
経営発達支援計画の概要 

実施者名 能美市商工会 （法人番号 ３２２０００５００４３５１） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目  標 

１．小規模事業者が提供する商品・サービスの魅力向上 

２．産学官の連携による地域産業の活性化 

３．創業者・起業者に対する支援体制の構築 

４．利便性の向上、生活関連産業の充実に向けた地域振興事業の実施 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域の経済動向に関する情報を調査・分析し、地域の小規模事業者に対して

情報提供を行うとともに、事業計画策定の資料として活用する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の経営分析を支援し、事業計画策定や販売戦略立案のための基

本資料として活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者、創業予定者、事業承継希望者に対し、セミナー、個別相談会、

創業塾の開催や外部機関との連携により、事業計画の策定を伴走型で支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画を策定した事業者に対し、フォローアップ支援（計画の進捗状況、

課題等を確認、問題解決等）を実施する。また、必要に応じて外部機関との連

携、専門家派遣等にて、計画的な事業実施を支援する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者が販売する商品や提供するサービスに係る需要動向を調査・分

析し、事業計画書の策定に役立てるとともに、需要動向を見据えた商品・サー

ビスが提供できるよう支援する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

個別相談会や展示会・商談会への出展・開催等を通して小規模事業者の販路

開拓を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

外部の各団体や機関と連携して能美市商工業展、先端大との連携事業、人材

育成・教育研修事業、地域ブランド育成支援事業、伝統工芸支援事業、観光振

興事業、買い物支援事業を実施することで、新産業の創出、地域の賑わい創出

を図る。 

連 絡 先 

住所：石川県能美市寺井町ヨ４７番地 

電話番号：0761-58-4230  

ＦＡＸ番号：0761-57-3510 

ホームページ URL：http://nomi.shoko.or.jp/ 

代表メールアドレス：nomi@shoko.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

(１) 能美市の概要 

能美市は、平成１７年２月に根上町、寺井町、辰口町の３町が

合併した市である。石川県の南部、加賀平野のほぼ中央に位置し、

県都金沢市から南西約２０km の距離にあり、南には小松空港があ

る小松市が隣接している。 

西部は美しい海岸線を有する日本海に面し、中央部には手取川

に育まれた扇状地が広がっている。一方、東部は白山山系に連な

る緑豊かな能美丘陵を有し、北部は県下最大の河川である手取川

が流れ、豊かな自然環境に恵まれた地域を形成している。 

年間平均気温は１４．３度、年間降水量は２１６７．５ｍｍ、

日本海側特有の気候であるが、比較的温暖である。海岸部と内陸

部では、気象条件に差があり、四季折々の自然美を見せてくれる。 

人口は４９，９６６人、世帯数は１７，９８３世帯を数える。

金沢、小松の中間に位置し、交通アクセスが良いことから、各地

で宅地開発が進められるなど、人口は増加傾向で推移している。

階級別人口の割合は、年少人口１５．３％、生産年齢人口６０．４％、老年人口２４．３％と、ほ

かの市町同様に少子・高齢化が進行しているが、若年層の転入などにより、県平均に比べてゆるや

かに推移している。 

能美市において整備がなされた結果、東洋経済「住みよさランキング」２０１５において、全国

３位にランキングされ、全国的にも住みやすい街として注目を集めている。 

また、全国８１３市区を対象にした日経ビジネス社の「働く世代が住みやすい都市ランキング」

で、能美市が第２位！という非常に高い評価を得ている。 

 

 

「石川県の南部に位置し、有名な「九谷焼」の産地である一方、県内最大の工業

都市･小松市に隣接しており、小松市のベッドタウンとして２０％通勤圏に該当

します。住宅着工戸数の増加などが寄与し、「快適度」では全国９位となったほ

か、保育所関連の指標の高さや出生数の増加などから、「安心度」でも３０位と

トップクラスの評価となっています。」 

（出典：東洋経済「住みよさランキング」２０１５） 

 

 
（出典：能美市企業立地ガイド） 

 



２ 

(２) 能美市の産業 

① 産業構造 

平成２４年６月に石川県が作成した平成２２年国勢調査産業等基本集計結果（石川県関係分）に

よると、能美市は石川県内で最も第２次産業の就業者割合（４０．５％）が高く、まさしく「もの

づくり」を基盤にした地域であるといえる。 

 

 
（出典：平成２２年国勢調査産業等基本集計結果） 

 

これらを背景に、当地には地域に根差した元気なものづくり企業がいくつも存在している（グロ

ーバルニッチトップ企業１００選に２社受賞、元気なモノ作り中小企業３００社人口当たりの受賞

企業数全国一位）。 

また、地元企業だけではなく、ジャパンディスプレイ能美工場、 加賀東芝エレクトロニクス、

東レ石川工場、日本ガイシ石川工場等の大手企業の工場誘致にも成功している地域である 

 

（出典：能美市 企業立地ガイドより抜粋） 

 

能美市商工会管内の業種別商工業者数においても、工業関連の業種合計は２８．０％（繊維工業

５．５％、機械工業７．７％、その他の工業１４．８％の合計値）と最も高くなっており、「もの

づくりのまち・能美」を表している。 

また、産業機械、建設機械の大手の小松製作所が近隣の小松市にあり、その下請け企業が能美市

■ 産業３部門別就業者数の割合（地域別・平成２２年） ■
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にも多数存在する。その他、能美市には加賀東芝エレクトロニクスなどの事業所があり、能美市内

は機械工業が集積している地域となっている。また、東レ、小松精練などの大手繊維メーカーがあ

り、最近は事業所数が減少傾向にあるものの、繊維業も盛んである。 

 

■ 能美市商工会管内の業種別商工業者数の推移 ■ 
 

 
平成18年 平成21年 平成24年 平成27年

18 年→27

年増減率 

27 年 

業種構成比

建設業 420 390 348 317 75.4％ 19.0％

繊維工業 155 132 106 93 60.0％ 5.5％

機械工業 180 174 134 130 72.2％ 7.7％

その他の工業 299 269 248 246 82.2％ 14.8％

卸売業 148 140 119 112 75.6％ 6.8％

小売業・飲食店 526 484 393 391 74.3％ 23.5％

サービス業 275 285 258 283 102.9％ 16.9％

その他 118 118 97 97 82.2％ 5.8％

合計 2,121 1,992 1,703 1,669 78.6％ 100％

（出典：石川県商工会連合会「商工会の現況 2009、2012、2015」） 
 

② 伝統産業・地域資源 

能美市には、日本海、能美丘陵、手取川といった豊かな自然をはじめ、古墳群や九谷焼関連施設、

動物園や温泉など、魅力ある多様な地域資源が点在している。また、九谷茶碗まつりや根上七夕ま

つり、辰口まつりといった地域の特色を活かしたイベントも開催され、能美市のアピールポイント

や一体感を醸成してきた。 

能美市の特産品として、代表的なものは独特の粘りと風味を持つ「加賀丸いも」である。滋養強

壮によいため、近年注目を集めている伝統野菜であり、収穫時期の冬を迎えると、多くの市内一般

家庭の食卓に並ぶ。加賀丸いもの加工品として、焼酎やコロッケが市内で製造されている。 

また、能美市は九谷焼の中心地である。華やかな色絵で加賀前田藩の絢爛たる文化を今に伝える

九谷焼は、世界にも認められた日本を代表する焼きものである。能美市は、九谷焼の全生産量の８

割以上を生産しており、多くの作家や販売会社など九谷焼関係者が集まっている。 

 

 
 

（写真：能美市特産品加賀丸いも）      （写真：伝統工芸「九谷焼」の多彩な作風） 
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③ 北陸先端科学技術大学院大学との連携 

能美市には「豊かな学問的環境の中で世界水準の教育と研究を行い、科学技術創造により次代の

世界を拓く指導的人材を育成する。」を理念とした北陸先端科学技術大学院大学が存在する。先端

科学技術分野における国際的水準の研究を行い、独自のキャンパスと教育研究組織を持っている。

我が国で最初の国立大学院大学として平成２年１０月に創設され、平成１６年４月から国立大学法

人北陸先端科学技術大学院大学（以下「先端大」という。）に移行した。 
産業界との連携においても、共同研究および受託研究の推進、客員講座、寄附講座および連携講

座の活用、経済界からの各種助成の導入などが行われている。また、先端大をコアとしたインキュ

ベーター施設（いしかわクリエイトラボ、いしかわフロンティアラボ：いずれも県施設）も存在し、

新分野進出や新商品・新技術開発等に取り組む創造性豊かで研究意欲にあふれる中小企業が進出し

ている。 

（写真：先端大）             （写真：いしかわフロンティアラボ） 

 

 

(３) 能美市商工会地域の課題 

① アンケート調査 

本商工会では経営発達支援計画策定に当たり、会員事業所の実態及び景気動向アンケート調査

（調査企業数２１０事業所）を実施した。 

アンケート結果の「御社で求める経営支援」の項目において、最も比率が高かったのは「補助金・

助成金の情報提供」（１９．４％）である。補助金・助成金については、小規模事業者持続化補助

金をはじめとした販路開拓・新規顧客獲得に向けた取り組みを指しており、そのための支援が必要

であるという結果となった。 

同アンケートによる「不足している経営項目」に対する意見では、「資金がないので展示会に出

展出来ない」「補助金・助成金申請に対する指導が欲しい」といった意見があり、同様に支援して

いく必要がある。 

次いで「求人情報の提供」（１２．０％）、「人材育成支援」（１１．８％）と、人材関連支援の比

率が高い結果となった。同アンケートによると、「若手不足」、「人材育成の支援が欲しい」、「アベ

ノミクスによる人件費の高騰、人手不足」、「人材不足が顕著であり、特に営業部門については急を

要する」といった意見があり、同じく支援していく必要がある。 

 

