する。 

 

⑤ 事業計画の作成支援 

・経済動向調査、経営分析から得られた情報を活用し、経営支援基幹システム（BIZ ミル）によ

り自社の現状を整理し、強みを活かした取り組み方法の見直しや将来のビジョン計画に落とし

込み自社の事業計画として策定する。 

・域内消費拡大や産業創造、地場産業育成事業の中での波及効果や、自ら積極的に取り組む内容

などを事業計画に織り込む。 

・専門家と連携し、事業計画の支援を充実する。 

 

（４）目標 

・事業者の経営力向上のための事業計画策定について総合的に支援する。 

・事業計画策定支援を当初年間５０件行う。 

・専門家相談について年間１５件実施し、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 

① 経営革新・ものづくり計画策

定 

１ ２ ２ ２ ２ ２ 

② 小規模企業持続化計画策定 １２ １０ １０ １０ １０ １０ 

③ 創業の事業計画策定 １６ １５ １５ １５ １５ １５ 

④ 事業承継の計画策定 １ ３ ３ ３ ３ ３ 

⑤ その他事業計画策定 ２０ ２０ ２０ ２０ ３０ ３０ 

（小計） ５０ ５０ ５０ ５０ ６０ ６０ 

専門家相談件数  １５ ２０ ２０ ２５ ２５ 

※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 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

・フォローアップについては計画実施後の結果としての数字の把握にとどまっている。 

・フォローアップについて個社の売上向上、利益率向上に向けた取り組みへのフォローが弱い。 
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【課題】 

・事業実語の結果としての数字だけにとどまらず、ＰＤＣＡの観点からフォローアップする必要

がある。 

・フォローアップの時期やその内容についてこちらからの一方的な情報の収集になりがちであ

る。 

（２） 事業内容 

【支援に対する考え方】 

・結果から課題を見直し、再度実行するための方策や売上の向上、利益率向上を目指したフォロ

ーアップを実施する必要がある。 

・支援に対してはＰＤＣＡサイクルを小規模事業者自ら確認出来るように、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て支援する。 

・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、今後の実施につい

て支援する。また計画と進捗状況とのズレ等がある場合にはフォローの内容やタイミングを事

業者と協議し支援する。 

【事業内容】 

・事業計画を策定した全ての事業者を支援対象とする。 

・事業計画の実行についてＰＤＣＡのそれぞれのタイミングでフォローし、サイクルを上手に回

す支援を行う。 

・実施支援については計画策定を担当した指導員は支援の内容に応じて、最低年２回以上のフォ

ローを実施する。フォローの頻度については内容に応じて複数回実施する。 

・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。 

・フォローの内容に応じて、氷見まちづくり協議会（ビジネスサポートセンター）等と連携した

支援を実施。 

・専門的な課題等については、基盤整備機構、信用保証協会、地域金融機関、日本政策金融公

庫、エキスパートバンク、よろず支援拠点のコーディネーターの専門家と連携した支援を実施

する。 

（３）目標 

・数値目標については事業計画実施支援として年２回以上のフォローを実施する。フォローアッ

プの対象事業者数及び売上・利益率の増加事業所数については次表のとおり実施する。 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

フォローアップ対象事業者数  ５０ ５０ ５０ ６０ ６０ 

フローアップ頻度 

延べ回数 

年１回 

 

年２回 

１００ 

年２回 

１００ 

年２回 

１００ 

年２回 

１２０ 

年２回 

１２０ 

売上の増加事業者数 
 ２０ ２５ ２５ ３０ ３０ 

利益率の増加事業者数  １５ １５ ２０ ２５ ２５ 

※フォローアップ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。 
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６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

・観光動向アンケートから旅行者の観光に対するニーズや個社の商品、サービス、宿泊の需要に

ついて結果を分析している。 

・個々の事業者の商品やサービスに関して販売時に消費者からのヒアリングを実施している。 

【課題】 

・事業者の提供する商品やサービス等に関する需要動向調査について詳細なヒアリングやアンケ

ートが必要である。 

・需要動向を把握することで消費者や地域のニーズに対応した新商品・新サービスの展開へ結び

つける必要がある。 

・観光動向アンケートから、域外から見ると観光地やお土産、食の知名度が低い。 

 

