
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
珠洲商工会議所（法人番号 5220005006602 ） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

 当地域は、人口減少の影響で生活関連内需型需要は縮小が見られる。そこで、

地域経済の活性化を図るために、能登特有の地域産業資源を出荷、あるいは加

工して出荷することで販路の拡大を図る「地産外商」の仕組みの構築を目指す。

同時に、飲食業・宿泊業・土産品製造小売業など観光需要への取り組みを支援

し経済的な潤いをもたらすことで活性化を図る「外需内商」の強化を目指す。

この二面から地域の小規模事業者への切れ目のない伴走型支援を行うことで売

上と利益の増進、持続的な地域の維持を推進する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１）地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

景気動向調査、LOBO 調査、通行量調査、消費者買物意識調査等から景気動

向と経営環境を把握し、相談や事業計画策定時の基礎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】 

小規模事業者の成長段階に応じて、経営課題の抽出や事業所の強み弱みを

整理し、現状把握と改善策の検討のための分析を行う。 

３）事業計画策定に関すること【指針②】 

窓口相談や巡回指導、事業経営策定セミナーにより希望者を募り、各種調

査・経営分析を活用した数字やデータに基づく事業計画作成支援を実施す

る。 

４）事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

経営指導員等による巡回指導等を定期的に実施し、事業の進捗状況確認を

行い、関わった専門家・金融機関と情報共有してフォローアップを行う。

５）需要動向調査に関すること【指針③】 

流行や嗜好を知るための情報を提供するほか、催事や商談会でのテストマ

ーケティング、商品改良に向けたブラッシュアップ事業等により、売り手

と買い手のミスマッチの解消のための取り組みを行う。 

６）新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

地域内外における各種展示会・商談会への出展を促すとともに、マーケテ

ィングセミナーの開催、SNS を活用した情報発信、ブレスリリースの勉強

会等を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

１）奥能登国際芸術祭による入込客数と宿泊施設数の増強 

２）「能登の里山里海」の恵みがもたらす食祭「珠洲まるかじり」の開催 

３）日本遺産「能登のキリコ」を活用した祭り体験事業 

４）地域産業資源を活用した商品開発・改良支援 

５）インターネットを活用した販路開拓事業 

  ６）宿泊施設及び飲食店でのクレジットカード決済と Wifi 導入支援 

連絡先 

珠洲商工会議所 中小企業相談所 

〒927-1214 石川県珠洲市飯田町 1丁目 1番地 9 

TEL:0768-82-1115／FAX:0768-82-1608／HP http://www.suzu.co.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 

Ⅰ．珠洲市の現状と課題 

（１）伝統と文化が今も色濃く残る珠洲市 
石川県の能登半島先端に位置する珠洲市は、昭和 29 年 7 月に飯田

町、宝立町、正院町、上戸村、直村、三崎村、西海村、蛸島村の 3

町 6村が合併し、人口 38,157 人、世帯数 7,264 戸をもって市制が施

行された。三方を海で囲まれ、日本海に面した北側は波が荒く、冬

場の風も強いため雪が積もりにくい。一方、富山湾に面した南側は

波が穏やかで砂浜が続き、冬場は積雪が多いという特徴を持つ市で

ある。 
また、珠洲市は県庁所在地の金沢市から約 140kmと距離があり、

かつ半島の先端であることから、人や経済的な交流が他地域より少

なく、伝統的な文化や政（まつりごと）が残りやすい場所である。 
日本唯一の製塩技術である揚げ浜式製塩法や、五穀豊穣を祈願す

る「アエノコト」、無病息災を願ったと言われる「キリコまつり」など長い歴史の中で育まれて

きた伝統文化や祭礼が現在もなお色濃く継承されており、平成 23 年 6 月に能登地域 4市 4 町で

構成する能登地域 GIAHS 推進協議会が申請した「能登の里山里海」が、日本初となる世界農業遺

産（GIAHS）に認定された。また、平成 27年には「灯り舞う半島・能登～熱狂のキリコ祭り～」
として文化庁が定める「日本遺産」に認定されるなど、昔ながらの伝統と文化を今も伝える地域

として評価を受けている地域である。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   ↑五穀豊穣を祈願し田の神を祭るアエノコト    ↑キリコまつり（蛸島町）の様子 

   平成 21 年にユネスコの世界無形遺産にも登録された 「切籠」または「奉燈」とも呼ばれる 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ↑砂浜に海水を撒いて作る「揚げ浜式製塩」  ↑「能登珪藻土」から七輪が作られる 

   技術が国指定無形民俗文化財に指定されている  全国で唯一、珠洲だけが切り出しで作る 

 

珠洲市 



２ 
 

 

珠洲市の地域産業資源（石川県指定地域産業資源）      （平成 28 年 4 月 1 日現在） 
農林水産物（件） 能登野菜、能登大納言小豆、ルビーロマン、金沢青かぶ、石川米、大

麦、大豆、そば、ブロッコリー、かぼちゃ、だいこん、キャベツ、さ
つまいも、エアリーフローラ、じねんじょ、ブルーベリー、りんご、
はちみつ、すいか、いちご、うめ、能登牛、イノシシ、シカ、原木し
いたけ、菌床しいたけ、能登ヒバ（アテ）、間伐材、スギ、カレイ、サ
ヨリ、イカ、アマエビ、ブリ、タラ、マグロ、アワビ、加能ガニ（ズ
ワイガニ）、コウバコガニ、ナマコ、海藻、がすえび、のどぐろ、岩が
き、サザエ、どじょう 

鉱工業品又は鉱工
業品の生産に係る
技術（件） 

能登海洋深層水、乳製品、海藻加工品、水産練製品、干物、魚の糠漬
け・粕漬け、いしり（いしる等）、和菓子、加賀料理、能登丼、清酒、
百万石の鮨、金属加工機械部品、建設機械・鉱山機械部品、IT 製品と
関連技術、デジタルコンテンツ、ねん糸・かさ高加工糸、絹織物、化
合繊維物、塩、珪藻土、珪藻土製品、木炭、木質ペレット、伝統的工
芸品（珠洲焼） 

文化財、自然の風景
地、温泉その他の地
域の観光資源（件） 

能登半島国定公園、のとキリシマツツジの植栽地、伝統的工芸品の工
房（珠洲焼）、すず塩田村、能登のキリコ祭り、海女漁（海士漁）、能
登の伝統芸能、能登の里山里海 

 

 

（２）能登半島における交通ネットワーク・物流環境 

珠洲市の鉄道は、国鉄能登線（S39～H10）、のと鉄道（H10
～H17）と引き継がれ、地元の学生や買い物客、観光客の足と
して愛されてきたが、利用者の減少から廃線となり、金沢方面

からの珠洲市へ入る公共交通機関はバス（道路）だけとなった。 
 そうした中、平成 15 年 7 月 7 日に地域待望の能登空港（輪

島市）が開港。能登空港開港以前は、能登は東京からの時間的

距離が最も遠い地域であると言われ、東京から珠洲市まで行く

には、電車やバス、又はレンタカーを乗り継いで 6時間以上か

かる観光の難所であった。 

現在は、東京の羽田空港とのと里山空港は約１時間で結ばれており、往復便が 1日 2便ある。

珠洲市とのと里山空港の間はバス・タクシー等で約 45 分の時間距離であり、珠洲から羽田空港

へは実質２時間程度（乗り継ぎ時間等含まず）と利便性は高く、特に観光面の貴重な交通手段と

なっている。 

 流通及び観光面で重要な道路事情では、金沢と能登半島とを直結する自動車専用道路「のと里

山海道」が、石川県民の生活や産業活動、観光面で大きな役割を果たしてきた。さらに、富山側

からの連結道路としての能越自動車道が現在も整備中であり、石川県輪島市を起点として、穴水

町、七尾市、富山県氷見市、高岡市を経由して小矢部市の小矢部砺波 JCT で北陸自動車道と接続

する延長約 100km の自動車専用道路となる。北陸自動車道、東海北陸自動車道等の高速自動車道

路網と結合し、能登地域および富山県西部地域と三大都市圏との広域的な連携を強化するととも

に人・物流の円滑化を図り、産業の拡大やリゾート開発等、地域の活性化や均衡ある発展を促す

など重要な路線となる予定である。 
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   ※石川県中能登土木事務所サイトより     ※富山県道路公社サイトより 

 
 
（３）珠洲市の商業 

 ①大規模小売店の相次ぐ出店と零細小売店の活動 

  珠洲市内の各町に商業店舗と住まいと隣接しあうような形で商店街が形成された。特に二・

七の朝市が賑わう飯田町に店舗が多かった。昭和 49年 9月に第 2種大規模小売店舗「トーカ
マート珠洲店」（店舗面積 609㎡）が飯田町に開店。高度成長期に支えられて商業界全体の売
上が伸び、昭和 53 年には珠洲で最初となる第 1 種大規模小売店舗「シーサイド」（店舗面積
3,184㎡、平成 9年 10月に増床して現在は 4,387㎡）が飯田町に開店。商業界の中心は飯田
町であった。 
零細小売店の取り組みとしては、昭和 61年 6月に 118店舗が加盟した協同組合珠洲スタン
プ会が設立。独自にポイントカードを導入している大型店に対抗して、スタンプ事業を展開し

た。珠洲スタンプ会の加盟店は、昭和 60年の 118店から年々増加し、平成 11年度の 165店
舗をピークに減少に転じ、平成 28 年度は 104 店となっている。珠洲市内全体の卸売・小売商
店数と従業員数全体の調査結果から、ともに緩やかな減少傾向が見られる一方で、商品販売額は平

成 16年から 26年にかけて急激な落ち込みが見られる。 
  珠洲市内の商業界の大きな動きとして、平成 9 年 6 月に珠洲市立総合病院がある野々江町
の飯田高校そばにドラッグストアー「シメノドラッグ珠洲店」が開店。また、同町に平成 9
年 7月に「ホームセンタームサシ」（店舗面積 2,973㎡）、同 7月にシーサイドから独立する形
で「DAIMARU」（店舗面積 1,480㎡）がホームセンタームサシに隣接して開店。広い面積の
駐車場を保有する店舗の相次ぐ開店により、昔から続く各地域の商店街から大規模小売店へと