② 検討会 

本商工会では、会長・役員、外部から中小企業診断士、市の担当者等で組織した経営発達支援計
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画策定に向けた検討会を実施した。検討会における能美市の現状を踏まえた課題は以下のとおりで

ある。 

 

●「ものづくり」における課題 

能美市のモノづくり企業の技術開発や人材育成等の取り組みにおいては、個別の企業が自社で努

力することが多い。そのため、ものづくり企業が集積する「能美工業団地」「いしかわサイエンス

パーク」「赤井・粟生産業団地」「吉原釜屋産業団地」「山口町工業適地」等の工業団地においては、

「産業集積」という地域の特性を生かすためにも、技術支援、技術交流、人材交流の活性化が求め

られる。 

また、検討会や前述のアンケートにおいても「企業間の連携や異業種交流による販路開拓」や「合

同での人材研修実施」などを求める意見もあり、支援が必要である。 

 

●地域の課題 

能美市の行政施策でも、雇用の創出に取り組んでいる。その中で、企業の誘致にも取り組んでい

るが、従業員等が生活関連産業の充実した近隣の野々市市・小松市等に住むことが多いという課題

がある。 

さらに、能美市の指標を基にした近隣の市町との比較においても、特に乖離が目立つのは生活関

連産業の項目である。 

 例として、人口数が近く、生活関連産業が充実している近隣の野々市市との比較データを下図

に示す。 

 

■ 能美市と野々市市のデータ比較 ■ 

 

項目名 能美市 野々市市 単位 

人口総数 48,554 53,100 人 

小売業 年間販売額 2,710,303 10,568,707 万円 

専門スーパー 年間販売額 140,000 521,062 万円 

織物・衣服・身の回り品小売業 年間販売額 82,528 298,297 万円 
（出典：国勢調査、事業所・企業統計調査、経済センサス） 

上記に示すとおり、「小売業年間販売額」、「専門スーパー年間販売額」、「織物・衣服・身の回り

品小売業年間販売額」の生活関連産業の項目においては、いずれも大きな乖離が発生している。 

前述の住みよさランキングにおいても、医療や商業など生活基盤の小松市等への依存度の高さが

指摘されており、その指標となる利便度は４１２位と総合評価の３位を大きく下回る。このため、

創業・起業に対する支援も含めた生活関連産業の育成は必要不可欠といえる。 

 

③ 能美市の総合計画・総合戦略 

能美市の第１次能美市総合計画（平成１９年度～平成２８年度）及び総合戦略（平成２８年３月

策定予定）より、産業・観光分野における課題を以下に示す。 

（※総合計画は各地方公共団体の総合的な振興・発展などを目的とし、総合戦略は地方創生を目的

としている。） 
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●商業の振興における課題 

能美市の調査では「商業の振興・商店街の活性化の状況」で満足度が極めて低く、施策について

の重要度は高くなっている。特に車の運転が出来ない高齢者、中高生が既存商店街の活性化を望ん

でいる。 
 既存商店街の活性化を図るためには、個々の店舗の魅力アップや、ショッピングモールの整備な

どが重要な課題となっている。 
 
●工業の振興における課題 

今後、さらなる工業の振興を図っていくためには、優良企業の誘致活動を継続的に推進するとと

もに、先端大を中心に産学官のより一層の連携を図り、新製品・新技術の開発や販路拡大などの施

策を行っていくことが求められる。 
 
●観光の振興における課題 

能美市には、自然や歴史、史跡、遺跡、文化財など、豊富な観光資源がある。それらの資源を見

つめ直し、再発見してもらうための機会を設けるとともに、観光施設を点から線へと結ぶ周遊コー

スを設定し、さらに観光情報の提供や観光関連施設の整備・充実を図る。 
 

●起業支援・地場産業育成の推進における課題 

地場産業の育成を図るため、先端大を中心に産学官が連携し、新たな技術・商品の開発、情報化

を支援する必要がある。また、起業を目指す若者や女性も増えてきており、こうした起業への取り

組みに対する支援や、クリエイトラボ(前述のインキュベーター施設、(２)－③参照)等で研究開発

をしている人に対する支援も重要な課題である。 

 

●伝統産業の振興における課題 

市唯一の伝統工芸であり県を代表する九谷焼は、昭和５９年には１６５億円の売り上げを誇って

いたが、長引く景気の低迷により現在は４分の１にまで落ち込んでいる。  

九谷焼産地の振興に向けては、後継者不足が深刻な問題であり産地存続の危機である。このため、

石川県立九谷焼技術研修所や石川県九谷焼技術センターとの連携をより一層密にし、後継者養成や

活動支援・技術開発支援等（人材育成支援）を推進するとともに、九谷焼資料館の充実により九谷

陶芸村全体の魅力アップを図る必要がある。 

 

●先端大との連携 

能美市の人口ビジョンを推計したとき、中山間地域が深刻である。幸いにもこうした地域の中心

に位置する先端大と連携を強める必要がある。技術や知識のある学生が市内の企業に就職すれば、

定住だけでなく産業の面でも新たな事業分野の展開など、良い効果を生むことが期待される。 

 

●利便性の向上 

能美市において常々指摘されている利便性の低さが課題であり、商業施設の活性化、２次交通の

改善等に取り組む必要がある。 

 

●観光の活性化 

 九谷焼の可能性に注目し、九谷陶芸村や九谷焼資料館に磨きをかけ、観光の活性化を図る。 
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④ 課題の総括 

■ ①～③における課題一覧 ■ 

区 分 

販路開拓 

・新規顧客

獲得 

生活関連産

業の活性化

先端大・企

業間の連携

強化 

人材育成関

連の支援 

地域資源を

活かした観

光の活性化 

創業・起業

に対する支

援 
① ○   ○   

②  ○ ○ ○  ○ 

③  ○ ○ ○ ○ ○ 

 

上記表の①～③を踏まえると、能美市商工会地域には「販路開拓・新規顧客獲得」、「生活関連産

業の活性化」、「先端大・企業間の連携強化」、「人材育成関連の支援」、「地域資源を活かした観光の

活性化」、「創業・起業に対する支援」といった課題が存在する。そのため、本商工会では、上記課

題に対し包括的な支援を実施することで、小規模事業者の持続的な発展に貢献することができる。

 

(４) 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

平成２８年３月に策定される能美市の総合戦略「能美市まち・ひと・しごと総合戦略」における

小規模事業者の振興のあり方については、 

① 地域内の事業者同士のコラボレーションやビジネスマッチングの促進 

② ワークライフバランスを重視した労働者福祉の向上 

③ 創業・起業への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・を掲げている。 

 また、能美市の第１次能美市総合計画（平成１９年度～平成２８年度）の産業・観光分野におけ

る小規模事業者の振興のあり方については、 

④ 九谷焼や繊維などの伝統・地場産業については、地域に根付いた内発型産業として、能美

市の魅力創造と連携した振興を目指す。 

⑤ 先端大の存在を活かした知的交流の推進、産学官連携による新たな知的産業の創出を目指

す。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・とされている。 

 

上記①～⑤の振興のあり方、そして（３）の能美市商工会地域の課題を踏まえ、本商工会におけ

る「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を以下に示す。 

・地域の小規模事業者同士の連携強化、産学官の連携強化による地域に根付いた内発

型産業の育成 

・小規模事業者支援を通した地域の生活関連産業の充実や利便性の向上 

・創業者、起業者に対する育成も含めた継続的な支援 

・伝統産業、地域資源を活かした観光の活性化 

・販路開拓や人材育成支援を通したものづくり産業の発展 

 

(５) 経営発達支援計画の目標・方針について 

① 目標 

地域の現状及び課題、振興のあり方を踏まえ、本商工会では以下の目標を掲げる。 

① 小規模事業者が提供する商品・サービスの魅力向上 

② 産学官の連携による地域産業の活性化 
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③ 創業者・起業者に対する支援体制の構築 

④ 利便性の向上、生活関連産業の充実に向けた地域振興事業の実施 

 

② 方針 

本商工会の目標達成に向け、以下の方針を掲げる。 

① 各種調査を基にした地域の景気動向などの情報収集・分析・提案を体系的に実施し、

経営改善や経営計画策定に繋げることで、小規模事業者の経営基盤の強化を支援す

る。 

② 「小規模事業者支援のための本商工会と地域の支援機関の連携」、「小規模事業者同

士のコラボレーションやビジネスマッチングによる連携」、「先端大の存在を活かし

た産学官の連携」など、地域の結び付きを強化し、支援体制を構築することで、小規

模事業者の販路開拓や新商品開発、新産業創出を促進する。 

③ 創業者・起業者の発掘と継続的な支援を行い、地域内に新たな企業・産業を創出す

ることで、「新たな活力」に溢れた地域経済を構築する。 

④ 地域資源の活用や当地域の小規模事業者の特色を活かし、観光振興や利便性向上と

いった地域活性化に向けた取り組みを実施し、小規模事業者の育成と地域の発展に貢

献する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

(１) 経営発達支援事業の実施期間 

平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

(２) 経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(１) 現状と課題 

●現状 

これまで本商工会では、地域の経済動向調査として、能美市景気動向調査を毎年１回１月に実施

してきた。この調査は能美市内の小規模事業者１００事業所を対象に、業種別（建設業、繊維業、

鉄工業、工業、九谷焼上絵付業、商業、サービス業、九谷卸業）に分け、売上、利益、資金繰り、

経営上の問題点、設備投資計画、経営対策を問うものである。そして、その結果は資料にまとめ、

毎年部会別の総会で経営指導員が説明を行うとともに、郵送にて全会員企業（約１，４００事業所）

に配布してきた。 

 

