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はじめに

　建設業は、生活の基盤を支える社会資本の整備や維持管理の担い手とし
て、さらに、地域の経済・雇用を支える基幹産業として、重要な役割を担っ
ています。
　しかし、建設業は、公共投資の大幅な削減、これに伴う需給バランスの
悪化、ダンピング受注の増加等、建設市場の大きな構造変化の中で、かつ
てない厳しい経営環境の中にあります。
　このため、社団法人富山県建設業協会では、平成22年度に、地域に必要
とされる企業が勝ち残ることができる環境の整備を目指した「富山県建設
業改革推進プラン」を作成して、今後の方向性を示し、改革を推進するこ
ととしています。
　このプランの中では、「新分野・多角化」等の「新たな事業展開」を今
後の推進項目のひとつに掲げ、重点的に取り組むこととしています。
　県では、社団法人富山県建設業協会のこのような取組を横断的に支援す
るため、庁内関係部局からなる建設業改革支援プロジェクトチームを設置
し、新分野進出・多角化により経営基盤の強化を図ろうとする建設企業の
皆様に参考にしていただくことを目的として、「建設業新分野進出ガイド
ブック」を作成いたしました。
　この冊子が新分野進出・多角化を検討される建設企業の皆様の一助とな
れば幸いです。

富山県建設業改革支援プロジェクトチーム
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Ⅰ 建設業の現状
県内業者の元請完成工事高、建設業許可業者数、建設業就業者数の推移

■建設投資額の推移■
　国土交通省が毎年実施している建設工事施工統計調査によると、県内建設業者の元請完成工事高
（県内業者の１年間に施工した建設工事の元請完成工事高）は、平成８年度の7,249億円をピークに
以後減少し続け、平成21年度には4,208億円とピーク時の58％まで縮小しています。
　このうち、民間発注工事については、バブル期の上昇傾向がピークの平成５年度まで続き、その
後バブル経済の崩壊により減少し続け、平成21年度にはピーク時の60％まで縮小しています。
　また、公共発注工事については、ピーク時の平成８年度まで拡大し続け、総額を押し上げていま
したが、その後大幅な公共投資の削減が続き、平成21年度にはピーク時の51％まで縮小しています。

公共（億円）

元請完成工事高（億円）

民間（億円）

公共（億円）

許可業者数

就業者数（千人）

元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

建設工事施工統計調査（国土交通省）

建設業許可業者数調査（国土交通省）

富山県民経済計算　経済活動別就業者数・常任地（民）ベース

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

民間（億円） 許可業者数 就業者数（千人）

5,628

3,503

2,126

6,008

62

5,617

3,734

1,883

6,043

62

6,297

3,891

2,406

6,102

64

6,652

4,067

2,585

6,137

66

7,056

4,184

2,872

6,242

68

7,145

3,926

3,219

6,353

70

6,969

3,866

3,103

6,389

71

7,249

3,900

3,350

6,476

74

7,000

3,906

3,093

6,548

75

6,248

3,428

2,820

6,714

73

6,619

3,295

3,324

6,817

72

6,171

3,173

2,998

6,742

72

5,497

2,944

2,553

6,640

70

5,236

2,640

2,595

6,460

67

4,779

2,761

2,018

6,545

65

4,724

2,845

1,879

6,596

63

4,228

2,635

1,593

6,371

60

4,548

2,999

1,549

6,116

58

3,903

2,584

1,318

5,904

56

4,943

3,311

1,632

5,880

53

4,208

2,499

1,708

5,871

51

■建設業許可業者数の推移■
　県内の建設業許可業者数は、建設投資の拡大に支えられ、ピーク時の平成11年度には6,817社と
なっていましたが、その後の建設投資の落ち込みとともに減少し続け、平成22年度には5,673社と
ピーク時の83％まで減少しています。しかしながら、建設業許可業者数の減少率17％は、建設投資
の減少率42％と比較すると、不釣合いな感があります。
　次の表は、富山県の建設工事入札参加資格者（県内業者）数の推移を表したものです。平成23・
24年度の入札参加資格者総数は1,783社で、この14年間で30％の減少となっています。

富山県の建設工事入札参加資格者（県内業者）� 単位：社

� 土木部管理課調べ

■建設業就業者数の推移■
　県内の建設業の就業者数については、ピーク時の平成９年度には75千人でしたが、平成20年度に
は53千人まで減少しています。その減少率を見ると、建設投資が42％減少しているのに対し就業者
数は29％の減少にとどまっています。

年　　度 9・10 11・12 13・14 15・16 17・18 19・20 21・22 23・24

総　　数 2,542 2,534 2,443 2,350 2,285 2,056 1,881 1,783

土木一式 1,323 1,388 1,370 1,364 1,372 1,276 1,154 1,084

建築一式 669 661 638 614 603 551 490 461

推　移（%） 100 99.7 96.1 92.4 89.9 80.9 74 70.1
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Ⅱ 新分野進出の現状
１ アンケート調査結果から
　社団法人富山県建設業協会は、平成22年７月に、会員企業が置かれている現状を把握することを
目的として、会員企業645社を対象にアンケート調査を実施しました。
　ここでは、この調査結果から、新分野進出への取組状況等を紹介します。

■今後の経営について■
　　（回答数：　第一選択：447社、第二選択：388社、第三選択：315社）

…
　今後の経営について、第一選択においては「経営の効率化による本業強化」とする企業が278社
（62.2％）と過半数を占め、まずは現在保有している人材や資材を生かして今後を乗り切ろうとい
う意向がうかがえます。
　第二選択以降では、本業強化の意見は極端に減り、「市場の縮小が続くなら事業規模を縮小したい」
が95社（24.5%）と最も多く、次いで「他社との連携や協業化」が89社（22.9%）、「新分野進出によ
る経営の多角化」と続いています。
　「その他」では、「地域に必要とされる経営・運営を進める」「人材を生かした経営」等の回答が
ありました。

第一選択

第二選択

第三選択

経営の効率化等による本業強化を中心に考えている
他社との連携や協業化を図りたい
新分野進出等による経営の多角化を図りたい
新分野等へ進出し、異業種への転換を図りたい
このまま市場の縮小が続くようであれば事業規模を縮小したい
このまま市場の縮小が続くようであれば廃業も視野に入れている
借入金が完済できるようであれば廃業したい
将来の方向性を決めかねている
その他

62.2% 7.2% 7.4%
1.1%

1.8% 1.0%

2.2%3.2%1.9%

2.7% 2.7% 0.2%
6.7% 9.8%

7.0% 22.9% 19.1% 24.5% 7.2% 4.6% 11.9%

10.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

12.4% 18.4% 13.0% 8.6% 29.5%

■新分野進出への取組■　（回答数：152社）

…
　新分野等への進出については、「全く取り組んでいない」とする企業が73社（48.0％）と最も多く、
次いで「既に取り組んでいる」56社（36.8％）、「近く取り組む予定」16社（10.5%）となっています。
　この設問についても回答数が152社と少なく、まずは本業の強化を考えている企業が多いことが
わかります。
　「その他」では、「意欲はあるが、困難な分野であり取り組みづらい」、「業務転換・異業種転換は
既存社員のリストラや新規採用等の負担がかかる。既存社員の雇用を確保しつつでは無理がある」
等の回答がありました。

　新分野進出の主だった内容については、以下のとおりでした。

全く取り組んでいない

既に取り組んでいる

近く取り組む予定

以前、失敗したが再進出を検討している

その他

73社

56社

16社

3社

4社

既に取り組んでいる事項

外食産業 農業（米、自然薯、イチゴ、椎茸等）

介護事業 林業

リフォーム・住宅関連事業 建設関連の製造業

指定管理者 不動産投資開発

観光事業 エコ・環境事業

水道事業 小売・販売事業

機械製作・販売 サービス業（公衆浴場）

進出を検討している事業

環境関連事業 農業（果実）

不動産業 林業

以前撤退したが、再進出を検討している事業

戸建賃貸 農業（山間地の休耕地活用）
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■新分野進出にあたり有望だと考える分野・市場■　（複数回答）（延回答数：334社）

…
　新分野として有望と考える分野・市場は、「環境分野」が60社（18.0％）と最も多く、次いで「農
林水産業」が46社（13.8％）となっています。
　市場としては、提案・設計・調査等の「川上市場」が5社（1.5%）と少なく、維持管理・廃棄物
処理等の「川下市場」が27社（8.1%）と、消費者に近い分野が有望であると考えていることがうか
がえます。

■新分野・新市場へ進出への障害や問題■　（回答数３つ）（延回答数：333社）

　新分野・新市場へ進出する際の障害については、「新事業向けの資金調達」81社（24.3%）「本業
への影響」74社（22.2%）と、新たな事業を安定軌道に乗せるまでの資金繰りを懸念していること
がうかがえます。
　さらに「新分野・新市場の需要予測やニーズがつかめない」とする企業が69社（20.7％）となり、
本業が厳しい中で新たな事業を展開することへの警戒が強いことがうかがえます。

環境分野
農林水産業

エネルギー関連分野
リフォーム・リニューアル分野

川下市場
流通業・飲食業
医療福祉分野
指定管理者
特にない
CM事業

人材派遣業
ネットビジネス

PFI事業
海外の建設市場

川上市場
建設資機材販売業・リース業

コンビニ等のフランチャイズへの加盟
IT関連分野
その他

60社

46社

35社

34社

27社

26社

23社

16社

12社

9社

7社

7社

7社

7社

5社

3社

3社

2社

5社

新事業向けの資金調達

本業への影響

新分野・新市場の需要予測やニーズがつかめない

新事業立ち上げの人材が不足している

自社の保有する経営資源を活用できる事業が見つからない

新分野進出のための相談先がわからない

一社単独では難しい

行政支援が得られない

その他

81社

74社

69社

39社

24社

16社

16社

9社

5社

■新分野・新市場へ進出する際に求める支援策■　（回答数３つ）（延回答数：553社）

…
　新分野・新市場へ進出する際に求める支援策では、「補助金や助成金」が165社（29.8％）と最も多く、
続いて「税制や公的融資制度等の優遇」が102社（18.4％）、「販売ルートの開拓支援」が63社（11.4％）、
「講習会の開催」が60社（10.8%）となっています。
　「その他」では、「全国建設業協会による全国的なビジネスマッチング」、「建設業以外の新分野を
対象に支援されているが、建設業の中での新分野も対象とした支援がほしい」等の回答がありまし
た。

２ 富山県の建設業の新分野進出等に対する支援状況
　富山県では、経営基盤強化のための一施策として、新たな事業分野への進出や合併等の経営革新
に取り組む建設企業に対し、「新分野進出等支援補助事業」を実施しています。
　この事業では、新分野進出等の検討・準備段階で必要な経費を助成する「新分野進出プラン策定
等支援補助金」（平成18年度～）、新分野事業の立上げ段階で必要な経費を助成する「新分野進出事
業等支援補助金」（平成19年度～）及び新分野進出後にその事業の定着を支援する「新分野進出事
業定着支援補助金」（平成21年度～）の３種類の補助金メニューを用意しております。詳細は、「支
援制度」の章を参照してください。
　このうち、平成19年度から平成22年度までの実績と平成23年度見込みの「新分野進出事業等支援
補助金」及び「新分野進出事業定着支援補助金」の利用状況を紹介します。

補助金や助成金

税制や公的融資制度等の優遇

販売ルートの開拓支援

新分野・新市場に関する講習会の開催

新分野進出によるインセンティブの付与

異業種交流の支援

コンサルタントによる進出分野の経営指導

新分野進出後のコンサルティング

その他

165社

102社

63社

60社

47社

42社

37社

30社

7社
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新分野進出事業等補助金　年度別内訳

年　度
補助対象
企…業…数

補助対象企業の事業内容 進出分野

平成
19年度

７社

体験型観光農園の設立、経営 農業

公衆浴場の経営 サービス業

茅場の造成、茅葺屋根のふき替え 林業

金属線材の酸化皮膜を除去する機械の開発、販売 製造業

自然薯の栽培、販売 農業

業務用の環境機器の販売、メンテナンス 卸売・小売業

薪ストーブ用の薪の製造、販売 卸売・小売業

平成
20年度

７社

間伐材を活用したガーデニングデスクの製造、販売 製造業

業務用の環境機器の販売、メンテナンス 卸売・小売業

ハンギングバスケット（空中花壇）の製造、販売 製造業

野菜の無農薬・完全閉鎖型水耕栽培 農業

太陽光発電機器の販売 卸売・小売業

バラエティー雑貨、玩具の製造、販売 製造業

いちごの栽培 農業

平成
21年度

５社

ゴルフスイング評価装置の開発、製造及び販売 製造業

天然温泉施設の経営 サービス業

ラ・フランスの栽培、収穫及び出荷 農業

建築関係の資格取得のための講座開設、運営 教育学習支援業

貸別荘形式の女性専用旅館業 サービス業

平成
22年度

７社

養蜂業 農業

栗の栽培 農業

介護用品レンタル 物品賃貸業

喫茶店の経営 飲食サービス業

地場産品販売 小売業

緑化事業、苔植物栽培 製造業

チップを堆肥化した植生土壌表土及び屋上緑化パネル製造
販売

製造業

平成
23年度

４社

竹パウダー及びパウダーを使用した商品の製造販売 製造業、小売業

スポーツトレーニングスクール 教育･学習支援業

資格取得講座の運営 教育･学習支援業

通所介護事業・グループホームの経営 介護事業

新分野進出事業定着支援補助金　年度別内訳

進出分野別件数

� ※上段は新分野進出事業等支援補助金の、下段は新分野進出事業定着支援補助金の利用企業数

アンケート調査結果

　次のグラフは、平成23年12月に、これら補助金を利用した企業を対象に実施したアンケート調査
結果の概要です。アンケート調査の対象は、平成19年度から平成22年度までに「建設業新分野進出
事業等支援補助金」を利用した26社及び平成21、22年度に「建設業新分野進出事業定着支援補助金」
を利用した４社の計30社です（うち有効回答は26社）。

年　度
補助対象
企…業…数

補助対象企業の事業内容 進出分野

平成21年度 ３社

ＦＣ店のレストランの経営 飲食サービス業

透水性側溝蓋の製造・販売 製造業

天然温泉の運営 サービス業

平成22年度 １社 フィットネスクラブの運営 サービス業

平成23年度 １社 完全密閉型植物工場での野菜栽培 農業

進出分野 農業 林業 製造業
卸売・
小売業

サービス
業

その他 計

19 年度 ２ １ １ ２ １ ７

20 年度 ２ ３ ２ ７

21 年度 １ １
１

２
２

１ ５
３

22 年度 ２ ２ １ １
１

１ ７
１

23 年度 １
１ ３ ４

１

計 ８ １ ８ ６ ７ ５ ３５

【新分野進出のきっかけ、契機】 【進出に当たっての課題、問題点（複数回答）】

異業種の研究
会・勉強会等の
活動等　８％

本業（建設業）
の受注減少等
による危機感
５４％

仕入先や外注先の
確保　８％

行政上の手続
１２％

品質管理等
１９％

他社との業務提携・
協力関係の形成

19%

商品・サービス等の
企業開発
23%
会社内部の
合意形成
２７％

農地・工場等の
選定・確保

４％
出資者の募集・確保

４％

販路開拓・
顧客確保
６９％

事業計画（プラン）
の策定　３８％

人材育成・確保
３５％資金調達

３１％

経営者の思い
１５％

技術や人材等、
経営資源の
有効活用
２３％
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　この調査結果を見ると、「新分野進出のきっかけ、契機」については、54％（14社）が「本業（建
設業）の受注減少等による危機感」をあげており、建設業界の構造変化が大きな要因になってい
ることがうかがえます。
　「進出に当っての課題、問題点」については、69％（18社）が「販路開拓・顧客確保」をあげ、また、
「今後の展開に関する課題、問題点」についても、81％（21社）が「販路拡大」を挙げており、新
分野進出においては販路の問題が重要な課題になることがうかがえます。

３ 新分野進出を検討するに当たって
　新分野に進出した企業の皆さんのアンケートからもわかるように、建設業以外の分野に進出し
成功することは容易なことではありません。
このため、県では、新分野進出など建設企業の経営に関する課題を解決するためにアドバイザー（中
小企業診断士、税理士等）の派遣に加え、平成24年度から専門家を配置した定期的な相談窓口を
開設します。
新分野進出を検討する際には、上記制度を利用するなど、進出時の資金、消費ニーズやリスク等
の把握に努めましょう。

【活用している経営資源（複数回答）】
ブランド力、商標、
知名度　１２％

専門技術、特許等
１９％

自社資金
２７％

機械・器具
３５％

土地・建物
３８％

仕入先、顧客
２３％

従業員の能力、
技能等　４２％

人的なつながり
５４％

経営方法
８％

【新分野事業の売上高推移】

減少傾向にある
８％

増加傾向にある
３６％

横ばい ５６％

【本業に対する影響（複数回答）】
不良在庫発生

４％
欠損金の発生

８％人材育成
８％

資金繰り悪化
１２％

営業力の強化
１２％

人脈の拡大
１９％

建設業の受注
１９％

人材の活用
１９％

新分野事業での
トラブル　４％

地元への貢献
３５％

PR機会の増加
３１％

取引先の増加
２７％

従業員の士気の
高揚　２７％

【今後の展開に関する課題、問題点（複数回答）】
その他
１２％

規模拡大
１９％

資金確保
２３％

人材確保
３１％

コストダウン
３５％

販路拡大
８１％

Ⅲ 新分野進出のポイント
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１ 新分野進出の着眼点
　ここでは、平成23年３月２日に開催した「建設業経営改革推進フォーラム」における㈱建設経営
サービス主席コンサルタント…滝口兼悟氏の講演から、新分野進出に関する部分を抜粋して紹介し
ます。

■進むべき方向性の選択肢■
　建設業界の大きな環境変化の中では、まず、建設企業のこれからの３年後、５年後の進むべき方
向性を考えてみることが大切です。中小建設企業の経営戦略の方向性としては、本業型、多角化型、
転・廃業型の３つに分けることができます。多角化型は、新分野進出型といえます。

■事業ポジションを考えよう■
　新分野進出を検討するに当たっては、白紙状態から突然アイデアが出るものではないので、まず
軸を決める必要があります。商売の原則として「お客様」という軸と「仕事内容」という軸をとり、
さらに、それぞれ「既存」のものと「新規」のものに分けてみます。

Ⅲ 新分野進出のポイント

仕事内容

現在の事業
（建設業）

①製品分野で関連性のない事業　　　：　やや低いリスク
②市場領域で関連性のない事業　　　：　やや高いリスク
③双方に関連性のない事業　　　　　：　高いリスク

①お客様つながり戦略
今のお客様へ新たな仕事を

③起業戦略
新たなお客様へ新たな仕事を

②仕事つながり戦略
今の仕事を新たなお客様へ

既
存

お
客
様

新
規

既存 新規

　建設企業の新分野進出における一番のネックは、どの調査結果を見ても「販路の開拓」、「顧客の
開拓」となっています。それが苦手だということであれば、まず、今のお客様にもう１つ新しい仕
事をさせていただくことができないだろうかと考えてみるのが「①お客様つながり戦略」です。
　「②仕事つながり戦略」は、今までどおりの仕事を新しいお客様に対して提供するもので、リス
クはやや高くなると考えられます。
　「③起業戦略」は、新しい仕事を新しいお客様に提供するものです。これはかなりリスクが高い
仕事になると考えられますが、多くの進出事例がある農業は、この分類に入ってくると考えられま
す。

■多角化、新分野進出の課題■
　下表は「新分野に進出した際に最も苦労したこと」についての調査結果ですが、注目したいのは、
それぞれのグラフの「失敗・撤退」した企業を見ると、「販売ルート・顧客の開拓」が飛び抜けて
いるということです。中小建設企業が新規事業に失敗・撤退した原因は、「販売ルート・顧客の開拓」
が多いということがうかがえます。
　また、「市場に関する情報の収集」についても同様であり、顧客とのリレーションをどう作るか
というところで苦労をしていることがうかがえます。

全体としては①「資金調達」、②「販売ルート・顧客の開拓」、③「専門知識・ノウハウの習得」の順と
なっているが、失敗・撤退した企業に限ってみると「販売ルート・顧客の開拓」や「市場に関する情報
の収集」が全体あるいは成功した企業と比較して突出している。

●「新分野に進出した際に最も苦労したこと（成否別、２つまでの複数回答）」

国民生活金融公庫総合研究所「小規模建設業の新分野進出実態調査」より
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■生き残りのポイント■

　学者マイケル・ポーターによれば、基本戦略は、競争相手との戦略という点で４つしかないとい
うことです。
　「競争相手と比較して優位なトコロ」を探さなければ生き残っていけず、基本的には、価格が安
いか個性を出すかのどちらかという戦略やアプローチでしか、他社に対する優位性はとれないと
いっています。
　左側の「競争する市場の大きさ」では、市場を広くとるか、特定の市場でターゲットを絞り込む
かのどちらかしかないわけです。基本的には、中小建設企業は「④差別化・集中戦略」により、な
るべく地域や年収、性別、嗜好等で限定してお客様を絞り込んで、価格で勝負するのではなく、サー
ビス内容の違い、商品の機能の違い等により他社との違いを出して、それを集中的に一定のエリア
に投入していくということでしか、競争に勝ち続けることはできないのではないかと考えられます。
　市場全体に対して大量生産・低価格で挑んでいくのは大企業の考え方です。新分野進出をする中
小建設企業は、「『お客』を絞れ」、「『違い』を出せ」の２つをテーマとした「付加価値訴求型」が
望ましいと考えられます。

市場全体に対し「大量生産⇒低価格」で挑むのは“大企業”のやり方。
我々はその逆を行く（付加価値訴求型）。

～４つの基本戦略～

競争相手と比較して優位なトコロ

価格が安い！ 個性を出す！

①コスト・
リーダーシップ戦略
（「安さ」にかける）

③コスト・集中戦略
（「深さ」にかける）

④差別化・集中戦略

②差別化戦略
（「違い」にかける）

・「お客」を絞れ！
・「違い」を出せ！

差別化の要素
 ・製品そのもの
 ・チャネル
 ・スタッフ

競
争
す
る
市
場
の
大
き
さ

広
く
全
体

特
定
市
場

２ 新分野展開検討の勘所
　国土交通省では、建設業の異業種連携事業を推進するため実施した「建設業と地域の元気回復助
成事業」（以下「元気回復事業」という。）における取組事例を調査・分析し、「建設業の新分野展
開ハンドブック」としてまとめています。
　このハンドブックは、新分野展開の成功要因と事業検討の勘所等についてまとめられており、こ
こでは、その中から「建設企業における新分野展開検討の勘所」のポイントと「参考資料：新分野
展開チェックシート」を抜粋して紹介します。

■建設企業の新分野展開検討の視点■

　視点１　どの分野に進出していくべきか

　新事業進出を検討する場合、建設企業の既存資源である「人材」「機材」「ノウハウ」をいか
に有効に活用するかが重要ですが、既存資源を意識するあまり、「事業化が非常に困難な分野」
に目を向けてしまうことが多いです。
　建設業の新分野展開といった場合に多い農業、林業等の分野については、そもそも既存事業
者自体が厳しい競争環境に置かれており、単純に「重機がある」「重労働に対応できる従業員
がいる」といった切り口だけで進出を検討する事業者も少なくないですが、当該分野が本当に
「自社にとってビジネスになりうるか」を慎重に検討すべきです。
　一方で、属人的な想いや「時流のテーマ」であるというだけで、建設業と関連性の極度に低
い事業へ乗り出す事業者も多いですが、この場合「建設業は新分野において中核的な役割を果
たせるのか」を慎重に見極めていく必要があります。

　視点２　どの領域をビジネスの肝とするか

　進出分野を決定した後にポイントとなるのが、「自社はバリューチェーン（原材料の段階か
ら最終顧客で消費される段階までの各段階における付加価値（value）の流れ）のどの領域で
ビジネスを行い、収益を得るか」ということです。
　新分野展開が「業」として成立するためには、闇雲にリスクテイクをしてはなりません。期
待収益率（事業に投資する主体が得ることを見込んだ投資に対する収益の比率）を確保するた
めには、「事業主体がとるべきでないと判断されるリスクは、他の専業者に委ねるなどしてリ
スクを抱え込まないこと」が重要です。
　バリューチェーンの全ての領域を内製化することは非常に企業体力を要するし、付加価値が
低く事業運営におけるリスクが高いものを抱え込むと、事業収益上も資金繰り上も不確実性が
増大します。新事業進出は想定した効果が出ないリスクが伴うことから、付加価値が低い領域
は極力、当該分野を専門としている他者に任せることが事業成功の勘所となります。
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　視点３　事業展開における責任と権限をどのような主体に委ねるか

　新事業展開を行う際の事業実施主体については、事業の継続性と収益性を担保できる「権限
と責任」を有した組織体が望ましいです。その形態は個人・ＮＰＯ・協同組織・LLP／ LLC・
株式会社等様々な仕組みがありますが、意思決定の容易さ、仕組みのシンプルさ、そして貸し
手側である金融機関からみた与信判断に際しての対応のしやすさ（金融機関の貸出姿勢）等を
勘案すると、現行の仕組みの中では「株式会社」が最も機動的であり、望ましい形といえます。

■分野毎のポイント■
　以下では、上記のポイントを踏まえて、各分野のポイントを簡記します。

農業分野

　農業分野は、農産物の生産～加工～販売と
いった流れのバリューチェーンとなっています
が、「農業の６次産業化が必要である」といわ
れるとおり、「農産物生産」の領域が最も付加
価値生産性が低く、かつ、事業リスクが高いで
す。つまり、農業分野の事業は、顧客の価格決
定権が非常に高く、その皺寄せが生産の領域に
行くという特性を持っています。
　このような事業を成功に導くポイントは、「農
産物生産～納入」の部分を専業者に委ねてリス
クを抱え込まない仕組みをいかに構築するかで