消費者の買い物傾向に変化が起きた。 
  さらに、平成 16年 4月に珠洲市立総合病院側に「ウエルシア珠洲野々江店」が開店。平成

19年 11月には、シーサイド横に「シメノドラッグ珠洲シーサイド店」が開店。商業界はドラ
ッグストアーを中心に、価格競争の傾向が強まることとなった。 
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    図-1 珠洲市内の卸売業・小売業の商店数及び従業員数・年間商品販売額の推移 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     商業統計調査（資料：石川県商業統計調査） 
 
②購買力の流出傾向 

  珠洲商工会議所で行っている消費者買物意識調査（H27.6）によると、食料品や日用雑貨品
などの最寄品は地元での購買傾向が強く、日用衣料品、医薬品・化粧品、書籍などの準買回品

は購買流出の傾向が強まっており、婦人服・子供服・紳士服、専門品（時計・メガネ・貴金属・

スポーツ用品）、家電製品は 9割近くが市外で買うといった購買意識の傾向が見られた。 
  買回品と最寄品との購買動向の差が開きつつあることについては、能登半島の突端という地

理的条件と県庁所在の金沢市までの距離が遠いという閉鎖的商圏である一方、のと里山海道の

無料化及び 2車線化などの道路事情が良くなったためではないかと考えられる。 
       
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
    図-2 市内への買物動向割合（H27消費者買物意識調査・珠洲商工会議所） 
 
 
 
 
 
 
  また、同調査で消費者は商店・商店街に求めるサービスについて質問した回答では、「魅力

のある商品をそろえる」３７．３％が最も多く、次いで「低価格の商品をそろえる」２５．３％

と、取り扱う商品の品揃えと価格面での充実を求める意見が６割以上を占めた。 
 

※最寄品 
食料品（生鮮食料品・菓子・飲料・米など）、日用雑貨品（台所用品・ト

イレットペーパーなど） 

※準買回品 
日用衣料品（下着・肌着・靴下・ふだん着など）、医薬品・化粧品、書籍・

文具 

※買回品 
婦人服・子供服・紳士服（ふだん着を除く）、専門品（時計・めがね・貴

金属・スポーツ用品など）、家電製品 
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（４）珠洲市の工業（製造業） 

 珠洲市は能登瓦生産の中心地で、明治時代から昭和 40 年代にかけて発展し、耐雪「能登瓦」

として富山・新潟・東北各県・北海道へと運ばれた。しかし、運送の中心が海路から陸路に移っ

たこと、三州瓦など他産地との競争の激化などにより、昭和 41 年に 55 か所あった窯業・土石の

事業所数も、昭和 50 年に 23 か所に減少していった。一方で、繊維業が昭和 41 年の 7か所から

昭和 50 年の 55 か所と、機織りや縫製業が製造業の中心になっていった（珠洲市史第 6巻）。し

かし、繊維業もバブル崩壊後は中国など国外生産化が進み、平成 28 年には 15 か所となっている。

さらに、建具業も最盛期は 50 か所以上あったが、平成 28 には 10 か所と大きく減少した。業界

全体で推移をみると、事業所数は、昭和 45 年から昭和 55 年頃が多く、その後は減少している。

出荷額は平成 2 年から

平成 7 年頃がピークと

なり減少傾向にある。 

 珠洲市は金沢市から

2時間30分程度の距離
故の輸送に係る時間的

ハンデと、半島の先端

という立地ゆえ、往復

便の運送業が成り立ち

にくいために輸送コス

トが高めとなる。 
 
 
             図-4 製造業の事業所数と出荷額の推移（工業統計調査） 
 
（５）珠洲市の観光業 

 三方を自然に囲まれ、シンボルともなっている珪藻土でできた

見附島（別名：軍艦島）など風光明媚な観光地を有し、外貨を稼

ぐ重要な産業である。 
観光客数は、平成 3年の 156万人をピークに減少傾向にあり、

平成 19年の能登半島地震で 52万人と大きな落ち込みが見られ、
現在は回復傾向にある。平成 27年は NHK連続テレビ小説「まれ」
と北陸新幹線開業の効果で、大幅な入込み増が見られたが、調査

結果としてはまだ上がってきていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         図-5 観光客数の推移（珠洲市観光交流課調査） 
 

能登半島地震
H19.3.25 
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（６）珠洲市内の小規模事業者の全体像 

珠洲市内の事業所数は、昭和 56年頃をピークに下降傾向にある。従業員数の総数の推移も事
業所数の推移と同じく、昭和 56年頃をピークに減少傾向にある。中でも、平成 11年と平成 16
年の急激な落ち込みは、市内の縫製工場など 30事業所の相次ぐ清算手続き等によるものである。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図-7 経営組織別事業所数および従業員数の推移（事業所統計調査） 
 
平成 24年度における珠洲市内の事業所構成区分（民営分）から業種の割合を見ると、「卸売・

小売業」が 352事業所（32.06%）ともっとも多く、次いで「サービス」の 137事業所（22.13%）、
「建設業」の 137事業所（12.48%）の順となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           図-8 珠洲市内の業種区分割合（資料：平成 27年度 統計すず） 
 

さらに、珠洲市内の業種別の事業所数と従業員数の推移を見たものが次のグラフである。事業

所数では「サービス業」、「卸売・小売業」の落ち込みが見られる一方で、従業員数の推移では「サ

ービス業」、「建設業」の落ち込みが目立つ。また、「製造業」での従業員数の増加が見られるが、

市内の建設用仮設繊維資材製造業者の新工場稼働による影響である。 
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  図-9 珠洲市内の産業別事業所数の推移（社）  図-10 珠洲市内従業員数の推移（人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：事業所統計調査 

 

製造業、及び建設業は事業所数と比較して従業員数が多く、珠洲市内の労働人口を支える貴重

な存在となっている。珠洲市での特徴ある産業は、窯業・土石に分類される七輪やコンロなどの

「珪藻土製品製造業」であり 4社が稼働している。また、建設用資材製造業も 8カ所の工場が市

内で稼働しており、多くの従業員の就労の場となっている。 

 

 

（７）歯止めがかからない人口減少    

 市制当初の昭和 29 年の 38,157 人をピークに人口減少が続き、平成 26 年 12 月 31 日現在の住

民基本台帳による人口は 15,948 人である。平成 22 年国勢調査では、年少人口比率 9.3%、老年

人口比率 41.1%と少子高齢化が顕著となっている。また、国立社会保障人口問題研究所によると

2040 年の珠洲市の人口 7,474 人と推計されている。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図-11 人口、世帯数、平均世帯数人員の推移（資料：平成 27 年度版統計すず） 
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（８）人口ピラミッドで見る労働者問題 

 深刻な課題は、人口減少に起因した労働者問題である。下図の珠洲市の人口ピラミッドでわか

るように団塊の世代を中心とした退職者が大量にいる一方で、新たな担い手となる新社会人が少

なすぎることが一目瞭然である。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図-16 珠洲市の人口ピラミッド 2015 年（資料：eCitizen.jp） 

 

Ⅱ．珠洲商工会議所の支援の現状と課題 

（１）近年の指導実績 

珠洲商工会議所では、珠洲市の指導と連携とともに、石川県と国の指導を仰ぎながら、小規模

事業者の経営改善事業を実施してきた。小規模事業者を対象とした近年の指導実績を記載すると

次の通りとなる。 

 

①経営指導員の巡回・窓口相談数（件） 

  
経営

革新 

経営 

一般 

情報 

化 
金融 税務 労働 取引 

その

他 
合計 

H25 
巡回 9 371 19 17 17 1 3 11 448 

窓口 9 134 2 77 174 67 6 13 482 

H26 
巡回 1 419 19 28 13 3 3 0 494 

窓口 0 180 3 84 167 41 6 12 493 

H27 
巡回 0 427 13 16 27 10 8 2 503 

窓口 0 170 7 65 182 51 6 17 498 

 

②経営指導員の巡回・窓口指導企業数 

 H25 H26 H27 

巡回指導 206 企業 229 企業 203 企業 

窓口指導 204 企業 207 企業 210 企業 
 

退職世代 

新社会人 
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③創業相談指導企業数 

 H25 H26 H27 

巡回指導 1 企業 1 企業 1 企業 

窓口指導 5 企業 2 企業 3 企業 

 

④講習会（集団、個別）による指導 

 H25 H26 H27 

 回数 企業数 人数 回数 企業数 人数 回数 企業数 人数 

集団 6 113 196 6 121 130 8 130 145 

個別 3 11 13 3 12 12 3 13 13 

 

⑤金融の斡旋件数 

 H25 H26 H27 

日本政策金融公庫 3 件 8 件 7 件 

石川県制度 50 件 37 件 24 件 

合  計 53 件 45 件 31 件 

 

 

（２）会員ニーズ調査から見えた珠洲商工会議所に求められるサービス 

①地域力の強化を図るための重要度・優先度 

平成 27 年 6 月にニーズ調査を実施した回答結果から、「地域の活性化」を図るために、重点を

置くべき項目について 1～5 の 5段階評価の回答結果をえた。 

右上に行くほど「重要度」と「優先度」が高く、項目では「地域全体の振興対策」が 4.1 ×

4.2 ポイントと一番高く、僅差で「観光の振興」4.1×4.2 ポイント、「労働・定住化対策」4.0

×4.1 ポイント、「中小企業の振興対策整備促進」の 4.0×4.1 ポイントとこの 4 項目が最優先

事項であることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 
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②個社支援への重要度・希望度 

 個社支援に対しては、「経営相談」の 3.6×3.5 ポイント、「融資の斡旋」の 3.4×3.6 ポイント、

「記帳指導、決算指導（税理士）」の 3.4×3.5 ポイントの順となった。また少し位置が下がった

グループに「経営革新・新規開業支援」3.3×3.4 ポイント、「無料専門家派遣」3.3×3.3 ポイン

ト、「国、県、ISICO 等の経営支援に係る補助金の相談」3.2×3.4 ポイントが位置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域振興活動及び産業振興活動への重要度・希望度 

地域振興活動及び産業振興活動では、「行政への意見、政策提言、要望活動」が 4.0×4.1 ポイ

ントと高く、次いで「交流人口拡大事業」の 3.5×3.7 ポイントとなった。また「『珠洲まるかじ

り』への参画」や「『珠洲まつり』への参画」も 3.4×3.5 ポイントといった地域の活性化策を望

む声が、「販路開拓事業」の 3.2×3.4 ポイントより強いことが特徴と言える。 
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④会報「商工珠洲」で提供してほしい情報・記事 