●課題 

・能美市景気動向調査は年間 1回しか実施していないため、直近の景気動向が把握できていない。

・地域の行政や金融機関等との情報交換がやや不足しているため、地域の実態を反映しきれていな

い。 

 

(２) 事業内容 

① 能美市景気動向調査【拡充】 

業況、資金繰り、設備投資計画の有無等の動向をアンケートにより調査し、地域の景気動向を把

握する。 

アンケート調査の内容は以下のとおりである。 

 

●実施回数 

年間２回実施。 

 

●調査事業所数 

業種に偏りがないよう、製造・非製造等、バランスを考慮し、小規模事業者１００事業所を選出

し、アンケート調査を実施する。 

 

●調査の項目 

・事業所の概要（業種・従業員数・代表者の年齢・後継者の有無） 

・事業所の景況（売上高、収益の状況及び見通し・資金繰りの状況） 

・経営上の問題点（現在直面している課題等） 

・今後の経営対策（実施を検討している販路開拓策等） 
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・設備投資計画（設備投資計画の有無や投資対象） 

 

② 能美市商工連絡会議【新規】 

能美市役所、市内の金融機関、税理士等の士業者、本商工会で構成する「能美市商工連絡会議」

を立ち上げ、以下のとおり連絡会議を開催し、経営実態、経済動向等の情報収集・分析を行う。 

 

●実施回数 

年間４回実施 

 

●連絡会議参加者 

本商工会、能美市役所、市内の金融機関、税理士等の士業者 

 

●情報収集・分析項目 

・地域の景気・経済動向、物価、融資件数、土地情報や各機関実施の調査情報。 

・小規模事業者に対する施策情報及び施策の活用状況 

・国、県、市等が調査した各種調査情報（北陸地域の経済動向「中部経済産業局」、 

石川県経済センサス、県工業統計調査、県商業統計調査など） 

 

(３) 事業の効果 

・アンケート調査（年間２回）の実施回数を増やすことにより、直近の景気動向を調査結果に反映

させることができる。 

・「能美市商工連絡会議」の開催により、幅広い情報の収集と、複数の機関による景気動向分析・

意見交換が可能となり、より地域の実態を反映した景気動向調査の実施に繋がる。 

 

(４) 活用方法 

・調査結果を資料にまとめ、小規模事業者（約１５００事業所）に配布する。 

・巡回・窓口訪問により、資料を活用した情報提供に加え、「連絡会議」で収集・分析した情報を

指導員が説明する。 

・事業計画策定支援の際には、調査結果を計画策定の基礎資料として活用する。 

 

(５) 目標 

支援内容 
現状 

27 年度 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

景気動向調査実施

回数 
１回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

能美市商工連絡会

議実施回数 
未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

巡回・窓口訪問によ

る情報提供件数 
未実施 ５０件 １００件 １００件 １００件 １００件
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(１)現状と課題 

●現状 

本商工会で実施した地域の小規模事業者に対する「会員事業所の実態及び景気動向に関するアン

ケート」（平成２７年８月実施）によると、経営状況の分析については以下の結果である。 

① 経営状況を分析済みである。            １２１件  構成比５７．７％ 

② 経営状況の分析の必要はあるが、分析はしていない。  ３２件 構成比１５．２％ 

③ 経営状況の分析を行っておらず、分析を行う必要はない ５７件 構成比２７．１％ 

(有効回答２１０事業所) 

アンケートの結果によると、経営状況の分析を行っていないと回答した事業所は２１０件中８９

件（構成比４２．３％）となっており、半数近くの事業所は自社の経営状況の分析を行っていない。

さらに、分析を行う必要はないと回答した事業所も５７件（構成比２７．１％）となっており、

経営分析の必要性を感じていない事業者も少なくない。 

また、本商工会の経営分析に対する取り組みとしても、これまでは事業計画作成支援時に簡易的

な経営分析を行う程度で、経営改善や今後の方向性を導くための経営分析は行っていなかった。 

 

●課題 

・自社の経営状況の分析に取り組む小規模事業者の掘り起こし。 

・補助金申請のための経営分析や簡易的な経営分析ではなく、経営課題の解決や事業計画策定に向

けた経営分析を行うこと。 

 

(２) 事業内容 

① 記帳指導先に対する経営分析【新規】 

商工会で税務・経理指導を行っている記帳指導先（平成２７年度８４事業所）に対し、経営分析

ソフト（会計ワークスの自己診断システム）を活用した経営分析を行う。 

記帳指導先は税務・経理指導を行っているため計数の把握が容易であり、巡回訪問や窓口来訪の

機会も多いため、その機会を活用する。 

また、会計ワークスの自己診断システムを活用することにより、直近の実態を反映した財務診断

を円滑に行うことができる。さらに、財務診断による定量面の分析だけではなく、競合状況の把握

や強み・弱みの把握といった定性面の把握にも努め、より実態を反映した経営分析に繋げる。 

 

② 巡回・窓口指導による経営分析【新規】 

巡回・窓口での情報提供や金融・税務指導の機会を活かし、小規模事業者に対する経営分析を行

う。 

分析には、独立行政法人中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムを活用することで、収益

性・効率性・生産性・安全性・成長性に関する業種別の経営指標を比較・分析することが可能とな

り、円滑かつ効果的な経営分析を行うことができる。 

また、①と同様に、定性面の把握にも努め、より実態を反映した経営分析に繋げる。 

●上記①・②の経営分析項目 

［定量面］ 

・収益性（売上高総利益率、総資本営業利益率、債務償還年数など） 
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・効率性（総資本回転率、売上債権回転日数、棚卸資産回転日数など） 

・生産性（一人当り売上高、一人当り有形固定資産額、一人当り経常利益など） 

・安全性（自己資本比率、流動比率、固定長期適合率など） 

・成長性（前年比増収率、総資本回転率増減、自己資本比率増減など） 

［定性面］ 

・顧客、自社、競合の関係を把握し、差別化ポイントを分析する。 

・自社の強み、弱み及び外部、内部環境を把握し、自社の市場機会を分析する。 

 

(３) 事業の効果 

・本商工会の記帳指導・巡回訪問・窓口来訪の機会を活用することにより、自社の経営状況の分析

に取り組む小規模事業者を増加させることができる。 

・各種診断システムの活用と定量面及び定性面の双方からの分析により、実態を反映した精度の高

い経営状況の分析を行うことができる。 

 

(４) 活用方法 

・経営分析を行った事業所に対し、その分析結果の積極的な活用を促し、経営課題の抽出、解決や

販売戦略の立案など、経営改善に役立てる。 

・分析結果を事業計画策定のための基本資料として活用する。 

 

(５) 目標 

支援内容 
現状 

27 年度 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①記帳指導先

に対する経営

分析件数 

未実施 28 件 28 件 28 件 28 件 28 件 

②巡回・窓口指

導による経営

分析件数 

未実施 56 件 56 件 56 件 56 件 56 件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(１) 現状と課題 

●現状 

１．当地域での小規模事業者の事業計画策定状況 

本商工会で実施した地域の小規模事業者に対する「会員事業所の実態及び景気動向に関するアン

ケート」によると、経営計画の作成については以下のような結果が出ている。 

① 経営計画を作成済みである。   ９８件  構成比 4７．８％ 

② 経営計画の作成の指導を要する。 ３４件 構成比１６．６％ 

③ 経営計画の作成の必要はない     ７３件 構成比３５．６％ 

(有効回答２０５事業所) 
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２．計画策定の支援状況及び効果 

本商工会では平成２７年度において、小規模事業者持続化補助金等の申請手続きの中で、５１件

の事業計画策定支援を支援し、３２件の採択実績があった。この小規模事業者持続化補助金をきっ

かけに、事業計画の策定に取り組む事業者が増え、本商工会の事業計画策定支援の機会が増えた。

また事業効果の面においては、平成２６年度に実施された全国商工会連合会のアンケート調査結果

によると、採択者の７６％が売上増加若しくは売上増加の見込みと回答しており、本商工会地区の

事業者においても同様の成果が上がっている。 

 

 

■ 全国商工会連合会アンケート調査結果） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、『２０１５年版小規模企業白書』の中で、小規模事業者持続化補助金にかかる経営計画書

作成後の小規模事業者の意識の変化について「自社の強み・弱みが明らかになった」(５０．８％)、

「新たな事業を企画できた」(５０．３％)とする回答が 5 割を超えたほか、「事業の見直しを行う

きっかけとなった」(４３．３％)が約４割を超えるなど、経営に向き合おうとする意識が生まれて

いるとしており、さらに、本商工会の経営指導員のこれまでの経営支援経験からも、事業計画の有

無はその後の経営状況に大きな差が出ると感じている。 

 

３．創業・事業承継に関しての事業計画策定支援について 

平成２６年度の本商工会における創業に関しての相談件数は６件、事業承継に関しては３件であ

り、本商工会地域の商工業者数（約１，６００）を勘案するとやや少なく、事業計画策定にまで至

らないものもある。 

また、本商工会で毎年実施している能美市景気動向調査（調査時点：平成２６年１２月３１日）

において後継者無または未定とする事業者は全体の７３％を占めていることから今後は、事業承継

に関する相談が増えることが予想される。 
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■ 能美市景気動向調査 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●課題 