あり、その部分を内製化しながらの事業展開は
相当のスケールメリットを活かせない限り厳し
いです。
　また、建設業のノウハウ・技術を勘案すると、
「農業参入を目指す法人・個人」を顧客として、
耕作放棄地の土壌改良、農業生産に係る工程管
理等、農業参入に係るサービスをワンストップ
で提供する「農業参入支援コンサルティング」
を行うという手法も農業分野のビジネスのあり
方としては有効であると考えられます。

環境分野

　「地球温暖化防止」の流れや投機マネーの流
入、そして化石燃料の価格上昇等を契機として、
バイオマス等の環境分野の注目度は高まってい
ます。
　しかし、インフラが整っている電気・ガス・
重油等の既存のエネルギーと比べて「新エネル
ギー」のカテゴリーは安定的な供給や初期投資
の大きさ、高い燃料コスト等、ビジネスとして

展開していくにはハードルが高いです。
　したがって、既存エネルギーとの「価格勝負」
に持ち込まずに安定的に取引をしてくれる「顧客」
をいかに捕捉するか、そしてその顧客に安定的に
供給できる体制をいかに構築するかが重要です。
　しかし、現状ではこのような顧客はごく限られ
ていることから、環境対策に力を入れている自治
体等公的機関との密接な連携が欠かせません。

観光分野

　元気回復事業で最も応募の多かった観光分野
は、主要分野の中でも最も「建設業との関連性
が低い」事業分野です。
　元気回復事業では、「コンテンツの開発」に
経営資源を投下する事例が多く見受けらまし
た。しかし、観光分野のビジネスの要諦は、多
様な地域コンテンツをいかに効果的な組み合わ
せに仕立てて売ることができるか、そして「マ

ス」で対応できる観光資源として開発できるかに
あります。
　したがって、単品の観光コンテンツの開発だけ
ではビジネスになり得ません。より多様なコンテ
ンツをコーディネートする立ち位置を持ちなが
ら、他の分野にも進出し、「多角化」を志向して
いくことが必要です。

■参考資料：新分野展開検討チェックシート■
　新分野進出において事業化を検討される際に、これらの項目を満たしているかどうかのチェック
に役立ててください。

林業分野

　林業の川上分野については、建設業との親和
性が高く、技術・ノウハウを相応に活かすこと
ができる分野であるといえますが、一方で、顧
客（＝事業費の出し手）が自治体等行政機関で
あり、また林業事業者の既得権益も強いことか
ら、ビジネスとしては展開が困難な分野である
といえます。
　マーケットがある程度限られていることか

ら、高齢化する既存の林業事業者と効果的に連携
し、協働していくことができるとビジネスとして
は成功です。
　また、川下分野は、バイオマス事業のほか、材木、
木製加工品等が考えられますが、いずれも既存の
代替品が多く、海外も含めた競合先も多いことか
ら、事業化のハードルは相当高いと言わざるを得
ません。

その他分野

＜福祉分野＞
　ある時期、福祉分野の事業展開は、建設企業
にとってブームとなり、多くの建設業従事者が
介護事業の資格を取得したこともありました
が、基本的には福祉関係の事業も建設業との親
和性は少なく、関係性は低いです。
　建設業のノウハウ・技術を勘案すると、福祉
事業の運営というよりは、「福祉事業参入を目
指す法人・個人」を顧客として、建物建築～運
営に係る部分について「コンサルティング」を
行うという手法がビジネスのあり方としては有
効です。

＜水産分野＞
　水産分野も農業分野と同様に、付加価値生産性
が低くリスクの高いプロセスをいかに外部に移転
できるかに成否がかかっています。
　この分野も建設業との関連性が低い事業であ
り、事業展開のハードルは高いです。

1．スタートアップ
１－１
新分野進出の目的を
定めているか

□本業の重心を移動し、将来の主力事業の種をつくることが企図できているか
□本業の関連事業を強化し、新事業での貢献に加え本業への相乗効果を創出するこ
　とが企図できているか
□新分野を展開することによる自社のイメージ向上ができているか
□新規での人材確保ができているか
□社員の教育・研修、幹部候補の育成を行うことが企図できているか

１－２
新分野進出の目的を
メンバー間で共有し
ているか

□目的を文章で明確に表現しているか
□連携機関等ともお互いの目的を共有しているか

2．マーケティング
２－１
マーケットニーズの
把握を行う計画に
なっているか

□顧客を具体的に定めているか
□顧客との接点を持つための機能を設けているか
□顧客が求めることを把握しているか
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２－２
参入障壁を設定して
いるか

□ビジネスモデルにおいて他社が参入しにくいよう、障壁を設定できているか
　例：特定の農産物について生産者から全量買取することによって、他社は当該農
　　　産物の仕入れが困難になる。
　例：港湾を利用して釣堀を設置することにより、スペースを先に独占し、他社の
　　　参入が困難になる。

２－３
競合先はどのような
ところか

□競合先を把握しているか
□競合先の商品やサービスを体験しているか
□競合先の商品やサービスと、自社の商品やサービスを、機能、価格の両面におい
　て比較しているか

２－４
独自性はあるか

□商品やサービスの機能において差別化できているか
□商品やサービスの価格において差別化できているか
□商品のデザインにおいて差別化できているか

２－５
提供価値の対価性

□顧客が求める価値と価格について、顧客の意見を収集しているか
□自らが顧客の立場となった場合、対価を支払う気持ちになるか

２－６
販売手段

□サプライチェーンはつながっているか
□商品やサービスに適した販売手段（対面、卸、Webなど）、販売地域（地元、広域、
　全国など）を整理できているか

２－７
プロモーション手段

□パブリシティー（新聞記事掲載）を活用しているか
□定めた顧客へのアプローチに適したプロモーション手段を特定できているか

3．経営管理体制
３－１
開発・生産・販売プ
ロセスの妥当性

□自社が担うプロセスについて、自社の経営資源や企業文化との適合性は高いか（あ
　まりにも関連性の低いテーマは危険）
□適合性が低い場合でも、新たな事業を展開する合理的な根拠があるか

３－２
異業種との連携

□自社の強みでないプロセスについては他社と連携することでリスクを分散できて
　いるか
□事業への参加者がリスクに応じた利益を享受できる仕組みとなっているか

３－３
人材確保・教育

□プロジェクトリーダーとして、社内の有望人材を任命できるか
□自社で調達可能な人材が不足している場合は、他社から調達が可能か
□成功時のインセンティブ制度はあるか

３－４
設備計画

□設備投資計画は適切な規模か（本業へ影響を与えないか）
□将来の生産量増大を念頭に設備計画を作成しているか
□食品に関する事業については関係法令を遵守しているか

３－５
技術・ノウハウの確
保

□事業に必要な技術・ノウハウは確保できているか
□技術やノウハウが流出するリスクの対策をとっているか
□必要に応じて特許申請を検討しているか（生産ノウハウ等の場合は特許申請しな
　い方が得策な場合もある）

３－６
経営管理体制の構築

□経営管理体制は構築されているか
□ＰＤＣＡの機能が充足しているか
□意思決定は、少人数でスピーディーに決定できるか
□関係者間の責任と権限は明確に整理されているか
□特定の企業、人物がリスクを負う体制になっていないか

３－７
財務

□数値計画は作成されているか
□数値計画の目標と実績の突合せを月次で行う体制が取れているか

３－８
資金計画

□資金の使い道は明確になっているか
□事業計画は第三者が納得できるように作成されているか
□５年程度の数値計画が作成できているか
□事業を中心となって進める責任者はいるか
□スタートアップについては助成金等を活用しつつも、収益源を早期に獲得できる
　見込みがあるか
□本業の経営に影響を与えない範囲の投資金額となっているか

4．評価及びクロージング
□事業を評価する時期を定めているか
□成功のために満たすべき条件を定めているか
（売上、収益性、シェア、顧客数、人材確保、本業への貢献）
□評価を踏まえて、期中でも事業計画を柔軟に変更することが可能か
□失敗時の撤退基準を定めているか
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Ⅳ 主な進出分野の紹介
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Ⅳ 主な進出分野の紹介

はじめに（進出する方へ）
　富山県は、早くから工業県として発展してきた結果、昭和30年代後半からの高度経済成長の過程
で、生活水準は著しく向上したものの、大気汚染や水質汚濁等の産業公害により生活環境が悪化す
るとともに、各種開発による自然環境の改変が進みました。

　昭和40年代には、環境保全のための各種法体系の整備が進められ、本県においても公害防止条例
の制定をはじめ、独自の大気環境計画の策定等といった公害防止対策を講じるとともに、県立自然
公園条例や自然環境保全条例の制定等の自然保護施策を展開しました。その結果、環境は全般的に
改善され、清らかな水、さわやかな空気、変化に富んだ美しく豊かな自然等すぐれた環境の保全に
大きな成果をあげてきました。

　今後は、さらに廃棄物の発生抑制や循環的利用、適正処理が確保される循環型社会の構築や、地
球温暖化をはじめとする地球的規模の環境問題が緊急の課題であるほか、ダイオキシン類等の有害
な化学物質に対する対策も必要となっています。

　特に、循環型社会の構築に向けては、国において「循環型社会形成推進基本法」をはじめ自動車
リサイクル法等のリサイクル関係法令や各種ガイドラインを整備し、３Ｒ（廃棄物の発生抑制（リ
デュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル））を推進しています。

　県においては、富山県環境基本計画の柱に「環境への負荷が少ない循環型社会の構築」を掲げ、
廃棄物の発生抑制や循環的利用、適正処理を総合的かつ計画的に推進し、平成24年３月に改定した
富山県廃棄物処理計画（とやま廃棄物プラン）に基づき、県民、事業者及び市町村の取組を支援す
るとともに、「環境とやま県民会議」を中心とした、県民総ぐるみの「ごみゼロ推進大運動」等を
推進しています。

　また、市町村をはじめ地域住民やＮＰＯ、事業者の取組を支援するとともに、認定リサイクル製
品の公共工事での利用促進、県民総ぐるみでレジ袋を断り、マイバッグ等を使用する「ノーレジ袋
県民大運動」の展開、産業廃棄物の減量化や再生利用を進めるための技術的支援等の施策を実施し
ています。

　廃棄物処理、リサイクル関連分野には、すでに多くの事業者の皆さんが参入していますが、関係
法令の順守はもちろんのこと、循環型社会の構築に向けて、積極的に役割を担っていくことが期待
されています。

参入分野 環境（廃棄物処理、リサイクル関連）ビジネス とやま廃棄物プランの概要
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■循環型社会の構築に係るビジネスについて■
　平成19年度における循環型社会ビジネスの市場規模は、環境省が行った調査では、平成12年度の
約1.3倍、雇用規模は約1.2倍と増加しています。
　全国でも、さまざまな形、規模の循環型社会ビジネスが始まっています。循環型社会ビジネスに
投資することで、資源の使用量と廃棄物の排出量を減少させ、コスト削減にもつながり、さらには、
新たな需要の創造も期待されます。その一歩は、世界最高の技術の獲得や世界初のビジネスモデル
構築につながるチャンスとなっています。

日本の循環型社会ビジネス市場規模について

…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
…

… （出典　平成22年版環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省））

■廃棄物とは■
　廃棄物処理、リサイクル関連分野で扱う「廃棄物」とは、廃棄物処理法で、自ら利用したり他人
に有償で譲り渡すことができないために不要になったもので、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、
ふん尿等の汚物又は不要物で、固形状又は液状のものをいいます。
　廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の２つに区別されています。産業廃棄物は、事業活動
に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。一般廃棄物は産業廃棄
物以外の廃棄物を指し、主に家庭から発生する家庭ごみとオフィスや飲食店から発生する事業系ご
みと、し尿に分類されます。
　また、これらの廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じ
るおそれがあるものを「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」に分類し、収集から処分ま
で全ての過程において厳重に管理することとされています。

・ 中間処理プラント
・ 溶融装置
・ RDF製造／利用施設
・ プラ油化施設
・ 生ごみ堆肥装置
・ プラント建設
・ 最終処分場建設

・ 装置及び汚染防止用資材製造
　（廃棄物関係）
・ 建設及び機器の備え付け
　（廃棄物関係）

資料 : 環境省

・ 廃棄物処理
・ 資源回収
・ リサイクル

・ サービスの提供
　（廃棄物関係）

・ 再生素材
・ リペア（修理）

・ プラ再生油
・ PET再生繊維
・ 間伐材利用施設
・ リサイクル製品
　（鉄スクラップ等）
・ 再生品利用製品
　（再生紙等）
・ 詰替型製品
・ 機械・家具修理
・ 住宅リフォーム・修繕

総　計

ビジネス例

機器・プラント供給 サービス提供 資材供給・最終消費財供給

市場規模・雇用規模

平成１２年
平成１９年
平成１２年
平成１９年

8,065億円
4,562億円
1,872人
8,275人

27,536億円
30,077億円
195,292人
130,392人

260,254億円
346,005億円
331,513人
511,736人

295,855億円
380,644億円
528,677人
650,403人

廃棄物の分類

…
　（出典　財団法人�日本産業廃棄物処理振興センター資料）

■県内の一般廃棄物の現況■
　一般廃棄物については、県内の平成20年度の市町村によるごみの処理量は37万７千トンとなって
います。また、平成20年度におけるごみの処理状況は、下図のとおりとなっています。

ごみの処理状況（平成20年度）

� （出典　富山県の廃棄物（平成22年11月、富山県生活環境文化部環境政策課））

産業廃棄物

一般廃棄物

廃棄物 特別管理産業廃棄物

（事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された
　20種類の廃棄物）

（爆発性、毒物、感染性のある廃棄物）

事業系一般廃棄物
（事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの）

生活（家庭）系廃棄物
（一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物）

特別管理一般廃棄物
（廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん
　施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等）
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■県内の産業廃棄物の現況■
　廃棄物のうち特にその発生量が多い産業廃棄物については、県内の平成20年度の発生量は522
万５千トンとなっています。種類別にみると、下図のとおり、有機汚泥が228万１千トン（構成比
43.6％）と最も多く、次いでがれき類が96万６千トン（同18.5％）、無機汚泥が94万１千トン（同
18.0％）の順となっており、この３種類で全体の80.7％を占めています。
　また、業種別にみると、製造業が262万トン（構成比50.1％）と最も多く、次いで電気・ガス・
水道業が108万４千トン（同20.7％）、建設業が102万２千トン（同19.6％）の順となっており、この
３種類で全体の90.4％を占めています。
　さらに、産業廃棄物の処理処分状況は下図のとおりで、全体の58.9％が脱水や焼却等の中間処理
によって減量化され、最終的には37.0％がセメント原料や路盤材等に再生され、残りの4.2％が最終
処分（埋立）されています。減量化・再生利用率は、95.8％となっています。

種類別、業種別排出量（平成20年度）

産業廃棄物の処理・処分状況（平成20年度）

� （出典　富山県の廃棄物（平成22年11月、富山県生活環境文化部環境政策課））

産業廃棄物発生量
５２２万5千t
（100％）

中間処理量
490万8千t
（93.9％）

無処理再使用量
21万9千t
（4.2％）

無処理最終処分量
9万8千t
（1.9％）

減　　　量
307万5千t
（58.9％）

中間処理後再生利用量
171万3千t

中間処理後最終処分量
12万1千t

最終処分量
21万9千t
（4.2％）

再生利用量
193万2千t
（37.0％）

自己最終処分量
1万7千t

処理業者最終処分量
20万2千t

■産業廃棄物処理業を行うために■
　廃棄物処理・リサイクル分野の事業を実施するに当たっては、主に産業廃棄物を扱うことが想定
されます。
　ここでは、産業廃棄物処理業を行う場合の例を示します。
産業廃棄物処理業の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■必要な許認可等■
（1）産業廃棄物処理業の許可について

　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の収集又は運搬及び処分を業として行おうとする者は、そ
の業を行おうとする区域を管轄する知事（富山県知事（富山市内においては富山市長））の許可
を受けなければなりません。
　また、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理業者が、その事業の範囲を変更しようとすると
きには、知事又は富山市長の変更の許可を受けなければなりません。
　①許可基準：施設に係る基準、申請者の能力に係る基準等の一定の許可基準があります。
　②欠格要件：廃棄物処理法や関係法令違反で罰金刑を受け、５年を経過しない者等の一定の欠
　　　　　　　格要件があります。

産業廃棄物処理業の申請から廃止まで（フロー）

収集運搬業

処　分　業

産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業
　①中間処理業
　②最終処分業
特別管理産業廃棄物処分業
　①中間処理業
　②最終処分業
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（2）産業廃棄物処理施設の設置許可について

　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の処分業において次頁の産業廃棄物処理施設を用いる場合
には、処分業の許可を取得する前に、当該施設を設置しようとする区域を管轄する知事（富山県
知事（富山市内においては富山市長））の設置許可を受けなければなりません。
　また、産業廃棄物処理施設の処理能力や構造等を変更しようとするときは、軽微な場合を除き、
知事又は富山市長の変更の許可を受けなければなりません。
　①許可基準：施設に係る基準、申請者の能力に係る基準等の一定の許可基準があります。
　②欠格要件：廃棄物処理法や関係法令違反で罰金刑を受け、５年を経過しない者等の一定の欠
　　　　　　　格要件があります。

産業廃棄物処理施設の設置から廃止まで（フロー）

…

設置許可を必要とする産業廃棄物処理施設

■留意事項■
（1）産業廃棄物処理業の許可について

　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の収集運搬を業として行おうとする事業者は、その区域を
管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
その際、収集運搬業者においては、産業廃棄物を積み込む場所（排出先）と降ろす場所（処分
先）の両方に係る都道府県知事の許可を取得しなければなりません。
ただし、指定都市等の区域内において積替え・保管を行おうとする場合には、都道府県知事の

号 施設の種類 能力・規模
１ 汚泥の脱水施設 10㎥／日を超えるもの

２
汚泥の乾燥施設 10㎥／日を超えるもの
汚泥の天日乾燥施設 100㎥／日を超えるもの

３ 汚泥（PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除
く。）の焼却施設…

次のいずれかに該当するもの
・５㎥／日を超えるもの
・200kg ／時以上のもの
・火格子面積が２㎡…以上のもの

４ 廃油の油水分離施設 10㎥／日を超えるもの

５ 廃油（廃PCB等を除く。）の焼却施設…

次のいずれかに該当するもの
・１㎥／日を超えるもの
・200kg ／時以上のもの
・火格子面積が２㎡以上のもの

６ 廃酸又は廃アルカリの中和施設… 50㎥／日を超えるもの
７ 廃プラスチック類の破砕施設… ５ｔ／日を超えるもの

８ 廃プラスチック類（PCB汚染物及びPCB処理物で
あるものを除く。）の焼却施設…

次のいずれかに該当するもの
・100kg ／日を超えるもの
・火格子面積が２㎡以上のもの

８の２ 木くず又はがれき類の破砕施設… ５ｔ／日を超えるもの
９ 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべて
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべて

11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合
物の分解施設 すべて

11の２ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべて

12 廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の焼
却施設 すべて

12の２ 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設 すべて

13 ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設又は分
離施設 すべて

13の２
産業廃棄物の焼却施設
（本表の第３号、第５号、第８号及び第12号に掲
げるものを除く。）

次のいずれかに該当するもの
・200kg ／日以上のもの
・火格子面積が２㎡以上のもの

14 産業廃棄物の最終処分場 すべて



32 33

許可とは別に積替え・保管を行おうとする指定都市等の長の許可が必要です。
また、ある都道府県内において、産業廃棄物を積み込む場所・降ろす場所（積み降ろし地）が
一つの指定都市等の区域内に限られる場合に必要な許可は、都道府県知事ではなく、その積み
降ろし地を管轄する指定都市等の長の許可となります。
富山県内においては、富山市が指定都市等に該当します。

　◇このため、富山県知事の許可は、
　　（ア）富山市内で積替え・保管を行わない場合には富山市を含む県内全域で有効
　　（イ）富山市内で積替え・保管を行う場合には、富山市を除く富山県内で有効
　　となります。
　◇また、富山市長の許可は、
　　（ウ）富山県での積み降ろし場所が富山市内に限られる場合
　　（エ）富山市内で積替え・保管を行う場合
　　において富山市内で有効となります。
したがって、申請書の提出先は、産業廃棄物の積み降ろしを行おうとする区域により、下の図
のとおりとなります。

申請書の提出先

（2）産業廃棄物処理施設の設置許可について

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の規定により政令で定める産業廃棄物処理施設を新
たに設置しようとする際には、富山県知事（富山市内においては富山市長）の設置許可が必要と
なります。
　産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、関係市町村や地域住民等との意見調整や、農地法や
建築基準法、都市計画法等の他法令の規制を受けることが多いので、詳細の手続・要件等に関し
ては必ず関係窓口にご相談下さい。

■参入分野の関連法令等■
　廃棄物処理、リサイクル関連分野の関係法令としては、下記のようなものが挙げられます。
　循環型社会形成に向けた基本的枠組み法として「循環型社会形成基本法」が制定されているほか、
廃棄物の適正処理・リサイクルの一般的な仕組みとして「廃棄物処理法」「資源有効利用促進法」が、
また個別物品の特性に応じて「建設リサイクル法」等の各種リサイクル法が制定されています。

富山県内における産業廃棄物の積み降ろし地
申請書の提出先

富山市内での積替え・保管
富山市内のみ 富山市

富山市以外の富山県内 富山県
富山県全域

（富山市を含む県内全域）
行う 富山県、富山市

行わない 富山県

廃棄物処理、リサイクル関連分野の関係法令

…

■支援施策■
富山県の支援制度（融資制度）

対象者

　次の施設整備等を行う中小企業者
　（１）公害防止施設の整備　　　　　　　　　　（５）山岳地トイレの整備
　（２）フロン等対策施設の整備　　　　　　　　（６）温室効果ガスの排出抑制施設の整備
　（３）廃棄物のリサイクル施設の整備　　　　　（７）低公害車の購入
　（４）地下水の保全・水資源の有効利用施設の整備　　
　（注）詳細につきましては、下記までお問合せください。

（出典　平成2２年版環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省））

H１３．４完全施行

H１７．６改正

H１８．２一部改正

H6．8完全施行

H１２．４
完全施行
H１８．６
一部改正

グリーン購入法（国等が率先して再生品などの調達を推進）

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

環境大臣が定める基本方針

廃棄物処理法 資源有効利用促進法
〈廃棄物の適正処理〉

H20．3公表

廃棄物処理施設整備計画

H１３．４
完全施行

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

H１３．５
完全施行
H１９．６
一部改正

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法

H１４．５
完全施行

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

H１5．1
一部施行
H１7．1
完全施行

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

・容器包装の市町村によ
る分別収集
・容器の製造・容器包装の
利用業者による再商品
化

ビン、PETボトル、紙製・
プラスチック製容器包装
等

・廃家電を小売店等が消
費者より引取
・製造業者等による再商
品化

エアコン、冷蔵庫、冷凍
庫、テレビ、洗濯機、衣類
乾燥機

食品の製造・加工・販売業
者が食品廃棄物等を再
生利用等

個別物品の特性に応じた規制

食品残さ

工事の受注者が
・建築物の分別解体等
・建設廃材等の再資源化
等

木材、コンクリート、アス
ファルト

・関係業者が使用済自動
車の引取、フロンの回収
、解体、破砕
・製造業者等がエアバッ
グ・シュレッダーダストの
再資源化、フロンの破壊

自動車

平成20年度～平成２４年度の５か年計画
計画内容
①地球温暖化対策との連携
②廃棄物系バイオマス利活用の推進
③廃棄物処理施設のストックマネジメント

１R → ３R

①廃棄物の排出抑制
②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）
③廃棄物処理施設の整備規制
④廃棄物処理業者に対する規制
⑤廃棄物処理基準の設定　　　等

H１３．４全面改正施行〈リサイクルの推進〉
①再生資源のリサイクル
②リサイクル容易な構造・材質等の工夫
③分別回収のための表示
④副産物の有効利用の促進

環境基本法
環境基本計画 H18．4全面改正公表

循環

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）

循環型社会形成推進基本計画

H13．1完全施行

○基本原則、○国、地方公共団体、事業者、国民の責務、○国の施策

自然循環
社会の物質循環（ ）

国の他の計画の基本

社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

H15．3公表
H20.3改定
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支援内容

　設備資金融資…上記施設整備等に要する設備資金の融資
融資条件

問合せ先

　富山県生活環境文化部環境政策課　　TEL　076－444－3141

国等の支援制度（出典　資源循環ハンドブック2011（経済産業省））

（1）補助金制度
資源有効利用促進等資金利子補給金

　事業者が行うリサイクル設備等の設置又は改善に対して、利子補給措置を講じ、そのために必
要な資金を民間金融機関等に補給します。

（2）融資制度
日本政策金融公庫中小企業事業（旧中小企業金融公庫）、日本政策金融公庫国民生活事業の貸付

　リデュース、リユース、リサイクルに資する設備の導入等に当たり、一定の要件を満たすもの
については、低利融資が受けられます。

（3）税制優遇措置
　リサイクルに資する設備の導入に当たり、一定の要件を満たすものは、設備の特別償却、固定
資産税等の軽減が受けられます。
問合せ先

　補助金制度：経済産業省中部経済産業局産業技術課　TEL　052－951－2774
　融資制度、税制優遇措置：経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　03－3501－1511（代表）