 商工珠洲に取り上げてほしい記事 3項目を回答いただいたところ 418 の回答を得た。上位を上

げると、「景気動向、経済統計等の資料」が 63 回答（15.1%）、「講演会・研修会等の案内情報」

の 62 回答（14.8%）、「産業経済界の動向や政策」の 53 回答（12.7%）であった。この 3項目が他

の項目と比較しても特に多かった。次いで多い項目は、「会員の声（寄贈・投稿）」の 40 回答

（9.6%）、「部会等会議所事業の記事」の 33 回答（7.9%）、「官公庁の情報」の 32 回答（7.7%）、

「地域の歴史・文化等の情報等」の 30 回答（7.2%）、「各種団体・組合の動き」の 27 回答（6.5%）

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ⅲ．10 年先を見据えた中長期的な振興と支援のあり方 

（現状） 

能登半島は高齢化率が高いだけでなく、全国でも人口減少率が極めて高い地域の一つである。

後継者がいる小売業は約 10％と低く、急激な縮小社会が予想される。一方、三方を海で囲まれ、

四季の自然の恵みが豊かな環境にあり、世界農業遺産に認定される文化等が色濃く残っている地

域である。また、能登半島の先端という立地から、他地域と比較して交流が少なく、輸送コスト

がやや高めというハンデのある地域である。 

 

（目指す小規模事業振興の支援のあり方） 

海藻・加能ガニ・のどぐろ・岩ガキなどの水産物や、能登大納言小豆・かぼちゃ・大豆などの

農作物、珪藻土・木炭・珠洲焼などの工業製品などの地域産業資源を活用した魅力あるモノづく

りを大切にする風土を残しながら、日本で唯一の揚げ浜製塩体験やキリコまつり体験、奥能登芸

術祭による観光周遊など観光関連サービスを提供し、交流人口の拡大によって地域経済が潤う街

「交流と記憶で魅せる街・珠洲」を目指す。 

珠洲商工会議所としては、小規模事業者が自社の分析と計画を立て、将来に向けた持続可能な

経営の支援を行い、また一方で地域の活性化に寄与する事業へ参画し、地域経済の活力維持を図

ることを中長期的な振興と支援のあり方とする。 
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Ⅳ．小規模事業者振興の目標と方針（Ｈ２９．４．１～Ｈ３４．３．３１） 

 小規模事業者の発展と企業の持続的な経営を考えた２つの目標と３つの方針での経営発達支

援事業を推進する。 

  

（１）２つの目標 

 一つは「地産外商」の仕組みの構築である。人口減少が続き、小規模事業者の生活関連内需型

需要は縮小している。したがって、能登特有の地域資源を出荷、あるいは加工して出荷すること

で販路の拡大を目指す。もう一つは「外需内商」の強化である。飲食業、宿泊業、土産品製造小

売業など観光需要への取り組みを支援し、対応することで珠洲市内の活性化を目指す。 

 この二面から地域の小規模事業者へ切れ目のない伴走型支援を行うことで、売上と利益の増進

を図る。 

これまでの珠洲市では、能登地域で生活しているある程度の人口をターゲットとしてビジネス

が成り立っていた。しかし今日、人口減少等によるマーケットの縮小で、これまでのビジネスモ

デルが成り立たなくなっている。この環境下でカギとなるのは、「市外・県外の販路を持つ卸売・

小売企業」及び「機械設備を持つ市内の加工製造業者」である。市外・県外・海外のマーケット

のニーズを把握しつつ、地域資源を活用して、珠洲市内で加工を行い、販売することが地域全体

に経済波及効果をもたらすビジネスモデルであると考えている。 

 

図-14 市内マーケット縮小下での地域産業活性化スキーム（※太枠がキーとなる小規模事業者） 
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また、人口が減少し、商圏が縮小している能登地域において貴重な外貨を稼ぐ手段となる「交

流人口の拡大」と「観光の振興」に向け、宿泊業者の育成、飲食店の整備などサービスを提供で

きる施設への支援を講じていく。 
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地産外商 

スキーム 



１３ 
 

 

   図-15 交流人口拡大による外貨獲得のための小規模事業者支援 
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（２）３つの実施方針 

①持続的な経済活動の維持に向けた支援 

 珠洲市内では売上の減少を理由とした小規模事業者の廃業が多くみられる。能登半島全体の人

口減少によるマーケットの縮小が原因であり、企業を取り巻く外部環境に対して活路を見いだせ

ないまま、これまで通りのビジネスを続けている結果である。したがって、ニーズの模索、ター

ゲット設定などを明確にした経営計画の策定支援を行い、時代と環境の変化を捉えられる企業体

制づくりへ貢献する。また、商店街をはじめとした地元利用の促進を地元商工団体と実施するほ

か、（独）中小企業基盤整備機構や石川県信用保証協会、石川県産業創出支援機構（ISICO）など

の支援団体とともに後継者育成のための研修会を行い、次の世代を担う人と企業づくりを支援す

る。 

 

②地域資源の利活用による販路開拓支援 

 日本一の埋蔵量を誇る植物性プランクトンの殻の化石「珪藻土」、国指定重要無形民俗文化財

にも指定されている「能登の揚浜式製塩の技術」、粒が大きく鮮やかな赤い色が特徴の「能登大

納言小豆」、おへそ部分が大きく香りが強い「大浜大豆」など珠洲市では特徴ある地域資源が多

く、七輪やコンロ、豆腐、洋菓子などに加工されている。これら風土に根付き、差別化可能な資

源のブランド化を図り、全国の認知度を高めることで、携わる小規模事業者が正当な対価を得る

ことができると考えている。珠洲商工会議所としては、ブランド化と周知方法についての研修会、

商談会への参加、プレスリリースなど販路開拓に結び付く諸事業を展開し、小規模事業者の支援

を行う。 

 

③交流人口の拡大による地域活性化 

 珠洲市での深刻な課題は人口減少である。出生者が年々減る中、IU ターンによる移住・定住

により、人口の増加を図ることが不可欠と考えられる。しかし、きっかけも無い所に移住・定住

する訳はなく、その解決につながる事業に取り組む。 

観光客等（市外からの需要）（市外マーケット） 

珠洲商工会議所として、宿泊業者や飲食店のサービスの充実を支援するだけでなく、 
異業種からの観光分野への進出、土産品などの商品開発、体験プログラムの開発を支援 

 
宿泊業者 

 

 
飲食店 

土産品 
製造業者 

体験プログラム 
を持つ 

小規模事業者 

外需内商 

スキーム 
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平成 29 年に第一回目となる奥能登国際芸術祭が、北川フラム氏を総合プロデューサーに開催

される。北川氏が手掛ける瀬戸内国際芸術祭や越後妻有の大地の芸術祭では、来場者の多くは女

性であり、しかも年齢層が広い。ボランティアで携わった学生が就職先として現地を選ぶ話も聞

いている。能登半島の先端での国際芸術祭の実施により、定住を睨んだ首都圏からの IU ターン

者のきっかけ作りになればと考えている。 

 観光業の観点から宿泊業、及び飲食業の施設の増加、外国人観光客の増加に向けた多言語対応

化、Wifi の整備やクレジットカード利用可能店の増加などサービスの量と質を上げられるよう

な支援を行う。 
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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 29 年 4 月 1 日～平成 34 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】 

  珠洲市は日本海へ突き出した能登半島の先端に位置し、独立した商圏で商売が成り立っ

ている地域である。隣接する輪島市の中心市街地まで車で 1時間、和倉温泉を有する七尾市

までは 1時間半の距離にあり、買い物に行くには時間とコストがかかりすぎるため、比較的

地元消費傾向が強い地域であった。しかし、インターネットの普及による情報化の進展、顧

客ニーズの多様化と専門化が進むことで、消費者は希望する商品を求めて 2時間半かかる金

沢市の専門店へ出向いたり、アマゾン等の通信販売を利用したりと、特に買回品に於いては

もはや閉鎖的な商圏ではなくなってしまった。 

  珠洲商工会議所では業種毎の経営や景気の動向を把握し、小規模事業者に地域経済の景

況感を知ってもらうため、管内の商工業者を対象に景気動向調査を年２回実施するほか、マ

ーケットニーズを捉えるために消費者買物意識調査を 4年に 1回、中心市街地の商店街界隈

の交通量調査を概ね 5年に 1回実施している。 

  こうした調査結果を珠洲商工会議所のホームページや会報で公開しているが、小規模事

業者だけでなく当会議所職員も含めて、経営課題を解決する資料として活用されていないこ

とが課題ではないかと考えている。 

そこで、石川県や珠洲市、マスコミ等に対して積極的に情報を公開するほか、小規模事業

者の経営課題の把握や小規模事業者向けの研修会などの基礎資料として職員一人一人が活

用するよう取り組むほか、巡回指導時に携帯し、配布することで、小規模事業者に情報提供

できる体制を整える。 
 
（事業内容） 

 ①珠洲市内景気動向調査 

  調査対象：管内の事業者 110 社。 

  調査目的：管内の業種別の景況や経営の動向をとりまとめ、小規模事業者の現状を把握

し、経営分析や需要予測に役立てる。 

  調査時期：年 2回（4月、10 月）実施。調査実施月の翌月にとりまとめ。 

  調査項目：景況・今後の見通し・年間生産額（DI）・収益（DI）・経営上の問題点。 

  調査方法：FAX で回答、未回答社には電話・訪問によるヒアリングで回収に努める。 

  公表方法：珠洲商工会議所会報（約 600 社）・ホームページ、地元新聞社（2 社）に情報

提供。巡回時に携帯して配布（小規模事業者の 10%） 。 
 
 ②LOBO 調査（日本商工会議所景気早期景気観測システムに提供する調査） 

  調査対象：業種別の事業者 5社。 

  調査目的：管内の業界をリードする企業にヒアリングを行い、業界の動向などを把握し、

経営分析や需要予測に役立てる。 

  調査時期：毎月実施。 

  調査項目：売上高・採算・仕入単価・従業員数・業況・資金繰りの DI 値。また別途質問

事項を設ける（消費税増税後の影響、原油価格の変動の影響等）。 

  調査方法：訪問によるヒアリング。 

  公表方法：珠洲商工会議所ホームページ。巡回時に携帯して配布（小規模事業者の 10%） 
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 ③消費者買物意識調査 