（２）事業内容 

① 観光動向のアンケート調査 

・観光客、観光見込み客を対象としてＨＰから収集するアンケートを氷見市が実施しており、

その結果を共有する。 

・得られた結果を基に観光、土産品の購入や食などについて消費者からのニーズを把握する。 

【調査の内容】 

項  目 内  容 

目  標 
・観光客のニーズを把握し、宿泊及び土産品・食の全体の知名度の向上

を図る。 

調査項目 
観光の目的、土産品・食の満足度（土産品、食べ物・料理、情報提供、

満足度、おもてなし、宿泊施設、観光施設・資源） 

手  段 
・ネットによる観光客にアンケート形式で回答 

・サンプル数１００を目標とする。 

活用方法 

・観光客の目線から見た宿泊・土産品・食への課題やニーズを分析し、

個社の取り組む事業計画の実行性を高め、市内での滞在と消費を上げ

る相乗効果に活用する。 

観光関連の事業者の事業展開や新たな商品・サービスの開発、改良に

ついて事業者の計画策定時に活用する。巡回や窓口にて提供する。 

・域外からの消費の獲得について観光客のニーズの参考とする。 

期待できる 

効  果 

・地域のブランドの発信や観光地の知名度向上に効果を期待できる。 

・アンケートにより、個々の事業者が需要を掴む参考データとし活用す

る効果がある。 

 

（イ）商品の需要動向のアンケート調査 

・特産品の事業者について個社の商品、販売について事業者毎のアンケートを実施。 
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・事業者が新商品の導入や商品の販路開拓を行うにあたり、展示会やイベントで消費者と直に

接する機会を捉え、事前に準備した項目でのアンケートについてヒアリングまたは記入して

もらう。 

・得られた結果を基に商品や販売に対する消費者からのニーズを把握する。 

【調査の内容】 

項  目 内  容 

目  標 
・商談会やイベントでお客さんから直接商品や販売に対する意見やニー

ズをアンケートから収集し、ニーズを捉える。 

調査項目 見た目、味、色あい、商品の大きさ、価格、パッケージ、その他印象等 

手  段 
・展示会、イベントでのアンケートで回答 

・サンプル数５０を目標とする。 

活用方法 

・消費者の目線から見たニーズを把握し、商品・販売について事業者が

参考とする。 

・域外への販路の拡大についてのニーズの参考とする。 

期待できる 

効  果 

・アンケート結果を分析し、当該事業者にフィードバックすることによ

り、商品の改良につなげる。 

・アンケート結果から販路拡大に必要な事項を分析し販路につなげる 

 

（３）目標 

・観光のアンケート調査 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

アンケート回収目標数 件 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

・商品の需要動向調査 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

支援対象事業者数 件 8 件 8 件 8 件 8 件 8 件 
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７． 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 

【現状】 

・小規模事業者は域外で新規の取引先を確保するのが難しい。 

・小規模事業者の販路開拓に対してバイヤーや消費者へのニーズの対応が充分とは言えない。 

・小規模事業者は市場のマーケティング、商品力、訴求力、デザイン面が弱い。 

・商談会、展示会参加への情報を提供し、出展による販路開拓を支援しているが出展後の商談

成立に結びつく案件が少ない。 

・小規模事業者は商品やサービスの情報発信力が弱い。 

・観光入込客数はあるものの観光消費の獲得が弱い。 

【課題】 

・小規模事業者は地域の特色を活かした商品を開発しているが、商品力、デザイン、訴求力が

相対的に弱い。 

・販路開拓に向けた人員や予算を懸けることが難しい状況である。 

・水産加工品においてバイヤーのニーズである常温の商品が少ない。冷凍、冷蔵の流通を考慮

した商品などニーズにマッチしていない。 

・販路開拓に向けた事前の販売計画や市場のターゲット、展示会等出展への準備、出展後の取

引に関するノウハウが不足している。 

・観光において宿泊者数や滞在時間が少ないことにより観光客の消費が弱い。 

・小規模事業者は情報発信にＩＴを上手に活用しきれていない。 

 

（２） 事業内容 

【支援に対する考え方】 

・小規模事業者の商品やサービスを具体的に把握し、商品コンセプト（誰に、何を、どのよう

に）の明確化や、より消費者に分かりやすいデザイン、訴求力（優位性、視認性）を高める支

援をする。 

・水産加工品については常温の商品開発に向けた取り組みを支援する。また冷凍、冷蔵の流通過

程に即した品質保持を支援する。 

・需要動向のデータ等を活用し、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開拓を支援する。 

・商品開発・販路開拓について氷見まちづくり協議会（ビジネスサポートセンター）と連携した

支援を実施する。 

・小規模事業者の不足しているノウハウを専門家（富山県よろず拠点支援の販路開拓コーディネ

ーター他）と連携し補い、販売計画の作成を実施する。 

・販売計画策定や策定後の継続したフォローアップを実施する。 

・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。それらをつなぐ事により新たな商品の開発を図る。 
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・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、自然環境の恩