・これまで本商工会では事業計画の策定支援に関しては補助金の申請、創業の相談、経営安定相談

等、主に事業者からの要望に応じた、受け身の対応にとどまっていた。 

・事業計画策定にあたり小規模事業者が経営指導員や専門家に頼るケースがあり、せっかくの事業

計画がその後の経営に活かされない。 

・創業者の掘り起しや創業計画書作成に至るまでの支援が徹底されていなかった。また、小規模事

業者の着実な事業承継への対応を支援する必要がある。 

 

(２) 事業内容 

① 事業計画の策定支援【新規】 

小規模事業者が顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた事業計画を作成し、実践できるよう伴

走型で支援する。 

 

●対象者 

既存事業者（※原則、市内で事業を営む小規模事業者を対象とし、商工会の会員・非会員を問わ

ないものとする。） 

 

●支援内容 

記帳指導先や巡回・窓口指導で経営分析を行った小規模事業者の中から、事業計画策定が必要と

思われる事業者に対し、事業計画策定の重要性について十分説明した上で事業計画の策定を支援す

る。 

また、事業計画の策定の際は、経営理念、外部環境、内部環境、自社のビジネスモデル、今後の

目標、今後のビジョン、課題解決策等を用紙１枚に記入するワンシート事業計画書（次頁図参照）

を活用し、事業者とともに事業計画の策定を行う。 

 

 

 

 

 

①後継者有り 27 

②後継者無し 36 

③未定 37 

合計 100 
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■ ワンシート事業計画書 ■ 

 

商号：株式会社 ○△□ 
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② 事業計画策定セミナーの開催【拡充】 
経営環境の変化に対応するべく事業計画策定の重要性を啓蒙し、小規模事業者の経営体質強化を

目的とし、事業計画策定セミナーを開催する。 

 

●対象者 

既存事業者（※原則、市内で事業を営む小規模事業者を対象とし、商工会の会員・非会員を問わ

ないものとする。） 

 

●支援内容 

中小企業診断士等を講師とし、小規模事業者向けの事業計画策定セミナーを３回シリーズで年１

回開催する。 

また、日本政策金融公庫等とも連携し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の説明や担当経

営指導員が小規模事業者持続化補助金等の活用法について説明を行う。 

 

③ 個別相談、専門家派遣事業【継続】 
事業計画の策定支援を行った事業者や事業計画策定セミナーの受講者でより高度かつ精度の高

い計画策定が必要なケースでは国・県の専門家派遣制度を活用し、個別指導を行う。 

 

●対象者 

既存事業者（※原則、市内で事業を営む小規模事業者を対象とし、商工会の会員・非会員を問わ

ないものとする。） 

 

●支援内容 

ミラサポや石川県の企業ドック制度などによる専門家派遣事業を活用し、事業計画の策定をマン

ツーマンで支援する。 

 

④ 創業塾の開催【新規】 
創業者、起業者の掘り起し、及び事業の継続・発展のため、創業計画書の策定を支援する。 

●対象者 

創業予定者および創業後３年未満の事業者を対象とする。 

 

●支援内容 

・創業塾を開催し、経営、財務、人材育成、販路開拓等を体系的に学ぶとともに、実現可能な事業

計画の策定を支援する。 

・受講者の掘り起しについては、地域の金融機関、専門家、行政と連携し、創業予定者、創業３年

未満の事業者に参加を促す。 

・能美市内での起業、定着化を促進するために、能美市が保有する空き地・空き家情報の提供や、

いしかわサイエンスパークと連携しフロンティアラボ等のインキュベーション施設の紹介を行

う。 

⑤ 事業承継計画の策定支援【継続】 

事業承継を考えている経営者や後継者が円滑に事業承継を行えるように事業承継計

画の策定を支援する。 

 

●対象者 

事業承継を考えている経営者や後継者 
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●支援内容 

石川県商工会連合会が毎月実施する事業承継相談窓口や石川県の企業ドック制度による専門家

派遣を行い、事業承継に関する知識の向上を図るとともに、確かな事業承継計画の策定支援を行い、

円滑な事業承継ができるよう支援する。 

 

(３) 目標 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(１) 現状と課題 

●現状 

本商工会ではこれまで事業計画の策定支援を行った事業者から申し出があれば計画策定後のフ

ォローアップ支援を行っているが、それ以外の事業者については、巡回訪問の頻度や件数等の取り

決めがなされておらず、担当した経営指導員の裁量に任されているのが現状である。 

また、創業や事業承継で事業計画の策定支援を行った事業者に関しても同様で、計画的な巡回指

導、フォローアップ支援体制が確立されていない。 

 

●課題 

・ 事業計画の策定支援を行った小規模事業者に対し、計画的に支援を行う体制づくり 

・ 事業計画が、その後の経営に確実に生かされるような仕組みづくり 

 

支援内容 
現状 

27 年度
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画書策

定事業者数 

記帳指導先 0 件 4 件 4 件 4 件 4 件 4 件

巡回・窓口相談 0 件 12 件 12 件 12 件 12 件 12 件

補助金申請先 51 件 51 件 53 件 53 件 54 件 54 件

創業支援 6 件 8 件 8 件 8 件 9 件 9 件

事業承継 3 件 3 件 4 件 4 件 4 件 4 件

小計 60 件 78 件 81 件 81 件 83 件 83 件

事業計画策定セミナー開催回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回

創業塾開催回数 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回

個別相談・専門家派遣回数 3 回 3 回 3 回 4 回 4 回 5 回

事業承継相談回数 3 回 3 回 3 回 4 回 4 回 5 回
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(２) 事業内容 

① 事業計画策定後のフォローアップ【新規】 

１．記帳指導先や巡回・窓口相談、補助金申請等で事業計画策定支援を行った事業者に対しては、４

人の経営指導員を中心に職員全員で分担し、１年目は四半期に一度、担当する事業所を巡回し計画

の進捗状況、課題等を確認し、問題解決にあたり、２年目以降は通常の巡回指導で対応し、必要に

応じ計画の見直し等について助言する。 

 

２．創業計画策定後１年目は事業が計画通りに軌道に乗らないケースも多いことから、より頻度を高

め、毎月巡回指導や窓口指導により計画の進捗状況の確認や、資金計画、マーケティング、記帳、

税務、労務関係等の課題に対し、的確な指導、助言を行い、事業が軌道に乗れば、２年目以降は通

常の巡回指導で対応する。 

 

３．事業承継計画策定後の支援については、事業承継が円滑に行われるまでの１年目は四半期に一度、

担当職員が巡回指導、窓口相談で計画の進捗状況、課題等を確認し、問題解決にあたり、事業承継

後は通常の巡回指導で対応する。 

 

４．フォローアップ支援の際、事業計画の

進捗状況、課題等を確認する手法として、

策定した事業計画の内容をＰＤＣＡチェ

ックシート（右図参照）に転記し、事業

者と経営指導員の双方が一部ずつ持ちあ

わせ、事業計画の進捗状況等についてデ

ィスカッション、チェックすることで、

課題をより明確にし、確実な事業計画の

推進が図れるようにする。 

 

 

 

 

② 専門家派遣【継続】 

巡回指導、窓口指導で、事業計画の進捗状況、課題等を確認した際、より高度かつ専門的な指導

が必要な場合は、必要に応じて石川県商工会連合会、石川県産業創出支援機構等と連携し、企業ド

ック、ミラサポ等の専門家派遣制度を活用した支援を行う。 

 

③ 小規模事業者経営発達支援融資制度等の活用【拡充】 

 事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む事業者が設備資金およびそれに

伴う運転資金が必要な際には、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金」や「小規模

事業者経営発達支援資金」等を活用し、計画的な事業実施を支援していく。 

 

 

 

■ PDCAチェックシート ■ 
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(３) 目標 

項   目 
現状 

27 年度
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定後のフォローアップ

実施事業者数 
６０件 ７８件 ８１件 ８１件 ８３件 ８３件

専門家派遣 ５回 １０回 １０回 １１回 １１回 １２回

経営発達支援融資制度等の活用 未実施 １０件 １０件 １１件 １１件 １２件

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(１) 現状と課題 

●現状 

本商工会において、これまで需要動向に関する調査は、補助事業計画策定時に簡易的な調査をす

るのみであり、小規模事業者の取り扱う商品・サービスの需要動向調査は行われていなかった。そ

のため、小規模事業者支援においても、需要動向を捉えた効果的な指導・助言までは行えていない

のが現状である。 

さらに、小規模事業者においても、自社の取り扱う商品・サービスの需要動向、消費者ニーズの

調査・把握に努めている事業者は少ない。 

 

●課題 

小規模事業者（個別の商品・サービス）の需要動向調査を行い、事業計画策定に役立てるととも

に、需要動向を捉えた販路開拓、新商品開発等に繋げること。 

 

(２) 事業内容 

【調査対象事業者】 

1) 事業計画書の策定を支援している事業者 

「３．事業計画策定支援に関すること」において、平成２８年度は７８件を事業計画書策定支援

の目標としている。そのような事業計画書の策定を支援している事業者に対しては、すべての事業

者の需要動向調査を実施する。 

 

2) 巡回・窓口相談により選定 

巡回・窓口相談により、事業計画書の策定を支援していない事業者を中心に、取り扱う商品・サ

ービス・技術の情報を収集する。そして、特に需要動向調査が求められる事業者を洗い出し、需要

動向調査の実施する。 

 