  調査対象：珠洲市内勤務者 500 名～800 名。 

  調査目的：消費者の消費動向と意識を調査し、今後の店づくり、企業経営に役立てるこ

とを目的とする。 

  調査時期：4年に一度（過去 H27 年、H23 年、H19 年、H16 年、H12 年実施）の 6月。 

  調査項目：商品別買物先・選定理由・希望するサービス・要望。 

  調査方法：珠洲市内の公共機関・事業所等に訪問し調査票を配布し回収。 

  公表方法：珠洲商工会議所会報（約 600 社）・ホームページ、協力事業所（約 50 社）に報告

書を配布。巡回時に携帯して配布（小規模事業者の 10%） 
 
 ④ゴールデンウィーク入込客数調査 

  調査対象：珠洲市内主要観光地及び道の駅 5カ所。 

  調査目的：ゴールデンウィーク時の主要観光施設への入込状況を把握すると共に、観光

産業の基礎資料として蓄積し、今後の観光施策の立案等に活用することを目的

とする。 

  調査時期：毎年 5月 3日～5日の 3日間。 

  調査項目：観光施設への入込者数を計測する。 

  調査方法：各調査地点に調査人員を配置し、1時間単位で入込者数を計測する。 

  公表方法：珠洲商工会議所会報（約 600 社）・ホームページ、地元新聞社（2 社）に情報提

供。巡回時に携帯して配布（小規模事業者の 10%） 
 
 ⑤飯田町商店街通行量調査 

  調査対象：中心市街地となる飯田町商店街周辺。 

  調査目的：飯田町主要道路、または飯田町へ入り込む主要道路における交通量の動向を把握

し、今後の商業活動のために参考とすることを目的とする。 

  調査時期：不定期（平成 28 年（予定）、22 年、16 年、13 年）。11 月の調査後、翌年 1月に

かけて集計。 

  調査項目：一般自動車数（バス、トラック、緊急車両、バイク、自転車、歩行者除く）。 

  調査方法：調査地点に 1名配置し、上りと下りを 1時間単位で集計。 

  公表方法：珠洲商工会議所会報（約 600 社）・ホームページ。巡回時に携帯して配布（小規

模事業者の 10%）。 

 

（数値目標） 

調査事業 調査対象数 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

景気動向調査 110 社 2 2 2 2 2 2

LOBO 調査 5 社 12 12 12 12 12 12

買物意識調査 500～800 名 0 0 0 1 0 0

入込調査 5 か所 1 1 1 1 1 1

通行量調査 11 か所 1 0 0 0 1 0

巡回時の情報提供 

事業所数 
 未実施 50 50 50 50 50

 ※年間の巡回指導数約 500 件の 10％＝50 件の配布を予定。（小規模事業所数約 1,000 の 5%）
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

 地域内の小規模事業者の特徴としては、閉鎖的商圏の中で、安定した固定客との間で経営が成

り立っている企業が多い。反面、自社の特徴を捉えず、また積極的な営業をせずに経営してきた

ために、情報化や大型店の出店など、外的環境の変化への対応ができない企業が目立つ。大半の

小規模事業者が「来年はどうなるかわからない」と口を揃えて言うように、目先の顧客サービス

に心を奪われ、将来に向けた計画的な方針を立てずに日々の経営を続けている現状にある。 

経営状態の分析については、融資相談時の聞き取りや財務諸表から珠洲商工会議所独自のフォ

ーマットで経営分析を行ってきたが、それでも審査書類の必要項目に沿った内容（企業概要、取

引先、財務状態など）であり、SWOT 分析や 4P 分析など定性分析まではできていない。 

 

（目標と手法） 

重要なことは小規模事業者自らが、気づき、改善に向けて取り組んでいくことである。そこで

従来行ってきた財務分析に加え、定性分析できるように「経営分析シート」を作成して、小規模

事業者とともに経営課題の抽出や事業所の強みや弱みなどを整理し、次のステップとなる事業経

営計画の策定の基礎資料となるよう経営分析シートの作成方法を身に付けることを目標とする。

また、SWOT 分析、PEST 分析、ABC 分析、PPM 分析、マーケティングミックス(4P)分析、コアコン

ピタンス分析などの経営分析シートのひな形を用意し、小規模事業者の業種と商品・サービスを

勘案して扱い、実態の把握に努める。 

 

（具体的な事業内容） 

① 経営分析セミナーの開催（複数企業を対象に幅広く実施する） 

  事業計画策定に向けて、経営分析の重要性と活用方法を知ってもらうための 30 名を目標にセ

ミナーを開催する。セミナーでは講師の指導の下で参加した小規模事業者がワーク形式で自

社分析を行う。 

② 経営分析対象者の掘り起こしと経営分析の実施（個社を対象に深く実施する） 

  経営指導員等が窓口相談や巡回指導時に積極的な掘り起こしを行い、小規模事業者が事業計

画を策定することの意義・効果について説明する。また、経営分析シートを活用して、経営

分析を経営指導員がリードする形で行う。 

③ 専門家の活用（高度かつ専門的な課題の解決に向けてより深く実施する） 

  珠洲商工会議所域内では把握しきれない市外・県外への展開や、高度でニッチな分野、専門

技術を要する課題については、中小企業庁のミラサポや、石川県の専門家派遣制度（企業ド

ック）、石川県産業創出支援機構（ISICO）の専門家派遣事業を活用し、小規模事業者と経営

指導員等ともに経営状態の分析を行う。 

 

（分析を行う項目） 

① 経営状況の分析（小規模事業者の現状把握と改善策の検討のため） 

企業概要、経営理念・ビジョン、既存の商品と技術、差別化要因・優位性項目、ターゲット、

販売促進・販売チャネル、目標など。主に小規模事業者が作成し、分析は経営指導員等や専

門家も交えて行う。 

② 財務状況の分析（財政面からの経営改善策を検討するため） 

収支決算書等を基に、経営指導員が過去 3 年分の財務分析を行い、小規模事業者収益性、安

全性、効率性、成長性の分析結果をグラフなど用い視覚化し数値化することで財政面の分析

を行う。 
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（分析結果の活用） 

SWOT 分析などで経営戦略の方向性が見えてきた小規模事業者に対して、PEST 分析など外部と

内部環境分析により環境の変化や事業活動に影響を与える要因を探り、3C 分析で顧客の価値観

やニーズがどのように変化するかを検討して成功要因を導き出すなど、経営分析方法に連動性を

持たせる。さらに、経営分析結果を経営指導員等と小規模事業者が情報共有することで、より有

効な個社支援の基礎資料として活用するだけでなく、次のステップとなる事業用計画策定の基礎

資料としても活用する。 

 

（数値目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営分析セミナー開催数 1 1 1 1 1 1

経営分析実施件数 17 30 30 30 30 30

  ※珠洲市内管内の小規模事業者数約 1,000 事業所の 3％＝30 件の分析を目安とする。 

 

 

３．事業計画策定に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

事業計画策定においては、補助金の申請時に相談を受けて策定支援を行う状況となっている。

言い換えれば、補助金申請を考えていない小規模事業者においては行われていないし、珠洲商工

会議所内でも体系的な支援体制ができていないことが課題として挙げられる。本来はそうではな

く、どの小規模事業者でも事業計画は必要なものであり、支援機関としても策定の支援をすべき

ことであると考えている。 

 

（目標と手法） 

本計画では、創業相談、事業計画策定セミナーなどをきっかけとした小規模事業者が「経営計

画シート」を活用し、「経営分析シート」と合わせて使用していくことで、小規模事業者自らが、

経営状況を把握・分析し、自社が持つ強みを発揮し、将来にわたり持続的な経営活動が維持され

ることを目標に、経営計画策定セミナーと個別指導を、経営指導員等が中心となって推進する。

手法としては、バリューチェーン、アンゾフのマトリクス、デコンストラクション、QCD、5W1H、

PDCA などの経営計画シートのひな形を用意し、企業の業種・目標に合わせて活用する。 

 

（指導内容） 

① 事業計画策定セミナー時 

小規模事業者を対象に事業計画を策定する意味や方法について知ってもらうために 20 名を

目標にセミナーを開催し、動機づけ及び策定支援対象者の掘り起こしを行う。また、当地域

では創業者が少なく、創業時の経営計画策定は個別相談でのみ行う。 

② 事業計画策定支援 

経営分析を行った小規模事業者や、巡回などで掘り起こしを行った小規模事業者を対象に、

個別相談を基本として地域経済動向、需要動向などを取り入れ、小規模事業者の特徴を加味

した事業計画を策定する。また、高度な計画を求められる専門技術を要するものは、石川県

産業創出支援機構、石川県よろず相談所、ミラサポの専門員と連携し、指導と助言を行うこ

とで、小規模事業者の経営計画策定を支援する。 
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（数値目標） 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定セミナー開催数 1 1 1 1 1 1

事業計画策定事業者数 

（創業相談含む） 
20 20 20 20 20 20

 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

珠洲市内の小規模事業者は家族経営的なの零細企業が多く、事業効果の検証や、PDCA サイク

ルによる円滑な事業推進が行われているとは言い難い。また、マル経などの借入利用後の経営指

導員等によるフォローアップはあまりできていない状況にある。これらの問題は、事業計画策定

支援後の検証チェックや、経営改善などフォローへの取組みを体系的に行う支援メニューが珠洲

商工会議所に整備されていないことに原因があると考えている。 

一方、創業予定者からの相談においては、開業前から、オープン後と定期的なやり取りを行う

だけでなく、特にオープン後は経営状況に応じて、専門家を入れて、半年程度の集中的な支援を

行っており、適切な対応ができていると考えている。 

 

（目標・具体的改善策） 

  事業計画策定後のフォローについて、事業計画策定者すべてを実施支援の対象とし、「フォロ

ーアップ記録シート」を作成し、携わった経営指導員が 1年間にわたり記載することとする。 

また、フォローの際は、訪問日、内容・現状、課題などを記載することとし、別途専門家を活

用した際は、専門家の報告書も作成して記録を残す。さらに、長期的な経営指導ができるように

社内の情報共有、関わった金融機関など外部組織との情報共有を図ることとする。 

 