恵である「旬を活かした」産地ならではの付加価値の高いものを積極的に支援する。 

・観光需要の開拓について経済動向・需要動向調査から得られる結果を基に、域外からの観光需

要を取り込むために支援する。 

・小規模事業者がＩＴの活用による情報発信を実施し、新たな需要の開拓の支援を実施する 

 

【事例】 

平成２９年に当所と市内事業者、川崎商工会議所が連携し、氷見出身の実業家「浅野総一郎

翁」に関連した商品開発を行い、お菓子「寿福」、メタルチョコの新商品を開発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 観光需要の開拓 

・支援対象を宿泊業、飲食店、体験施設、サービス業とする。 

・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、また市内の飲食店

や土産物販売、コト消費が体験できる観光施設なども含めた個社の商品・サービスの充実、

氷見らしいおもてなしの研究や、人材の育成を進める。 

・個社の特徴を活かした地域特有の体験や、時間の過ごし方を企画し、観光客に情報提供す

る。 

美濃加茂商工会議所と連携し、美濃加茂市

の特産品の堂上蜂屋柿を使用したジェラー

ドの新商品を開発した。 

 

七尾商工会議所と連携し、半生手打ちうど

ん、ぶりといわしの旨味つゆの新商品を開

発した。 
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・ここでしか味わえない旬の魚料理を活かした加工と食を研究し、観光客に情報提供する。 

・個社のＩＴやＳＮＳによる情報発信、マスメディアの露出機会の増加を支援する。 

 

② 展示会・商談会・ビジネスマッチング出展支援（ＢｔｏＢ） 
・対象を観光、地場産業、土産品、食に関するＢtoＢの支援とする。 

・地域資源の活用や地場産業・土産品を中心として出展支援を実施する。 

・全国（地方銀行フードセレクション・メッセナゴヤ・農と食の展示会・商談会他）、北陸や県

内（福井・金沢・富山ビジネスマッチング）海外（香港、中国、東南アジア他）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、商談成立を目指す。企業の参加を年間１２件目指す。 

・商談会等で DM による事前告知でバイヤーとのマッチングを積極的に支援する。 

展示会名称 展示会概要 来場者数 出展者数 

地方銀行 

フードセレクション 

東京ビッグサイト 

全国から食のバイヤーが来場 

バイヤー 

１４，０００人 

２社 

メッセナゴヤ ポートメッセナゴヤ 

日本最大級異業種交流展示会 

６２，０００人 １社 

農と食の展示・商談会 さいたまスーパーアリーナ 

食材を中心にバイヤーが来場 

バイヤー 

４，０００人 

２社 

海外での展示会 

（地銀主催） 

香港、中国、東南アジア他 ３，０００人 １社 

ビジネスマッチング 福井・金沢・富山（会議所主

催） 

５００社 ６社 

 

③ イベント情報の提供とイベント出展支援（ＢｔｏＣ） 
・対象を観光、地場産業、土産品、食に関するＢtoＣの支援とする。 

・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、関係団体と連携し、イベン

ト情報の提供を１５０社に対して実施し、出展を１５社支援する。 

・連携する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、

売上の状況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事業者間での商談に

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。 

・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。 

・氷見市、氷見市農業（協）や氷見漁業（協）、氷見市観光協会と連携し支援する。 

④ ＩＴ活用による販路拡大 

・支援対象を IT を活用した販路拡大を実施する小規模事業者とする。 

・小規模事業者はＩＴを活用した告知、集客、商品の紹介について弱い面があり IT 活用による

販路拡大を１０社支援する。 
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・ＨＰ、スマホＨＰ、ＳＮＳ等を活用して、商品とその特徴をアピールする。また状況に応じて