【需要動向調査の方法】 

① 各種情報媒体の活用による需要動向調査【新規】 

日経テレコン２１のＰＯＳ情報など、各種情報媒体を活用し、個別企業及び個別の商品・サービ

スの需要動向を調査・分析する。また、調査・分析は、小規模事業者の求めに応じて必要な都度実



２１ 

施する。 

＜事業目的＞ 

情報量が多く信頼性の高い複数の媒体を活用することにより、多様な小規模事業者の需要動向調

査にリアルタイムで対応し、正確に需要動向を把握する。 

＜調査項目＞ 

・小規模事業者の提供する商品、サービスの潜在的ニーズ 

・業種別の業界動向、市場規模、今後の課題、将来性等 

＜情報収集方法＞ 

・日経テレコン２１のＰＯＳ情報 

・総務省統計局「家計消費状況調査」 

・日本政策金融公庫 消費者動向等調査 

上記をはじめとする各種情報媒体により情報収集を行う。 

 

② 地域の関係機関との連携による需要動向調査【新規】 

小規模事業者の提供する商品・サービスの需要動向について、地域の関係機関（地域の金融機関、

地域の士業者等）と連携・協力し、需要動向についての情報収集・分析を行う。 

また、ものづくり企業等を中心とした専門的な技術を保有する小規模事業者に対しては、専門機

関（先端大等）と連携・協力することで、専門的な技術の需要動向調査に対応する。 

＜事業目的＞ 

地域の様々な業種の小規模事業者と接する機会を持つ関係機関の観点から、小規模事業者の提供

する商品・サービスの需要動向についての調査を実施することで、需要動向の実態把握に努める。

また、高度な研究・開発を行う専門機関（先端大等）の観点から、小規模事業者の提供する技術

の需要動向について調査を実施することで、専門的な分野の需要動向調査に対応するとともに、正

確な需要動向の把握に努める。 

＜調査項目＞ 

・地域の消費者の潜在的ニーズ 

・提供する商品、サービスにおける地域の競合状況、市場動向等 
・保有する技術の将来性、潜在的ニーズ 

＜調査方法＞ 

地域の関係機関（地域の金融機関、地域の士業者等）や専門機関（先端大等）と必要な都度面談

し、意見交換・情報交換を行うことで、調査・分析を実施する。 

 

(３) 事業の効果 

小規模事業者の提供する商品・サービス・技術について、需要動向を把握することができる。そ

して、需要動向を捉えた販路開拓、商品開発、技術開発を行うことができる。 

 

(４) 活用方法 

1) 事業計画書の策定を支援している事業者 

事業計画書の策定を支援している事業者に対しては、すべての事業者の需要動向調査を実施す

る。事業内容①及び②の両方を実施し、需要動向を捉えた事業計画書の策定に役立てる。また、需

要動向を踏まえた販路開拓や新商品開発が行われるよう、継続的に助言を行う。 
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2) 巡回・窓口相談により選定した事業者 

小規模事業者の新たな販路開拓や新商品の開発にあたり、需要動向に関する情報を得られるよ

う、必要に応じて事業内容①及び②を実施する。また、需要動向を捉えた販路開拓や新商品開発が

行われるよう、巡回・窓口相談により、継続的に助言を行う。 

 

(５) 目標 

調査対象事業者 
現状 

27 年度
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

1) 事業計画書の策定を

支援している事業者 
０件 ７８件 ８１件 ８１件 ８３件 ８３件

2) 巡回・窓口相談によ

り選定した事業者 
０件 １６件 １６件 １６件 ２４件 ２４件

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

(１) 現状と課題 

●現状と課題 

補助金等を活用して日本国内や海外の展示会・商談会に出展し、業績を上げている事業者や、イ

ンターネットでの販売を着実に伸ばしている事業者はある。さらに、石川県内で開催されている展

示会に出展し、新たな販路開拓、受注を確保している事業者もある。これ等の事業者は、比較的規

模の大きい事業者であり、一方においては、多くの小規模事業者が資金面や販路開拓のノウハウ、

商品開発力の不足といった課題を抱え、新たな販路開拓に取り組むことが困難な状況である。 

 

●「ものづくりのまち・能美」について 

能美市には「ものづくりのまち・能美」として、地域に根差した元気なものづくり企業がいくつ

も存在する。そのようなモノづくり企業の中には、地元石川県で毎年開催しているＭＥＸ金沢や国

際的な見本市である日本工作機械見本市等に出展し、新たな販路開拓、受注を確保している事業者

もある。 

しかし、高い技術力を持つ「ものづくり企業」でも、資金不足や営業力不足などを背景に、技術

力の PR や新たな販路開拓が困難な事業者も多い。 

 

●伝統産業について 

当地域では古くから九谷焼が伝統産業として地域の経済発展に寄与してきたが、近年の売上は、

平成２年のピーク時の約４分の１にまで減少している。 

しかし、九谷焼事業者の中には、積極的に海外に市場を求め、中国等（上海、景徳鎮）の展示会

に出展し、実績を上げている事業者も存在する。ある事業所は、平成１６年度にＪＡＰＡＮブラン

ド育成支援事業の採択を受け、新たに開発した人体に害のない無鉛釉薬を用いた九谷焼を欧州や中

国での展示会に出展し、一定の成果を上げることができている。そのため、伝統産業九谷焼におい

ても、海外に市場を求めるなどの積極的な販路開拓が不可欠となっている。 
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(２) 事業内容 

① 販路開拓・商品開発・ブランディング支援【新規】 

●事業の目的 

上述のとおり、新たな需要の開拓にあたっては、多くの小規模事業者が資金面や販路開拓のノウハ

ウの不足といった課題を抱えている。また、商品開発力が不足している事業者の支援も必要である。

そのような小規模事業者に対して、個別相談会を開催し、課題の解決を図る。 

 

●具体的内容 

・「ものづくり個別相談会」の実施 

販路開拓や新製品開発、ブランディングに取り組む小規模事業者（製造業中心）に対し、もの

づくり分野の専門家を交え、個別相談会（年間２回）を開催する。 

相談会により、企業の抱える課題や問題点を明らかにするとともに、改善に向けた方策を助言

する。 

・「商業・サービス業個別相談会」の実施 

販路開拓や新商品開発、ブランディングに取り組む小規模事業者（商業・サービス業中心）に

対し、商業・サービス業に精通した専門家を交え、個別相談会（年間２回）を開催する。 

相談会により、企業の抱える課題や問題点を明らかにするとともに、改善に向けた方策を助言

する。 

 

●事業の効果 

・個別相談会の開催により、参加をきっかけとして、販路開拓、新商品開発、ブランディングに取

り組む事業者を増加させることができる。 

・販路開拓、商品開発、ブランディング等に課題を抱える小規模事業者に対し、補助金の活用や先

端大、専門家との連携等、新たな方策を助言することにより、課題の解決を図る。 

・専門家を交えることにより、技術的な課題解決等の専門的な助言も行うことができる。 

・ものづくり、商業等に分けて個別相談会を開催することで、それぞれの事業分野に適した専門家

を招聘することができる。 

 

●事業の目標 

項   目 
現状 

27 年度
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ものづくり個別相談会  

参加事業者数 
０件 １２件 １２件 １２件 １２件 １２件

商業・サービス業個別相談会 

参加事業者数 
０件 １２件 １２件 １２件 １２件 １２件

新たに販路開拓、商品開発、

ブランディングに取り組む

事業者数 

０件 １２件 １２件 １４件 １４件 １４件

 

② 展示会・商談会への出展支援【新規】 

●事業の目的 

展示会・商談会への出展を支援し、小規模事業者の販路開拓に寄与する。 
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●具体的内容 

1) 中小企業庁の中小企業・小規模事業者支援サイトであるミラサポの施策マップや、中小機構が運

営する中小企業ビジネスサイトであるＪ－Ｎｅｔ２１等で大都市圏、石川県内の展示会、商談会の

情報を収集する。特に、モノづくり企業に関しては、専門性の高い展示会への出展が効果的である

ため、機械工業見本市（MEX 金沢）をはじめとした特定のモノづくり分野に対する展示会の情報収

集にも努める。 

2) 巡回訪問、本会のホームページ、ＳＮＳなどを通じて小規模事業者に情報を提供し、出展を促す。

特に展示会出展が求められる業界、事業者に対しては、業種に合わせた展示会の情報を収集すると

ともに、積極的な出展提案を行う。 

3) 必要に応じて経営指導員が参加し、展示会での商品 PR や販路開拓を支援する。また、展示会出展

後にはフォローアップを実施する。また、展示会で商談した業者・消費者に対するアプローチや商

品等の評価、販路開拓の進捗を把握し、助言、指導に努める。 

4) 出展支援に際しては、必要に応じて専門家の派遣を行う。展示会出展前には、それぞれの事業分

野、業種に適した専門家を派遣し、具体的な販路開拓ノウハウについて、指導、助言を受ける。さ

らに、事業実施後には、効果の分析や今後のアプローチについての指導、助言を受ける。 

 

■ 想定する展示会、商談会等 ■ 

名   称 対象商品 
開催 

期間 
主 催 種 別 

全国むらおこし物産展 食品・特産品 ３日間
全国商工会連

合会 

展示販売 

（BtoC） 

むらからまちから館 地域特産品 常設 同上 
展示販売 

（BtoC） 

いしかわ百万石物語江戸本店 
食品・特産品・工

芸品 
常設 石川県 

展示販売 

（BtoC） 

しんきんビジネスフェア 全業種 １日間
北陸地区信用

金庫 

展示商談 

（BtoB） 

東京インターナショナル・ギフト・

ショー 
生活ギフト用品 ３日間

㈱ビジネスガ

イド社 

展示商談 

（BtoB） 

グルメ&ダイニングショー 食品・雑貨 ３日間
㈱ビジネスガ

イド社 

展示商談 

（BtoB） 

新価値創造展（中小企業総合展） 全業種 ４日間 中小機構 
展示商談 

（BtoB） 

機械工業見本市（MEX 金沢） 

金属工作・加工機

械及びその関連

製品 

３日間
石川県鉄工機

電協会 

展示商談 

（BtoB） 

 