（指導内容） 

① 創業者支援（創業者向け） 

事業計画策定後の創業者支援として、売上・利益・資金繰りなどの財務面や客数・客単価・

市場の評判などからの現状把握を行い、計画との差異を明確にすることで、改善策の検討を

図る。頻度としては、開業後は 3カ月に 1度の訪問・電話・メールなどを 2年間続ける。 

② 補助金活用支援（小規模事業者向け） 

3 カ月に１回程度、巡回や電話、メールなどで状況把握を行い、事業遂行状況の確認や新た

に発生した課題の解決や販路拡大、新たな需要の拡大に向けた支援を 1年間行う。 

③ 公的融資制度活用支援（小規模事業者向け） 

策定した事業計画に基づいて事業経営を行っている小規模事業者に対して、公的融資制度の

活用による側面的支援を行う。日本政策金融公庫の小規模事業経営改善資金融資制度（マル

経）の利用提案や、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用支援を行う。また、国や県

の補助金制度の情報をフォローアップの際に提供して支援する。 

④ 事業計画の見直し支援（小規模事業者向け） 

経営指導員等による 3 か月に１回程度のフォローアップの中で、外部・内部環境の変化、進

捗状況に応じた事業計画の見直しの支援を行う。特に経営革新計画や専門的な知識に関する

支援が必要な際は、石川県産業創出支援機構内のよろず支援拠点、ミラサポなどを活用し、

専門家と共に見直しの支援を行う。また、国や県の補助金制度の情報をフォローアップの際

に提供して支援する。 
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（数値目標） 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定後のフォロー

アップ対象事業者数 

（創業者含む） 

34 80 80 80 80 80

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

マーケティングセミナーなど流通業界に精通した専門家による講習会を不定期で行ってきた

ほか、地元需要に関する調査として消費者買物意識調査を行っている。しかし、何らかの需要

動向を基にした事業の実施、小規模事業者への情報提供はできていない。 

 

（目的・具体的な改善点） 

需要動向が目まぐるしく変化する中で、企業が個人で調査を行うことは極めて困難である。珠

洲商工会議所が関わる県内外での催事・商談会を活用して消費者や業者の需要動向を、アンケー

ト・ヒアリンク等で把握し、小規模事業者に情報を提供し、売り手と買い手のミスマッチを解消

することで需要開拓に資することを目標とする。 

 

（具体的な事業内容） 

 ① 県内外の催事や商談会でのマーケティング調査（アンケートとヒアリング） 

MRO 旅フェスタ、木倉町ふうりん祭りなど金沢市内での催事や、信州夢街道フェスタなど

県外で開催される消費者向けの催事を利用して製造加工業者を対象とした新商品の試食

とアンケート・ヒアリングを通し、消費者の味や価格、パッケージなどの嗜好調査を行い、

結果をフィードバックする。また、かなざわ商談会などの業者向けの商談会では流行や需

要などの情報を小規模事業者に提供して食品製造の改良に用いる。食品以外の商品におい

ても商談会や催事を利用して、同様に消費者や業者への嗜好調査を行う。催事調査では 1

商品につき 50 枚のアンケートまたは 50 名分のヒアリングを行うこととする。商談会では

1商品あたり 5社の商談を目途にヒアリング調査を行う。 

 

 ② 新聞・雑誌記事のスクラップ帳づくり 

日経 MJ 新聞、トレンド情報雑誌など需要動向につながる記事を、「飲食店」、「シニア」、「工

業製品」、「観光業」などのスクラップ帳に職員がまとめる。スクラップ帳は、小規模事業

者の販路開拓時のターゲットを絞る際に活用するほか、需要動向や気づきを与える情報と

して活用する。 

 

 ③ キーワードランキング帳作り 

   サイトの構築や SNS での情報発信に活用するために、WEB ツールでキーワードランキング、

検索ランキングを担当職員が月に 1回程度調べて、データを窓口に設置し誰でも閲覧でき

るように提供する。また、個社支援に繋がる手段としては、販路開拓時のホームページ作

成時やプレスリリース作成時、SNS での発信でキーワードを活用するよう促す。 

 

 ④ 中小機構・商品力向上委員会との商品改良・ブラッシュアップ事業 

中小企業基盤整備機構とタイアップし、珠洲市内の食品製造商品を対象に味、形状、量、
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パッケージ、価格等について、大手バイヤー、商品開発アドバイザー、中小企業診断士等

の専門家チームの評価やトレンドのアドバイスを受け、珠洲市外や首都圏向けの商品改良

やブラッシュアップを図る。 

 

（数値目標） 

 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

催事での需要動向調査取扱商品数 未実施 2 2 2 2 2

催事でのアンケート調査数 未実施 100 100 100 100 100

商談会での需要動向調査取扱商品数 未実施 2 2 3 3 3

商談会でのヒアリング調査枚数 未実施 10 10 15 15 15

スクラップ帳、キーワードランキン

グの情報提供事業所数 
未実施 50 50 50 50 50

ブラッシュアップ相談会実施回数 1 0 1 0 1 0

ブラッシュアップ事業対象事業所数 6 0 8 0 10 0
 
 
６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題） 

多くの小規模事業者は市内向けの商売で成り立っており、社長が営業員を兼務することで、別

に営業員を置かない企業が多い。しかし、人口減少が続く社会においては、これまでのように市

内向けの商売だけでは売上が減少することは明らかである。そこで、特に地場の地域資源を扱う

小規模事業者や、県外に販路を求めたい小規模事業者を中心として、新たな販路開拓を築くこと

で、今後減少していく売上のカバーだけでなく、さらなる売上と利益の向上を目指して、全国・

海外に向けて事業展開する際の支援を目標に、県内外の催事・商談会の情報提供による新規需要

開拓支援のほか、情報発信の勉強会の開催などを重ねることで、小規模事業者が様々なチャネル

を活用して自立した需要開拓ができるまでハンズオン的な支援を行う。 

 

（事業内容） 

珠洲商工会議所として、小規模事業者の取引商品、事業内容に応じて、適切な需要開拓手段を

斡旋し、小規模事業者の需要開拓を支援していく。 

 

 ①マーケディングセミナーの開催 

経営環境の変化に即したものや小規模事業者からのニーズが高かったものを開催する。

位置づけとしては、新商品の開発・改良後に広く販路開拓をする直前の支援とし、マーケ

ティングの勉強会をすることになる。セミナーの終了後はアンケートを実施して、気にな

る市場動向やマーケティングに対しての取組などの意見を徴収し、今後のセミナーの題材

として活用する。 

②ソーシャルネットワークサービスを活用した情報発信による販路開拓支援 

催事やイベント以外の方法として、LINE や Facebook、ツイッターなどのソーシャルネット

ワークサービス（SNS）を活用したセミナーを開催して、小規模事業者に情報ツールとして

活用するよう促す。セミナー開催後は実際に活用しているかを聞き取るほか、改善に向け

たフォローを実施する。 
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③プレスリリースを活用した新規需要開拓支援 

ペーパーベースの情報発信手段として、小規模事業者が開発した新商品や新サービスを、

メディア等にプレスリリースし、小規模事業者の新規需要開拓支援を行う。効果的な取組

になるように、セミナーを開催するほか、必要に応じて専門家からアドバイスを受けて作

成する。また、効果について聞き取りを行い検証する。 

④ビジネスマッチング（ＢtoＢ） 

 需要動向調査を行った企業のうち BtoB を希望する小規模事業者に対して、商談会参加の

登録を促すほか、商談会によっては取扱商品に応じた商談先を紹介する。商談先が事前に

決まっている場合は、商品選定やアプローチ方法についてアドバイスを行う。商談会終了

後にも参加企業から商談内容や今後の検討について聞き取りを行っていく。 

尚、石川県内の商工会議所、興能信用金庫、石川県産業創出支援機構、日本商工会議所、

石川県、日本政策金融公庫などが持つ独自の販路及びネットワークを活かし、連携を図る 

⑤消費者向け（ＢtoＣ） 

 消費者が多く集まる催事等に、小規模事業者を出展させて、新たな需要開拓に結び付く

ように支援をしていく。また、新商品の試食販売をすることで、消費者から直に反応を知

ることができる機会とする。催事の出展要項が出た後、参加を促し、販売目標額の設定を

小規模事業者と行う。試食を行う場合は、サンプル数や質問内容などを事前に決めて、集

計結果を新商品の改良に結び付くよう指導を行っていく。 

尚、石川県、石川県商工会連合会などと連携を図り効果的な事業に努める。 

 

（事業一覧） 

取引内容 対象 事業名（※主催者） 

ビジネスマッチン

グ 

業者向け 

（ B to B ） 

県内 

（北陸三県） 

向け 

かなざわマッチング商談会 

（金沢商工会議所） 

しんきんビジネスフェア 

（北陸地区信用金庫協会） 

全国 

（首都圏） 

向け 

東京インターナショナル・ギフトショー(feel NIPPON

ブース)（日本商工会議所） 

いしかわ百万石マルシェ 

（いしかわ農林総合支援機構) 

石川のこだわり商品ビジネスマッチング 

（（公財）石川県産業創出支援機構） 

消費者向け 

（ B to C ） 

県内 

（北陸三県） 

向け 

MRO 旅フェスタ（北陸放送㈱） 

木倉町ふうりん祭り（木倉町商店街） 

全国 

（首都圏） 

向け 

いしかわ百万石物語・江戸本店 

（石川県アンテナショップ） 

信州夢街道フェスタ 

（信州夢街道フェスタ実行委員会） 

ふるさと全国県人会まつり 

（ふるさと全国県人会まつり実行委員会） 
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（数値目標） 

  現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

BtoB 

かなざわマッチ

ング商談会 

参加企業数(社) 1 2 2 2 2 2

商談件数(社) 2 4 4 4 4 4

しんきんビジネ

スフェア 

参加企業数(社) 1 1 1 1 1 1

商談件数(社) 3 4 4 4 4 4

東京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ｷﾞﾌﾄｼｮｰ(feel 

NIPPON) 