参入に当たっての相談先

富山市を除く富山県内
　　　富山県環境政策課廃棄物対策班
　　　〒930－8501　富山市新総曲輪１番７号（南別館３階西側）　TEL　076－444－9618

富山市内
　　　富山市環境政策課廃棄物対策班
　　　〒930－8510　富山市新桜町７番38号（本庁舎東館２階）　TEL　076－443－2178

資金使途 融資限度額 融資期間（据
置）［以内］　 貸付利率 保証料率 償還方法 融資申込先

設備資金 個別
3,000万円
団体
5,000万円

７年（１年） 年1.90％以内
（6）（7）の場
合、年1.35％
以内

保証協会の
定めによる

均等月賦 取引金融機関
を経由の上県
環境政策課

■進出事例■
　県では、循環型社会の形成を促進するため、平成14年度から「富山県リサイクル認定制度」によ
り、廃棄物を利用して製造されるリサイクル製品を認定しています。
　ここでは、そのうち建設業に携わる事業者の皆さんの認定事例について、紹介します。
　

事業者名 製品名・品目 内　　容

夏野土木工業株式会社（黒部市）

土木請負（土木工事業・とび土工）事業、
建築工事業、…構造物解体業、産業廃棄物（収
集運搬・中間処理）、一般廃棄物（中間処理）
等

・夏野ミネラル
・剪定枝を利用し
　た堆肥

　県内の工事現場、造園業者から排出
される剪定枝や伐採木を利用して、堆
肥への再資源化に取り組んでいます。
　保水性、通気性、保肥力のバランス
が良く、また、幅広い植物に適した堆
肥であり、地元の園芸店や農家への販
売を行っています。

笹嶋工業株式会社（南砺市）

総合建設業（電気工事、土木工事、建築工
事、管工事、舗装工事　等）

・アスウッド舗装
・廃木材を利用し
　た舗装材

地元の間伐材等の廃木材を有効利用し
た舗装の製造・施工を行っています。
　適度なクッション性をもつ舗装材
で、歩道、遊歩道、公園等の構内舗装
に適した製品となっています。

三久建設株式会社（氷見市）

土木工事業、とび・土木工事業、建築工事業、
大工工事業、管工事業、舗装工事業、しゅ
んせつ工事業、産業廃棄物（収集運搬・中
間処理）　等

・テクノソイルＣＭ
・ばいじんを利用
　した土質改良固
　化材

株式会社ＥＴＳジャパンと共同で、土
壌改良固化材の製造・販売を行ってい
ます。
　リサイクル資源（焼却灰、石膏ボー
ドの廃石膏）を有効活用した固化材で、
様々な工事で利用されています。
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■はじめに■
　富山県全体の人口が減少する中、高齢者人口（65歳以上）は、平成17年の258,317人から平成22
年には285,102人と増加（増加率10.4％、高齢化率：23.3％→26.2％）しています。高齢者人口は、
今後も増加すると見込まれていることから、介護保険サービス利用者数や認知症高齢者数（要介護
認定者数の半数程度と推計）も増加するものと考えられます（図表１）。
　富山県は、特別養護老人ホーム等の介護保険施設については、高い整備率を誇っていますが、特
別養護老人ホームの待機者数は1,827人（H22）と、強い入所希望があります。一方、県政世論調査
（H23）によれば、県民の約6割が、住み慣れた地域で介護を受けたいと希望しており、高齢者が身
近な地域で必要な医療や介護を受けられることが求められています。
　一方、我が国の高齢化の進展を背景に、平成12年４月に介護保険制度が導入され、平成18年４月
からの一部改正により現在の制度のかたちになっています。去る平成23年６月には、平成24年４月
からの制度改正のための法改正が行われています。
　今後、この分野へ具体的に参入を検討される場合には、事業者等の取組状況のほか、介護保険制
度の見直し等の状況も見極めながら慎重に検討していく必要があります。

【図表１】富山県の人口と高齢化率の将来推計

…

■参入の形態・可否■
　介護保険サービスの中には、営利法人が参入できる事業分野と参入できない分野があります。参
入を検討する際には、関係する公的機関へ事前に相談するなど、その要件等を確認することが必要
です。

参入分野 福祉関連業 【図表２】施設介護サービスの種類と営利法人参入の可否

【図表３】居宅介護サービスの種類と営利法人参入の可否

介護保険施設の種類 サービスの種類 営利法人参入の可否

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

入所する要介護者に対し、介護（入浴・排泄・食事等）
その他日常生活上の世話、機能訓練等を行う。

不可能

介護老人保健施設
入所する要介護者に対し、看護、医学的管理下での介護・
機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行う。

不可能

介護療養型医療施設
入院する要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管
理下での介護その他の世話・必要な医療を行う。

不可能

居宅サービス

訪問介護 可能
訪問入浴介護 可能
訪問看護 可能
訪問リハビリテーション 不可能
居宅療養管理指導 薬局のみ可能
通所介護 可能
通所リハビリテーション 不可能
短期入所生活介護 可能
短期入所療養介護 不可能
特定施設入居者生活介護 可能
福祉用具貸与 可能
特定福祉用具販売 可能

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 可能
夜間対応型訪問介護 可能
認知症対応型通所介護 可能
小規模多機能型居宅介護 可能
認知症対応型共同生活介護 可能
地域密着型特定施設入居者生活介護 可能
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 不可能
複合型サービス（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 可能

居宅介護支援 可能

介護予防サービス

介護予防訪問介護 可能
介護予防訪問入浴介護 可能
介護予防訪問看護 可能
介護予防訪問リハビリテーション 不可能
介護予防居宅療養管理指導 薬局のみ可能
介護予防通所介護 可能
介護予防通所リハビリテーション 不可能
介護予防短期入所生活介護 可能
介護予防短期入所療養介護 可能
介護予防特定施設入居者生活介護 可能
介護予防福祉用具貸与 可能
特定介護予防福祉用具販売 可能

介護予防支援 不可能

地域密着型介護予防
サービス

介護予防認知症対応型通所介護 可能
介護予防小規模多機能型居宅介護 可能
介護予防認知症対応型共同生活介護 可能
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■参入の要件と手続■
　介護保険事業者としてサービスを提供するためには、次の要件を満たすほか、事業所が立地する
都道府県等の「指定居宅介護サービス事業者」指定が必要です。また、複数の介護サービスを提供
する場合は、複数の指定が必要です。
　≪指定を受けるための主な要件≫
　①営利・非営利法人を問わず法人格を有していること
　②職員の知識・人員等が厚生労働省、県・市町村等の定める基準を満たしていること
　③厚生労働省、県・市町村等が定める設備等に関する基準に従って適正な運営を行えること　など

■介護保険制度の概要■
　介護保険制度は、我が国の急速な高齢化の進展に伴い、介護の問題が老後の最大の不安要因となっ
ていることから、介護を社会全体で支えるとともに、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが
安心して受けられる制度として平成12年４月にスタートし、平成18年４月に制度の一部改正が行わ
れています。
　制度の概要は、次のとおりです。
　（1）保険者
　　　市町村が保険者となります。
　（2）被保険者
　介護保険に加入される方は、65歳以上の方（第１号被保険者）と40歳以上65歳未満の医療保
険に加入している方（第２号被保険者）です。

　（3）介護サービスの給付手続等
　　①介護サービスの給付対象者

　給付対象となるのは、第１号被保険者については、寝たきりや認知症等で常に介護が必要
な状態となったり、家事等の日常生活に支援が必要な状態となった場合です。
　第２号被保険者については、初老期における認知症や脳血管障害等の16の特定疾病により
介護が必要な状態となった場合です。
　なお、第１号被保険者及び要介護認定者数は図表４及び図表５のとおりです。

【図表４】第１号被保険者数の推移

65歳以上人口（第1号被保険者）の推移（富山県）

【図表５】要支援・要介護認定者数の将来予測

　　②要介護認定の手続
　　　　介護サービスの給付を受けようとするときは、市町村に申請を行います。
　　　　市町村では、申請者の心身の状態を調査し、要介護認定を行います。

【図表６】要介護認定と介護保険サービスの利用の流れ
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　　③介護給付
　介護が必要とされた方は、状況に応じ居宅サービス又は施設サービスが受けられますが、
居宅サービスの場合は介護の必要度（要介護度）に応じて給付額の限度額が設定され、施設
サービスの場合は介護の必要度（要介護度）に応じて給付額が設定される仕組みです。
　なお、給付は現物給付となります（図表７及び図表８）。

【図表７】要介護状態区分別の利用できるサービス

【図表８】居宅サービスの区分支給限度基準額

（平成24年4月1日現在）

【図表９】介護サービスの利用者の推移（月平均）

…

要介護状態区分 利用できるサービス
要支援１，２ 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス
要介護１～５ 居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス

要支援状態区分 支給限度額（１月間） 要介護状態区分 支給限度額（１月間）
要支援１ 49,700円 要介護１ 165,800円
要支援２ 104,000円 要介護２ 194,800円

要介護３ 267,500円
要介護４ 306,000円
要介護５ 358,300円

42.2％

57.8％

27.3％

5.9％

66.8％

…　（4）介護サービスの種類
　介護サービスを提供しようとする事業者は、サービスの種類毎に県又は市町村からサービス
事業者の指定を受ける必要があります。

【図表10】サービスの種類

　（5）介護サービス計画、介護予防サービス計画
　サービスは、利用者自らが選択することが基本となりますが、利用者のニーズに適したサー
ビスを効率的・計画的に提供するため、介護サービス計画、介護予防サービス計画については、
それぞれ利用者の立場に立って、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門
員（ケアマネジャー）がサービス計画を作成し、サービス事業者との調整を行います。

予防給付サービス 介護給付サービス

県
が
指
定
・
監
督
　
富
山
市
内
の
事
業
者
は
富
山
市
が
指
定
・
監
督

◎介護予防サービス
【訪問サービス】
　○介護予防訪問介護
　○介護予防訪問入浴介護
　○介護予防訪問看護
　○介護予防訪問リハビリテーション
　○介護予防居宅療養管理指導
【通所サービス】
　○介護予防通所介護
　○介護予防通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
　○介護予防短期入所生活介護
　○介護予防短期入所療養介護
　○介護予防特定施設入居者生活介護
　○介護予防福祉用具貸与
　○特定介護予防福祉用具販売

◎居宅サービス
【訪問サービス】
　○訪問介護
　○訪問入浴介護
　○訪問看護
　○訪問リハビリテーション
　○居宅療養管理指導
【通所サービス】
　○通所介護
　○通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
　○短期入所生活介護
　○短期入所療養介護
　○特定施設入居者生活介護
　○福祉用具貸与
　○特定福祉用具販売
◎居宅介護支援
◎施設サービス
　○介護老人福祉施設
　○介護老人保健施設
　○介護療養型医療施設

市
町
村
が
指
定
・
監
督

◎介護予防支援
◎地域密着型介護予防サービス
　○介護予防小規模多機能型居宅介護
　○介護予防認知症対応型通所介護
　○介護予防認知症対応型生活介護
　　（グループホーム）

◎地域密着型サービス
　○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　○夜間対応型訪問介護
　○認知症対応型通所介護
　○小規模多機能型居宅介護
　○認知症対応型共同生活介護（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
　○地域密着型特定施設入居者生活介護
　○地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
　○複合型サービス（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）

その他 ◎住宅改修 ◎住宅改修

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
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　（6）保険料
　保険料は、第１号被保険者については、市町村毎に所得段階別に定められ、年額18万円以上
の老齢・退職等の年金を受給している方は年金から天引きされます。それ以外の方は市町村へ
個別に支払います。
　この第１号被保険者の保険料は３年に一度改定されることになっており、直近では、平成21
年度に改定され、次は24年４月から改定される予定です。第２号被保険者の保険料は、加入す
る医療保険制度に応じて設定され、医療保険料と一括して支払います。
　なお、災害等の特別な事情がないのに保険料を滞納した場合、第１号被保険者に対しては給
付の償還払化、一時差止、差止額から滞納保険料の控除といった措置や未納期間に応じた給付
減額等が、第２号被保険者に対しては給付の償還払化や一時差止の措置が講じられることにな
ります。

　（7）利用者負担
　介護サービスを利用した場合、原則として利用者は費用の１割を負担します。そのほか、介
護保険施設の利用者は居住費と食費、ショートステイの利用者は滞在費と食費、デイサービス、
デイケアの利用者は食費について、利用者負担があります。
　なお、この１割負担が高額になる場合、自己負担の上限が設定されています。（高額介護サー
ビス費）。低所得者には、高額介護サービスや居住費・食費負担について、低い額が設定され
ています。

　（8）低所得者の利用者負担の軽減
　社会福祉法人等が、「特に生計が困難な方」へホームヘルプサービス等に対する利用者負担
の減免を行えるよう、公費（国・県・市町村）により補助が行われます。
※この減免措置の具体的な取扱いは、市町村によって異なる場合があります。　　

■施設の整備等に対する支援■
　建設業者が福祉分野に参入する場合には、新たに施設整備等の経費が必要となります。社会福祉
施設等の整備については、一部の利用施設を除き、公費等補助制度並びに自己負担部分について、
独立行政法人福祉医療機構の施設整備資金の貸付等の制度を活用できるものがあります。

■社会福祉法人の概要■
　（1）社会福祉法人とは
　社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところによ
り設立された法人で、公共性が極めて高く営利を目的としない法人です。

　（2）社会福祉事業
　社会福祉事業には第１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業があり、社会福祉法第２条に
限定列挙されています。法に規定されていない事業は、ここでいう社会福祉事業にはあたりま

せん。
　　例）有料老人ホーム…社会福祉法で規定されていない→社会福祉事業ではない。
…
【図表11】第１種、第２種社会福祉事業

　（3）社会福祉法人の設立要件
　社会福祉法人が、安定的で適正な運営ができるように、設立の際に、定款や事業内容、役員、
資産等について一定の要件があります。

　　　①定款、事業に関する要件　　定款への記載事項、当該法人が行う事業に関する事項等
　　　②役員等に関する要件　　　　理事、監事、評議員会に関する事項等
　　　③資産等に関する要件　　　　基本財産等に関する事項等

問合せ先

　　詳しくは、市町村介護保険担当課又は県高齢福祉課までお問い合わせください。
　　〔富山県厚生部高齢福祉課〕
　　　〒930-8501　富山市新総曲輪１－７
　　　　　　　　　TEL…076－444－3204、FAX…076－444－3492

第１種社会福祉事業 第２種社会福祉事業

［種別］主に、入所施設の経営事業

例：特別養護老人ホーム、…障害者支援施設　等

［種別］主に、在宅サービスの経営事業

例：保育所、老人デイサービスセンター　等

［利用者との関係］

個人の人権に及ぼす影響のおそれが比較的大きい

事業

[利用者との関係］

個人の人権に及ぼす影響のおそれが比較的少ない

事業

［経営主体］

原則として国、地方公共団体、社会福祉法人に限

り運営できる

［経営主体］

特に制限は無い
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■はじめに■
　本県農業は、気候風土と豊かな水に恵まれて古くから米を主体に発展してきており、全国屈指の
水田率、ほ場整備率等のもと、農業産出額の７割以上を占める米を中心に、野菜、果樹、花き、畜
産等がそれぞれの農家の技術や地域の特性を生かしながら展開されています。
　農家数の減少や農業従事者の高齢化が進む一方で、地域農業の担い手として、認定農業者や集落
営農組織、農業法人が年々増加してきており、農業経営体の経営規模はますます拡大しています。
　農産物価格の低迷や産地間競争等厳しい販売環境を克服しつつ、新鮮で安全な食料の安定供給と
いった県民の日常生活にとってなくてはならない役割を果たしています。

■富山県の農業の現状■
農家の動向

　本県の総農家数は毎年減少傾向にあり、平成22年
には29,634戸と平成２年の60,460戸からこの20年で半
分以下に減少しています。これは、集落営農の組織
化等により第２種兼業農家が減少したことが主な原
因です。　

農業経営の法人化

　農業経営の体質強化や永続性確保に向け法人化が
進み、平成21年度末の農業法人数は360法人、そのう
ち農地の権利を有して耕作により農業経営を行う農
業生産法人は、284法人となっており、平成14年に比
べともに２倍以上に増加しています。

農地面積

　本県の農地面積は、昭和38年をピークにほぼ年１％
で減少し、平成21年には、59,420haとなっており、こ
のうち水田が96.2％を占めています。また、農地の利
用率は、平成21年で90.2％となっています。

参入分野 農業 ■農業参入の現状■
　国内の食料供給力を強化するため、平成21年12月に農地法等が改正されました。そのねらいは、
農業生産・経営が展開されている基礎的な資源としての農地を確保し、その有効利用を図ることに
あります。
　これまでも、農業生産法人でない一般の会社、ＮＰＯ等の農業参入は可能でしたが、農地の貸借
双方の規制を緩和することで、農業参入と農地利用がしやすくなりました。

　＜県内の建設企業の参入状況＞

　　 農地を活用する企業参入　　８社（水稲、ブドウ、洋なし、自然薯、野菜　等）
　　 農地を活用しない企業参入　６社（リーフレタス、イチゴ、アイスプラント　等）

■農業分野への参入方法■
　建設企業が農業に参入する場合、農業生産法人となって参入する方法と、現在の企業形態のまま
で参入する方法があります。

　＜主な参入体系イメージ＞

　　①農地で耕作及び収穫物を販売
　　　　　農地を所有　　　　農業生産法人になる必要があります。
　　　　　農地を借りる　　　一定の要件を満たせば、現在の企業形態のままでＯＫ
　　②農地を使わず施設栽培等を行う　　　現在の企業形態のままでＯＫ
　　③農作業の受託だけを行う　　　　　　現在の企業形態のままでＯＫ

１　参入までの準備ステップ

　　Step １　農業参入相談………農業を始めたい市町村農業委員会等へ
　　Step ２　参入計画の作成……参入までのスケジュールや法的手続等の計画を作成
　　Step ３　技術・経営の習得…農業生産技術の習得や専従農業者の確保、採算性の試算
　　Step ４　農地の確保…………参入地域での農地確保のための手続
　　Step ５　生産準備……………設備や機械、資材の確保等

２　農業生産法人となって参入するための要件

　　農業生産法人となれば、農地を借りるだけでなく、所有することも可能となります。
　　農業生産法人になるための要件は、以下のとおりです。
　　（1）法人形態要件
　　　・株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
　　（2）事業要件
　　　・主たる事業が農業（自己の農業と関連する農産物の加工･販売等の関連事業を含む。）であ
　　　　ること。
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　　　・農業と関連事業の売上高が過半を占めること。
　　（3）構成員要件
　　　・構成員は、農業従事者や農地提供者等の農業関係者が主となる法人であり、これらの者が…
　　　　総議決権の3/4以上を有すること。
　　　・スーパーマーケットやレストラン事業者等農業生産法人の業務に関連する農外の事業者の
　　　　出資は、総議決権の１/４以下であること（一部特例あり）。
　　（4）役員要件
　　　・役員の過半が農業の常時従事者（原則年間150日以上）であり、このうちの過半の者が農
　　　　作業に従事（原則年間60日以上）すること。

３　農業生産法人以外が参入するための要件

　農業生産法人でなければ、農地を所有することはできませんが、借りて（＝利用権を設定して）
農業生産を行うことができます。その場合の要件は、以下のとおりです。
　　（1）農地を適正に利用しない場合に貸借を解除する条件を貸借契約に記載すること。
　　（2）地域における他の農業者との話し合いや、農地、用水等の共同利用の取り決めを守るなど、
　　　他の農業者との適切な役割分担をすること。
　　（3）長期的に安定的な農業経営の継続を可能とする機械や労働力を確保すること。
　　（4）業務執行役員（取締役等）の１人以上が耕作等の事業に常時従事すること。
　　（5）利用権設定による農地の貸借は、10アール以上の経営面積にすること。

■進出の際の留意事項■
１　農地について

一般企業の形態での農業参入は、農地貸借の場合のみ可能です（農地を所有する場合は、
農業生産法人の要件を満たしていることが必要です。）。
農地を借入れする地域は、利用権設定の場合は市街化区域以外のみです（市街化区域の場合
は、農地法の手続が必要になってきます。）。
農地を借りて農業を行うには、ほ場がきれいな形で整理されているか、水を安定供給するた
めの用排水路が整備されているか、大型機械が入れる農道があるかの確認が必要です。
農地のある集落には生産組合があり、土地改良区に所属しているので、参入する集落の生産
組合や土地改良区の確認が必要です。
土地改良区では、用排水路の整備や維持を目的とした賦課金があり、生産組合でも会費（万
雑等）の徴収があります。

２　栽培について

　 作物や品種の選定を十分に検討してください。
　　　①地域に適しているか
　　　②収益性があるか

　 役員、従業員の栽培技術、栽培知識を確保しましょう。
　　①経験者の登用
　　②栽培相談ができる農家との連携
　 栽培の計画検討に当たって、次の点に留意してください。
　　①国や県、市町村の制度に適しているか
　　②作物や面積に応じた機械、設備が確保できる見通しがあるか
　　③栽培が周辺に調和した適切な方法が採られているか
　 農業共済に加入することで自然災害に対する一部補償が受けられます。

３　農業経営について

　 農業経営での特に重要な次の事項を再確認してください。
　　①農業参入への本来の目的とメリットは何か
　　②収益性を考えた作物の選定と作付面積の確保はできているか
　　③機械や装備が作物と面積に適しているか
　　④初期投資費用が十分に確保できているか
　　⑤運転資金（人件費、肥料農薬費、種子代等）や固定費（賦課金等）等の必要経費を把握し、
　　　必要額を算定しているか
　　⑥農作業に必要な人数を確保できているか
　　⑦農産物の販路を確保できているか（販売や加工等の連携先があるか）
　　⑧生産する農産物の需要を把握できているか（市場価格等を参考）
　　⑨農産物の付加価値を高めるための加工販売等の取組を考えているか

４　農業に投資できる資金

　農業は概ね投資を行ってから回収までに時間のかかる事業であるといえるでしょう。農業参入
のために自社内に一定期間寝かすことができる資金がどのくらいあるのか、借りることができる
のかを確認し、農業参入のためにいくらを、どの期間資金を使用するのかについて決めておく必
要があります。

５　人材

　農業参入を検討する法人には、人員の転属先として農業部門を考えている場合も多いでしょう。
転属・転籍については個別に締結している労働契約によりますが、労働条件が極端に変わる場合
は社会保険労務士等の専門家に相談しましょう。
　また、農業の割合が大きくなる場合、登記簿謄本・定款・就業規則等の社内規定・個別の労働
契約の見直し等が必要になる可能性があるので注意が必要です。
　これらについては最寄りの法務局、社会保険事務所等へ相談されることをお勧めします。
　別法人を設立して人員を活用したい場合には、その人とじっくり話し合いを行い、同意を得た
うえで、転属・出向等の手続が必要となります。
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６　総務・経理・情報システム等の対応

　新規事業を開始する際に現在の事務の流れを変えなければならないのはよくあることです。
　農業の場合においても、経理担当者は農業簿記についての講習会等に参加して会計処理ができ
るようにしておく必要があります。
　農業はこれまで個人経営的な管理がされていた場合が多く、企業の総務・経理等の担当者から
見れば、これまでの管理ノウハウを用いて新しい管理手法を考案する余地が多く残されています。
考えようによっては、これまで企業内で行っていた管理ノウハウそのものが大きな資産といえる
でしょう。
　同一法人内で農業参入をする場合は、税務申告用の財務会計とは別に、部門別管理等の管理会
計をしっかり行い、農業単独での利益計算ができるようにしておく必要があります。
　また、別法人にした場合は、現在の事業と必ずしも勘定科目を一致させる必要はありませんが、
同じ経理担当者が両方の決算を行う場合、伝票・帳票等が混ざらないように注意が必要です。別
法人にする場合は、できれば別の経理担当者を設置して行う方が混乱は少なくてすむかもしれま
せん。
　農業経営を開始するためには、さまざまな準備、手続が必要となる場合があり、それぞれの手
続には時間を要しますので、十分な余裕を持って準備しておくことが重要です。

７　農業用施設の建設

　農用地として指定されている区域内において、農業用施設や事務所等を建設する場合、市町村
の農用地利用計画の変更が必要となります。
　この手続には長期間を要する場合が多いため、十分な余裕をもって、市町村あるいは市町村農
業委員会に相談することが必要です。
　また、農地転用手続も必要となる場合がありますので、事前に農業委員会へ相談しておく必要
があります。これにも２～３箇月を要するため、十分な余裕を持って手続をする必要があります。

■参入分野の関連法令及び必要な許認可等■
　農地法、農業経営基盤強化促進法　等
　農地法の許可（農地の所有、賃借）

■農業参入に対する支援措置■
　（政策によっては、認定農業者であることを助成の要件としているものもあります。）

１　ソフト支援

　県では、これから農業を始めたい、農業に従事したいと考えている方に、様々な支援を行って
います。しかし、これらの支援事業には、様々な要件が設けられていますので、各事業の特徴を
ご理解のうえ有効に利用してください。
　　就農前に利用できる支援事業
　　　①農業体験研修（中期体験研修）…

　先進農家等で５日～ 30日間の農業体験を行う事業で、就農に関心のある方ならどなた
でも利用できます。また、１日～４日間の研修を繰り返すことも可能です。…

　　　②長期実践研修…
　先進農家等で、就農に必要な知識や技術を、１年～４年間にわたり習得する事業で、対
象者は、「認定就農者」に限られます。

　　就農後に利用できる事業（青年農業者育成基金事業）�
　35才以下の農業者が、先進地での２～３日間の自主的な研修や、フォークリフト操作等の
資格取得を行う際に、費用の一部を補助します。

　 営農計画策定や生産技術、融資制度等は、県農林振興センターにご相談ください。
　 自然災害による収穫量の減少・品質低下による経営への影響を緩和するための補償制度につい
　　ては、農業共済にご相談ください。