ネットショッピングサイトを活用した商品の販路開拓を支援する。 

・小規模事業者が自社でＩＴやＳＮＳを活用したＰＲを更新出来るように支援する。 

・地場産品や新商品を HP で発信し域内消費の拡大を図る。 

（３）目標 

・展示会及び商談会の参加を当初年間１２社、商談成立件数５件目標とする。 

・商工会議所連合会及び地元金融機関の主催する展示会への参加、県内外のイベントに出展する

参加目標を、当初年間１２社とする。 

・首都圏他で２箇所、東海・中京、関西で３箇所の展示・即売会を実施し、参加を当初年間１２

社、１社／1 日あたりの平均売上は５万円を目標とする。 

・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を

支援する。 

・ＩＴ活用による販路拡大について１０社支援する。 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

商談会出展支援者数 １１社 １２社 １２社 １４社 １４社 １４社 

商談成約件数 ４件 ５件 ５件 ８件 ８件 ８件 

イベントの出展 １０社 １２社 １２社 １４社 １４社 １６社 

売上額／社（平均） ４万 ５万円 ５万円 ５万円 ５万円 ５万円 
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Ⅰ．経営発達支援事業の内容 イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果の活用 

地域の経済動向調査 

〇国勢・経済ｾﾝｻｽ・RＥSAS 等調査 

〇景況・企業動向・消費動向の調査 

 

経営状況の分析 

〇巡回・窓口を中心としたヒアリン

グによる分析、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・事業承継 

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IT による販路開拓 

〇観光需要の開拓 

〇展示会、商談会への参加 

〇販売イベントの参加 

〇ネットによる販売の活用 

〇観光産業の魅力強化 

経営分析 

戦略検討 

策定支援 

実施支援 

販路開拓支

援 

自然環境循環の活用 

地域経済循環の極大化 

域外との循環の拡大  

専門家と連携 

専門家と連携 

総合的な

支援体制 

専門家と連携 

需要動向調査 

〇観光調査・モニターによる調査か

ら情報収集・分析 

専門家と連携 

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 

氷見市 氷見商工会議所 連携 

小規模事業者の 
経営力向上 

持続可能な経済規
模の維持 

情報提供 

実施内容 

小規模事業者 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

８．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 

【現状】 

・富山県内関係機関、氷見市、金融機関、市内関係団体と連携し、地域経済活性化の重点である

持続可能な経済規模の維持に取り組み、また観光振興・中心市街地エリアの活性化を図ってい

る。 

【課題】 

・地域全体の活性化として行政、産業界など関係機関とより連携した取り組みが必要である。 

（２） 事業内容 

① 氷見ひみまちづくり協議会 

・氷見市、商工会議所、金融協会、氷見市商店街連盟、自治会で組織する協議会で「ビジネス

サポートセンター」を令和１年度に立ち上げ、中小企業者の売上の向上を目的として事業展開

を行う。協議会の運営について関係機関と連携し、毎月の会議を開催。 

・商工会議所はビジネスサポートセンター事業と連携を密にして小規模事業者の支援を実施。 

② 域内消費の拡大・域外消費の拡大 

・地域経済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育成を図る。 

・特色ある地場産業として水産資源を活用した卸・小売、水産加工、かまぼこ、飲食などの発展

を図る。 

・観光振興においては観光客を取り込むためにエージェントとの連携強化、体験型観光の推進、

氷見の食の発信、宿泊数の増加と滞在時間の増加に取り組む。加えて、観光客に支持される飲

食店・小売・サービスの育成を図る。 

・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、まちゼミ、夜のまちなかグル巡りを実施する。 

・域内外の消費拡大を推進することで小規模事業者の売上向上、利益率向上を図る。 

③ 自然環境循環の活用 

・氷見の特徴である海、山、土によって育まれてきた自然環境循環による地域資源を活かすこと

で、新たな付加価値を検討し、産業を創出する。 

・漁業を中心に農業、林業などの資源（海・山・土）について「旬」を大切にした地域資源のブ

ラッシュアップを推進する。 

④ 域内消費拡大検討会の開催 

・氷見市、氷見市農業（協）、氷見漁業（協）、小規模事業者、消費者代表、氷見商工会議所等の

５２団体で構成する「域内消費拡大検討会」を実施し、地域全体で連携して取り組む内容、地

域経済の好循環を促す方策を検討する。 

・域内消費拡大の活動として「買活！６億円プロジェクト」により地元消費の機運を高めるこ
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とにより、企業が社員食堂で氷見米の採用や、社内での賞品を市内の商品に切り替えるなどの