参加企業数(社) 0 1 1 1 1 1

商談件数(社) 0 5 5 5 5 5

いしかわ百万石

マルシェ 

参加企業数(社) 1 1 1 1 1 1

商談件数(社) 5 5 5 5 5 5

石川のこだわり

商品ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝ

ｸﾞ 

参加企業数(社) 1 1 1 1 1 1

商談件数(社) 5 5 5 5 5 5

BtoC 

MRO 旅フェスタ 

参加企業数(社) 0 1 1 1 1 1

販売額(千円) 0 20 20 20 20 20

木倉町ふうりん

祭り 

参加企業数(社) 0 1 2 2 3 4

販売額(千円) 0 15 30 50 75 100

いしかわ百万石

物語・江戸本店 

参加企業数(社) 0 1 2 3 4 5

販売額(千円) 0 200 350 500 750 1,000

信州夢街道フェ

スタ 

出展企業数(社) 0 3 3 3 3 3

販売額(千円) 0 100 100 100 100 100

ふるさと全国県

人会まつり 

出展企業数(社) 0 2 2 2 2 2

販売額(千円) 0 50 50 50 50 50

 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

マーケティングセミナー、SNS 活

用セミナー、プレスリリースセ

ミナーのいずれかを開催(回) 

1 1 1 1 1

参加人数(人) 20 20 20 20 20
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

（現状と課題） 

平成 27 年 3 月の北陸新幹線開業により東京～金沢間が 2時間半程度と利便性が向上し、また

同時期の NHK 連続テレビ小説「まれ」の舞台が能登半島にある輪島市・珠洲市であったことから、

能登方面へ多くの観光客が押し寄せた。平成 29 年には初めての奥能登国際芸術祭の開催を予定

しており、香川・岡山の瀬戸内国際芸術祭、新潟の大地の芸術祭と肩を並べられるような取り組

みに向けて準備をしているところである。 

当地は風光明媚な観光地ではあるが、ビジネスに結び付く施設や土産品の量がまだまだ少な

く、掘り起こしと商品開発が課題である。そこで、珠洲商工会議所としては、珠洲市、奥能登国

際芸術祭実行委員会、珠洲まつり特別委員会、珠洲食祭実行委員会、NPO 法人能登すずなりと周

知、受入態勢、体験と宿泊、調査事業について情報共有を行い、効果的な事業遂行を目指す。 

 

（事業内容） 

（１）奥能登国際芸術祭による入込客数と、受け皿となる宿泊施設数の増強 

 様々なアートプロジェクトが全国各地で開催され、交流

人口の増大、地域の活性化、経済波及効果への期待が高ま

っている。取組みの成功モデルとして世界的にも著名とな

っているプロジェクトが瀬戸内国際芸術祭（直島アートプ

ロジェクト）であり、越後妻有大地の芸術祭も知名度の高

い芸術祭となっている。これら瀬戸内と越後妻有の両芸術

祭の総合プロデューサーを務める北川フラム氏が次に手

がける芸術祭が奥能登国際芸術祭である。 

「日本の祭と食文化の源流を探る～日本文化・現代アート

に出会う～」をコンセプトに、古来のキリコ祭りやヨバレといったこの文化の基層を軸に現代美

術が中心となる国際芸術祭を 2017 年から開催する予定となっている。 

 しかし、域内での宿泊企業は経営者の高齢化と施設の老朽化により減少傾向にあり、宿泊施設

とキャパ数を増やさないことには、消費と経済の活性化には結びつかないと考えている。そこで、

珠洲商工会議所としても、珠洲市、及び奥能登国際芸術祭実行委員会と共に入込客数の増加と宿

泊施設の増強に向けた支援を行っていく。 

 

（数値目標） 

 
29 年度 

（本祭） 

30 年度 

 

31 年度 

 

32 年度 

（本祭） 

33 年度 

 

観光客等入込数(人) 30,000 5,000 5,000 70,000 5,000

観光客等宿泊数(人) 20,000 1,000 1,000 20,000 1,000

宿泊施設数(社) 41 42 43 45 46

宿泊キャパ数(人) 800 810 820 840 840

※「本祭」とは 3年に１回開催される奥能登国際芸術祭の本祭を指す 

 

（２）世界農業遺産「能登の里山里海」の食材を活用した食イベント「珠洲まるかじり」の開催

 世界農業遺産とは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形づくられてきた伝統的な農

林水産業と、それに関わって育まれた文化、土地の上に農林水産業の営みを展開し、それが呈す

る一つの地域的まとまり、生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システムを

※ひびのこずえワークショップの様子 
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国連食糧農業機関（FAO）が認定する仕組である。世界では 15 ヵ国 36 地域、日本では 8地域が

認定されているが、珠洲を始めとする能登は新潟県佐渡市とともに世界が認めた日本での世界農

業遺産認定の第一号である。田の神様をもてなす伝統行事のアエノコト、棚田やため池で形成さ

れる里山の景観と、海女（あま）漁、揚げ浜式製塩など、里海の資源を活用した伝統技術が受け

継がれている。 

 珠洲ではそうした里山里海の「食」に関するイベント

として例年２月に「珠洲まるかじり」を行っている。近

年では県外からの出店希望者も多く、大きなイベントに

なりつつある。能登の里山里海で採れた食材をテーマに

開催するイベントは、食だけでなく、景観、伝統技術、

風土といった地域が持つブランドを認知させる貴重な機

会となっている。事務を預かっている珠洲商工会議所と

しても、受け継がれてきた奥深い価値による訴求を珠洲

市、珠洲食彩実行委員会と共に図っていきたいと考えて

いる。 
                                ※珠洲まるかじりのサイトページ 

（数値目標）                

現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

来場者数(人) 11,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000

出店者数(社) 52 53 53 55 55 55

全体売上(千円) 8,000 8,000 8,500 8,500 9,000 9,000

 

（３）日本遺産「灯(あか)り舞う半島 能登～熱狂のキリコ祭り～」を活用した祭り体験事業 

 文化庁が平成 27 年に認定した日本遺産 18 件の中に能登のキリ

コが選ばれている。地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文

化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」とし

て文化庁が認定するものである。 

キリコは、神輿のように担ぎ棒のついた大きな灯燈で、4ｍのも

のから 18ｍを超える高さの物もある。能登全体では毎年 200 か所

以上のキリコ祭りが行われている。本来、キリコ祭りは祭事であ

り、観光でないものの、その優雅さと勇壮さ、文化性の高さから観光的要素が強く、キリコ祭り

のために多くの方が訪れている。 

 こうした「まつり」をテーマに誘客をしようと、珠洲まつり特別委員会が組織され、ポスター

やチラシの作成と周知など観光面での支援を行っている。事務を預かっている珠洲商工会議所と

しても、珠洲まつり特別委員会と共にさらなる誘客に結び付く様に支援を行っていく。 
                                  

（数値目標） 

 現状 

（H28）

29 年度

（本祭）
30 年度 31 年度

32 年度 

（本祭） 
33 年度

宝立七夕まつり来場者(人) 5,900 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

キリコ体験ツアー(人) 74 100 50 50 100 70

※「本祭」とは 3年に１回開催される奥能登国際芸術祭の本祭を指す 
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（４）地域産業資源を活用した商品開発・改良支援 

 当地域には、日本一と言われる埋蔵量を誇る珪藻土から作られる七輪やコンロなどを生産する

企業が 4 社あり、「切り出し」で作られる七輪は全国でも当地しかない技法である。また、江戸

時代以前から続く「能登の揚浜式製塩の技術」は国の重要無形民俗文化財の指定を受けている。

そうした伝統的でユニークな産業が当地にあり、基幹産業を成している。 

 珠洲商工会議所内の地域開発委員会では、商品やサービスだけでなく、立地やネーミング、人、

アイテムに至るまでの何らかの特異性を取り上げて際立たせることで差別化を図ろうという動

きがある。側面的な支援方法について検討を重ねていく。 

奥能登国際芸術祭 2017 に関連して、珠洲商工会議所では「珠洲特産品リデザイン事業」を担

当する。珠洲の地域資源を活かした既存の特産品について、中小企業基盤整備機構、及び奥能登

国際芸術祭実行委員会と連携し、バイヤーなど専門家によるブランディングやパッケージデザイ

ンの見直し等をすることにより、その価値を見直して差別化を図ることを支援する。 

 

（数値目標） 

 
現状 

（H28） 

29 年度

（本祭）

30 年度

 

31 年度

 

32 年度 

（本祭） 

33 年度

 

新商品開発数(点) 5 5 5 5 5 5

商品改良数(点) 5 10 5 5 10 5

※「本祭」とは 3年に１回開催される奥能登国際芸術祭の本祭を指す 

 

（５）インターネットを活用した販路開拓事業 

珠洲商工会議所では、平成 18 年から通販サイト「地域ブランド市場 石川県奥能登」の事業

に携わっており、小規模事業者の BtoC の支援を行っている。今後も引き続き実施するほか、他

の通販サイトや問屋サイトなどインターネットを活用した

販路開拓支援を支援する。会議所が独自にネット販売の支援

をしていることは全国的にも稀である。 

石川新商品カタログ（石川県産業創出支援機構）インター

ネットビジネスマッチング（日本政策金融公庫）バイヤーズ

ガイド(バイヤーズガイド) 地域ブランド市場 石川県「奥能
登」（㈱ナビコ、珠洲商工会議所）ニッポンセレクト.COM（全

国商工会連合会）などへの登録を促し、ネット販売での販路

開拓を支援する。 
※地域ブランド市場サイトページ 

（数値目標） 

 
現状 

（H28） 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

新規登録企業数(社) 0 1 2 3 4 5

目標販売額(千円) - 500 1,000 1,500 2,000 2,500
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（６）宿泊施設及び飲食店でのクレジットカード決済、Wifi 導入の支援 

 年々向上するクレジットカードの浸透と共

に、平成 29 年秋開催の奥能登国際芸術祭 2017

や 2020 年の東京オリンピックの開催により、

クレジットカードの利用増加が予想される。現

状の調査ができていないが、珠洲市内の Wifi

の整備不足と、VISA や MASTERCARD などクレジ

ットカードの利用可能店舗の少なさが目立っ

ており、観光客の増加と共に発生する顧客需要

に対応し、消費拡大を図るために小規模事業者

へのカード利用と Wifi 整備に向けた支援を、

サービスを提供する域内金融機関、珠洲市と共

に行う。 
                           ※10 年間のクレジットカードの浸透額の推移 

（数値目標）                 

 
現状 

29 年度

（本祭）
30 年度 31 年度

32 年度 

（本祭） 
33 年度

クレジットカード利用

可能事業所(社) 
不明 15 20 25 30 33

施設内 wifi 整備事業所

(社) 
不明 20 25 30 35 40

  ※「本祭」とは 3年に１回開催される奥能登国際芸術祭の本祭を指す 
 
 
 