２　ハード支援他

経営体育成
支援事業

　多様な農業経営体の育成・確保を図るため、市町村にある地域協議会が
策定する計画のもと、農業用機械・施設の整備等を支援
　①融資主体型補助
　　経営体が農業用機械施設等を導入する場合、融資残の自己負担部分に
　　ついて補助金を交付
　　※補助率…定額（融資残額（3/10上限））
　②追加的信用供与補助等
　　①の補助に係る融資の円滑を図るため金融機関への債務保証（経営体
　　の信用保証）の拡大を支援
　　※補助率…定額

北陸農政局
生産経営流
通部構造改
善課

☎（076）
232－4319

耕作放棄地
再生利用交
付金

　荒廃した耕作放棄地に係る農地利用調整を更に促進し、引き受け手（農
業者、農業者組織、農業参入法人等）が行う再生作業及び土づくり、経営
相談、実証ほ場の設置・運営、加工品試作、試験販売等の取組、小規模基
盤整備・施設等の補完整備を支援……　
…※補助率　…定額、1/2以内等

北陸農政局
整備部農地
整備課

☎（076）
232－4725

金融支援
農業制度資
金

　原則、５年以内に認定農業者となる計画を有し、農業経営開始後、決算
を２期終えていない農業参入法人に対して、農業近代化資金、経営体育成
強化資金の融資
　６次産業化法の総合事業計画認定者については、農業経営改善促進資金、
農業改良資金の融資………

北陸農政局
生産経営流
通部経営支
援課

☎（076）
232－4238金融支援

農業法人等
に対する出
資と融資の
提供

　農外からの新規参入を含む農業法人については、「アグリビジネス投資
育成株式会社」による農業法人等に対する出資と融資の一体的提供を行う
投資育成事業を利用することが可能
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■はじめに■
　富山県の県土の３分の２を占める森林は、植生自然度本州一と評価され、この多種多様な動植物
が生息・生育する豊かな森林は、洪水や山崩れ、なだれ等の災害から県民の暮らしを守り、また、
そこから流れ出す清浄で豊潤な水は、飲料水や農業・工業用水として利用され、神秘の海「富山湾」
の豊かな水産資源を育むなど、県民の生活と富山県の産業を支えています。
　富山県では、平成18年10月に「富山県森づくりプラン」を策定し、富山の森づくりの基本指針や
施策の方向を示し、さらに平成20年３月にこのプランに基づき、県民参加による森づくりの推進と
林業・木材産業の振興を軸とした「富山県森林・林業振興計画」を策定し、「魅力ある林業の構築
と健全な森づくり」を目標とした、本県の森林・林業・木材産業の目指すべき方向と推進施策を示
しています。

富山県森林・林業振興計画のポイント

参入分野 林業

森
を
活
か
す

・富山県森づくりプランの「とやまの森づくり基本指針」（生産林、混交林、里山林、保全林）に沿っ
　た森づくりを、県民参加の観点から推進します。
・魅力ある林業づくりのための施策を推進します。
・地球温暖化防止森林吸収源対策を推進します。
＜主な県の取組内容＞
　①水と緑の森づくり事業による「里山林」と「混交林」の整備の実施
　②施業集約化や路網整備等県産材低コスト生産への支援の実施
　③「富山県森林吸収量確保推進計画」に基づく森林整備の確実な実行

木
を
使
う

・木材流通の合理化と低コスト化を進め、消費者ニーズに対応した県産材の製品を安定的に供
　給し、地域全体で県産材等の木材を利用することを進めます。
・森林や製材工場等から発生する木質バイオマスを活用し、環境と調和した循環型社会を構築
　します。
＜主な県の取組内容＞
　①県産材低コスト生産・流通体制確立への支援の実施
　②間伐材の有効利用への支援の実施
　③木質バイオマスのエネルギー利用の促進

人
を
育
て
る

・林業を担う人材の育成と地域林業の担い手である森林組合等林業事業体の経営安定を図りま
　す。
・森林･林業の現状と大切さや役割について県民の理解を進め、県民参加による森づくりの輪を
　広げます。
＜主な県の取組内容＞
　①林業カレッジによる担い手の育成
　②とやまの森づくりサポートセンターの活動支援

■富山県の林業の現状■
　平成20年度末において、県内の森林面積284千haのうち63％が民有林であり、民有林面積の約
28％（49千ha）がスギを主体とした人工林となっています。
　この人工林は、資源として本格的に利用可能な時期を迎えつつあり、県産材の利用を進めること
は、県内林業の活性化を通して森林の適切な整備につながり、森林のもつ公益的機能の発揮に資す
るだけでなく、温室効果ガスの排出量削減にもつながることから、地球温暖化の防止や資源循環型
社会の構築には不可欠なことです。
　木材価格が値段の安い外材の輸入により低迷していること等、林業を取り巻く状況は厳しいもの
があります。林業の振興のためには、複数の林地をとりまとめ、高性能林業機械の活用や路網整備
等により低コスト林業生産を行う施業の集約化が必要となっており、現在、林内路網密度は26.8m
／ haとなっていますが、施業集約化団地では100m／ haを目指し、整備が進められています。
　県内の木材需要の大部分は外材に依存している状況ですが、中国の木材需要の増大やロシアの北
洋材原木への輸出関税率の引上げ等により、県内製材工場では、県産材を含め国産材へのシフトを
検討する動きもあります。

　県では、木材需要の大きな割合を占める木造住宅への県産材の利用を進めるため、
「県産材アドバイザー」の活動支援等の従来からの取組に加え、県産材を使用して木造住宅を
新築・増改築する方に補助をしています。
加えて、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成22年法律第36号）」に基
づき、富山県公共建築物等木材利用推進方針を策定し、県民生活に深く関わりのある公共建築
物の木造化・内装木質化の積極的な推進を通して、木材の利用拡大を図ることとしています。
また、木質バイオマスについては、製材工場等から発生する廃棄物系バイオマスのエネルギー
利用を更に促進するとともに、林地残材については効率的な収集システムやコスト軽減につい
て検討する必要があります。

山
を
守
る

・山村地域の特性に応じ、森林、伝統文化等の地域資源を活かした個性豊かな地域づくりを推
　進します。
・山地災害から県民の生命・財産を守ります。
＜主な県の取組内容＞
　①集落間を結ぶ林道整備等定住環境整備の実施
　②カシノナガキクイムシ枯損木除去等森林保護対策の実施
　③治山事業による防災対策の実施



52 53

本県林業の全国に占める地位

■参入に関しての状況■
　現在、県では、国の緊急経済対策により設置した「富山県森林整備・林業再生基金」を活用し、
平成21 ～ 23年度の３年間にわたって、間伐及び路網整備、伐採から搬出・利用の一貫した取組に
よる間伐材を活用する事業を実施しています。
　このうち、路網整備の一部については、森林組合が用地等の調整を行った上で、地元建設業者に
発注し、実施しています。
　間伐等の森林施業への参入については、
　 自ら林地を取得し、林業経営を行う方法
　 森林所有者の委託を受けて、森林経営計画等の作成者となり、施業を実施する方法
　 森林組合から施業のみを請け負う方法
　 国や地方公共団体が発注する森林整備を受注する方法
等がありますが、自ら林業経営等を行うことは、林業知識が必要であるとともに森林所有者のとり
まとめに多大な労力がかかることから困難であり、また、森林組合からの請負や国や県が実施する
公共事業に参入するためには、さまざまな資格要件等があり、容易に参入できる状況にはありませ
ん。

■林業関係資格等■
　林業には、使用する機械や作業により、講習を受ける必要があります。また、資格取得が必要と
なる場合があります。
例　資格
　　・技術士（森林部門）
　　・林業作業士
　　・林業技士　　
　　・林業架線作業技術者　他

項目 年度等 単位 富　山　県 全　　　国 順　位
森 林 面 積 18年度 千ha 284 25,097 33
森 林 率 18年度 ％ 67.0 67.3 25

民
有
林

面 積 18年度 千ha 178 17,411 38
人
工
林

面 積 18年度 千ha 49 7,983 42
率 18年度 ％ 28 46 44

蓄 積 18年度 千㎥ 15,477 2,227 ,696 42
素 材 生 産 量 20年次 千㎥ 50 17,709 41
林 業 産 出 額 20年次 千万円 286 44,487 34
林 家 戸 数 17年度 戸 6,409 919,833 44
森 林 組 合 20年度 組合 4 710 43
素 材 需 給 量 20年次 千㎥ 502 26,036 16
外 材 依 存 率 20年次 ％ 83.3 40.3 4
民 有 林 林 道 密 度 19年度 m／ ha 8.7 4 .8 2
保 安 林 率 21年度 ％ 69.0 39.9 1

　　講習
　　・伐木等の処理安全衛生特別教育…
　　・刈払機取扱作業者安全衛生教育
　　・機械集材装置運転業務安全衛生特別教育
　　・小型車両系建設機械（３ｔ未満）運転業務特別教育
　　・林内作業車安全教育
　　・不整地運搬車（１t以上）運転技能講習
　　・車両系建設機械（３t以上）運転技能講習
　　・玉掛（１t以上）技能講習
　　・小型移動式クレーン（５ｔ未満）等運転関係技能講習
　　・はい作業主任者技術講習
　　・地山掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
　　・高所作業車運転技能講習
　　・林材業リスクアセスメント実務研修　他

■参入に対する支援措置等■
１　「緑の雇用」現場技能者育成対策（国事業）

　助成対象は、「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき知事の認定を受けた認定林業
事業体、富山県林業カレッジ等で研修実施

２　林業金融対策（林業者等の設備投資等に係る融資）（国事業）
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■はじめに（進出する方へ）■
　観光業とは、観光に関連する業種の総称をいいます。旅行業（旅行代理店等）、宿泊業（観光ホ
テル等）、飲食業、運輸業（航空会社、バス会社等）、製造業（名産品、お土産製造等）等極めて多
岐にわたるため、日本標準産業分類では業種として分類されていません。
　様々な長所を有するため観光業を主要産業として位置づけている国も多く、またほとんどの国や
地域で観光業の成長が図られています。

■富山県の観光業を取り巻く現状■
１　富山県への観光入込客数の状況

　富山県の観光入込客数は、平成17年から増加を続けていましたが、近年では、新型インフルエ
ンザ、大型のイベントの終了・縮小等の影響により減少しています。
　…【富山県の観光客入込数の推移】　… （単位：千人）

　宿泊者数は、平成22年の調査によると年間約274万人泊で全国38位、人口当たりでは30位となっ
ています。

…
� 出所：国土交通省　観光庁　平成22年宿泊旅行統計調査（従業者数10人以上の宿泊施設を対象。宿泊目的を問わず。）

参入分野 観光業

年 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
延べ人数 27,054 25,955 26,811 28,048 29,229 29,128 27,702
実数推計 － － 16,189 16,921 17,484 17,476 16,646
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人口10万人あたり都道府県別宿泊者数（H22）
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２　観光資源の状況

　富山県は、観光資源の面では、自然・文化遺産・食等の魅力がコンパクトな域内に集積してい
るほか、美術館等の水準が高く観光資源となりうるものや、自然や食を中心に、認知度が低いで
すが、知れば行きたくなる資源が数多くあります。

（満足度の高い観光資源が集積）

� 出所：富山県観光戦略基礎データ調査（H18年）

認知度と関心度の調査結果

富山空港から60分

氷見温泉郷

庄川温泉 立山山麓温泉

宇奈月温泉

富山空港から30分国宝瑞龍寺 黒部峡谷

立山黒部アルペンルート

世界遺産
五箇山合掌造り集落

富山県の観光地に関
して以下の事への関
心度をお聞きします。
　　　　②

（新鮮な魚介類が誰でも購入できる）

（青白く発光する「ほたるいか」漁が見られる）

出所：富山県GAP調査（H20年）
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■主な業種の参入形態・参入手続■
　観光分野は極めて多岐にわたる産業ですが、ここでは代表的な業種である旅行業（旅行代理店等）
と宿泊業（観光ホテル等）を取り上げます。

１　旅行業

　旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、旅行業法に基づき、登録を受けなければなり
ません。
　旅行業者は、業務の範囲により、第一種旅行業者、第二種旅行業者、第三種旅行業者、旅行業
者代理業者に区分されます。

�
（観光庁ホームページ「旅行業法」から抜粋）

　また、旅行業者は、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引の明確
性や旅行に関するサービスの提供の確実性、その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を
確保するための必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています。
…

登録行政庁
（申請先）

業務範囲

企画旅行（注１）
手配
旅行募集型

海外 国内
受注型

登録要件

基準資産営業保証金
（注２）

旅行業務
取扱管理
者の選任

第１種 観光庁長官

第２種

旅

　行

　業

　者

主たる営業所の
所在地を管轄する
都道府県知事

第３種
主たる営業所の
所在地を管轄する
都道府県知事

主たる営業所の
所在地を管轄する
都道府県知事

○

×

×

○

○

△
(隣接市町村等)

○

○

○

○

○

○

７０００万
（１４００万）

１１００万
（２２０万）

３００万
（６０万）

旅行業者から委託された業務 不要

3０００万

7００万

３００万

-

必要

必要

必要

必要旅行業者代理業

観光圏整備実施計画に
おける国土交通大臣の認定

旅行業者から委託された業務
（観光圏内限定、対宿泊者限定） 不要 - 研修終了者

で代替可能
観光圏内限定
旅行業者代理業

（注１）「企画旅行」とは、あらかじめ（募集型）又は旅行者からの依頼により（受注型）、旅行に関する計画を作成するとともに、
　　　運送又は宿泊サービスの提供にかかる契約を、自己の計算において締結する行為
（注２）旅行業協会に加入している場合、営業保証金の供託に代えて、その５分の１の金額を弁済業務保証金分担金として納付。
　　　また、金額は年間の取扱額が２億円未満の場合であり、以降、取扱額の増加に応じて、供託すべき金額が加算

� （観光庁ホームページ「旅行業法」から抜粋）

　［旅行業務取扱管理者試験の概要］

　旅行業務取扱管理者は、その営業所の取り扱う旅行業務の種類により、その必要な試験が異なっ
ています。
　たとえば、海外旅行を取り扱う営業所については、総合旅行業務取扱管理者試験の合格者が、
国内の旅行だけを取り扱う営業所については、総合旅行業務取扱管理者試験か国内旅行業務取扱
管理者試験の合格者が必要となります。
　試験の実施に伴う事務は、「総合旅行業務取扱管理者試験」については、（社）日本旅行業協会が、
「国内旅行業務取扱管理者試験」については、（社）全国旅行業協会がそれぞれ代行しています。

２　宿泊業（ホテル・旅館業）

　ホテル・旅館業を経営しようとする者は、県知事（保健所が設置されている富山市では富山市長）
の許可を受けなければなりません（旅館業法第３条第１項）。この際には、申請書に営業の種別（旅
館業法上のホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の種別）を記載しなければなりませ
んが、これとは別に営業施設の名称も記載することとなっています（旅館業法施行規則第１条）。
したがって、営業の種別については旅館営業として申請している場合であっても、営業施設の名
称については「旅館」、「民宿」、「ホテル」、「ペンション」等経営者の設定に委ねられているため、
実際には各個のイメージ戦略等から規模の大小、経営形態に関わらず自由に名乗っているのが実
情です。
　ホテル営業、旅館営業等の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で定められてい
ます（旅館業法施行令第１条）。
＜旅館営業の場合＞
　①客室の数は、５室以上であること。
　②和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ７平方メートル以上であること。
　③洋式の構造設備による客室は、ホテル営業における洋式の構造設備による客室の基準を満た
　　すものであること。

旅行に関する
計画の作成

旅行業務取扱管理者の職務

　旅行業務取扱管理者は、以下の事項についての
事務を管理・監督
① 旅行に関する計画の作成に関する事項
② 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
③ 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
④ 取引条件の説明に関する事項
⑤ 契約書面の交付に関する事項
⑥ 企画旅行の広告に関する事項
⑦ 運送等サービスの確実な提供等、企画旅行の円滑
　 な実施のための措置に関する事項
⑧ 旅行に関する苦情の処理に関する事項
⑨ 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の
　 内容に係る重要な事項についての明確な記録又は
　 関係書類の保管に関する事項

旅行取引

旅
行
業
務
取
扱
管
理
者

旅程管理旅程管理業務を
行う主任の者
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　④宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
　⑤適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
　⑥当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿
　　泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
　⑦宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
　⑧適当な数の便所を有すること。
　⑨当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、　
　　当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホー
　　ルその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
　⑩その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
　　食事の提供については、食品衛生責任者の資格者が必要です。
　　また、建物の広さ・収容人員により甲種防火管理者資格者が必要な場合もあります。

　［登録ホテル・旅館］
　国際観光の振興に寄与するため、国際観光ホテル整備法に基づき、外客宿泊施設について登録
制度を実施してこれらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の
提供を促進する等の措置が講じられています。
　登録ホテル・旅館は、訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベ
ルが保証されたホテル・旅館です。
　登録ホテル・旅館となるための基準や手続等は、国際観光ホテル整備法（昭和24年法律第279号）
に規定されています。それぞれ客室数等の施設基準と外客接遇主任者の選任等の人的側面や経営
状況に関する基準があります。

� （観光庁ホームページ「登録ホテル・旅館」から抜粋）

国際観光ホテル整備法の概要
○　国際観光ホテル整備法は、ホテルその他の外客宿泊施設についての登録制度や外客に対する登録ホテル等に関
　する情報提供を促進するための措置等について規定

ホ
テ
ル・旅
館
を
営
む
者

観光庁長官
登録実施機関

 （情報提供事業実施機関）
登録基準

ハード面（施設等）

申請

ホテルの主な基準
・基準客室数・・・１５室以上
・基準客室数が総客室の半数以上
・洋朝食が提供できる厨房及び食堂
・一定水準以上のロビー、食堂面積
・外客に対応した館内標示
　（館内案内・客室・避難経路等）

ソフト面（接遇等）
・外客接遇主任者の選任

旅館の主な基準
・基準客室数・・・１０室以上
・基準客室数が総客室の１／３以上
・浴室・トイレ付の客室が２室以上
・共同用浴室（全基準客室に浴室が
 ある場合を除く）
・外客に対応した館内標示
　（館内案内・客室・避難経路等）

（選任の要件）
・３年以上の接客業務の経験
・接遇上必要な外国語会話能力（英語・・・英検３級以上）
　※　言語の種類は問わない

登録ホテル・旅館
登録施設数

遵守事項

登録

・料金、宿泊約款の届出（設定・変更）及び公示
・施設基準の維持
・「標識」の掲示
・外客接遇主任者が行うべき業務の実施
　（苦情処理、従業員の指導・研修計画に関する事務）
・登録事項の変更等の届出

ホテル : 1,005施設
旅館　 : 1,674施設
合計　 : 2,679施設　（H２２．８．３１現在）

・複数の外国語による案内標識
・クレジットカードでの精算、外貨から日本円への両替
・インターネット設備の整備
・外国語会話能力を有する複数の従業員による接遇
・複数の外国語会話能力を有する従業員による接遇
・外国語パンフレット配布等による観光情報の提供　等

外国人宿泊客の利便の増進のための措置

地方税の不均一課税
２５９市町村で固定資産税の軽減措置を実施（平成２２年３月３１日現在）

■支援施策■
１　商業・サービス業活性化資金（観光旅館施設整備枠）

　　観光旅館の施設を整備する際にご利用いただける制度です。
　融資対象者の要件
　☆この資金に特有の要件
　＜一般枠＞
　　次の施設・設備整備等を行う観光旅館業者の方（中小企業者以外の方もご利用できます。）
　　（1）宿泊施設の新設、増設及び改修
　　（2）宿泊施設の付帯施設（駐車場・店舗等）の新設、増設及び改修
　　（3）施設整備のために行われる土地の取得に要する資金
　　（4）その他、設備の導入及び既存施設・設備の改善等により、顧客サービスの向上を図るもの
　＜特別枠＞
　　次の施設・設備整備等を行う観光旅館業者の方（中小企業者で富山県ホテル・旅館生活衛生同
　業組合の組合員）
　　（1）宿泊施設の新設、増設及び改修
　　（2）宿泊施設の付帯施設（駐車場・店舗等）の新設、増設及び改修
　　（3）施設整備のために行われる土地の取得に要する資金
　　（4）その他、設備の導入及び既存施設・設備の改善等により、顧客サービスの向上を図るもの
　資金使途
　　□設備資金　施設の整備に当たって必要な設備資金
　　□運転資金　設備投資に伴う運転資金（運転資金のみの利用は不可）
　融資条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県観光・地域振興局観光課　コンベンション誘致班
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電…話　076－444－4589（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX………076－444－4404

区
分 資金使途 融資限度額

融資期間
（据置）
［以内］

貸付利率
［以内］

保証料率 償還方法
融資申込
先　　　

一
般
枠

設備資金 3,000万円 ７年（１年）年2.10%以
内

保証協会の定めに
よる（割引料率の
適用有り）

金融機関
の方法に
よる

取扱金融
機関を経
由のうえ
県観光課

特
別
枠

設備資金
（設備投資に
伴う運転資
金）
※運転資金の
みの利用は
不可

１億円
（うち運転資金1,000
万円）
※取扱期間：平成
　28年３月31日まで

設備資金
10年（１年）
運転資金
５年（1年）

年1.50%以
内

保証協会の定めに
よる（割引料率の
適用有り）

金融機関
の方法に
よる

取扱金融
機関を経
由のうえ
県観光課
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２　観光地域リニューアル支援事業補助金

　県では、特定の観光地域や民間事業者を選定し、観光振興分野の専門家による指導により、今
後の成功モデルとなるような観光地域や観光施設を作り上げる取組に対し、所要経費の一部を助
成します。
　事業実施主体
　　（1）連携体（観光関係団体、民間事業者、特定非営利活動法人等の２者以上で構成される団体）
　　（2）民間事業者（宿泊施設等）
　補助対象事業・対象経費
　　観光地域分野のリニューアルに必要な経費
　　観光振興の専門家（観光カリスマ、旅館経営コンサルタント等）による指導により、
　　（1）具体的な観光ルート作りや接客方法等、その運用について商品化を前提とした改革を行う
　　　こと。
　　（2）観光施設におけるワンランク上のおもてなしの接客やサービスのあり方等について実践を
　　　通した指導を行うこと。
　　 コンサルタント委託料
　　 会議費
　　 現地調査事務費
　　 チラシ、資料、報告書作成費　等
　補助率等
　　（1）連携体
　　　補助対象経費の2/3以内
　　（2）観光事業者
　　　補助対象経費の1/2以内
…　　※限度額　2,000千円

問合せ先
　富山県観光・地域振興局観光課おもてなし推進係
　　電…話　076－444－3200
　　FAX　076－444－4404

■進出事例■
株式会社　長田組（土木・建築工事）

　指定管理制度を活用して、南砺市国民宿舎「五箇山荘」や南砺市たいらスキー場の経営に取り
組んでいる。

はじめに（進出する方へ）

■新エネルギー」とは■
　「新エネルギー」とは、自然のプ
ロセス由来で絶えず補給される太陽
や風力、バイオマス、地熱、水力等
から生成される「再生可能エネル
ギー」のうち、その普及のために支
援を必要とするものを指します。
　また、クリーンエネルギー自動車、
天然ガスコジェネレーション、燃料
電池については、「革新的なエネル
ギー高度利用技術」として、その普
及を図ることが必要とされておりま
す。

　わたしたちの日常生活や経済活動においては、石油や天然ガス等の化石燃料を大量に消費してい
ます。しかし現在のペースで進めば、石油であと約42年、天然ガスも約60年で使い果たしてしまう
と予測されています。
　また、温室効果ガス排出量の削減を義務付けた京都議定書の第１約束期間（2008年から2012年）
における▲６％（1990年比）の削減達成のため、化石燃料の消費に伴い発生する二酸化炭素等温室
効果ガスの削減対策が国内外において強化されています。
　さらに、東日本大震災に伴う原発事故を契機に、多様なエネルギー源のベストミックスや省エネ
ルギー構造への転換等新たなエネルギー政策が検討されています。
　このような中、化石燃料の消費が軽減され、また、二酸化炭素の排出量を減らすことができる、
新エネルギーに対する期待が大きくなってきています。

参入分野 新エネルギー

革 新 的 な
エ ネ ル ギ ー
高度利用技術

燃料電池

石油

石炭 天然ガス

海洋エネルギー

大規模水力発電 大規模地熱発電

原子力

クリーンエネ
ルギー自動車

天然ガス
コジェネレー
ション 

供給サイドのエネルギー

石油代替エネルギー

再生可能エネルギー

新エネルギー

発　電熱利用

バイオマス燃料製造

太 陽 熱 利 用

バイオマス熱利用

温度差熱利用

雪 氷 熱 利 用

太 陽 光 発 電

風 力 発 電

バイオマス発電

中小規模水力発電

地 熱 発 電

石油

0 50 100 150 200年

石炭

天然ガス

ウラン

世界エネルギー資源可採年数2008

40.5

147

63.3

85

（経済産業省資源エネルギー庁�日本のエネルギー2010�より）
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■新エネルギーの導入促進■
　新エネルギーは、地球にやさしい国産エネルギーですが、他のエネルギーと比較してコストが高
く、また、太陽、風力など自然条件に左右され出力が不安定などの課題もあり、一次エネルギー供
給に占める割合は再生可能エネルギーで約６％（2008年度）、そのうち新エネルギー（水力・地熱
を除く）は約３％（2008年度）にとどまっています。
　新エネルギーをはじめとする再生可能エネルギーの導入拡大は、地球温暖化対策、エネルギー自
給率向上、エネルギー源多様化、環境関連産業育成等の観点から重要です。