●事業の効果 

・小規模事業者の特徴や事業計画に応じた情報提供や出展の支援を行うことで、効果的に販路開拓

を支援することができる。 

・フォローアップの実施により、業者や消費者からの意見等を新たな販路開拓、新商品開発に反映

させる。また、来場した業者・消費者の動向、出展後の売上動向の把握に努め、情報を蓄積し、

次回の出展に活かすことで、効果的な販路開拓を図る。 
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●事業の目標 

項   目 
現状 

27 年度
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

展示会・商談会への出展事

業者数 
１０ １１ １１ １２ １２ １３ 

商談成約事業者数 

（出展により新たな販路

を獲得した事業者数） 

６ ８ ８ １０ １０ １０ 

 

③ 海外展開支援【新規】 
●事業の目的 

地域の伝統産業、モノづくり企業をはじめとして、海外の販路開拓が必要である業種、事業者

は当地域にも多数存在する。そのような業種、事業者を対象として、海外展開を支援するため、個

別の業界・事業者に対する施策情報の提供や、海外市場の動向調査、海外展示会の出展を支援する。

●具体的内容 

1) 情報提供 

JETRO、石川県国際ビジネスサーポトデスクより県内企業の海外進出状況、海外展開に対する施

策情報、企業やマーケット等の現地情報を収集・整理し、小規模事業者に対して情報提供を行う。

 

2) 先進事業所紹介 

海外展開についてのアドバイスが欲しいという企業に対し、地域の小規模事業者を中心に既に海

外展開を行っている事業所を紹介する。そして、海外販路開拓のノウハウや効果的な商品のPR方法

等についての助言・指導を行う。 

 

3) 海外見本市への出展支援事業 

海外での事業展開、販路開拓を希望する事業者に対し、海外見本市等、海外で開催される商談会、

展示会への出展を支援する。特に海外展開が求められる業界、事業者を選定し、業種に合わせた展

示会の情報を収集するとともに、選定した業界・事業者に対して出展提案を行う。また、必要に応

じて経営指導員が参加し、展示会での商品PRや販路開拓を支援する。 

海外展示会出展後にはフォローアップを実施する。展示会で商談した海外の業者・消費者に対す

るアプローチや商品等の海外での評価、販路開拓の進捗を把握し、助言、指導に努める。 

出展支援事業実施に際しては、必要に応じて専門家の派遣を行う。展示会出展前には、それぞれ

の事業分野、業種に適した専門家を派遣し、具体的な販路開拓ノウハウについて、指導、助言を受

ける。さらに、事業実施後には、効果の分析や今後のアプローチについての指導、助言を受ける。

 

●事業の効果 

・九谷焼、モノづくり企業を中心に、積極的な海外展開・販路開拓を促進することができる。 

・展示会出展においては、専門家と連携・協力して事業に取り組むことで効果的に海外販路開拓を

図ることができる。 
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●事業の目標 

項   目 
現状 

27年度
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

海外展開支援実施事業者数 ０ ５ １０ １０ １０ １０ 

新たに海外展開する事業者数 ０ １ ３ ３ ３ ３ 

 

④ ＩＴの活用【新規】 

●事業の目的 

当地域において、ホームページの整備やＳＮＳを活用した情報発信等の必要性を感じながら取り

組めていない事業者は多い。このため、以下の支援策を実施し、小規模事業者のＩＴツールを活用

した販路開拓を支援する。 

 

●具体的内容 

1) 「ニッポンセレクト.com」への出店支援 

・全国商工会連合会が運営する商取引サイト「ニッポンセレクト.com」への出品を支援する。 

・巡回、窓口相談の機会を活用し、積極的にサイトを紹介する。特にサイトの活用が有効である事

業者に対しては、積極的に活用を促す。 

・出品企業に対しては、フォローアップを実施する。出店後の売上動向や今後の改善策等を指導・

助言し、売上拡大やニーズを捉えた商品展開に繋げる。 

 

2) ホームページ・ＳＮＳ活用による情報発信支援 

・巡回、窓口指導時にホームページの作成等が行われていない事業者の情報を収集し、積極的な作

成を促す。 

・ホームページ作成に際しては、支援ツールである「ＳＨＩＦＴ」を活用する。また、「Facebook」

等のＳＮＳサイトも活用し、ホームページと連動させることで、情報発信の充実を図る。 

・ホームページ、ＳＮＳの導入後にはフォローアップを実施する。導入後の売上動向や今後の改善

策等を指導・助言し、売上拡大やニーズを捉えた商品展開を支援する。 

 

3) ＩＴ活用セミナーの開催 

・ホームページの作成やＥＣサイト活用等、ＩＴを活用した販路開拓のためのセミナーを開催する。

・セミナーは年間 4回開催する。そして、ホームページや会報誌、また巡回、窓口訪問等により、

幅広く情報発信し、参加事業者を募集する。 

・セミナー参加事業者に対しては、フォローアップを実施し、ＩＴ活用に向けて継続的に支援する。

 

1)～3)の事業実施に当たり、必要に応じて専門家の派遣を行う。それぞれの業種に適した専門家

を派遣し、ＩＴ活用による販路開拓ノウハウ等について、指導、助言を受ける。さらに、事業実施

後には、効果の分析や今後の方向性についての指導、助言を受ける。 

 

●事業の効果 

・ＩＴの活用を推進することにより、小規模事業者の新たな販路開拓と情報発信力の向上に資する
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ことができる。 

・フォローアップの実施及び専門家との連携・協力により、ＩＴ活用の効果を高めることができる。

 

●事業の目標 

項   目 
現状 

27 年度
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

1) ニッポンセレクト.com への
出店事業者数 

３ ５ ５ ７ ７ １０ 

2) HP 作成等 IT ツール活用事業
者数 

３ ５ ５ ７ ７ １０ 

3) ＩＴ活用セミナー参加事業
者数（延べ） 

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

1)～3)により、新たな販路開拓、

売上拡大に成功した事業者数 
６ ８ ８ １０ １０ １２ 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

(１) 現状と課題 

●地域の現状 

能美市は全国的に有名な伝統工芸である九谷焼の産地であり、陶磁器の製造・卸売業が盛んであ

るほか、農業では丸いも、ゆずなどの特産品づくりが行われている。観光面では、海水浴場や温泉、

動物園、丘陵公園などの多彩な観光、レクリエーション施設が存在する。このような豊富な地域資

源を活用し、地域経済の活性化を図ることが求められる。 

また、能美市には県内有数の産業集積が存在する。最近では事業所数が減少傾向にあるものの工

業は活力を保っており、さらなる活性化が求められる。 

また、商業については、生活関連産業の近隣市町への依存度が高く、その改善が今度の重要な課

題となっている。 

 

●今後の地域の方向性 

能美市の第１次能美市総合計画（平成19年度～平成28年度）においても、「海山川の恵みと人が

輝くやすらぎのまちづくり～歴史・文化・自然・産業の調和した快適居住都市～」が将来像として

掲げられ、地域経済の活性化に向けて「能美ブランドの創出」や「先端大との連携」など、様々な

取り組みが行われてきた。 

来年３月には新たな総合戦略が策定され、先端大との連携強化が重要視されている。先端大の技

術や知識のある学生が市内の企業に就職すれば、定住だけでなく産業の面でも新たな事業分野の展

開など、良い効果を生むことが期待されている。 

 また、総合戦略においては、能美市において常々指摘されている利便性の低さの改善も重要視さ

れる。現状では、１飲食店当たりの昼間人口、小売業年間販売額、専門スーパー年間販売額、織物・

衣服・身の回り品小売業年間販売額などにおいて、近隣市町と大きな差が発生しており、生活関連

産業の育成も課題になっている。 
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●検討委員会 

能美市商工会で開催した検討委員会においても、地域の現状を踏まえた上で、商工会で実施して

いる先端大との連携事業や地域活性化事業の見直し、生活関連産業の充実に向けた事業の実施が重

要な課題と位置づけられた。 

 

(２) 事業内容 

① 地域活性化検討会の開催【新規】 

本商工会、能美市役所、能美市観光物産協会等を中心として、地域活性化検討会を年２回開催し、

関係者間で地域の現状と課題の共有を図るとともに、以下の②～⑧事業の今度の方向性や課題を検

討し、事業の発展と地域の活性化に繋げる。 

 

② 能美市商工業展の実施【新規】 

製造業、建設業、繊維業、商業、九谷焼業などの地元企業が能美市根上総合文化会館円形ホール

で自社の紹介パネル展示やチラシ配布、１分間プレゼンテーション等のマッチングＨＵＢにより市

内外の事業者との取引拡大や市民に対して自社のイメージアップを図る。 

 

③ 先端大との連携事業【拡充】 

現在、本会と先端大との連携事業として行っ

ている産学官意見交換交流会の内容を見直し、

先端大との連携を行っている市内の事業者の事

例発表会や、自社製品や技術・取り組みをＰＲ

したいという事業者のプレゼンテーションを行

う。 

また、先端大との連携を希望する小規模事業

者を募り、「新産業創出」や「新たな事業分野の

展開」のために情報交換会を年２回開催する。 

 

④ 人材育成・教育研修事業【新規】 

現在、個別の事業者や各組合等で行っている新入社員向けの教育訓練を、本商工会が主体となっ

（写真：商工会法制５０周年事業での能美市商工業展）

（写真：産学官意見交換交流会） 
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（出典：青年部作成の観光パンフレット） 