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

（現状と課題） 

石川県や県内の商工会議所、金融機関など、課題に沿った連絡会議は以前から行われている。

引き続き、他の支援機関と連携し、小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交

換を行い、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図る。あわせて経営指導員等においては、記

帳指導・税務指導といった従来の経営指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の販路拡大に

資する支援ノウハウの習得を目指す。またその体制を整備する。 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること  

（目的） 

連携する対象者を設定し、連携するための手段等を確立することで、新たな需要の開拓を進める

基盤の構築を図る。組織としての連携を行うことで小規模事業者の販路開拓等の総合的な支援に

取り組む。 

 

（実施内容） 

 １）石川県中小企業連絡会議（中小企業相談所長等会議） 

   石川県が主催する中小企業の経営の安定化と発展に向けた「中小企業相談所長等会議」

において、石川県下の各商工会議所、石川県商工会連合会、石川県中小企業団体中央会、

石川県信用保証協会、石川県産業創出支援機構が県の施策、保証概要、再生支援協会の

意見交換の場となる会議を年に 1回程度行う。 

   支援ノウハウ等の情報については、直近の県内経済状況、国の小規模事業への支援施

策、地域経済の活性化に向けた各支援機関の支援体制の情報共有とともに県の施策の普
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及方法等となる。 

 

２) 経営改善普及事業連絡協議会 

石川県商工会議所連合会が主催する「経営改善普及事業連絡協議会」において、県下

全商工会議所の経営指導員が日本政策金融公庫の担当者を交えて、経営改善貸付の現

状、融資制度の概要、各商工会管内の景況等について年に 1回程度、情報共有・意見交

換を行う。 

 支援ノウハウ等の情報については、県内小規模事業者への先進的な指導実例の情報共

有と、小規模事業者支援に係る要望事項となる。 

 

 ３）小企業納税者に対する税務指導連絡協議会 

北陸青色申告会連合会、北陸税理士会及び国税局が主催する「小企業納税者に対する

税務指導連絡協議会」において、小企業納税者の税に関する知識の普及とともに、記帳

方法の指導、決算書の作成指導援助、申告書作成等申告納税に必要な諸手続きの履行に

ついて適正かつ円滑に実施するための情報共有と意見交換を年に 1回程度行う。 

支援ノウハウ等の情報については、税制改正及びマイナンバー導入に伴う支援機関の

支援体制、納税事業者の記帳推進と電子申告向上に向けた環境作りと支援、北陸税理士

会との連携によるスムーズな税務相談と納税指導等となる。 

 

 ４）地区別金融円滑化懇談会 

   石川県が主催する「地区別金融円滑化懇談会」において、能登地区の商工会議所・商

工会経営指導員と共に中小企業者、石川県商工会連合会、石川県信用保証協会、石川県

産業創出支援機構、北陸財務局、中部経済産業局が、最近の地域経済・金融情勢、制度 

融資・保証制度などについて情報交換と意見交換を年に 1回程度行う。 

   支援ノウハウ等の情報については、小規模事業者の経営状況に応じた各関係機関の支

援課題の整理と情報共有、各金融制度・保証制度の活用動向並びに傾向と対策、小規模

事業者の支援に基づく各関係機関への要望事項となる。 

 

 ５）事業承継・引継ぎに関する連絡会 

  （公財）石川県産業創出支援機構内に「石川県事業引継ぎ支援センター」が設置され、

県下の商工会議所担当者だけでなく、中部産業経済局、（独）中小企業基盤整備機構、

石川県、石川県中小企業団体中央会、信用保証協会、日本政策金融公庫、金融機関など

支援機関が集まって、セミナーや出張相談、中小企業者の事業承継計画の策定に関する

情報共有・交換を行う。 

   支援ノウハウ等の情報については、国・県等の施策情報の共有化と小規模事業者への

周知方法の検討、県内の指導実例の情報共有等となる。 

 

 ６）創業に関する連絡会 

   平成 27 年 5 月に、珠洲市が産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受

け、創業支援事業者として珠洲商工会議所が相談窓口を設置した。特定創業支援事業と

して、創業セミナーの開催等を通して創業者の経営・財務・人材育成・販路開拓等の知

識取得を目的として年に 4回程度開催し、継続的な支援に取り組む。また、珠洲市産業

経済団体協議会（珠洲市農業協同組合、石川県漁業協同組合すず支所、珠洲建設業協会、

NPO 法人能登すずなり、珠洲市物産協会）と連携して創業後の支援体制を築く。 

支援ノウハウ等の情報については、珠洲市と創業希望者・創業者に関する情報の共有
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を月に１回程度図る他、効果的な支援に関する役割分担の協議を行う。金融機関とは相

談に応じて資金調達方法、並びに持続的な経営活動に向けた事業計画の検討等となる。 

 

（連携による効果） 

連携を図る各中小企業支援団体や外部専門家等との関係性を緊密にすることにより、小規模事

業者に対し効果的な支援メニューを提供できる。加えて、新たな支援先の掘り起しや珠洲商工会

議所が開催するセミナー等の周知が可能となる。また、経営指導員等が専門家の指導に同席（OJT）

することで支援ノウハウの向上が図られる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

① 石川県商工会議所連合会主催の研修会に参加 

石川県の指導のもと石川県商工会議所連合会が行うコース別研修会を経営指導員、補助員は

必ず受講し、一般コースでは石川県の講じている中小企業施策等について包括的に学び、特

別コースでは専門的な内容を体系的に研修し、より高度な知識の定着を図る。 

② 中小企業大学校等の研修会に参加 

経営指導員等は、中小企業大学校や日本商工会議所が主催する売上増加、販路開拓、地域資

源活用、創業・経営革新等の研修に 3年間に 1回以上、受講するものとし、金融、記帳指導・

税務指導といった小規模事業者の利益の確保に資する支援能力を身に付け、組織全体の支援

能力の向上を図る。 

③ OJT を実施 

若手経営指導員等については、巡回指導、地域内で開催する集団・個別指導においてベテラ

ン経営指導員に同行して小規模事業者を支援することで、指導・助言内容、情報収集方法を

学び、OJT により伴走型の支援能力の向上を図る。 

④ 公的資格の取得支援 

経営指導員、補助員等は、中小企業診断士・社会保険労務士等の公的資格取得に向けて自己

研鑽することで、小規模事業者から信頼されるプロとしての能力を高める。 

⑤ WEB 研修の受講 

小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・経営革新につながる提案型指導

ができるよう、e-ラーニングを活用して、経営指導員等の専門家や資質向上に必要な知識を

習得に努める。 

⑥ 支援ノウハウの共有 

  研修会等の資料は、参加者の報告書と共に稟議し、全職員が閲覧するようにする。また、月

に 1回実施する相談事業連絡会で、研修内容を説明することで情報の共有化を図る。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること  

毎年度、本計画の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。 
 
・Ｐ（計画）：従来の支援実績や今後の支援目標をもとに経営発達支援計画を作成する。 
・Ｄ（実行）：経営発達支援計画に基づき事業を実施する。  
・Ｃ（検証）：経営発達支援計画が計画に沿っているかどうかを検証する。  
・Ａ（改善）：経営発達支援計画を検証してく中で、計画に沿っていない部分を調べて 改善をする。
 

① 外部有識者（石川県産業創出支援機構、珠洲市産業振興担当者、中小企業診断士）から、

事業年度終了毎に年に 1回、事業の実施状況と成果の評価を受ける。 

② 外部有識者の評価結果を受けて、総務企画委員会でさらに検証を行うほか、計画の見直し

の方針を協議する。 
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③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議、並びに常議員会で報告し、

承認を受ける。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を珠洲商工会議所のホームページ、及び会報に掲載する

ほか、冊子にして窓口に設置して希望者に配布する。（http://www.suzu.co.jp） 

 

 

   実行（Do）、報告書作成         検証①（CHECK）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   改善策検討（Action）         検証②（CHECK） 

   

   

  

 

 

 

 

 

      改善策協議（Action）・承認    報告   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

実施・報告書作成 

各事業担当者 
  
とりまとめ 

総務企画委員会担当者 

 

助言（内部・委員会） 

総務企画委員会にて、外部専門

家の意見を踏まえ、検証を行う

ほか、計画の見直しの方針を協

議する。 

計画の見直し 

事務局内の各担当者が、専門

家、総務企画委員会からの意

見を受けて、次年度事業の見

直しを図る。 

報告・承認 

報告書並びに改善計画書を

正副会頭会議、及び常議員

会に提出する。 

公開 

公式サイト・会報・冊子等で、

報告書並びに、次年度に向けた

改善計画を公表する。 

助言（外部・専門家） 

報告書に対して、 
・珠洲市産業振興課 
・石川県産業創出支援機構 
・中小企業診断士 
から助言を受ける。 
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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 

（平成２８年１１月現在）

（１）組織体制 

 

  ○役員体制 

   会頭１名、副会頭３名、常議員２０名、監事２名 

 

  ○事務局体制 

   事務局長１名、経営指導員３名、補助員２名、記帳指導員１名、一般職員４名 

 

   経営発達支援事業を確実に遂行していくために、経営改善普及事業を担当・実施して

いる経営指導員３名が中心となり実施し、計画の目標達成に向けて業務に取り組んでい

く。 

   地域振興事業については、主に事務局長及び経営指導員が当たり、補助員、記帳指導

員、一般職員がそれぞれの担当業務に応じて補助を行う。 

 

   具体的には、 

    Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

     １．地域の経済動向調査：経営指導員、調査担当者（一般職員） 

     ２．経営状況の分析に関すること：経営指導員 3名、記帳指導員 1名 

      ３．事業計画の策定支援に関すること：経営指導員 3名、補助員 2名 

      ４．事業計画策定後の実施支援に関すること：経営指導員 3名 

      ５．需要動向調査に関すること：経営指導員 3名 

      ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること： 

         事務局長 1名、経営指導員 3名、補助員 2名 

 

     Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組：事務局長以下全職員 

  

     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： 

         事務局長 1名、経営指導員 3名、補助員 2名 

 

（２）連絡先 

 

    珠洲商工会議所 中小企業相談所 

    石川県珠洲市飯田町 1丁目 1番地 9  

    電話 0768-82-1115 FAX0768-82-1608 

      URL http://www.suzu.co.jp 

    E-mail: suzucci@lilac.ocn.ne.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） 