富山県の新エネルギーの現状

■富山県の取組■
　富山県は、水と緑と大地の豊かな自然環境に恵ま
れ、住み良さの点でも高い評価を受けています。
　また富山県は、水力発電の開発に先駆的に取り組
んできた、言わばクリーンエネルギーのパイオニア
県です。
　こうした恵まれた環境を守り、次世代へ引き継い
でいくとともに、今後とも、新エネルギーを利用し
た環境にやさしいまちづくりを進めていくことが大
事です。
　富山県では、地域の特性を踏まえ、重点的に導入
を進めていく「重点エネルギー」を設定し、公共施
設等への導入や、民間レベルでの導入が促進される
よう、普及啓発や産学官連携による技術開発に積極的に取り組んでおります。

重点エネルギー

発　電

太 陽 光 発 電
・持ち家率が高く、普及しやすい。
・災害時の非常用電源として活用可能である。

廃 棄 物 発 電 ・道路整備率が高く、広域収集が可能である。

中 小 水 力 発 電
・豊富な水資源が活用できる。
・農業用水等を活用した中小水力発電が期待できる。

風 力 発 電 ・小型風力発電は市街地でも設置が可能である。

熱利用 廃 棄 物 熱 利 用 ・道路整備率が高く、広域収集が可能である。

その他

ク リ ー ン
エ ネ ル ギ ー 車

・一世帯当りのマイカー保有台数が高い。
・道路整備率が高く、エネルギー充填施設の設置が容易である。

燃 料 電 池
・産学官連携により小型燃料電池の開発が進められている。
・クリーンエネルギー車等への導入が期待される。

太陽光発電
　シリコン半導体等に光が当たると電気が発生する現象を
利用し、太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方
法です。エネルギーコストが不要で、環境に優しく、耐久
性が良いため維持コストは安上がりです。規模は電力需要
に応じて自由に設計でき、増設も容易です。
（富山市：富山西警察署、射水市：県民公園太閤山ランド　等）

太陽熱利用
　太陽熱利用は、太陽の熱エネルギーを給湯等に利用する
システムです。家の屋根等に設置する太陽熱集熱器は、太
陽の熱エネルギーを集め温水を作ります。また、ソーラー
システムでは給湯のほか、冷暖房等にも利用します。
（富山市：県総合体育センター、黒部市：特別養護老人ホー
ム　等）

風力発電
　風の力でブレード（風車の羽根）をまわし、その回転運
動を発電機に伝えて電気を起こします。小型風力発電は市
街地でも設置できますが、大型風力発電の場合、年間を通
じて強い風力（一般的には地上30ｍ高で平均風速６ｍ/秒以
上）が必要とされています。
（入善町：入善浄化センター　等）

中小水力発電
　富山県は、水力発電王国と呼ばれており、全国の水力
発電の約１割を占めています。平成20年４月、国では１千
kWh以下のものを新エネルギーに位置付け、更なる開発の
推進に向けた支援の強化が図られています。富山県は、豊
富な水資源と勾配の急な地形条件を有しており、中小水力
発電に適しているといわれています。
（立山町：仁右ヱ門用水発電所、砺波市：安川発電所　等）

公共施設等への導入事例
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廃棄物発電
　ごみを焼却する際の熱で高温の蒸気を作り、その蒸気で
タービンを回し発電します。地域の身近にあるエネルギー
源として注目されており、発電した後の廃熱は、周辺地域
の冷暖房や温水として有効に利用することができます。
（立山町：富山地区広域圏クリーンセンター、射水市：グリー
ンピア射水）

バイオマスエネルギー
　バイオマスエネルギーは、生物体を構成する有機物から、
酸化・燃焼等の化学反応を介して利用されるエネルギーで
す。木くずや家畜糞尿等林産資源や畜産資源を利用するも
のや、食品廃棄物等を醗酵して得たメタンガスを燃焼して
発電に利用するものもあります。
（富山市：食品リサイクル工場、高岡市：木材パルプ会社　等）

温度差エネルギー
　海水・河川水・下水等の一年を通じてあまり温度の変わ
らない水温と外気との温度差を利用した熱供給システムで
す。ヒートポンプを用いて、民生用の空調システム等に活
用することが可能です。
（射水市：海竜スポーツランド、魚津市：ありそドーム　等）

クリーンエネルギー自動車
　クリーンエネルギー自動車は、石油代替エネルギーを利
用したり、ガソリンの消費量を削減したりすることで、排
気ガスを全く排出しない、または排出量が少ないクルマで
す。電気自動車やハイブリッド車、天然ガス自動車等があ
ります。
（富山市：富山県庁、北陸電力　等）

再生可能エネルギー固定価格買取制度
　平成23年８月、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立
しました。この法律は、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用い
て発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成
24年７月１日からスタートします。

■買取対象■
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気

　※住宅等での太陽光発電については、現在と同様に余剰電力の買取りとなります。
　※風力については、小型の風力発電を含みます。
　※水力については、3万kW未満の中小水力発電を対象とします。
　※バイオマスについては、紙パルプ等の既存の用途に影響を及ぼさないバイオマスを使った発電を対象　
　にします。

発電の設備や方法については、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー源を用いて発電を行う
設備であること等の点について経済産業大臣が認定します（認定を受けた設備を用いて供給さ
れる電気が買取対象になります。）。

■買取義務■
電気事業者は、買取りに必要な接続や契約の締結に応じる義務を負います。
買取価格（調達価格）・買取期間（調達期間）については、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、
規模等に応じて、関係大臣（農水大臣、国交大臣、環境大臣、消費者担当大臣）に協議した上
で、新しく設置される中立的な第三者委員会（委員は国会の同意を得た上で任命）の意見に基
づき経済産業大臣が告示します。
集中的な再生可能エネルギーの利用の拡大を図るため、法の施行後３年間は、買取価格を定め
るに当たり、再生可能エネルギー電気の供給者の利潤に特に配慮することとされています。

　※買取価格・買取期間については、以下の点を勘案して決められます。
　　　買取価格：再生可能エネルギーの発電設備を用いて電気を供給する場合に通常必要となる発電コスト、……
　　　　　　　再生可能エネルギー電気の供給者が受けるべき利潤等

　　　買取期間：再生可能エネルギーの発電設備が設置されてから設備の更新が必要になるまでの標準的な
　　　　　　　期間

…
■買取費用の回収■
買取りに要した費用に充てるため、各電気事業者がそれぞれの電気の需要家に対し、使用電力
量に比例したサーチャージ（賦課金）の支払を請求することが認められます。
ただし、電力購入量（kWh) ／売上高（千円）が一定の値を超える事業についての事業所が、
一定量以上の電力購入量がある場合、その事業所についてはサーチャージの８割又はそれ以上
が減免されます。
地域間でサーチャージの単価が同額となるように地域間で調整を行われます。

� （資源エネルギー庁資料から抜粋）



66 67

支援施策

国等の助成制度の概要（平成23年10月現在）
新エネルギー全般

名　　　称 再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業

概　　　要

先進的な再生可能エネルギー熱利用設備を導入する民間事業者に対して、事業費の一部
について補助を行う。
※補助対象となる新エネルギー
（1）太陽熱利用、（2）温度差エネルギー利用、（3）バイオマス熱利用、（4）雪氷熱利用、
（5）地中熱利用

対象事業者 民間企業

補　助　率 1/3以内

窓　　　口

経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課　　　　　　
　　http://www.enecho.meti.go.jp/　
中部経済産業局エネルギー対策課　　　　
　　TEL：052－951－2775　http://www.chubu.meti.go.jp/　
㈳新エネルギー導入促進協議会（ＮＥＰＣ）
　　TEL：03－3579－7701　…http://www.nepc.or.jp/
※債務保証に関する手続等についてはＮＥＰＣ

名　　　称 地域再生可能エネルギー熱導入促進事業

概　　　要

再生可能エネルギー熱利用設備を導入する地方自治体、地方自治体と連携して再生可能
エネルギー導入を行う民間事業者に対して、事業費の一部について補助を行う。
※補助対象となる新エネルギー
（1）太陽熱利用、（2）温度差エネルギー利用、（3）バイオマス熱利用、（4）雪氷熱利用、
（5）地中熱利用

対象事業者 地方公共団体、非営利民間団体等

補 助 率 等 設備導入事業：1/2以内

窓　　　口 ㈳新エネルギー導入促進協議会（ＮＥＰＣ）

名　　　称 新エネルギーベンチャー技術革新事業

概　　　要

再生可能エネルギー及びその関連技術に関する技術課題を提示し、それらの解決策とな
る技術について、研究開発を委託する。
※募集する技術分野
　太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス利用、太陽熱利用、その
他未利用エネルギー分野。再生可能エネルギーの普及、エネルギー源の多様化に資す
る新規技術（燃料電池、蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等）。

対象事業者 企業（ベンチャー・中小・大企業）、大学、国又は公設の試験研究機関

委 託 料 等 委託料　１件当り５千万円以内

窓　　　口
　新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）
　　TEL：044－520－5180　http://www.nedo.go.jp/

太陽光発電

中小水力発電

省エネルギー

名　　　称 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金

概　　　要 住宅用太陽光発電システムの設備を導入する際に、設置者に対して定額の補助を行う。

対象事業者 自ら居住する住宅にシステムを設置する個人

補　助　金 対象システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力１kwあたり4.8万円

窓　　　口
㈳太陽光発電普及拡大センター（Ｊ－ＰＥＣ）
　　TEL：043－239－6200　http://www.j-pec.or.jp/

名　　　称 中小水力発電開発費補助金

概　　　要

水力発電は、初期投資が大きく、かつ、スケールデメリットから初期の発電原価が他の
電源と比較して割高になることから、中小水力の初期発電原価を引き下げ、電源開発・
利用の促進を図るため、中小水力発電施設の設置等に要する費用に対して、建設費の一
部を補助する。

対象事業者 民間企業、各種団体（地方公共団体含む）等

補 助 率 等
設置では5,000kw以下は10%、5,000kw超は10%を上限
新技術の導入では、50%を上限

窓　　　口 ㈳新エネルギー導入促進協議会（ＮＥＰＣ）

名　　　称 エネルギー使用合理化事業者支援事業

概　　　要
事業者が計画した省エネルギーへの取組のうち、「技術の先端性」、「省エネルギー効果」
及び「費用対効果」を踏まえて政策的意義の高いものと認められる設備導入費（生産能
力増になる設備を除く）について補助を行う。

対象事業者 民間企業、地方公共団体、非営利民間団体

補　助　率
単独事業　1/3以内（1件当り補助金の上限は50億円/年度）
連携事業　1/2以内（　　　　　　　同上　　　　　　　）

窓　　　口
㈳環境共創イニシアチブ　審査第一グループ
　　TEL：03－5565－4463　FAX：03－5565－4462

㈳独
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クリーンエネルギー自動車

燃料電池

県の支援制度等の概要（平成23年度）
再生可能新エネルギー全般名　　　称 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策事業

概　　　要
クリーンエネルギー自動車（電気自動車、ハイブリッド車、クリーンディーゼル車等）
を導入する者及び燃料供給設備の設置等を行う者に対し、導入に必要な費用の一部を補
助する。

対象事業者 法人（地方公共団体等を除く）、個人事業者、個人

補　助　率

クリーンエネルギー自動車：通常車両との価格差又は基準額に対して１／２以内
（電気自動車、ハイブリッド車は100万円、クリーンディーゼル自動車は40万円を上限）
充電設備：本体価格×補助率（1/2）
燃料供給設備：充填設備及びその設置工事費の1/2以内

窓　　　口

ハイブリッド車、電気自動車、クリーンディーゼル車及び充電設備について
㈳次世代自動車振興センター　CEVグループ
　　TEL：03－3503－3782　…http://www.cev-pc.or.jp/
天然ガス自動車用燃料供給施設について
㈳都市ガス振興センター
　　TEL：03－3502－5590　http://www.gas.or.jp/

名　　　称 民生用燃料電池導入支援補助金

概　　　要
家庭燃料電池コジェネレーションシステムの普及促進及び早期の自立的な市場の確立を
図るため、設置者に対し設置費用の一部を補助する。

対象事業者 一般利用者、リース事業者

補　助　率
補助対象システムに係る機器購入費用と従来機器の機器購入費用との差額の1/2及び設
置工事費の1/2（上限額は105万円）

窓　　　口
㈳燃料電池普及促進協会「補助金事業センター」
　　TEL：03－5472－1190…　http://www.fca-enefarm.org/

名　　　称 新商品・新事業創出公募事業（環境・エネルギー枠）

概　　　要 再生可能エネルギー分野における新商品の開発等

対　象　者
県内外の企業と大学等高等教育機関又は公的試験研究機関の研究者等で構成される研究
グループ

助　成　額 １件200万円限度（ 2件程度）

窓　　　口 ㈶富山県新世紀産業機構（http://www.tonio.or.jp/）

名　　　称 富山県中小企業融資制度　新成長産業育成支援資金

概　　　要 再生可能エネルギー・資源有効活用にかかる装置、部品等の製造に対する融資

対　象　者 県内中小企業者

窓　　　口 富山県商工労働部　経営支援課

　　　　　　問合せ先
　　　　　　　富山県商工労働部商工企画課　新産業科学技術班（http://www.pref.toyama.jp/）
　　　　　　　　　〒930－8501　富山市新総曲輪１－７
　　　　　　　　　TEL…076－444－3245　FAX…076－444－4401

環境施設整備全般

太陽光発電

名　　　称 富山県中小企業環境施設整備資金融資制度

概　　　要 省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用施設の整備、低公害車の導入等に対する融資

対　象　者 県内中小企業者

窓　　　口 富山県生活環境文化部　環境政策課

名　　　称 住宅用太陽光発電システム導入促進事業

概　　　要
住宅用太陽光発電システムの設備を導入する際に、設置者に対して定額（１件５万円）
の補助を行う。

対　象　者 自ら居住する住宅にシステムを設置する個人

窓　　　口 富山県生活環境文化部　環境政策課
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■はじめに■
　富山県の人口は、平成10年にピークを迎えてから、毎年減少しており、平成22年現在では1,093,365
人（H22国調速報値）となっており、今後も減少傾向が続くものと考えられます。
　また、世帯数については、かつての人口増加や近年の核家族化の進行等により現在も増加し続け、
平成22年現在では383,323世帯（H22国調速報値）となっていますが、近い将来減少に転じると推計
されています（国立社会保障・人口問題研究所推計）。
　これまで、世帯の増加等に伴い、新たな住宅が建設されてきましたが、住宅のストックが量的に
充足し、地球環境問題の深刻化や住宅の購買力の低下等社会情勢の変化もあることから、「作って
は壊す」社会から、「いいものを作り、きちんと手入れをして、長く大切に使う」社会に移行する
ことが重要です。
　このような観点から、将来にわたり長く使われるよう住宅の質を高めるため、耐震化、省エネ化、
バリアフリー化等のリフォームや計画的な維持保全が重要となってきています。

■リフォーム事業の現状■
　住宅のみならず、住宅以外の建築物のストックも相当程度確保された現在においては、既存の住
宅・建築物のリフォームによる有効活用が重要になってきています。このため、中小建設業者にとっ
ては、元請として参入する機会が一層増えてくることが期待されます。
　リフォーム事業は、建築関係の業務を主とする建設業者にとっては、特に新たな投資や人材育成
等を行わなくとも、比較的取り組みやすい分野ですが、土木関係の業務を主とする建設業者にとっ
ては、必要とされる技術の違い等により、新たな事業分野として取り組んでいくことが必要です。

住宅リフォームの種類

■参入に関しての状況■
　現在、国等の政策により種々の住宅関連支援制度の充実が図られています。これらは、消費者へ
の助成と同時に、今後の更なるリフォーム市場の拡大を想起させる社会的な流れと考えられます。
　県や市町村においては、住宅の耐震改修や高齢者に対応したバリアフリー改修、低炭素社会に向
けた地域材の活用及び断熱化・省エネ設備設置等の省エネ改修等について、補助金制度等を設け、
普及促進を進めています。

参入分野 リフォーム事業

種　類 内　　容

メンテナンス
リフォーム

劣化や損傷が生ずる屋根や外壁等を適切な時期に点検を行い、良好な維持保全を行う。

住空間改善
リフォーム

家族構成や暮らし方の変化に対応するため、増改築や間取りを変更することにより、
より暮らしやすい住まいにする。

性能向上
リフォーム

耐震・省エネ・防犯・バリアフリー等の住まいの性能を高めたり、水周り設備等を新
しいものに更新する。

　リフォーム支援制度

　　・富山県住みよい家づくり資金融資（県）
　　　　耐震化、バリアフリー化、太陽光発電システム導入、省エネ改修、三世代同居型リフォー
　　　　ム
　　・富山県木造住宅耐震改修支援事業（県、全市町村）
　　・地域材活用支援事業（県、３市）
　　　　県内産の木材を利用し、住宅の新築・増改築を行う方に対する補助
　　・新エネルギー・省エネルギー設備導入費支援（県、10市、3町）
　　　　太陽光発電・太陽熱利用・家庭用小型風力発電・各種省エネ設備設置補助等
　　・雪に強い住宅への支援（２市）
　　　　屋根融雪装置設置補助、克雪住宅普及事業
　　・重度障害者住宅改善支援、介護保険住宅改修支援、高齢者住宅改善支援（全市町村）

　税制優遇制度

　　・投資型減税（所得税の控除）、住宅リフォーム減税（固定資産税の控除）
　　　　耐震改修リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム
　　・ローン型減税（所得税の控除）
　　　　バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制

■進出の際の留意事項■
　住宅リフォームは、新築に比べて工事の規模が小さいことや、住まい手が住んでいる住宅の中で
工事することが多いため、設計期間を含め、全体的に工期が短い傾向にあります。
　リフォーム工事に関与する設計者や工事者がその計画と工事の内容に基づく関係法令に定められ
た基準や規定に適合するよう努力していても、工事現場で発生する追加や変更工事のためにうっか
り見落としてしまうことや、施主の要望等により、違法なリフォームをしてしまう場合があります。
　これらのことは、トラブルに巻き込まれる原因となり、法令違反者となった場合、その事業者や
有資格者は、罰則を受けることになり、さらには社会的な信用の失墜とともに職業を失うことも考
えられ、状況によっては、損害賠償の請求を受ける場合もあります。
　また、マンションでは、住民共同のルールである管理規約に反する身勝手なリフォームは、近隣
や管理組合との関係の悪化を招くことはもちろんのこと、内容によっては損害賠償に発展し、トラ
ブルに起因する住みづらさから施主が転居を余儀なくされる場合もあります。
　法令順守はこれからの時代に必要不可欠な要件であることから、慎重に事業を進めていくことが
必要です。
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■参入分野の関連法令等■
　住宅・建築物の整備には、様々な法律や条例、規則等により基準が定められています。これらの
法令は、新築住宅に限らず、リフォームにも適用される基準であり、順守することが義務付けられ
ています。

　建築関係法令

　　　建築基準法、消防法、建設業法、建築士法、都市計画法、下水道法、浄化槽法、
　　　富山県民福祉条例等
　住宅に関するその他の法令

　　　住宅品質確保法、住宅瑕疵担保履行法、長期優良住宅普及促進法、省エネ法、
　　　建設リサイクル法、廃棄物処理法、区分所有法、マンション管理適正化法等
　民法その他関係法令

　　　民法、消費者契約法、特定商取引法、消費生活用製品安全法等

■必要な許認可等■
　建築基準法

　　・建築確認申請が必要な増改築
　　　　防火地域及び準防火地域外の場合：10㎡を超える増改築
　　　　防火地域又は準防火地域内の場合：すべての増改築
　建設業法

　　・建設業許可
　　　　リフォーム工事においては、500万円未満の工事を請け負う場合は不要です。
　建築士法

　　・建築士事務所登録
　　　　建築士が建築設計業務を行うときは、登録を行う必要があります。
　建設リサイクル法

　　・解体工事業の登録
　　　　解体工事の規模や額にかかわらず登録が必要であり、リフォーム工事業においても、建築
　　　物の構造耐力上主要な部分である壁や柱等を取り壊す場合は登録が必要です。
　その他

　・各市町村による給排水施設に係る工事事業者等の登録

■お問い合わせ■
　　富山県土木部建築住宅課　　TEL　076－444－3355

Ⅴ 新分野進出事例
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Ⅴ 新分野進出事例

１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　平成13年の秋、遊休地を使ってのデイサービス
経営を勧める建設業界誌の記事に出会い、施設で
の母親の介護に満足していなかった代表者が、富
山市北代に所有していた資材置き場に老人介護施
設を建設し、自ら母親の介護をすることを決断す
る。
　平成14年６月、建設業と老人介護事業との経営
責任を明確にするために、老人介護事業の運営会
社として朝日建設㈱の100％子会社㈲朝日ケアを
設立する。
　平成15年４月、あさひホームとして新築開業。
さらに平成18年７月には、院長が亡くなり閉院し
ていた病院を改築して、あさひホーム吉作を開業
する。
２ 進出時の問題点とその対応
　機械による入浴を行わない方針で浴室を設け、
そのことを説明した上での介護スタッフの採用で
あったが、入浴介助の指導に当たるべき介護部長
自身の技術が乏しく、開業してすぐに介護スタッ
フから機械浴の導入を求められた。そこで、外部
の第一人者による研修を４月中に実施し、介護ス
タッフの意識転換と技術の習得を図った。また、
８月には新しい介護部長を採用し、この部長の指
導の下に入浴介助の研修会を重ねた。当社の入浴
介助の方針に納得できない介護スタッフは辞めて
いった。現在では、誰一人として機械浴の導入を
口にする者はいない。
３ 公的支援制度の活用状況
（1）富山市介護基盤緊急整備特別対策事業費補助
金（スプリンクラー）

（2）介護職員処遇改善交付金
（3）介護未経験者確保等助成金
（4）介護サービス支援ステーション運営事業委託

４ 事業の推進体制
　各種介護サービスはすべて㈲朝日ケアの職員が
行っているが、給料計算業務だけは、朝日建設㈱
の総務部で行っている。
　毎月１回、社長出席のもと、経営会議と運営会
議を行っている。
５ 事業の成果
　㈲朝日ケアから朝日建設㈱に対して、借入金利
息と北代の地代が滞ることなく毎年支払われ、朝
日建設㈱の貴重な営業外収益になっている。
●主な顧客･販売先
　　呉羽地域を中心としたご家庭
●直近の売上高（H22.6.1 ～…H23.5.31）
　　２億4,700万円
●直近単年度収支
　　850万円の黒字
●黒字化した年度　第8期H21.6.1 ～…H22.5.31
６ 今後の課題・展望
・介護の仕事に適した職員の採用
・介護職員処遇改善交付金が継続されること
・親会社からの借入金元金の返済

デイサービス、ショートステイ、
グループホーム、訪問介護、
居宅介護支援事業の経営

・あさひホーム（北代）DS30名、SS9名、GH9名（写真…右）
・あさひホーム吉作DS10名、SS6名、GH6名（写真…下）

福祉分野 朝日建設株式会社

建設業の会社
　会 社 名　朝日建設株式会社
　所 在 地　富山市安住町7－12
　代 表 者　林　和夫
　従業員数　74人
　事業内容　土木、舗装、電気、アスファルト合
　　　　　　材製造販売、福祉用具レンタル
　資 本 金　45,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　有限会社朝日ケア
　所 在 地　富山市北代189
　代 表 者　林　和夫
　従業員数　61人
　事業内容　デイサービス、ショートステイ、グ
　　　　　　ループホーム、訪問介護、居宅介護
　　　　　　支援事業
　資 本 金　3,000千円

社 概 要会

　富山県では、平成18年度から、建設企業の新分野事業への進出の促進、経営基盤の強化に資する
ため、県内で実施される新分野事業において顕著な実績をあげた建設企業を表彰する「建設業新分
野進出企業表彰」を実施しています。
　この章では、これから新分野に進出しようとする方々の参考にしていただくため、建設業新分野
進出企業表彰を受賞した企業の新分野進出事例を紹介します。
　また、国土交通省の「建設業の新たな挑戦…展開事例・支援施策集2010」に掲載された他県事例
も併せて紹介します。

　他県事例

企業名 表彰年度 進出分野 事業概要 頁

朝日建設㈱（富山市）

18年度

福祉
デイサービス、ショートステイ、グループ
ホーム、訪問看護、居宅介護支援事業の経
営

75

三久建設㈱（氷見市） 環境 環境対策型土壌改良固化材の開発・製造・
販売 76

松島工業㈱（高岡市）
大高建設㈱（黒部市）
㈱牧田組（射水市）
鷹栖建工㈱（砺波市）

リフォーム 公共事業の減少で悩む建設会社へリフォー
ム獲得のノウハウを提供 77

木村産業㈱（砺波市） 福祉 富山型デイサービス事業所の運営 78

㈱山本組（上市町）
21年度

サービス 大岩不動の湯（一般公衆浴場）の経営 79

㈱得能組（砺波市） サービス 女性専用運動施設アルペンクイックフィッ
トネスクラブの経営 80

北陸機材㈱（富山市）

22年度

農業 完全人工光型植物工場の経営 81

丸新志鷹建設㈱（立山町） 製造業 木質ペレット製造事業 82

ユーシン建設㈱（砺波市） 製造業 ソーラービオトープの製造、販売 83

企業名 所在地 進出分野 事業概要 頁

㈲和仁建設 岐阜県高山市 農業 自立した農業による地域ブランドの確立、
水稲栽培及び耕作放棄地の復元 84

㈱みなと 山形県酒田市 製造業 ペットボトル特殊キャップの製造、清涼飲
料水の製造・販売 85

福地建設㈱ 鹿児島県霧島市 サービス 指定管理者によるキャンプ場・コテージの
管理・運営 86

㈱松田組 福岡県みやま市 林業 建設業のノウハウを活かし、竹を有効活用
した循環型ビジネスモデルの構築 87
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１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　耐震補強工事等の地盤改良工事が増え、安くて
安全・良質な固化材を探していたが、相応しいも
のが見つからず、平成12年頃から自社開発の可能
性について調査・研究を行った。平成15年４月に
製造プラントが完成し販売を続けている。