て実施し、従業員の育成を支援することで、全体の底上げを図る。 

具体的には、入社後３年以内の若手社員を対象に、ものづくりの基本（ＱＣ、５Ｓ、設備の使い

方）、販路開拓（マーケティング、ブランディング）、などの教育訓練を１年間に渡って実施し、小

規模事業者の人材育成を支援し、将来の産業発展に繋げる。 

 

⑤ 地域ブランド育成支援事業【新規】 

商工会、行政、能美市観光物産協会、能美農業協同組合による地域産品活用に向けた検討委員会

を組織し農商工の連携強化を図り、検討会議を年４回開催し、①情報交換や商品開発の検討②地域

資源の調査③地域ブランド化できる商品・サービスの把握等を行い、能美市の特産品である「加賀

丸いも」等の地域資源を活用した商品の開発を支援し、関連事業者の育成・地域の活性化を図る。

 

⑥ 伝統工芸支援事業【新規】 

本商工会の九谷部会が中心となり、九谷焼技術研修所と地元九谷焼業者との交流事業を年１回行

い、地場産業である九谷焼業の人材不足解消を目指す。また、山中商工会と連携し山中漆器と九谷

焼の代表による勉強会、意見交換会を年２回実施し、伝統工芸の今後について検討する。 
 

⑦ 観光振興事業【拡充】 

平成２７年３月の北陸新幹線開業を鑑み

て、開業効果を能美市にも反映させるべく、

本商工会青年部では、観光振興事業に取り組

んできた。同事業では、能美市の地域資源を

活用した観光ルートや、市内のものづくり企

業視察等を含んだ視察観光コースを独自に策

定し、主に県外の商工会青年部の誘致を行っ

ている。平成２７年には県外の３商工会青年

部（福岡県、岐阜県、埼玉県より）が、同事

業をきっかけに能美市の視察に訪れている。 

周知に当っては、策定した視察観光ルートや能

美市の魅力をまとめたパンフレットを５，０００部作成し、青年部全国大会などで３，０００部以

上を配布してきた。今後においても継続して周知活動を行っていく。 

同事業は、現在商工会青年部が単独で行っており、誘致の対象が県外の青年部に限られている。

今後は、地域内関係機関と商工会、商工会青年部が連携し、誘致対象の幅を広げることで、事業と

しての発展を図る。 

発展に向けては、商工会本会、商工会青年部、能美市観光物産協会、能美市観光交流課で組織さ

れた検討会議を年２回開催し、新たな観光ルートの策定や事業の周知活動等について検討を行い、

交流人口の拡大による地域活力の推進を図る。 

 

⑧ 買い物支援事業【拡充】 

高齢化や人口減少により小規模小売店の廃業や公共交通機関が衰退し、能美市でも「買い物弱者」

が増加している。その「買い物弱者」を支援するべく、本商工会女性部では買い物支援事業に取り

組んでいる。 
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（写真：性部まちづくり研究会の移動販売） 

 月に２回、高齢者が多く、買い物が困難な能美市内の地域を訪問し、販売車による日用品や生活

必需品の移動販売を実施している。 

 同事業では「笑顔をつなぐ移動販売で、生きが

いと支え合いの地域創出」を方針として掲げてお

り、販売だけでなく、高齢者との懇談や高齢者が

育てた野菜・花の買取りを行うなど、生きがいの

創出も大切にしている。 

現在、１回の移動販売で利用者は５０～６０

名、売上は約７万円であるが、今後は開催頻度、

利用者、売上ともに伸ばし続けていきたいと考え

ている。 

そのための課題として、移動販売スタッフの増

員が挙げられる。現行の月２回の開催回数を増や

すには、販売スタッフを増やさなければならない。

また、移動販売活動を末永く続けるためには、車の維持費を中心とした活動費も必要になる。 

今後は、商工会女性部まちづくり研究会が取り組んでいる「買い物弱者の支援、高齢者見守り」

を発展させるため、商工会本会、商工会女性部、能美市婦人団体協議で検討会議を年２回開催する。

情報交換の他、買い物支援事業の発展及び販売スタッフの増員、活動費の確保など課題解決に向け

た取り組み等について検討を行い、生きがいと支え合いの地域創出を目指す。 

 

(２) 目標 

支援内容 
現状 

27 年度
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①地域活性化検討会 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②能美市商工業展 ０回 １回 １回 １回 １回 １回 

③JAIST との連携（意見交換交
流会） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

③JAISTとの連携（情報交換会） ０回 １回 １回 １回 １回 １回 

④人材育成・教育研修事業 ０回 ４回 ４回 ６回 ６回 ６回 

⑤地域ブランド育成検討会議 ０回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

⑥伝統工芸支援事業（九谷焼技術

研修所との交流） 
０回 １回 １回 １回 １回 １回 

⑥伝統工芸支援事業（山中漆器業

者との意見交換） 
０回 １回 １回 １回 １回 １回 

⑦観光振興検討会議 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

⑧買い物支援事業検討会議 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携による情報交換に関すること 

(１) 現状と課題 

本商工会では毎年１回、２月に開催している「金融懇談会」において、能美市内の民間金融機関

（北國銀行・北陸銀行・金沢信用金庫・鶴来信用金庫）の各金融機関支店長、行政の商工担当者、

本商工会の経営指導員が、制度融資の取り扱い状況、最近の金融および経済情勢、各種施策、金融

機関と商工会の連携強化等について、情報共有・意見交換を行っているが、支援力向上のための取

組にはなっておらず、「開催頻度が少なく連携力が弱い。」「金融に関しての意見が中心となってし

まっている。」「新たな需要開拓に向けての視点が欠けている。」といった課題がある。 

また、平成２６年６月には当地域の産業振興を目的とし、鶴来信用金庫、金沢信用金庫と産業振

興連携に関する協定を締結したが、現状では金利減免による融資の斡旋が主目的となっており、本

来の目的に沿うよう再確認、見直しを図ることや他の金融機関、支援機関とも連携拡大することで、

対象とする小規模事業者の範囲を広げることが必要である。 

 

(２) 改善方法 

現在の連携体制を見直し、市内の税理士、中小企業診断士等の専門家とも連携することで、需要

開拓等に向けた新たな専門知識を共有し、支援力向上を図る。また、開催頻度を年１回から４半期

に１回に増やすことで、より連携を密にする。 

 

(３) 事業内容 

① 「能美市商工連絡会議」【新規・再掲】 

金融懇談会の内容を改め、地域の金融機関、行政（能美市役所商工課）、商工会経営指導員の他、

市内の税理士、中小企業診断士等の専門家を新たなメンバーに加えた連絡会議を年４回定期的に開

き各機関の支援ノウハウ、成果、課題等について情報を交換する。 

この情報交換を通じて経営指導員が他の支援機関の職員の専門的知識（資金調達方法、経営分析

の方法、販路開拓の方法、法律的な知識等）を学ぶとともに、本商工会で実施する能美市景気動向

調査や小規模事業者の経営状況実態調査の結果を活用し、地域の景気動向の把握や小規模事業者に

対する行政の施策等について協議する。 

また、この連絡会議を発展させ、将来的には創業支援や融資業務等の経営支援業務に関する連携

協定を締結し、各支援機関が保有する創業案件や融資案件等をワンストップで相談に応じる仕組み

を構築する。 

 

② 先進支援事例研修【新規】 

・先進的な取り組みや経営支援を行っている他の商工会、商工会議所、大学等学術機関への視察研

修を実施する。それにより、先進的な支援事例や地域での取り組み、保有する支援ノウハウ等に

ついての情報交換を行う。 

・情報交換により習得した経営支援ノウハウ等については、後述の経営支援会議やデータベースで

の管理を通して、情報の蓄積と職員間での共有を図る。 
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(４) 開催目標値 

 

支援内容 
現状 

（27 年度）
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

能美市商工連絡会議 １回 ４回 ４回 ４回 ６回 ６回 

先進支援事例研修 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「能美市商工連絡会議」 

・支援ノウハウ等情報交換 

・支援能力向上 

・経営課題の解決 

・小規模事業者支援策検討 

「先進支援事例研修」 

・先進的な支援ノウハウ等の

情報交換 

 

金融機関 

商工会 

行政 

専門家 

小規模

事業者

小規模 

事業者

小規模 

事業者 

小規模 

事業者
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(１) 現状と課題 

 本商工会では石川県商工会連合会が主催する経営指導員研修会に全指導員が参加し、年間２０時

間以上の研修カリキュラムを受講し、経営支援能力の向上に努めているが、研修内容は復命書によ

る回覧程度にとどまっており、他の指導員、職員へのフィードバックが弱いといった課題がある。

 また、受講する研修テーマも各経営指導員個人の判断によるもので、かならずしも小規模事業者

の利益の確保につながるものばかりではない。 

 

(２) 改善方法 

 研修内容を他の職員へフィードバックする仕組みをつくり、受講内容もマーケティング、売れる

商品開発、販路開拓の手法などに力点を置くよう計画的に受講するものとする。 

 

(３) 事業内容 

① 経営指導員研修会等への参加【拡充】 

これまでどおり石川県商工会連合会、石川県商工会議所連合会が主催する経営指導員研修会に全

指導員が参加し、年間２０時間以上の研修カリキュラムを受講するとともに、受講後は経営支援会

議（後述）において指導員を講師として他の職員に研修内容を説明することで、組織内で知識・ノ

ウハウを共有する。 

また、全国商工会連合会や中小企業大学校の研修にも参加し、マーケティング、売れる商品開発

など売上増加のための経営手法の習得を図り、支援能力の向上を図る。 

 