取組が行われてきた。また平成３０年度より地域商品券として「ひみキトキト商品券」を発行

し好評を得ている。 

⑤ 近未来プロジェクトの開催 

・１０年後も地域経済の維持発展を図るために、次代を担う若い世代の参加者と氷見の将来がど

うあるべきかを真剣に検討し、明確で分かりやすい氷見の将来像としてのビジョンやゴールイ

メージを描く「氷見近未来プロジェクト」を実施する。 

・氷見市農業（協）、氷見漁業（協）、観光業、事業者、市議会議員等各方面から若い世代が参加

し、商工会議所が主催で実施。 

⑥ 地場産業育成勉強会 

・氷見市、氷見市農業（協）、氷見漁業（協）、水産加工業者、観光土産品取り扱い事業者で構成

する地場産業育成勉強会を年３回実施し、特に鮮魚、水産加工、農産物、観光などについて、

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体との意見交換会を開催し事業の内容説明及び意見を集約する。 

・地域の「旬を意識した安心・安全で新鮮な食材」を強調した商品化を目指す。 

⑦ 観光振興会議の開催 

・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「観光振興会

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、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」を推進する。 

・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-Fi 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や個人旅行客の受入れを推進

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。 

・観光客の利便性向上のためにキャッシュレス決済を推進する。 

・富山県、氷見市、氷見市観光協会と連携し支援する。 

⑧ 雇用対策会議の開催 

・氷見市、公共職業安定所、事業者、氷見商工会議所で構成する「雇用対策会議」を計３回実

施し、雇用統計から有効求人倍率や働く場の確保、人材の確保等について関係機関の事務担当

と事業者が参加し、雇用の確保・安定について協議する。 

⑨ まちのにぎわい創出事業 

・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実施する。 

・まちゼミ、商店街のイベントやマルシェ、イルミネーション、夜のまちなかグルめぐりの開

催等賑わい創出によりまちなかを活性化する。 

・市内の商店街と連携し、中心市街地の活性化に取り組む。 
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⑩ チャンピオンショップコンテストの実施 

・消費者を対象に年１回１０月にあなたが選ぶチャンピオンショップコンテストとして、市内

のお店から３つの部門、ビジュアル部門、ヒーリング部門、グッドアイテム部門でそれぞれ

１店舗を投票する事業を実施し、昨年は 1,736 の投票があり、各部門で最多得票した事業所

を１社、計３社を表彰している。 

・応募用紙には選定した理由としてショップの良い点、癒される内容、気に入った商品、サー

ビスを記入いただいており、個別店舗に対する消費者の率直な意見が寄せられている。こう

した意見を基にお店が支持される理由や気に入った点、商品・サービスの支持される理由、

癒される理由などを整理、分析し、繁盛店から参考となる情報を習得する。消費者の意見や

支持している理由などを習得し、事業者が自らの店舗に応用できるように支援することで 

小規模事業者が行きたくなるお店、魅力ある店舗、商品、サービス、おもてなしを実施でき

るように支援する。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り

組み 

９．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 

・富山県内の支援機関を対象とする「経営支援の研修」及び基盤整備機構の実施する研修会にお

いて、支援ノウハウ、効果的な支援の内容について情報収集を行っている。 

・各種事業において他の支援機関と連携した情報交換により支援ノウハウを共有している。 

・支援ノウハウの制度を高めて氷見の実情に合わせて事業者支援の取組に活用する必要がある。 

（２）事業内容 

・富山県内の会議所で組織する「経営指導員連絡協議会」において、各地商工会議所と小規模事

業者の支援ノウハウ、支援の効果、組織内の共有体制について、情報交換を行う。 

・経営計画策定支援及び販路開拓支援に係る連携では、富山県診断士協会、よろず支援拠点、専

門家と連携し、より専門的な計画策定及びフォローアップの支援を実施する。 

・富山県事業引継ぎ支援センター連絡会議に年３回に出席し、県内の事業承継進捗状況、引継ぎ

の支援ノウハウを共有し、事業承継の支援力向上を図る。 

・氷見市の創業支援事業計画に基づく市、金融機関、会議所との連絡会議に年３回参加し、創業

者の支援ノウハウ・創業計画策定支援、氷見市創業補助金、創業融資について情報交換を実施

し、創業後の事業計画策定を支援する。 

・氷見まちづくり協議会連絡会議において氷見市、会議所、ビジネスサポートセンター長、エリ

アマージャーが参加する連絡会議を月１回開催し、まちづくりと個社支援内容及びノウハウを

共有し、支援力向上を図る。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

・経営指導員は支援能力向上に向けた各種研修の受講や専門的な知識の取得を心掛けている。 

・職場内で支援事例のノウハウの共有、情報交換として週１回の相談所打合せを実施している。 

・月１回以上開催する職員勉強会にて支援に関する情報共有を実施している。 

【課題】 

・支援ノウハウの向上のために、職場内での知識の共有化を図り、相談所若手職員や一般職員の

人材育成による組織内での支援能力の向上を図る必要がある。 

 