２ 進出時の問題点とその対応
　製品を生み出すまでは実験の繰り返し、製品が
認知されるまでの時間、販路開拓、競合品との差
別化・競争力等新製品が市場に受け入れられるま
でには相当な時間を要した。
　初期投資は1億5,000万円で、自己資金と銀行融
資の半々である。中小企業新事業活動促進法の経
営革新計画の認定を受けたため、融資条件が有利
になった。
　研究開発の成果は時間がかかるが報われる。

３ 公的支援制度の活用状況
（1）経営革新計画の認定
（2）富山県リサイクル認定制度登録

４ 事業の成果
　「汚泥のリサイクル推進」等、国土交通省の指
針にマッチした事業展開で、環境に配慮した自社
製固化材の需要は伸びると期待。ただし、リサイ
クルの考え方は、安全性の面等で自治体により異
なるので調査が必要。行政のリサイクル認定制度
を利用し、認定製品になったのは影響大である。
公共工事の減少で競争力を付けるために、自社の
ノウハウが活かせる分野に進出したのが良かっ
た。

●主な顧客･販売先
　　三谷商事㈱、竹中産業㈱、千代田機電㈱等
　　阪和興業㈱
●直近の売上高
　　３億1,000万円
●直近単年度収支
　　営業利益　1,300万円

５ 今後の課題・展望
　建設発生土のリサイクルが進むに伴って、建設
汚泥や浚渫土、有機質土等の多種多様の改良工事
が増えており、固化材の開発も常に続けている。
浚渫土工事等に実績が出てきており、今後に期待
するところである。

環境対策型土壌改良固化材の
開発・製造・販売

　セメント系に代わる、無害で環境に配慮した無
機系リサイクル品利用固化材の製造・販売

環境分野 三久建設株式会社

建設業の会社
　会 社 名　三久建設株式会社
　所 在 地　氷見市伊勢大町2－17－4
　代 表 者　西川　宝三
　従業員数　31人
　事業内容　総合建設業ほか
　資 本 金　20,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　株式会社ＥＴＳジャパン
　所 在 地　氷見市十二町247－5
　代 表 者　西川　宝三
　従業員数　７人
　事業内容　固化材の製造販売ほか
　資 本 金　10,000千円

社 概 要会

富山県リサイクル認定製品　テクノソイルCM

移動式改良機による施工例

１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　地場ゼネコンを取り巻く環境の悪化に伴い、公
共事業に頼る経営体質から脱却し、民間中心の受
注構造へのシフトを余儀なくされていた時期、た
またま取り組んでいたダイレクトメールによる販
売促進事業を、より強固な営業活動にするため４
社が協業したことがきっかけ。その後共通のロゴ
マークの制作や、顧客管理データベースをウエブ
システムで作り、また、合同で営業の研修会等を
重ねるなどを経て、能動的な営業体質に変わって
きた。

２ 進出時の問題点とその対応
　顧客データの整理・管理がほとんどどの会社も
できておらず、名刺１枚１枚からデータベースを
構築するなど、地道な作業が続いた。
　また、各社の社員が「販売促進」に慣れておら
ず、一から営業の勉強が必要であった。

３ 公的支援制度の活用状況
（1）平成16年度
　「地域における中小・中堅建設業の企業連携・
新分野進出モデル構築支援事業」

（2）平成17年度
　「地域における中小・中堅建設業の新分野進
出／経営統合等促進モデル構築支援事業」

（3）平成18年度
　「富山県建設業新分
野進出等支援補助金」

４ 事業の推進体制
　協業建設業者４社とコンサルタント会社１社が
出資し「技ネット株式会社」を設立。コンサルタ
ント会社からの専属の派遣社員が業務に当たる。

５ 事業の成果
　リフォームの売上は当初伸びたが、その後認知
度が高まって以後は、増減を繰り返しているが、
利益は安定した状態が続いている。
…

（松島工業㈱の実績）

６ 今後の課題・展望
　まだブランドと言えるほどでないため、今後も
加盟企業を増やして、より強固なイメージ戦略を
展開していきたい。

『公共事業の減少で悩む建設会社へ
　リフォーム獲得のノウハウを提供する。』
　「技のリフォーム」というブランドをつくり、
加盟する建設会社を募り、ニュースレター、デー
タベースシステムによる顧客管理等を通して、Ｏ
Ｂ顧客・既存顧客との接点を改善し、民間からの
仕事を安定的に受注できるサービスを提供する。

リフォーム分野 松島工業株式会社

建設業の会社
　会 社 名　松島工業株式会社
　所 在 地　高岡市戸出町3－1－72
　代 表 者　松嶋　節郎
　従業員数　45人
　事業内容　建築、土木、煙突設計施工
　資 本 金　50,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　技ネット株式会社
　所 在 地　高岡市戸出町3－1－72
　代 表 者　松嶋　浩二
　従業員数　0人（コンサル）
　事業内容　顧客管理、ニュースレター作成
　資 本 金　10,000千円

社 概 要会

リフォーム工事損益実績
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１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　自分たちの暮らす地域に空き家が目立ち寂しい
街になってきたと感じたことや高齢者が多いこと
等により、モノ（構造物等のハード面）を造るこ
とより住みよい地域づくり（ソフト面）が求めら
れていると感じた。
　富山型デイサービスを知る機会があり、身内に
介護職がいたこともあり、自社の倉庫を改修して
地域密着の富山型デイサービスを始めようと考え
た。
　デイサービスが地域の拠り所となり、地域の潤
滑油になり、自分たちの暮らす地域が元気になっ
てくれればと考えている。

２ 進出時の問題点とその対応
　全くの異業種への進出だったため、立上げの構
想時から行政等の関係各所から厳しい意見をいた
だいた。立上げ当初も利用者が全くいない状況が
約半年続いた。
　地道にサービス提供を行っていくうちにファン
になってくれる事業所が増え、そこからの紹介で
口コミ的に利用者が増えるようになった。

３ 公的支援制度の活用状況
（1）富山型デイサービス施設住宅活用施設整備事業
（2）新産業・ベンチャー創出支援資金
（3）とやま起業未来塾
（4）富山型デイサービス起業家育成講座

４ 事業の推進体制
　定員10名と小規模なデイサービスですが地域に
根差したきめ細かいサービスを提供し、利用者と
は第２の家族としてお付き合いさせていただいて
いる。
　利用者やその家族と真剣に付き合う中からの住
宅改修の依頼、また、事業者からの増改築や設計
依頼も少しずつではありますが出てきている。
　売上を求めて事業を大きくすることよりも、地
域により深く根をおろして関わっていくことによ

り新たな需要を見つける機会になればと考えてい
る。

５ 事業の成果
●主な顧客･販売先
　　地域に住む赤ちゃん～お年寄り
●直近の売上高
　　2200万円
●直近単年度収支
　　15万円
●黒字化した年度等
　　平成19年４月から営業を開始し、初年度から
　黒字化達成

６ 今後の課題・展望
　収入のほとんどが介護保険の利用を前提とした
サービスである。介護保険制度の変更により収入
が左右されるので、制度に左右されない自主事業
が今後必要になってくると考えている。
　また人材不足を解決するため、若い職員の育成
にも力を入れている。

富山型デイサービス事業所の運営
　自社倉庫を改修して平成19年４月に地域密着の
富山型デイサービス『しょうずんだ』を営業開始。
本業である建設業と共に衣・食・住の『住』をハー
ド・ソフト両方からのサービス提供を行っている。

福祉分野 木村産業株式会社

建設業の会社
　会 社 名　木村産業株式会社
　所 在 地　砺波市庄川町金屋2062
　代 表 者　木村　長次郎
　従業員数　12人
　事業内容　総合建設、建設資材販売ほか
　資 本 金　20,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　特定非営利活動法人　まま
　所 在 地　砺波市庄川町金屋2833－1
　代 表 者　木村　吉秀
　従業員数　７人（内パート３人）
　事業内容　通所介護　ほか

社 概 要会

１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　当社近辺は大岩山日石寺を中心とした観光地で
ある。しかし、近年観光客も徐々に減少の傾向に
あり、地域も過疎化・老齢化の問題を余儀なくさ
れている。また、以前から縮小傾向にある公共事
業、長引く景気の低迷化の中で「危機意識」が芽
生え、新たなる収益の柱をつくり、雇用の安定を
図る必要性を感じた。そこで、温泉を利用して、
観光地の１つとして地域の活性化につなげたいと
思い、新分野進出を進めた。

２ 進出時の問題点とその対応
　異業種への参入のため、すべてにおいて勉強で
あった。この事業を進めるに当たってコンサルタ
ントに頼らなかった。もちろん、資金繰りの面も
あったが、富山県公衆浴場業生活衛生同業組合に
加入させていただき、公衆浴場に関する知識を学
び、中部厚生センターへ通い、法律的なことを学
び、同業の人達からもいろいろな情報を得ること
ができ、おかげさまでオープンの運びとなった。
また、助成金も利用でき資金的にも助けられた。

３ 公的支援制度の活用状況
（1）富山県建設業新分野進出等支援補助金
（2）創業・ベンチャー挑戦応援事業助成金

４ 事業の推進体制
　当初は自社独自の事業を考えていたが、地元の
地域活性化と観光事業への参入として、別会社を
設立し、観光組合とのつながりを図った。
従業員数　５人

５ 事業の成果
　徐々に顧客も増え、新たな観光のひとつとして、
地域活性化につながっている。
●主な顧客･販売先
　　一般入浴者
●直近の売上高
　　1,200万円
●直近単年度収支
　　△400万円

６ 今後の課題・展望
　浴場だけでなく、飲食や販売品等の開発によっ
て、ますますの顧客確保につなげ、地域の活性化
を目指したい。

大岩不動の湯（一般公衆浴場）の経営
　小規模な公衆浴場ではありますが、地下1,500ｍ
からの源泉と地元のヒノキ・スギ等をふんだんに
使った建物は自然にとけこんだおちついた雰囲気
となっています。木のぬくもりの中で安らぎのひ
とときを満喫できます。

サービス分野 株式会社山本組

建設業の会社
　会 社 名　株式会社　山本組
　所 在 地　中新川郡上市町大岩101
　代 表 者　山本　智徳
　従業員数　12人
　事業内容　土木、建築、舗装ほか
　資 本 金　20,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　大岩空感株式会社
　所 在 地　中新川郡上市町大松鍋谷3
　代 表 者　中田　弘乘
　従業員数　５人
　事業内容　一般公衆浴場
　資 本 金　3,500千円

社 概 要会
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１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　本社自社ビル２Ｆ会議室の利用が少なく、経費
削減のため家賃算定するとかなり無駄が多いこと
に気付き、テナントを入れることを検討したが、
形状が悪く断念せざるをえなかった。
　メタボ健診の開始時期とも重なり健康志向も強
まっている中、現金収入があり資金繰りも良く、
そして何より地域の方々の憩いの場になればよい
と思い、この事業を行うことにした。

２ 進出時の問題点とその対応
　当社が営む建設業とは違い、客単価も低額であ
り、顧客の数も多いことに戸惑った。また、弊社
はサービス業のノウハウがなかったため㈱アルペ
ンからの支援・指導を全面的に受けている。

３ 公的支援制度の活用状況
　富山県建設業新分野進出等支援補助金

４ 事業の推進体制
　当社内にフィットネス事業部を新設し、専務取
締役が事業部長を兼任し、総務部次長が事業部次
長を兼任。女性専用施設であることから女性ス
タッフを新たに雇用した。

５ 事業の成果
　１号店の砺波店は目標を超える成果であった
が、他地域での店舗展開は折からのリーマン
ショックによるサービス業への影響が強く、採算
ベースには乗らなかった。
●主な顧客･販売先
　　一般女性
●直近の売上高
　　52,219千円（2011/6期）
●直近単年度収支
　　△7,523千円（2011/6期）
●黒字化した年度等
　　2012/6期には黒字化予定

６ 今後の課題・展望
　規模縮小とはなるが、不採算店舗を閉鎖し、採
算店の運営を強化、事業黒字化の定着を目指して
いく。

女性専用運動施設
アルペンクイック
フィットネスクラブの経営

　初心者の方でも気軽に通える
　　　　女性専用フィットネスクラブです。

建設業の会社
　会 社 名　株式会社　得能組
　所 在 地　砺波市太郎丸3－113
　代 表 者　代表取締役　得能　英紀
　従業員数　28人
　事業内容　土木、管、舗装
　資 本 金　20,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　「建設業の会社」に同じ
　従業員数　28人
　事業内容　フィットネス事業ほか

サービス分野 株式会社得能組

社 概 要会

１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　公共事業の減少しつつある現状から、会社規模
を縮小するのではなく、事業を継続し、さらに現
在の人材を活用しながら、新たに社会貢献できる
ものはないかと模索している中、昨今の食品偽装
及び海外における食品の安全性や、国内の食料自
給率の低水準、中でも富山県の野菜生産量が最下
位で農業の担い手が減少している現状、さらに地
球温暖化による風水害等自然災害によって安定的
な作物の生産・供給が困難になってきていること
を考慮し、当社は完全閉鎖型水耕栽培により無農
薬で安全、安心な野菜を天候に左右されずに継続
的に安定供給し、通年雇用を確保できることから
若者の農業離れに歯止めをかけ、地域にも貢献で
きると思い、事業化するに至った。

２ 進出時の問題点とその対応
　全国の植物工場へ視察・調査に行ったが、各々
が開発コストや時間をかけて作った知的財産であ
るため、なかなか受け入れてもらえなかった。栽
培装置は自社開発としたが、途中、何度も壁にぶ
つかり、失敗を繰り返しながら、少しずつ問題を
克服し経験を重ね、ノウハウや技術を蓄積してい
き、独自の栽培方法を確立することができた。
　北陸機材㈱の人の縁により、販売先の紹介や業
界の情報提供、さらに技術支援や人的支援等、あ
らゆる形で多くの方々に協力をいただいた。

３ 公的支援制度の活用状況
（1）平成20年度富山県建設業新分野進出等支援補
　助金
（2）植物工場リース支援事業（農林水産省）
（3）植物工場実証モデル事業業務委託（市）

４ 事業の推進体制
従業員５名（統括責任者１名、販路開拓担当１名、
　　　　　　販路開拓支援１名、商品開発担当２
　　　　　　名）
パート15名（収穫、播種、梱包等）

５ 事業の成果
　現在、リーフレタス３種類、ベビーリーフ・ハー
ブ10種類、合わせて13種類を生産。設立当初の５
種類から大幅に増加した。県内外の取引先は約50
社あり、スーパーでは北陸３県の62店舗で販売。
●主な顧客･販売先
　　県内スーパーマーケット
　　県内ホテル、レストランなど飲食店
●直近の売上高
　　2,100万円

６ 今後の課題・展望
　顧客のニーズをタイムリーに掴むことと併せ
て、自ら研究しながら植物工場の環境にマッチし
た品種を探し当てることを継続的に実践していく
必要がある。
　また、栽培装置の販売や植物工場設立のアドバ
イザー、自給率の向上や地産地消に向けた取組に
も貢献していきたい。

完全人工光型植物工場の経営
　季節や天候に左右されない衛生的に管理された
完全人工光型植物工場にてリーフレタス、ハーブ、
ベビーリーフを年間を通して生産し、洗わず食べ
られる安心安全で美味しい野菜として、県内のホ
テル、レストラン等飲食店とスーパーマーケット
を中心に販売している。

農業分野 北陸機材株式会社

建設業の会社
　会 社 名　北陸機材株式会社
　所 在 地　富山市綾田町1－6－22
　代 表 者　代表取締役　川本　元充
　従業員数　50人
　事業内容　電気工事、交通安全施設、太陽光発
　　　　　　電
　資 本 金　20,400千円

新分野事業の会社
　会 社 名　スマイルリーフスピカ株式会社
　所 在 地　富山市上赤江411－26
　代 表 者　代表取締役　川本　元充
　従業員数　20人
　資 本 金　50,000 千円

社 概 要会
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１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　事業所が県内の山間地に位置し、森林整備や林
業土木にも関わりが深く、以前より整備の進まな
い山林保全に危惧し、間伐の推進や木材の有効利
用により森林事業の活性化について検討してい
た。その折に、地球温暖化の防止に係る二酸化炭
素の削減等の低炭素型社会の形成の観点から、富
山県内で賄えるローカルエネルギーとしての木質
バイオマス利用を目指す立山町の「バイオマスタ
ウン構想」、富山市の「環境モデル都市」の一環
として、木質ペレット製造施設の建設に着手した。

２ 進出時の問題点とその対応
（1）工場の建設用地の確保
　原材料の調達、製品の納入等の流通の利便性
から富山市内に工場建設用地を求めましたが、
地元町内会から環境保全について懸念される面
もあり、富山市、地元、当社の３者で「環境保
全に関する協定書」を締結した。

（2）原材料（間伐材）の確保
　地産地消の製品用の原材料の安定供給を推進
するため、近隣森林組合（婦負、立山山麓）と「木
質ペレット用原木取引に関する協定書」を締結
した。

３ 公的支援制度の活用状況
　富山市（業務委託契約）
　　　木質ペレット原材料供給体制検討
　　　調査業務委託

４ 事業の推進体制
　現在は、工場長以下４名で木質ペレットの製造、
配達、品質管理を行っております。また、木質バ
イオマスエネルギーへの理解を得るために、環境
フェアー等のイベントへの参加や、工場見学にも
対応している。

５ 事業の成果
●生産量　　平成22年度　160ｔ
　　　　　　平成23年度　500ｔ（予定）
●主な顧客･販売先
　　富山市、立山町、個人
●直近の売上高
　　4,569,000円（平成22年決算期）
●直近単年度収支　△6,306,000円
●黒字化した年度等
　　平成25年度を目標としている。

６ 今後の課題・展望
　採算性、需要の拡大、原材料の確保等の課題が
山積しているが、低炭素型社会の形成の一翼を担
いながら、木質ペレット燃料の消費施設の普及拡
大を目指していきたいと思っている。

木質ペレット製造事業

　富山県内の間伐材を用いて、木質バイオマス燃
料としての木質ペレットの製造を行い、ペレット
ボイラ、ペレットストーブ等の燃料としての販売
を行っている。

環境分野 丸新志鷹建設株式会社

建設業の会社
　会 社 名　丸新志鷹建設株式会社
　所 在 地　富山県中新川郡立山町芦峅寺49
　代 表 者　代表取締役社長　志鷹　新樹
　従業員数　56人
　事業内容　総合建設業ほか
　資 本 金　48,000千円

新分野事業の工場
　会 社 名　丸新志鷹建設木質ペレット工場
　所 在 地　富山市中大浦43
　代 表 者　工場長　金谷　寿春
　従業員数　４人
　事業内容　木質ペレット製造

社 概 要会

１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　約８年前からビオトープ業務に携わるようにな
り、誰でも気軽にビオトープを造って草や土に触
れあう環境作りはできないかと、風力とビオトー
プを一緒にした模型を作り構想を練っていたが、
風力をソーラー発電に置き換えることはできない
かと考えたのが始まりで、制作を始めた。

２ 進出時の問題点とその対応
　作成に当たり、ポンプの大きさ、フィルターの
交換頻度や運搬にいたるまで、考えなければなら
ないこと、解決すべきことが多くあったが、工夫
をこらして製品化にこぎつけた。

３ 公的支援制度の活用状況
　地域産業活性化事業費

４ 事業の推進体制
　ソーラーパネルと水槽をセットにした「ソー
ラービオトープ」の設置は社員全員で当たってお
り、また、設置先の子供達と一緒に地元の草木を
植える作業をしている。

５ 事業の成果
●主な顧客・販売先　県内幼稚園・保育園
●直近の売上高　　　7,099千円
●直近単年度収支　　746千円

６ 今後の課題・展望
　日本ビオトープ協会から、学校分野における環
境教育で表彰を受けました。これを機により多く
の幼稚園・保育園あるいは福祉施設等に設置する
ことができればと考えている。
　子供たちが一緒にビオトープを造っている時の
笑顔が忘れられず、より多くの人達にこの喜びを
味わってほしいと思っている。

ソーラービオトープの製造・販売

　幼稚園等にソーラービオトープを造り、地域の
環境にあった自然体験・省エネを感じてもらうこ
とのできるように活動している。

環境分野 ユーシン建設株式会社

建設業の会社
　会 社 名　ユーシン建設株式会社
　所 在 地　砺波市三郎丸56
　代 表 者　代表取締役　小泉　澄夫
　従業員数　14人
　事業内容　舗装・土木・管・建築工事、風力・
　　　　　　太陽光発電システム、ソーラーパネ
　　　　　　ルほか
　資 本 金　40,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　「建設業の会社」に同じ
　従業員数　14人
　事業内容　「ソーラービオトープ」製造・設置
　　　　　　ほか
　資 本 金　40,000千円

社 概 要会
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１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　公共事業が減少するとの見通しから新分野進出
による雇用創出を目指した。耕作放棄地の増加が
目立ち、自然環境が破壊されるとの危機感があり、
農地再生には本業の技術力・機械設備力が有効活
用できると判断。地域内の堆肥化事業へ参入し、
循環型社会の構築による地域ブランドの確立を目
指している。今後は、全国米・食味分析鑑定コン
クールで５年連続入賞しうち４回が総合金賞を受
賞したことで、知名度が上昇し取引依頼が増加し
ていて、いま計画している平成24年度15haから、
さらなる拡大が期待される。

２ 進出時の問題点とその対応
　参入時に農業団体との関係調整に苦労した。ま
た、認定農業者でないと信用保証協会の保証が受
けられず、創業支援融資も受けにくい。結果、初
期投資額約4,500…万円はすべて自費で賄った。一
方で、商工会を通じて経済産業省の地域力連携拠
点事業が活用でき、経営面でいろいろ相談してい
る。荒廃農地・耕作放棄地の再生依頼は増えてい
るので生産物の拡販が今後の課題である。
　また、効果的な育苗施設も研究する予定である。

３ 公的支援制度の活用状況
（1）岐阜県農政部ふるさと雇用再生特別基金事業
（2）高山市荒廃農地再生支援事業
（3）農商工連携事業（観光と農業の連携）
（4）六次産業化整備事業（こめ粉製品）

４ 事業の推進体制
　株式会社和仁農園　従業員　６人

５ 事業の成果
　素人集団による農業なので失敗して当然と考
え、古来、地元の米は美味しいと言われていたこ
とを信じ、原点に帰って農業に取り組んだ。毎日
が独学の研究であり迷いや不安は大きかったが、
「本物」にこだわった。当初は販売力がなく苦労
したため、スタートする前に売り先と売る方法を
見つけてから参入するのが望ましい。
　農地再生では、本業の土木で培った技術が活か
せている。
●主な顧客･販売先
　・奥飛騨温泉郷旅館、高山市内飲食店、東京高
　　級焼鳥店、名古屋ステーキ店、関東や関西方
　　面の一般消費者
●平成22年度売上高　5,400万円

６ 今後の課題・展望
　農業体験学習、グリーンツーリズム等の活動や
荒廃農地の再生、農商工連携事業、六次産業化事
業等を行っていくこととしている。

自立した農業による
地域ブランドの確立、
水稲栽培及び耕作放棄地の復元

農業分野 有限会社和仁建設

建設業の会社
　会 社 名　有限会社和仁建設
　所 在 地　岐阜県高山市上宝町見座352
　代 表 者　代表取締役　和仁　松男
　従業員数　22人
　事業内容　土木一式・とび土工、兼業事業
　資 本 金　20,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　株式会社和仁農園
　所 在 地　岐阜県高山市上宝町見座200
　代 表 者　代表取締役　和仁　松男
　従業員数　６人
　資 本 金　2,000千円
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１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　建設投資先細りの危機感のなか、ある勉強会で
研究開発中の特殊キャップを使用したペットボト
ル飲料に出会った。地元庄内、鳥海山の豊富な伏
流水の利用、従業員の受け皿、地域の雇用創出、
ひいては山形発の産物創出を視野に事業化を決
断。新会社を設立し、研究開発を継承、実用新案・
商標登録取得に至る。現在月産200万本の生産力
を持ち、飲料メーカー他からの受託生産と７種類
の自社ブランド商品を生産・販売を展開。

２ 進出時の問題点とその対応
　新会社・工場の土地は親会社である当社が貸与
した。
　工場建設には自己資金のほか、ふるさと財団の
ふるさと融資を活用した。飲料生産に携わってい
た人材を新規雇用し、平成19年夏から自社ブラン
ド商品の生産で本格操業、翌年には大手飲料メー
カーからの受託生産受注にも成功した。
　しかし、平成20年後半からは個人消費低迷の影
響を受け生産量が減少、生産コストの見直し、人
員体制の縮小を余儀なくされるなど厳しい環境に
ある。現在は、地域特産物を活用した商品化、高
付加価値及び健康志向商品の研究開発と、新たな
受注先確保に向けて営業活動を進めている。県の
建設産業新分野進出優良事例顕彰を受賞し、優良
事例として広くＰＲされるとともに、入札参加資
格審査の加点対象となった。