② 経営支援会議の開催【新規】 

毎月１回、経営指導員により「経営支援会議」を開催し、個別企業の経営支援事例を用いた財務

分析や経営改善、売上増加策等、今後の課題、支援ノウハウ等についての情報交換、意見交換を行

い、職員の支援能力の向上を図る。 

そして、会議での支援事例や情報を蓄積し、共有のデータベースで管理することにより、特定の

担当者への情報の偏りをなくし、職員間で支援ノウハウを共有できるようにする。 

 

③ 経営支援共有会議【新規】 

経営指導員、記帳指導員を問わず、毎月１回、職員全員を対象とした経営支援共有会議を開催し、

巡回、窓口指導で得た個別企業の経営状況等の情報交換を行う。さらに、会議での情報を蓄積し、

共有のデータベースで管理することにより、特定の担当者への情報の偏りをなくし、職員間で個別

企業の支援状況、経営状況を共有できるようにする。 

また、職員が参加した視察研修やセミナーのフィードバックを行い、経営支援手法の習得に努め、

職員全員の支援能力の向上を図る。 

 

④ 経営支援の手法の統一および情報機器の活用【新規】 

現在、各指導員がそれぞれ保有する事業計画書の作成方法、マーケティングの手法、ＩＴ活用法、

補助金の申請方法等を持ち寄り、統一の書式にまとめ、すべての経営指導員が活用できるようにす

る。さらにそれらの書式は全国商工会連合会から貸与されたタブレットに保存し、巡回指導・窓口
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相談の際に効果的に活用する。 

 

(４) 目標 

支援内容 
現状 

（27 年度）
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営支援会議 未実施 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回

経営支援共有会議 未実施 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
毎年度、本事業に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。

 

① 本計画に対する実施報告書を経営指導員が中心になり作成し、事務局長が実施報告書を確認・

検証する。 

 

② 経営発達支援計画評価委員会（能美市商工会正副会長の他、外部有識者として能美市商工課長、

中小企業診断士）を設置し、毎年１回、年度末に事業の実施状況を確認し、成果に対する評価、

見直し案の提示を受ける。 

 

③ 上記②で受けた評価・見直し案をもとに、事務局長を中心に評価・見直しの方針を決定する。

 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果については本商工会の通常総代会へ報告し、承認を受ける。

 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果を本会のホームページ上で公表する 

（http://nomi.shoko.or.jp/） 

 

■能美市商工会 

■職員 

・経営支援の事例 

・経営支援のノウハウ 

■職員 

・個別企業の経営状況、支援状況 

・研修会、セミナーでの経営支援手法の習得 

経営支援会議 

・経営支援ノウハウ等の共有化

・データベースでの管理による

情報の蓄積と共有化 

経営支援共有会議 

・個別企業の経営支援状況等の 

共有化 

・データベースでの管理による情報の蓄

積と共有化 

・セミナー等で習得した経営支援手法の

フィードバック 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

(１) 組織体制 
 

■ 能美市商工会組織（平成２８年１月現在） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 事務局組織図（１１名） ■ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 室谷 隆盛 

[経営支援課] 

経営指導員 新宅  弘 記帳専任職員 金山 典子 

経営指導員 山下 貴広 記帳指導職員 西谷いずみ 

経営指導員 岡本 光正 記帳指導職員 長谷川美和 

経営指導員 清水 琢也 記帳指導職員 中谷 麻耶 

[総務課] 

南  好恵（補助員） 

窪田 沙織（補助員） 

総代会 

（１５０名） 

理事会 

会長 

副会長（２名）

理事（３０名）

[業種部会] 

・建設部会 

・鉄工部会 

・繊維部会 

・工業部会 

・商業部会 

・サービス部会 

・九谷部会 

[委員会] 

・総務委員会 

・広報委員会 

・労務共済委員会 

・交流委員会 

・まちづくり委員会

・融資委員会 

[部] 

・青年部 

・女性部 

監事（２名） 
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(２) 連絡先 

 

名 称： 能美市商工会 

住 所： 〒９２３－１１２１ 石川県能美市寺井町ヨ４７番地 

電 話： ０７６１－５８－４２３０ ＦＡＸ：０７６１－５７－３５１０ 

ホームページ： http://nomi.shoko.or.jp/ 

メールアドレス： nomi@shoko.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

区   分 
28 年度 

(4 月以降)
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 8,400 9,150 9,150 9,250 9,250

 

①能美市商工業展開催費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

②産学官交流会開催費 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500

③事業計画策定事業費 

（セミナー） 

（説明会） 

（個別相談会） 

（創業塾） 

（人財育成・教育研修） 

1,000 1,200 1,200 1,200 1,200

④調査費 

（能美市景気動向調査） 

（消費者ﾓﾉﾀﾘﾝｸﾞ調査） 

200 250 250 250 250

⑤会議費 

（地域活性化検討会） 

（能美市商工連携会議） 

（地域ブランド育成会議） 

（伝統工芸支援） 

（JAISTとの情報交換会） 

（観光振興事業） 

（買い物支援事業） 

500 500 500 600 600

⑥海外出展支援事業費 500 500 500 500 500

⑦先進地視察研修費 200 200 200 200 200

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

国補助金、県補助金、市補助金、商工会費収入、各種手数料収入、各種受託料収入 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

本商工会では各関係機関と連携し以下の事業を行う。 

① 当地区の景気動向、経済情勢の把握 

② 創業者の掘り起し及び事業計画策定支援 

③ 事業計画の策定支援及び小規模事業者の経営課題の解決 

④ 小規模事業者支援策の検討及び行政当局への提案 

⑤ 人材育成 

⑥ 展示会、商談会の開催及び情報提供 

連携者及びその役割 

 

連携者名称 住所 代表者 主な役割 

石川県 

 

 

 

石川県金沢市 

鞍月 1丁目 1番地 

 

 

知事 

 谷本 正憲 

 

 

制度融資、専門家派遣制

度、地域資源活用推進事

業（活性化ファンド等 の

補助金） 

能美市 
石川県能美市 

来丸町 1110 番地 

市長 

 酒井 悌次郎 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

北國銀行 

寺井支店 

石川県能美市 

寺井町ム 19 

支店長 

 小山 友弘 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

金融面の専門的な助言 

北國銀行 

根上支店 

石川県能美市 

大成町チ 180 

支店長 

 矢来 敏郎 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

金融面の専門的な助言 

北陸銀行 

能美支店 

石川県能美市 

五間堂町戊 1－1 

支店長 

 坂井 鉄路 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

金融面の専門的な助言 

鶴来信用金庫 

寺井支店 

石川県能美市 

寺井町タ 198-3 

支店長 

 岩本 明彦 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

金融面の専門的な助言 

鶴来信用金庫 

 根上支店 

石川県能美市 

大成町チ 269 

支店長 

 土谷 洋 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

金融面の専門的な助言 

鶴来信用金庫 

辰口支店 

石川県能美市 

三ツ屋町ロ 38 

支店長 

 吉田 正人 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

金融面の専門的な助言 

金沢信用金庫 

 寺井支店 

石川県能美市 

三道山町オ 94 

支店長 

 今川 弘史 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

金融面の専門的な助言 

日本政策金融公庫 

 小松支店 

石川県小松市 

園町ニ-1 

小松商工会議所 

ビル 2階 

支店長 

 八嶋 康則 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

金融面の専門的な助言 



３９ 

石川県商工会連合会 

石川県金沢市  

鞍月 2 丁目 20 番地  

石川県地場産業振興セン

ター新館 3階 

会長 

 田上 好道 

専門家派遣 

調査分析資料等の提供 

全国商工会連合会 

東京都千代田区 

有楽町一丁目 7番 1号 

有楽町電気ビル北館 19

階 

会長 

 石澤 義文 

 

調査分析資料等の提供 

先端大 石川県能美市旭台 1-1 
学長 

 浅野 哲夫 

各種情報交換 

専門的助言 

石川県産業創出支援

機構 

石川県金沢市  

鞍月 2 丁目 20 番地  

石川県地場産業振興セン

ター新館１階 

理事長 

石川県知事 

谷本正憲 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

中小企業基盤整備機

構北陸支部 

石川県金沢市 

広岡 3-1-1 

金沢パークビル 10 階 

本部長 

 占部 治 

調査分析資料等の提供 

各種情報交換 

専門的助言 

能美農業協同組合 
石川県能美市 

粟生町ヨ 1番地 

代表理事組合長 

土井 重夫 

地域産品活用の情報交換

専門的助言 

能美市観光物産協会 
石川県能美市 

辰口町ヌ－ 10 

会長 

 田上 好道 

地域産品活用の情報交換

地域活性化検討会 

能美市婦人団体協議

会 

石川県能美市 

石子町ハ 147 番地 1 

会長 

 西出紀代美 
買い物弱者支援 

 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

≪行政機関≫ 

○石川県経営支援課 

○能美市役所商工課 

○能美市役所観光交流課 

≪その他連携先≫ 

○先端大 

○能美農業協同組合 

○能美市観光物産協会 

○能美市婦人団体協議会 

≪支援機関≫ 

○石川県商工会連合会 

○全国商工会連合会 

○石川県産業創出支援機構 

○中小企業基盤整備機構北陸支部 

≪金融機関≫ 

○日本政策金融公庫 小松支店 

○北國銀行 寺井支店・根上支店 

○北陸銀行 能美支店 

○金沢信用金庫 寺井支店 

○鶴来信用金庫 寺井支店・根上支店・辰口支店

能美市商工会 