（２）事業内容 

① 中小企業の支援に関する研修会等への参加 

・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、資質の向上を図る。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、経営

指導員が中小企業診断士の養成講座を受講し資質の向上を図る。 

・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 

・経営指導員は経営支援基幹システム（BIZ ミル）によるデータ共有により、ノウハウを共有

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載する。また専門家派遣により得ら

れた支援ノウハウ等を記載する。作成した後は、直ちに全職員に回覧する。 

・「職員勉強会」を毎月１回職員全員参加で開催する。その中で一般職員も情報を共有し、経営

発達計画の支援内容を理解し、組織全体の支援をスムーズに実施する。 
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１１ ．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 

【現状】 

・本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、年度の終了後、年１回の外部有識者で構成

する評価委員会に報告し、評価・検証を行っている。 

・経営発達支援事業実施状況調査票に基づき、目標と今年度実績、昨年度実績と比較して報告し

ている。 

・評価委員会でいただいた評価を検証し、次年度の事業実施内容に反映している。 

【課題】 

・事業の実行について評価しやすいように事業のその状況や詳細、結果からの見直し等を提示す

る必要がある。 

（２） 事業内容 

・個別具体的な支援内容については経営支援基幹システム（BIZ ミル）による報告で内容を可視

化する。 

・事業評価委員会を内部から氷見市、専門家として税理士、外部として金融協会、国民生活金融

公庫高岡支店の有識者が評価委員として参加し、事務局、法定経営指導員及び経営指導員が同

席し、年１回、目標と結果について差異の確認、未達成の場合に見直しの評価を行う。いただ

いた意見を基に見直しを検討する。 

・「経営発達支援事務局会議」を年３回開催し、事務局レベルでの会議を実施し、事業の進捗状

況、成果の取りまとめ、検証、見直しを図る。 

構成員：氷見市担当者、氷見まちづくり協議会、事務局長、法定経営指導員、経営指導員 

・事業評価委員会の評価・見直し結果については、閲覧可能にすることとして当所のホームペー

ジへの掲載や事務所への常時備え付けにより、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 

（１）実施体制 

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・地域開発委員会（議員により組織） 

氷見市      商工観光課（担当課） 

事業評価委員会、支援事務局会議、外部専門家、氷見まちづくり協議会、 

 

 

事務局の体制 

専務理事 京田賢 

（中小企業相談所） 

相談所長 椀澤文夫（主席経営指導員） 

経営指導員 本田孝則（主任 〃） 

経営指導員 福田崇 

経営指導員 中尾清人 

補助員 小林弘二 

補助員 広美智代 

記帳専任職員 安藤真紀 

記帳専任職員 角谷花鈴 

計８名 

（一般職員） 

相談員 森本博司 

総務課 岩上千華 

〃   向慎太郎 

〃   三国友華子 

〃   沢田愛子 

〃   大門典子 

計６名 

（２） 法定経営指導員の関わり 

① 法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏名：本田 孝則、中尾 清人 

連絡先：氷見商工会議所 ＴＥＬ 0766-74-1200 

② 法定指導員の関わり 

経営発達支援事業の実施に係る指導・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。 

 

 

実施体制 

事務局 

事業評価委員会 

氷見市・金融協会 

国民生活金融公庫・税理士 

正副会頭会議 

委員会 

外部専門家 

中小企業診断士他 

氷見市 

商工観光課 

 

氷見まちづ

くり協議会 

支援事務局会議 

氷見市担当者 

氷見まちづくり

協議会 

法定経営指導員 

経営指導員 
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（３）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 

ＴＥＬ 0766-74-1200 ＦＡＸ 0766-74-3511 

Ｅ-ｍａｉｌ himi@ccis-toyama.or.jp 
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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 

年度 

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 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 

 （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 

伴走型補助金 

（※補助事業で実施） 

計 

 

1,500 

400 

250 

700 

※3,500 

 

6,320 

 

1,500 

400 

250 

700 

※3,500 

 

6,320 

 

1,500 

400 

250 

700 

※3,500 

 

6,320 

 

1,500 

400 

250 

700 

※3,500 

 

6,320 

 

1,500 

400 

250 

700 

※3,500 

 

6,320 

 

調達方法 

会議所会費収入、日商（伴走型補助金）、県補助金、市補助金、事業受託費、雑収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（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 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 
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