３ 公的支援制度の活用状況
財団法人地域総合整備財団
（ふるさと財団）・ふるさと融資

４ 事業の推進体制
　株式会社フレッシュ従業員　18人

５ 事業の成果
●主な顧客･販売先
　　飲料メーカー、飲料卸売・小売店
●直近の売上高
　　５億6,429万円
●直近単年度収支
　　1,652万円

６ 今後の課題・展望
　21世紀に入り少子高齢化が進む中、男女問わず
誰しもが、より健康を求めている。また、年齢を
問わず、女性の「美」への追求は永遠の課題である。
　特に、団塊の世代を中心としたアクティブシニ
ア層など、積極的な行動と共に価値ある商品を購
入する人達に向けて、新SENキャップとゼオライ
トアルカリイオン還元水を融合した商品展開も含
めた新たな商品開発と市場開拓を目指していく。
　一方、海外からの新SENキャップの問い合わせ
も増加しており、近い将来、新SENキャップを使っ
た商品が世界各国で販売されることも夢ではなく
なってきた。

ペットボトル特殊キャップの製造、
清涼飲料水の製造・販売

製造業分野 株式会社みなと

建設業の会社
　会 社 名　株式会社みなと
　所 在 地　山形県酒田市
　代 表 者　代表取締役社長　鈴木　良博
　従業員数　94人
　事業内容　土木・港湾・建築工事他
　資 本 金　47,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　株式会社フレッシュ
　所 在 地　山形県酒田市
　代 表 者　代表取締役社長　鈴木　良博
　従業員数　20人
　事業内容　新SENキャップを使用した清涼飲料

水等の受託製造及び販売他
　資 本 金　10,000千円
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１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　市施設の「霧島高原国民休養地」の指定管理者
の募集があり、応募した。23haの公園管理や夏場
が忙しいキャンプ場運営は余剰人員の有効活用と
なり、建設業のノウハウを活かすことができると
考えた。平成18年に選定され、運営３年半を経過
したが、テント300…サイト、コテージ９棟の利用
者数は、毎年２割増と好調に推移している。将来、
自社施設としてブルーベリー観光農園、キャンプ
場などを開設し、周辺地域一帯での相乗効果
による、集客拡大策を構想中である。

２ 進出時の問題点とその対応
　設備関連の経費が必要だったが、自己資金で賄
えた。国土交通省の新分野進出モデル事業の助成
金を活用し、先進大規模オートキャンプ場の現地
視察を行い、施設サービス・運営管理の参考とし
た。指定管理業務の受託後、コテージにTV・クー
ラーを設置、利用者のクレームには迅速・丁寧に
対応した結果、口コミで評判が伝わり、利用者増
に結び付いた。このほか、利用者へのDM…送付、
施設ホームページの充実、専門雑誌への記事掲載
などを実施。施設長は大手スーパーの退職者で、
マーケティングに長けた優秀な人材を確保でき
た。指定管理者制度は永続的な管理契約ではない
ため、思い切った投資や事業展開がしづらく、利
用者ニーズに対応した施設改善を行いたくても、
施設所有者である市の理解が得られないことも多
い。

３ 公的支援制度の活用状況
　国土交通省　新分野進出モデル事業

４ 事業の推進体制
　従業員　11人

５ 事業の成果
●直近の売上高
　　2,738万円
●直近単年度収支
　　149万円

６ 今後の課題・展望
　指定管理者制度を単に施設を管理・運営するだ
けと捉えるのであれば、大きな価値はない。指定
管理という受託業務を通じて、より大きな事業、
より大きな収益を目指す意欲や工夫がなければ、
建設企業が参入すべきではないし、わざわざ携わ
る意味がない。

指定管理者による
霧島高原国民休養地

（キャンプ場・コテージ）
の管理・運営

サービス分野 福地建設株式会社

建設業の会社
　会 社 名　福地建設株式会社
　所 在 地　鹿児島県霧島市
　代 表 者　代表取締役　福地　茂穂
　従業員数　60人
　事業内容　土木・建築・舗装・構造物補修
　資 本 金　20,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　「建設業の会社」に同じ
　従業員数　11人（当分野に携わる従業員）
　事業内容　キャンプ場・コテージの管理・運営
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１ 新分野進出のきっかけ・経緯
　現有機械と人材の有効活用が図れる新事業の探
索を開始。環境分野に焦点を当て、建設業のノウ
ハウを活かした竹林整備・管理事業に進出した。
　また、県内有数の竹の子産地という地域特性を
活かし、伐採された竹を有効活用し、高付加価値
化を実現しようと模索した。
　この結果、伐採された竹をチップ化し、堆肥や
燃料として有効活用する事業を実施した。

２ 進出時の問題点とその対応
　事業化に当たっては、自己資金と銀行融資を利
用した。
　国土交通省の新分野進出モデル事業の助成金を
活用したほか、中小企業新事業活動促進法の経営
革新計画の認定を受けた。同計画の認定は、銀行
から融資を受ける際に有利であった。　
　また、竹を原料に自社で堆肥化事業を行うため
には、県の許可が必要となり、施設整備の方でク
リアすべき問題が多い。竹の子農家の高齢化とと
もに竹林の荒廃が進んでいるが、工事費を払って
まで竹林整備を依頼する農家は少ない。
　その対応策として、工事費を抑えるために、機
械による伐採･処理で作業コストを下げる工法や、
チップの需要先の確保が必要である。

３ 公的支援制度の活用状況
（1）国土交通省
　　新分野進出モデル構築支援事業
（2）特許庁
　　産業技術力強化法第18条第２項による審査請
　求料の1/2軽減
（3）福岡県
　　経営革新促進補助金（販路開拓事業）

４ 事業の推進体制
　　従業員数　８人

５ 事業の成果
●主な顧客･販売先　
　　福岡県、みやま市、民間
●直近の売上高
　　2,200万円（産廃中間処理含む）
●直近単年度収支　120万円

６ 今後の課題・展望
　竹林の荒廃は、農家の高齢化でますます進む、
それに伴い里山が荒れ、イノシシ等害獣の被害が
拡大している。個人農家ではなく行政レベルの支
援が必要ではないだろうか。
　竹チップを原料とする事業からの引き合いは多
少あるものの、規格･形状･切断方式がさまざまで、
多様化している。
　今後は竹、伐採材、解体材を原料としたバイオ
燃料（アルコール･水素等）の原料への可能性を
追求したい。
　また大型破砕機を活用し、現場で破砕処理工事、
産廃･一廃の収集運搬業･処理業の強化を行いなが
ら、竹林事業を拡大させたい。

建設業のノウハウを活かし、
竹を有効活用した循環型
ビジネスモデルの構築

林業分野 株式会社松田組

建設業の会社
　会 社 名　株式会社松田組
　所 在 地　福岡県みやま市
　代 表 者　代表取締役　松田　耕志
　従業員数　８人
　事業内容　土木、解体、浄化槽等
　資 本 金　30,000千円

新分野事業の会社
　会 社 名　「建設業の会社」に同じ

社 概 要会
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Ⅵ 建設業支援制度一覧

区　　分 支　援　事　業　名 頁

１�経営情報・アドバイス

　（相談・指導・派遣）

■総合相談窓口　

■下請かけこみ寺事業　

■中小企業再生支援協議会

■アドバイザー派遣事業　

■建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業

■とやま起業未来塾

■エキスパートバンク事業

■経営安定特別相談事業

２�本業強化・経営強化

　（融資・保証）

■設備投資促進資金

■小口事業資金　一般小口枠

■小口事業資金　零細小口枠

■経営安定資金　地域産業対策枠

■経営安定資金　経済変動対策緊急融資

■経営安定資金　連鎖倒産防止枠

■緊急経営改善資金

■事業活性化促進資金

■小規模企業等経営支援短期資金

■創業支援資金　事業承継支援枠

■環境施設整備資金

■地域建設業経営強化融資制度

■小規模事業者経営改善資金融資制度

■セーフティネット貸付　中小企業事業

■挑戦支援資本強化特例制度

■経営セーフティ（中小企業倒産防止共済制度）

■信用保証制度

■セーフティネット保証（５号）制度

■下請債権保全支援事業

３�新分野進出・異分野連携

　（補助金）

■建設業新分野進出プラン策定等支援補助金

■建設業新分野進出事業等支援補助金

■建設業新分野進出事業定着支援補助金

■創業・ベンチャー挑戦応援事業

■とやま新事業創造基金　農商工連携ファンド

■農商工等連携の支援

■新連携対策事業　事業化・市場化支援事業

■地域資源活用の促進

区　　分 支　援　事　業　名 頁

４�新分野進出・異分野連携

　（融資）

■新事業展開支援資金－建設業等新分野進出支援枠

■新事業展開支援資金－ブランド力向上支援枠

５�新製品・新技術開発、

　�販路開拓

　（補助金）

■地域産業活性化事業費補助金－ものづくり新商品開発等支

　援事業

■地域産業活性化事業費補助金－地域貢献型新ビジネス支援

　事業

■中小企業自立化支援事業

■とやま新事業創造基金　地域資源ファンド

■販路の拡大、下請取引のあっせん等

６�新製品・新技術開発、

�　販路開拓

　（情報提供等）

■トライアル発注認定制度

■販路ナビゲーター創出支援事業

■土木新製品開発支援事業

７�人材・雇用確保

　（求人、補助等）

■人材の確保対策

■中小企業基盤人材確保助成金

■建設教育訓練助成金

■建設雇用改善推進助成金

（注１）…支援事業の詳細については、それぞれの「問合せ先」にお問合せ下さい。
（注２）…ここに掲載されているものは各種施策の中の一部であり、この他にも様々な支援制度が存在し…
… ます…ので、……関係機関にご相談下さい。
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１ 経営情報・アドバイス（相談・指導・派遣）

事業名 制度の概要 問合せ先

総合相談窓口 富山県中小企業支援センターでは、中小企業の独自技術、新
製品・新サービスの開発・提供等創造的事業活動（ベンチャー）
や経営革新等の新たな事業活動を支援
＜支援内容＞
１．専門家の派遣
　高度で専門的な課題に対して、経営・技術・情報化等の
民間専門家を派遣して適切な診断と助言を行う。

２．情報の提供
　国、県や商工関係団体が行う各種の中小企業支援施策や
試験研究機関、必要な人材等を総合的に紹介する。

㈶富山県新世紀産業
機構中小企業支援セ
ンター
　TEL：076－444－5605

下請かけこみ寺
事業

＜対象者＞
　企業間取引に関して、さまざまな悩み等を持つ中小企業
＜支援内容＞
１．各種相談への対応
　中小企業の取引に関する様々な悩み等に、下請代金支払
遅延等防止法や中小企業の取引問題に知見を有する専門家
が親身になって耳を傾け、適切なアドバイス等を行う。
　必要に応じて相談者の近くの弁護士に無料で相談を行う
ことができる。

２．迅速な紛争解決
　中小企業が抱える取引に係る紛争を迅速かつ簡便に解決
するため、裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）を用いて、全国
の登録弁護士等が中小企業の身近なところで調停手続等を
行う。

３．下請適正取引ガイドラインの普及啓発
　中小企業に対する「下請適正取引等の推進のためのガイ
ドライン」説明会を業種毎に開催するなど、普及活動を図
る。

中小企業庁取引課
　TEL：03－3501－1669

下請かけこみ寺本部
　TEL：03－5541－6688

㈶富山県新世紀産業
機構中小企業支援セ
ンター
　TEL：076－444－5622

中小企業再生支
援協議会

中小企業の再生に向けた取組を支援するため、各都道府県に
設置されている公正中立な公的機関。事業の将来性はあるが、
財務上の問題を抱えている中小企業者を対象に、きめ細かい
経営相談・再生支援を実施
※融資の紹介・斡旋をする機関ではありません。

富山県中小企業再生
支援協議会
　TEL：076－444－5663

事業名 制度の概要 問合せ先

アドバイザー派
遣事業

＜対象者＞　県内建設企業
＜支援内容＞
　経営改革、合併・事業譲渡・会社分割、新分野進出等の課
題に対して、具体的なアドバイスにより課題解決を支援する
ためアドバイザーを派遣する。また、新分野における製品の
販路拡大等の課題に対してもアドバイザーを派遣し、支援す
る。
○アドバイザー派遣の内容
　１．中小企業診断士、税理士等の専門家が対応
　２．希望の場所で相談
　３．費用は３回まで無料

富山県土木部
建設技術企画課
　TEL：076－444－3316

建設企業のため
の経営戦略アド
バイザリー事業

＜対象者＞　中小・中堅建設企業
＜支援内容＞（入口支援）
　「経営戦略相談窓口」を設置し、中小・中堅建設企業が抱
える経営上の様々な課題に対する相談に対して、建設業に精
通した中小企業診断士、公認会計士等の専門家が１企業当り
２回まで無料でアドバイスを行う。

国土交通省北陸地方
整備局建政部計画・
建設産業課
　TEL：025－370－6571

とやま起業未来
塾

＜対象者＞
・創業予定者又は創業後１年程度の方
・企業の後継者、幹部候補生等
　※申込書による書面審査、面接を実施した上で受講者を決定
＜塾の開講期間＞　
　毎年６月～11月（原則、毎週土曜日13：00～ 17：30）
＜コース＞　
・創業・新分野進出コース
・コミュニティビジネスコース
＜講義内容＞
　ビジネスプラン作成、会計・税務・マーケティング講座、
企業経営者講演、発表会等
　※各コースに専任の講師が就き、ゼミ形式による個別指導
＜講義の場所＞
　富山市高田529　技術交流ビル（又は情報ビル）
＜受講料＞　30,000円

富山県商工労働部
経営支援課　
　TEL：076－444－3247

㈶富山県新世紀産業
機構
　TEL：076－444－5601
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事業名 制度の概要 問合せ先

エキスパートバ
ンク事業

要望に応じて、専門技術や技能について深い知識や経験を持
つエキスパート（専門家）を派遣し、具体的・実践的な指導
助言を行う。
＜対象者＞
　県内商工会地域の小規模企業（従業員が20人以下（商業・
サービス業では５人以下）の事業所）
＜支援内容＞
　工業技術からデザイン・マーケティング等経験豊かな専門
家を登録しており、相談に合った専門家「エキスパート」を
秘密厳守で派遣
＜費用＞
　１テーマにつき１回目は無料
　２回目以降は経費の１/３相当（１回につき10,000円・旅
費実費の１/３）を相談者が負担

商工会・商工会議所

経営安定特別相
談事業

連鎖倒産の危機や、資金繰りの目途が立たないなどの理由に
より経営難に直面している中小企業の方は、経営立直しのた
めの相談を無料で受けることができる。
＜支援内容＞
　主要な商工会議所又は都道府県商工会連合会に設けられて
いる「経営安定特別相談室」（以下「相談室」）で相談
　相談室では、経済や中小企業の実情に詳しい中小企業診断
士、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家が相談に応じ、
問題の解決を支援
※相談に当たって企業名や相談内容が外部に漏れることはありま

　せん。

※相談費用は無料

商工会・商工会議所

２ 本業強化・経営強化（融資・保証）

事業名

制度の概要

問合せ先
融資対象

融資条件

使途 限度額 期間 利率

設備投資
促進資金

１．工場・店舗・事務所等の新
増設や機械設備・事業用車両・
店舗設備等の導入を行う中小
企業者
２．アスベスト対策のため実施
する工場・店舗・事務所等の
改修や集塵・排気装置等の導
入を行う中小企業者

設備資金
（設備投資
に伴う運
転資金）
※運転資
金のみは
不可

5,000万円
（うち運転
資金1,000
万円）（建物
（土地）を
同時に取得
する場合は
１億円）

設備７年
以内
運転５年
以内
（建物（土
地）を同
時に取得
する場合
は10年以
内）

1.90％
以内

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

小口事業
資金

一般小口
枠

１．従業員20人（商業・サービ
ス業の場合５人）以下の小規
模事業者の方
２．原則として、市町村の区域
内において１年以上同一の事
業を引き続き行っている方
３．信用保証協会の保証を受け
られること（保証必須）。

※事業所が富山市にある方は、富山
市の融資制度をご利用下さい。

設備資金
運転資金

零細小口
枠との合
計で1,250
万円

保証債務残
高 が1,250
万円以下等
の条件を満
たす者に
あっては、
無担保無保
証

設備７年
以内
運転５年
以内（直
近決算に
おいて２
期連続経
常赤字か
つ県内商
工会議所
等におい
て経営指
導を受け
ている場
合７年以
内）

2.00％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

小口事業
資金

零細小口
枠

１．従業員20人（商業・サービ
ス業の場合５人）以下の小規
模事業者の方
２．原則として、市町村の区域
内において１年以上同一の事
業を引き続き行っている方
３．信用保証協会の保証を受け
られること（保証必須）。

設備資金
運転資金

信用保証
協会保証
付融資残
高との合
計で1,250
万円

保証債務残
高 が1,250
万円以下等
の条件を満
たす者に
あっては、
無担保無保
証

設備７年
以内
運転５年
以内（直
近決算に
おいて２
期連続経
常赤字か
つ県内商
工会議所
等におい
て経営指
導を受け
ている場
合７年以
内）

2.00％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248
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事業名

制度の概要

問合せ先
融資対象

融資条件

使途 限度額 期間 利率

経営安定
資金

地域産業
対策枠

経済の構造的要因により、次の
いずれかに該当する中小企業者
１．最近３ヶ月以上１年以内の
期間の売上高が前年同期比
10％以上減少

２．最近時の決算において経常
赤字

運転資金 5,000万円

※セーフ
ティネット
保証の認定
を受けた場
合、信用保
証協会の別
枠保証の利
用が可能

７年以内 1.90％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

経営安定
資金

経済変動
対策緊急
融資

次のいずれかに該当する中小企
業者
１．最近３ヶ月の平均売上高減
少率又は平均販売数量減少率
が前年同期比５％以上減少

２．原油等の売上原価依存率が
20％以上、かつ仕入価格上昇
率が前年同期比＋20％以上、
かつ最近３ヶ月の平均売上高
に占める原油等の平均仕入価
格の割合が前年同期を上回っ
ていること。

３．東日本大震災の発生後、最
近１ヶ月の売上高又は販売数
量が前年同月比20％以上減少、
かつその後の２ヶ月を含む
３ヶ月の売上高等が前年同期
比20％以上減少することが見
込まれること。

運転資金 8,000万円
（既存枠含
む）

※セーフ
ティネット
保証の認定
を受けた場
合、信用保
証協会の別
枠保証の利
用が可能

７年以内 1.45％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

経営安定
資金

連鎖倒産
防止枠

次の要件に該当する方（事業実
績１年未満の方も利用可）
・国又は信用保証協会が指定し
た倒産企業に50万円以上の債
権を有する中小企業者

（1）国指定の倒産企業は、中小
企業庁のホームページ（関連
リンク参照）で確認できます。
（金融サポート→セーフティ
ネット保証制度→１号：連鎖
倒産防止→１号指定事業者リ
ストをご覧下さい。）

（2）信用保証協会指定の倒産企
業は、富山県信用保証協会の…
ホームページで確認できます。

運転資金… 5,000万円
（ただし債
権限度額）

７年以内 1.65％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

事業名

制度の概要

問合せ先
融資対象

融資条件

使途 限度額 期間 利率

緊急経営
改善資金

次のすべての要件に該当する中
小企業者
１．最近３ヶ月間の売上高が過
去３年間のいずれかの年の同
期と比べて５％以上減少
２．経営改善計画を策定し、既
存借入金の借換えを行うこと
により経営の改善が期待でき
ること。

※据置期間中のもの及び融資後６ヶ
月を経過していないものは対象外

県融資制
度及び金
融機関の
保証付既
往債務の
借換え

①一般枠
8,000万円
②小口枠
1,000万円

10年以内 1.90％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

事業活性
化促進資
金

事業の多角化や合理化、拡大等
を行うことにより経営基盤を強
化し、事業の活性化に取り組む
中小企業者

運転資金 3,000万円 ５年以内 2.10％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

小規模企
業等経営
支援短期
資金

従業員50人（商業・サービス業
20人）以下の小規模事業者等
※償還方法を一括返済にする場合、
同日付の新規貸付は対象外

運転資金 600万円 １年以内 1.90％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

創業支援
資金

事業承継
支援枠

次の要件のいずれかに該当する方
１．後継者不在等のため存続見
通しがつかない中小企業から
当該事業を承継しようとする
者
２．相続時の資金繰りが困難な
こと等により事業の存続見通
しがつかない相続人

設備資金
運転資金

5,000万円
（うち運転
3,000万円）
（建物（土
地）を同時
に取得する
場合は１億
円）

設備7年
以内
運転5年
以内
（建物（土
地）を同時
に取得す
る場合は
10年以内）

1.45％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

環境施設
整備資金

次の施設整備等を行う中小企業者
①公害防止施設の整備
②フロン等対策施設の整備
③廃棄物のリサイクル施設の整備
④地下水の保全・水資源の有効
利用施設の整備
⑤山岳地トイレの整備
⑥温室効果ガスの排出抑制施設
の整備
⑦低公害車の購入

設備資金 個別
3,000万円
団体
5,000万円

7年以内 1.90％
以内
（⑥⑦
の場合
1.35％
以内）

保証料
別途

富山県生活環境文
化部環境政策課
TEL：076－444－3141
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事業名

制度の概要

問合せ先
融資対象

融資条件

使途 限度額 期間 利率

小規模事
業者経営
改善資金
融資制度

従業員20人（商業・サービス業
５人）以下の法人・個人事業主
で次の要件をすべて満たす方
①商工会・商工会議所の経営指
導員による経営指導を原則
６ヶ月以上受けていること。

②所得税、法人税、事業税、都
道府県税等の税金を完納して
いること。

③原則として同一地区で１年以
上事業を行っていること。

設備資金
運転資金

1,500万円

※無担保・
無保証人

設備10年
以内
運転7年
以内

1.85％
（ 平 成
23 年 5
月末現
在）
（変動）

商工会・商工会議所

セ ー フ
ティネッ
ト貸付

中小企業
事業

①経営環境変化対応資金
　一時的な売上高の減少等業況
が悪化している方、社会的な要
因による業況悪化により資金繰
りに支障をきたしている方等

設備資金
運転資金

７億２千
万円

設備15年
以内
運転8年
以内

基準利
率
（ 長 期
運転資
金に限
り上限
３％）

株式会社日本政策
金融公庫富山支店
TEL：076－442－2483

②金融環境変化対応資金
　金融機関との取引状況の変化
により一時的に資金繰りが悪化
している方

３億円
（別枠）

③取引企業倒産対応資金
　関連企業の倒産に伴い資金繰
りに困難をきたしている方

運転資金 １億５千
万円
（別枠）

運転8年
以内

倒産対
策利率
A・B
基準利
率

事業名 制度の概要 問合せ先

地域建設
業経営強
化融資制
度
（平成25
年3月31
日まで）

公共工事請負代金債権を担保に事業協同組合等又は一定の民間事業者
から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証
により、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受
けることが可能
＜対象工事＞
　公共工事及び公益的民間工事（病院、福祉施設、PFI等）

㈶建設業振興基金業
務第一部
TEL：03－5473－4575

事業名 制度の概要
融資条件

問合せ先
限度額 期間 利率

挑戦支援
資本強化
特例制度

新規事業や企業再建等に取り組
む中小企業の財務体質強化を図
るために資本性資金を供給する
制度
＜対象者＞
　直接貸付において、新企業育
成貸付又は企業再生貸付（一部
の制度を除く。）を利用される方
で、地域経済の活性化のために、
一定の雇用効果（新たな雇用又
は雇用の維持）が認められる事
業、地域社会にとって不可欠な
事業、技術力の高い事業等に取
り組む方

２億円/
１社

※ 無 担
保・無保
証人

15年
（期限一括
償還）

貸付後１年毎
に、直近決算の
成功度合いに
応じて、9.95%、
5.60%、0.40%の
３区分の利率が
適用

株式会社日本政策金
融公庫富山支店
TEL：076－442－2483

事業名 概　　要 支援内容 問合せ先

経営セー
フティ共
済（中小
企業倒産
防止共済
制度）

取引先事業者の倒産の影響を受け
て、中小企業が連鎖倒産や経営難
に陥ることを防止するための共済
制度
＜対象者＞
１年以上継続して事業を行ってい
る中小企業者で条件に該当する方
＜掛金月額＞
掛金月額5,000円から20万円まで
の範囲で自由に選べ、掛金総額が
800万円になるまで積立てできる。
掛金は税法上、法人の場合は損金、
個人の場合は必要経費に算入でき
る。

加入後６ヶ月以上が経過して、取
引先事業者の倒産によって売掛金
債権等が回収困難となった場合に、
最高8,000万円の共済金の貸付が受
けられる。
※取引先事業者の倒産で回収困難
となった売掛金債権と前渡金返
還請求権の額と、掛金総額の10
倍に相当する額のいずれか少な
い額の範囲内

㈳独中小企業基盤整備
機構共済相談室
TEL：050－5541－7171

事業名

制度の概要

問合せ先
対　　象

保証の内容

保証限度額 保証料率

信用保証
制度

中小企業者
＜支援内容＞
　金融機関から融資を受ける際、
信用保証協会が債務保証をする
制度

普通保証
　２億円以内
無担保保証
　8,000万円以内
無担保無保証人保証
　1,250万円以内（納
　税していること
　等一定の要件あ
　り）

借入金額に対し
概ね0.35％から
2.2％の範囲で
信用保証協会が
保証率を決定

富山県信用保証協会
TEL：076－423－3171
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事業名

制度の概要

問合せ先
対　　象

保証の内容

保証限度額 保証料率

セーフテ
ィネット
保証（５
号）制度

特に業況の悪い業種に属してお
り、次のいずれかの要件を満た
している方
１．最近３ヶ月間の月平均売上
高又は平均販売数量が前年同
期の月平均売上高等に比して
５％以上減少している中小企
業者

２．製品等原価のうち20％を占
める原油等の仕入価格が20％
以上上昇しているにもかかわ
らず、製品等価格に転嫁でき
ていない中小企業者

３．平成23年東北地方太平洋沖
地震の発生後、原則として、
最近１ヶ月間の売上高等が前
年同期比20％以上減少し、か
つその後２ヶ月間を含む３ヶ
月間の売上高等が前年同期に
比して20％以上減少すること
が見込まれる中小企業者

一般保証の別枠保
証として
普通保証
　２億円以内
無担保保証
　8,000万円以内

0.8％（県経済
変動対策緊急融
資を利用する場
合は、0.5％）

富山県信用保証協会
TEL：076－423－3171

事業名 制度の概要 問合せ先

下請債権
保全支援
事業
（平成25
年3月31
日まで）

下請建設企業又は資材業者が元請建設企業に対して有する請負工事又
は資材代金の債権（手形を含む。）の支払を、事業者（ファクタリング
会社）が保証し、下請債権等を保全
○下請建設企業等が負担する保証料に対し助成
　（保証料の２／３（年率４％上限））
○事業者（ファクタリング会社）の保証履行による支払額に対し損失
　補償（支払額の95％）
　※事業を利用する下請建設企業等は、受益者負担として年率１％の利用料
　　を支払
＜対象となる元請の要件＞
　保証を開始する日において有効な経営事項審査を受けている元請
＜保証申込時期＞
　下請契約を締結したとき又は手形等を受け取ったとき
　※下請契約締結時の申込の場合には、下請契約に基づく請負額の範囲内で
　　枠を設定

国土交通省北陸地方
整備局建政部計画・
建設産業課
TEL：025－370－6571

事業者（ファクタリ
ング会社）について
は㈶建設業振興基金
ＨＰでご確認下さい。

3 新分野進出・異分野連携（補助金）

事業名 対象 対象経費・補助内容 補助率・限度額 問合せ先

建設業新
分野進出
プラン策
定等支援
補助金

１．中小企業者のう
ち県内に主たる営
業所を有する建設
企業
２．１に掲げる建設
企業で構成する企
業グループ

新分野進出や企業合併・企業連
携等に係るプランの策定又はプ
ランの策定に向けた事前調査に
要する経費（謝金、旅費、事務費、
調査委託費）に対し補助

１／２以内
50万円

富山県土木部
建設技術企画課
TEL：076－444－3316

建設業新
分野進出
事業等支
援補助金

上記１、２のほか、
３．新分野事業等の
実施を目的とする
法人で、上記１に
該当する企業が出
資又は役職員の派
遣によりその設立
又は運営等に関し
主体的に関与する
と認められるもの

新分野進出等に係る事業立上げ
に要する経費（施設整備費、機
械装置費、工具・備品費、原材
料費、外注加工費、広告宣伝費）
に対し補助

１／２以内
400万円

富山県土木部
建設技術企画課
TEL：076－444－3316

建設業新
分野事業
定着支援
補助金

新分野進出後２年以
上５年未満経過した
者であって上記１、
２、３のいずれかに
該当するもの

新分野事業に係る販路拡大及び
人材育成に要する経費（謝金、
旅費、事務費、委託費、広告宣
伝費）に対し補助

１／２以内
200万円

富山県土木部
建設技術企画課
TEL：076－444－3316

事業名 対象 補助率・限度額 問合せ先

創業・ベ
ンチャー
挑戦応援
事業

１．１年以内に県内で創業予定の方（ＮＰＯ法人を含む）
２．県内で創業後３年以内の方（ＮＰＯ法人を含む）
※ただし、子会社等実質的に他の支配下にある方は除く。

＜対象事業＞
１．独自の技術やアイディアを活かした新商品の開発
又は新サービスを提供する事業
２．ＩＴ、バイオ、深層水に関する事業で、競争優位
性が認められる事業
３．地域貢献型事業又は中心市街地、商店街、共同店
舗等の空き店舗等を利用して行う事業で地域活性化
に貢献する事業
４．グリーン・イノベーション（環境・エネルギー分野）
やライフ・イノベーション（医療・介護分野）等成
長分野に関する新商品の開発又は新サービスを提供
する事業
５．とやま起業未来塾のビジネスプラン発表会で入賞
した事業計画に従って実施する事業

製造業・建設業
１／２以内
200万円

卸売・小売・
飲食・サービ
ス業等その他
の業種
１／２以内
100万円

富山県商工労働部
経営支援課　
TEL：076－444－3247

㈶富山県新世紀産業
機構
TEL：076－444－5605
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事業名 対象 対象経費・補助内容 補助率・限度額 問合せ先

とやま新
事業創造
基金

農商工連
携ファン
ド

１．創業を行う者又
は経営の革新を行
う中小企業者と農
林漁業者の連携体

２．自ら事業を行う
NPO等の中小企業
者以外の者（NPO、
商工会、商工会議
所等）と農林漁業
者の連携体

＜対象事業＞
１．新商品を開発し
ようとする事業…

２．新サービスを開
発しようとする事
業
３．上記１又は２と
併せて販路を開拓
しようとする事業

以下の経費のうち、消費税額を
控除したもの
［事業費］
　専門家謝金、専門家旅費、職
員旅費、印刷製本費、広告宣伝費、
展示会等出展料、会場借料、保
険料、通訳料、通信運搬費、産
業財産権等取得費（ただし、特
許庁に納付される手数料等を除
く）、委託費（コンサルタント経
費、調査費等）等
［試作・開発費］
　原材料費、機械装置・工具器
具備品費（改良費・保守費を含
む）、借損料、試験・検査費、委
託費（デザイン料、設計費、外
注加工費、コンサルタント経費、
研究費等）等

１／２以内
600万円

※案件により、
３年間までの
継続支援あり

富山県商工労働部
経営支援課　
TEL：076－444－3249

㈶富山県新世紀産業
機構
TEL：076－444－5601

事業名 概　　要 支援内容 問合せ先

農商工等
連携の支
援

○農商工等連携促進法に基づく支援
　地域を支える中小企業者及び農林漁
業経営の改善を図るために、農林漁業
者と連携し、それぞれの経営資源を有
効に活用して行う事業活動を総合的に
支援
＜対象者＞
１．農商工等連携により新たな事業活
動を展開しようとする中小企業者で
あって、「農商工等連携促進法」に
基づき農商工等連携事業計画を策定
し、国の認定を受けた者

２．農商工等連携に対し指導・助言等
の支援を行う一定要件を満たす法
人であって、「農商工等連携促進法」
に基づき農商工等連携事業計画を策
定し、国の認定を受けた者

農商工等連携促進法に基づい
て、中小企業と農林漁業者が
連携して新商品・新サービス
の開発等を行う「農商工等連
携事業計画」を共同で作成し
認定を受けると、補助金、融
資等各種支援策を利用できる。
①農商工等連携対策支援事業
　　補助率２/３以内
　　補助限度額3,000万円
②マーケティング等の専門家
による支援

③政府系金融機関による融資
制度

④信用保証の特例　等

中小企業庁新事業促
進課
TEL：03－3501－1767

各経済産業局中小企
業課等

事業名 概　　要 支援内容 問合せ先

新連携対
策事業

事業化・
市場化支
援事業

異分野の複数の中小企業者が、それぞ
れが持つ技術・ノウハウ等の「強み」
を有効に組み合わせて、高付加価値の
製品・サービスを創出する取組を支援
＜対象者＞
　２社以上の異分野の中小企業で連携
して新たな事業活動に取り組む方で、
中小企業新事業活動促進法第11条の異
分野連携新事業分野開拓計画の認定を
受けた代表者

異分野の複数の中小企業が連
携して行う事業に必要な経費
を補助
補助率２/３以内
補助限度額１認定事業計画
当り2,500万円（下限100万円）
（技術開発を伴う場合、上限
3,000万円）

中小企業庁新事業促
進課
TEL：03－3501－1767

各経済産業局中小企
業課等

事業名 概　　要 支援内容 問合せ先

地域資源
活用の促
進

地域資源を活用して新商品や
新サービスを開発する中小企
業者に対して、法的措置や予
算措置、金融措置等により総
合的な支援を展開

中小企業地域資源活用促進法に基づい
て、中小企業者等が単独又は共同で、
地域資源を活用して新商品・新サービ
スの開発・市場化を行う「地域産業資
源活用事業計画」を作成し、認定を受
けると、補助金、低利融資等の各種支
援策を利用できる。
①地域資源活用売れる商品づくり支援
事業
　　補助率２/３以内　
　　補助限度額3,000万円
②マーケティング等の専門家による支
援
③中小企業基盤整備機構が主催する商
談会　等への優先出展
④政府系金融機関による融資制度
⑤信用保証の特例　等

中小企業庁新事業促
進課
TEL：03－3501－1767

各経済産業局中小企
業課等
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5 新製品・新技術開発、販路開拓（補助金）

事業名 対象 対象経費・補助内容 補助率・限度額 問合せ先

地域産業
活性化事
業費補助
金

ものづく
り新商品
開発等支
援事業

富山県内に事業所を
有する中小企業者、
組合等

次のいずれかの事業
に係る事業費
１．新技術の研究開
発に係る事業
２．新技術を導入し
た新商品の研究開
発に係る事業
３．デザイナーを活
用した新商品の研
究開発に係る事業

研究開発事業費
原材料費、機械装置・工具器
具備品費（改良費・保守費含
む）、産業財産権等の導入に要
する経費、試験・検査費、委
託費（外注加工費、技術コン
サルタント料、デザイン料、
設計費、調査研究費　等）
庁費
会場借料、会場整備費、印刷
製本費、資料購入費、通信運
搬費、借料又は損料、広告宣
伝費、通訳料、翻訳料、原稿料、
雑役務費

１/２以内
200万円

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3249

地域産業
活性化事
業費補助
金

地域貢献
型新ビジ
ネス支援
事業

富山県内に事業所を
有する中小企業者、
組合等、特定非営利
活動法人（創業後３
年以上を経過した者
に限る）

次の事業に係る事業
費
・地域的・社会的課
題をビジネスの手
法で解決しようと
する事業（ソーシャ
ルビジネス、コミュ
ニティビジネス等）
であり、以下の要
件を全て満たすこ
と。
①新商品・新サービ
スの開発等事業の
新規性が認められ
ること。
②事業の実施によ
り、地域の活性化
又は地域的・社会
的課題の解決が図
られること。
③ビジネスとして継
続的に事業活動を
実施すること。

研究開発事業費
原材料費、機械装置・工具器
具備品費（改良費・保守費含
む）、産業財産権等の導入に要
する経費、試験・検査費、委
託費（外注加工費、技術コン
サルタント料、デザイン料、
設計費、調査研究費　等）
謝金
　委員謝金、専門家謝金、講師
謝金
旅費
委員旅費、専門家旅費、職員
旅費、講師旅費、外国旅費
庁費
会場借料、会場整備費、印刷
製本費、資料購入費、教材費、
通信運搬費、借料又は損料、
調査研究費、広告宣伝費、通
訳料、翻訳料、雑役務費、保
険料、ホームページ作成費

１／３以内
100万円

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3249

4 新分野進出・異分野連携（融資）

事業名

制度の概要

問合せ先
融資対象

融資条件

使途 限度額 期間 利率

新事業展
開支援資
金

建設業等
新分野進
出支援枠

１．現在の事業と日本標準産業
細分類が異なる事業を新たに
行う者

２．富山県内で事業所を有し、
１年以上継続して事業を営ん
でいること。

３．富山県税を完納しているこ
と。

４．事業に必要な許認可等を取
得していること。

設備資金
運転資金

4,000万円
（うち運転
1,000万円）

設備７年
以内
運転５年
以内

1.50％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248

新事業展
開支援資
金

ブランド
力向上支
援枠

１．地域産業資源活用事業計画、
農商工等連携事業計画に係る
事業又は同事業に係る国の補
助金・とやま新事業創造基金
の補助金交付決定を受けたも
の

２．「明日のとやまブランド」育
成支援に選定された事業者

３．富山県トライアル発注制度
の認定を受けた事業者（認定
日から３年以内）

４．富山プロダクツに選定され
た事業者（選定日から５年以
内）

設備資金
運転資金

7,000万円
（うち運転
1,000万円）

設備10年
以内
運転５年
以内

1.50％
以内

保証料
別途

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3248
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事業名 制度の概要 補助率・限度額 問合せ先

販路の拡
大、下請
取引のあ
っせん等

＜対象者＞
　新たな取引先を開拓したい中小企業者
＜支援内容＞
１．下請取引のあっせん
　各企業の現状、業種、設備、技術等の条件に見合っ
た受発注企業を紹介
　発注又は受注を希望する企業が県中小企業支援セ
ンターに登録後、受発注情報を提供し、取引先を紹
介
２．商談会（首都圏、大阪、名古屋）の開催
　　受注企業と発注企業との個別の商談、情報交換等
により、取引のあっせんを促進
３．販路開拓活動に要する経費の助成
　　市場調査や展示会・見本市への出展等、国内外に
おける販路開拓活動に要する経費の一部を助成
４．ビジネスマッチングステーション
　　インターネットを利用し、会員企業の企業情報、
発注案件情報、受注希望情報を閲覧できるほか、希
望条件に応じた最適企業の検索が可能
　（URL：http://biz-match-station.zenkyo.or.jp/）

販路開拓活動
に要する経費
の助成
１／３以内
国内…250千円
国外…500千円

㈶富山県新世紀産業
機構中小企業支援セ
ンター（１～３）
TEL：076－444－5603

㈶全国中小企業取引
振興協会（４）
TEL：03－5541－6688

事業名 対象 対象経費・補助内容 補助率・限度額 問合せ先

中小企業
自立化支
援事業

県内に事業所を有す
る中小企業者等で、
(財)富山県新世紀産
業機構の理事長が認
め採択された案件

○事業実施期間
　原則として、当機構の理事長
が認め案件が採択されてから平
成25年３月29日まで

事業計画書提出日以降、事業実
施期間内に支払った経費が対象

自社製品、新
技術開発、加
工領域拡大等
事業
１/２以内
200万円

自社で行うソ
フト開発等情
報化事業
１/２以内
50万円

自立化のため
の人材育成事
業（メーカー
等への長期派
遣研修等）
１/２以内
50万円

㈶富山県新世紀産業
機構中小企業支援セ
ンター
TEL：076－444－5605

とやま新
事業創造
基金

地域資源
ファンド

富山県内に本社を持
つ中小企業者
＜対象事業＞
　技術や農林水産
品、観光資源等、富
山県の地域の資源を
有効に活用して行う
以下の事業
１．新商品を開発し
ようとする事業

２．新サービスを開
発しようとする事
業

３．上記１又は２と
併せて販路を開拓
しようとする事業

以下の経費（例）のうち、消費
税額を控除したもの
［事業費］
専門家謝金、専門家旅費、職
員旅費、印刷製本費、広告宣
伝費、展示会等出展料、会場
借料、保険料、通訳料、通信
運搬費、産業財産権等取得費
（ただし、特許庁に納付される
手数料等を除く）、委託費（コ
ンサルタント経費、調査費等）
等

［試作・開発費］
原材料費、機械装置・工具器
具備品費（改良費・保守費を
含む）、借損料、試験・検査費、
委託費（デザイン料、設計費、
外注加工費、コンサルタント
経費、研究費等）等

１/２以内
600万円

※案件により、
　３年間までの
　継続支援あり

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3249

㈶富山県新世紀産業
機構
TEL：076－444－5601
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事業名 制度の概要 問合せ先

土木新製品開発
支援事業

＜対象者＞
建設関連企業にかかわらず、あらゆる業種にわたる富山県内企業
＜支援内容＞
・ニーズの提供
　開発の「たね」となる、公共工事担当者や県民からのニー
ズに関する情報提供を行う。
・相談・助言
　製品の企画や研究段階等各段階での相談を受けたり、助言
を行う。
・試験施工場所の提供
　富山県土木部が所管する公的施設を新製品開発のための試
験施工場所として提供する。公共施設を用いた一定期間の実
証実験を行うことができる。
　（ただし、試験施工に要する費用は申請者負担）
＜利用方法＞
・開発の「たね」となるニーズの情報提供は、県ＨＰにて随時
実施
・相談・助言は、左記問合せ先にて随時実施
・試験施行場所の提供に当たっては、公共施設としての性質上
一定の要件を満たす必要がある。試験施工に当たっては、問
合せ先に事前に相談の上、申請・審査を経て承認を受けるこ
とが必要である。

富山県土木部
建設技術企画課
TEL：076－444－3298

6 新製品・新技術開発、販路開拓（情報提供等）

事業名 制度の概要 問合せ先

トライアル発注
認定制度

＜対象者及び対象商品＞
　県内に事業所を有する中小企業者であって、申請日において
販売開始から３年以内の次に掲げる商品を県内で生産する者
①県知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品
②富山プロダクツとして選定された商品
③富山県深層水協議会ブランドマークの使用許諾を受けた商品
④国、県又は富山県新世紀産業機構の助成を受けて研究開発し
た商品

⑤とやま起業未来塾のビジネスプラン発表会で入賞した事業計
画に基づいて生産する商品

⑥新事業分野を開拓しようとする者が生産する商品で、公的試
験研究機関の推薦を受けたもの（→詳細は、県にお問合せ下
さい。）

・トライアル発注制度の対象となる商品（医薬品を除く）は、
県の機関において使途が見込まれるものであること。

・公共工事用資材に関しては、次に掲げる項目のうち、いずれ
かに適合し、又は準じているなど、一定の品質を確保してい
ること。

　①日本工業規格（JIS）
　②富山県土木部…土木工事共通仕様書、農林水産部…土木工事
　　等共通仕様書（富山県）
　※サービス提供等の役務は対象外
＜支援内容＞
　認定事業者及び商品を県のＨＰ･パンフレット等にて紹介す
るとともに、県が率先購入に努める。
　県が購入した商品は、使用後の意見をフィードバックする。
※認定期間：認定した日から起算して３年を経過した日の属す
る年度の末日まで

富山県商工労働部
経営支援課
TEL：076－444－3247

販路ナビゲー
ター創出支援事
業

＜対象者＞
　㈶富山県新世紀産業機構中小企業支援センター又は㈳独中小企
業基盤整備機構の支援により、自社で開発した製品等の販路の
確保・拡大を希望している中小企業者
＜支援内容＞
　販路の確保・拡大を希望する中小企業者と販路ナビゲーター
（＊）のマッチングを図るため、㈳独中小企業基盤整備機構が ｢販
路マッチングプレゼンテーション｣・「販路マッチングイベント
派遣」を実施し、販路ナビゲーターが中小企業に対し製品等の
評価及び販路候補先に係る情報を提供
＊豊富なネットワークを有する企業ＯＢ等で、㈳独中小企業基盤整備機
構に登録された販路開拓の専門家
１．販路ナビマッチングプレゼンテーション
　　全国規模での販路ナビゲーターとのマッチングイベントを
インターネット上で実施

２．地域マッチングイベント
　　㈶富山県新世紀産業機構が主催している中小企業を支援す
るマッチングイベントにおいて、希望に応じ販路ナビゲー
ターを会場に派遣

㈶富山県新世紀産業
機構中小企業支援セ
ンター
TEL：076－444－5605

㈳独中小企業基盤整備
機構
TEL：03－3433－8811

㈳独中小企業基盤整備
機構北陸支部
TEL：076－223－5761
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事業名 種類 概要 助成率・限度額 問合せ先

建設教育訓
練助成金

認定訓練 【経費助成】中小建設事業主等が都
道府県から職業能力開発促進法に
よる認定訓練を行った場合

１人１月（コース
又は単位）当たり
1,800円～ 25,000円

富山労働局雇用調整
助成金センター
TEL：076－432－9172

URL：
http://toyama-
roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp

【賃金助成】中小建設事業主が雇用
する建設労働者に勤務扱いで認定
訓練を受講させた場合

１人１…日当たり
5,400円 又 は7,000
円

技能実習 【経費助成】中小建設事業主等が雇
用する建設労働者に技能実習を行
う場合又は登録教習機関で行う技
能講習等を受講させた場合

一の技能実習に
ついて１日13万円
（訓練内容により20
万円）かつ20日分

【賃金助成】中小建設事業主が雇用
する建設労働者に勤務扱いで技能
実習等を受講させた場合

一の技能実習等に
ついて１人１日当
たり7,000円かつ
20日分
登録教習機関に委
託した場合は委託
費の70％

通信教育訓
練

【経費助成】中小建設事業主が雇用
する建設労働者に通信制による教
育訓練を受講させた場合

一の教育訓練の受
講料（教科書代・
教材費含む）の１
/２、
１人当たり10万円

建設広域教
育訓練

【経費助成】広域的職業訓練法人が
建設工事における作業に係る職業
訓練の推進のための活動を行った
場合

支給対象経費の
２/３、一事業年
度9,000万円（訓練
規模により7,500万
円、6,000万円又は
4,500万円）

【施設等設置整備】広域的な職業
訓練法人が認定訓練の実施に必要
な施設又は設備の設置又は整備を
行った場合

設置又は整備費用
の１/２、３億円

【受講援助】中小建設事業主が雇用
する建設労働者に広域的職業訓練
を受講させた場合

受講のために旅費
として負担した額
の１/２

建設業人材
育成支援

【経費助成】中小建設事業主団体が
小学校、中学校、高等学校等のキャ
リア教育への支援を行う場合

支給対象費用の
２/３、800万円
（事業毎に別に定め
る限度額あり）

事業名 概　　要 助成内容 問合せ先

中小企業基
盤人材確保
助成金

改善計画の認定を受け、新成長戦略に
おいて重点強化の対象となっている健
康、環境及び関連するものづくり分野
に該当する事業への新分野進出（創業・
異業種進出）を行う中小企業者が、新
分野進出に必要な経営基盤を強化する
ための人材（基盤人材）を雇い入れた
場合に助成

※アルバイト、パートタイマー等の名称の
如何に関わらず、申請事業主の事業所に
おける勤務経験がある者や、申請事業主
の事業所において直接勤務していなくて
も、労働の対価が支払われている等実態
として勤務していたとみなされる者は対
象外

対象労働者を雇い入れた日の
直後の賃金締切日の翌日から
起算して６ヶ月毎に、次の金
額を２回に分けて支給
　140万円/１人
　（70万円×２回。最大５人）

富山労働局雇用調整
助成金センター
TEL：076－432－9172

URL：
http://toyama-
roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp

7 人材確保・雇用確保（求人、補助等）

事業名 制度の概要 問合せ先

人材の確保対策 県Uターン情報センターにおいて、求人（県内企業）と求職（県
へのUターン就職希望者）の登録制度によるマッチングを実施
【登録後に受けられるサービス】
　・求人情報をウェブサイト及び紙媒体で公開
　・求職者の職歴、資格等の情報の検索、確認
　・求職者との取次ぎサービス

富山県Ｕターン情報
センター
TEL：076－444－5766

URL：
https://uturn.pref.　
toyama.lg.jp
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事業名 種類 概要 助成率・限度額 問合せ先

建設業新分
野教育訓練
助成金

【経費助成】中小建設事業主が、建
設労働者を継続して雇用しつつ建
設業以外の新分野事業に従事させ
るために必要な教育訓練を実施し
た場合

教育訓練に要した
経費の２/３、１
日当たり20万円、
60日分

富山労働局雇用調整
助成金センター
TEL：076－432－9172

URL：
http://toyama-
roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp

【賃金助成】中小建設事業主が、建
設労働者を継続して雇用しつつ建
設業以外の新分野事業に従事させ
るために必要な教育訓練を実施し
た場合

１人１日当たり
7,000円、60日分

建設雇用改
善推進助成
金

建設事業主 中小建設事業主が建設労働者の雇
用改善のための計画を作成し、管
轄する都道府県労働局へ届け出る
とともに、当該計画に従って雇用
改善の取組を実施した場合に助成
金を支給
＜事業区分＞
１．雇用管理責任者の選任・配置
等（原則実施）

２．募集・採用を円滑に行うため
の新たな取組

３．高齢労働者・女性労働者の活
躍を推進する取組

４．魅力ある職場づくりのための
取組

５．期間雇用労働者の雇用改善
６．雇用管理改善のための社会保
険労務士等の活用

【１】
・研修実施経費
　10万円/１日
　（６日分）
・研修受講に係る
　賃金
　７千円/１人１日
　（６日分）

【２～６】
実施経費の合
計額の１/２
（６の助成は50
万円を限度）

１～６の合計で
200万円が限度

建設事業主
団体

中小建設事業主の団体又はその連
合団体が傘下企業の雇用管理の改
善が必要と思われる項目について、
数値目標を設定し、管轄する都道
府県労働局へ届け出るとともに、
その目標達成のために必要な事業
を実施した場合に助成金を支給
＜事業区分＞
１．雇用管理改善の促進
２．能力開発の促進
３．職業生活環境整備・健康管理
の促進

４．体系的な処遇改善の推進
５．教育訓練の共同化・広域化の
推進

６．再就職・建設業入職支援の促進
７．若年者の採用・定着の促進
８．高齢労働者・女性労働者の活
躍の促進

９．通年雇用のための支援
10．１～９の事業に関する調査研究

＜全国団体＞
実施経費の合計額
の２/３
１～ 10の合計で
1,600万円

＜地域団体＞
【１～３、10】
実施経費の合
計額の１/２

【４～９】
実施経費の合
計額の２/３

１～10の合計で
500万円

富山県建設業改革支援プロジェクトチーム

座　　　長 土木部次長（技術）

副　座　長 土木部建設技術企画課長
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商工労働部経営支援課長
商工労働部労働雇用課長
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農林水産部農業経営課長
農林水産部森林政策課長
土木部管理課長
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