 29 年度 

(29年 4月

以降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 38,738 38,050 38,050 38,050 38,050

 

小規模対策事業費（中

小企業相談所） 

（指導事業費） 

（特別相談事業費） 

 

地域振興事業費 

（地域開発調査費） 

（商工業活性化事業） 

（町おこし支援事業） 

（視察研修事業費） 

 

 

 

33,688

1,800

500

1,300

1,200

250

33,000

1,800

500

1,300

1,200

250

33,000

1,800

500

1,300

1,200

250

 

 

33,000 

1,800 

 

 

500 

1,300 

1,200 

250 

33,000

1,800

500

1,300

1,200

250

（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 

 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費、各種事業収入 

 

（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 

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 

事業内容 

  珠洲市内の経済動向は珠洲商工会議所及び珠洲市が景況感・観光入込み・消費動向・通行量

など調査を行ない、能登地区又は北陸地区の経済動向については、日本政策金融公庫及び地

元金融機関が各種調査を行い、国内全体の景気動向などは日本商工会議所及び中小機構がと

りまとめ、各組織が情報を提供しあうことで共有化を図る。 

＜連携する内容＞ 

 ・珠洲商工会議所管内での LOBO 調査の実施、及び日本商工会議所での全国からのデータ集計

と報告書作成。 

・珠洲商工会議所が独自に珠洲市内景気動向調査、消費者買物意識調査、ゴールデンウィーク

入込客数調査、飯田町商店街通行量調査等を実施し、連携機関に情報提供する。 

 ・金融機関独自による業界毎の景況感調査等を実施し、冊子等で情報提供する。 

連携者及びその役割 

連携者 代表者・所在地・電話 役  割 

日本商工会議所 代表者：会頭 三村 明夫 

住  所：東京都千代田区丸の内 2-5-1

丸の内 2丁目ビル 4階 

連絡先：03-3283-7823（代表） 

全国の商工会議所からの景況

等各種調査事業のとりまとめ

と情報提供 

中小企業基盤整備 

機構北陸本部 

代表者：本部長 占部 治 

住  所：石川県金沢市広岡 3-1-1 

連絡先：076-223-5761（代表） 

全国の商工会議所・商工会か

らの業界毎の景気動向調査 

珠洲市 代表者：市長 泉谷 満寿裕 

住  所：石川県珠洲市上戸町北方 1 字

6 番地の 2 

連絡先：0768-82-2222（代表） 

珠洲市内の観光業に関する各

種調査 

日本政策金融公庫 代表者：国民生活事業統轄 宗靖之 

住  所：石川県金沢市南町 6-1  

連絡先：076-263-7191（代表） 

北陸地区の業界毎の景況感調

査等 

北國銀行珠洲支店 代表者：支店長 森髙 保 

住  所：石川県珠洲市野々江町シ部 60

番地 

連絡先：0768-82-2233（代表） 

北陸地区の業界毎の景況感調

査 

北陸銀行珠洲支店 代表者：支店長 浜田 和良 

住  所：石川県珠洲市飯田町 15-23 

連絡先：0768-82-1212（代表） 

北陸地区の業界毎の景況感調

査 

興能信用金庫珠洲支

店 

代表者：支店長 丹尾 卓也 

住  所：石川県珠洲市飯田町 11-28-9

連絡先：0768-82-1252（代表） 

能登地区の業界毎の景況感調

査 
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連携体制図等 

 

＜連携体系図等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：企業を取り巻く経済環境の分析 

珠洲商工会議所 
・珠洲市内景気動向調査（年 2回） 
・LOBO調査（毎月） 
・買物意識調査（4年毎） 
・ゴールデンウィーク入込調査（年 1回）
・飯田町通行量調査（概ね 5年に 1回） 

日本商工会議所 

・ 全 国 か ら の

LOBO 調査と

りまとめ 

珠洲市 
・人口動態調査、

市内観光施設

の入込と宿泊

数調査、など 

日本政策金融公庫・市内金融機関 
・調査月報（国民生活金融公庫） 
・景気動向調査（㈱北國銀行）（四半期毎） 
・中小企業景況調査（興能信用金庫）（四半期毎） 

市内対象企業 

・景況情報の提供 
・需要動向情報の提供 
・地域経済動向情報の提供 

中小機構 

・中小企業景況調

査（四半期毎） 
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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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業内容 

経営発達支援事業を実施するにあたり、支援対象企業の掘り起しや高度かつ専門的な課題や

技術への相談対応、資金提供、珠洲商工会議所のみでは対応できない内容について、下記の

連携先と共に支援を行う。 

＜連携する内容＞ 

  ・高度かつ専門的な課題に対応するための指導、助言 

 ・高度かつ専門的な課題・技術と生産性向上、研究開発に対応するための指導、助言 

  ・支援企業の掘り起しや地域経済の現状と課題・活性化に向けた情報交換 

  ・支援メニュー等の支援策の情報提供・共有 

連携者及びその役割 

 

連携者 代表者・所在地・電話 役  割 

石川県産業創出支援

機構（ISICO ） 

代表者：理事長 谷本 正憲  

住  所：石川県金沢市鞍月 2 丁目 20 

番地  

連絡先：076-267-1001（代表） 

よろず支援拠点や事業引継ぎ

センターの活用による事業者

の課題解決 

石川県工業試験場 代表者：場長 吉田 繁 

住  所：石川県金沢市鞍月 2 丁目 1 番

地  

連絡先：076-267-8081（代表） 

製品・試作品の試験や成分分

析等に関する専門的な課題解

決 

中小機構北陸本部 代表者：本部長 占部 治 

住  所：石川県金沢市広岡 3-1-1 

連絡先：076-223-5761（代表） 

同本部内に常駐している専門

家やコーディネータの活用に

よる事業者の 課題解決 

一般社団法人石川県

発明協会 

代表者：会長 山本 洋志 

住 所：石川県金沢市鞍月 2 丁目 20 番

地石川県地場産業センター新館内 

連絡先：076-267-5996 

知的財産権等に関する講習

会・セミナーの開催、知的総

合支援窓口の設置、特許情報

等の提供 

北陸税理士会石川県

事務所 

代表者：会長 平野 豊 

住  所：石川県金沢市北安江 3 丁目 4

番 6号 

連絡先：076-223-1841 

税務代行、税務書類の作成、

税務相談、会計業務、補佐人

制度、会計参与 

NPO 法人石川県情報

化支援協会 

代表者：理事長 原 保 

住 所：石川県金沢市南町 5番 20 号中

屋三井ビル 5階 

連絡先：076-263-1828 

IT 経営推進のための情報提

供、セミナー実施、ICT マッチ

ングの推進窓口 
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※連携帯の役割については、連携体系図に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者 代表者・所在地・電話 役  割 

石川県 代表者：知事 谷本 正憲 

住  所：石川県金沢市鞍月 1 -1 番地

連絡先：076-225-1111 

制度融資、専門家派遣制度、

地域資源活用推進事業、各種

補助金等による支援 

珠洲市 代表者：市長 泉谷 満寿裕 

住  所：石川県珠洲市上戸町北方 1 字

6 番地の 2 

連絡先：0768-82-2222（代表） 

珠洲市産業振興促進計画、産

業競争力強化法における珠洲

市創業支援計画に基づいた支

援 

日本政策金融公庫 代表者：国民生活事業統轄 宗靖之 

住  所：石川県金沢市南町 6-1  

連絡先：076-263-7191（代表） 

各種金融支援、金融相談会の

開催にて、事業者の抱える経

営課題の掘り起しや課題解決

北國銀行珠洲支店 代表者：支店長 森髙 保 

住  所：石川県珠洲市野々江町シ部 60

番地 

連絡先：0768-82-2233（代表） 

各種金融支援 

北陸銀行珠洲支店 代表者：支店長 浜田 和良 

住  所：石川県珠洲市飯田町 15-23 

連絡先：0768-82-1212（代表） 

各種金融支援 

興能信用金庫珠洲支

店 

代表者：支店長 丹尾 卓也 

住  所：石川県珠洲市飯田町 11-28-9 

連絡先：0768-82-1252（代表） 

各種金融支援 
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連携体制図等 

 

＜連携体系図等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：課題解決による市内対象企業の持続的経営を支援 

珠洲商工会議所 
・経営状況、財務状況の分析指導

・経営計画書作成指導 
・セミナーの開催、専門家派遣 
・支援企業の掘り起こし 

石川県産業創出支

援機構（ISICO ）・

中小機構北陸支部 
・高度かつ専門的な

分野の人材を派遣 
・専門性の高い講習

会・セミナー・相談

会などの情報提供 

石川県 
・補助金等による

支援策の整備 

珠洲市 
・補助金等による支

援策の整備 

日本政策金融公庫・

市内金融機関 
・支援企業の掘り起

こし 
・金融面からの支援 

石川県工業試験場・（一社）石川県発明協会・北陸税理

士会石川県事務所・NPO 法人石川県情報化支援協会 
・高度かつ専門的な課題・技術と生産性向上、研究開

発に対する指導・助言 
・専門性の高い講習会・セミナー・相談会などの情報

提供 

市内対象企業 

・経営分析支援 
・経営計画書作成支援 
・支援メニューの情報提供 
・融資・補助金制度情報の提供 
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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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

事業内容 

事業者の高齢化や後継者不足等の内部環境の変化により廃業が増加する中、時代に合ったサ

ービスの提供や技術・資格を活かした創業意欲のある方に対し、積極的に支援を行う。創業

後も専門家派遣や定期的なフォローアップを通して伴走型の支援を実施する。 

 

＜連携する内容＞ 

・創業計画書の作成支援 

 ・専門家派遣による高度な問題解決 

 ・創業希望者に対する珠洲市や国の補助金・助成金申請支援 

・石川県が行う移住創業者無利子化補助金の手続き 

 ・空き店舗情報の取得 

 ・創業後のフォローアップ支援 

 

連携者及びその役割 

※連携帯の役割については、連携体系図に記載。 

 

連携者 代表者・所在地・電話 役  割 

石川県 代表者：知事 谷本 正憲 

住  所：石川県金沢市鞍月 1 -1 番地

連絡先：076-225-1111 

創業者支援融資等制度融資、

移住創業者無利子化補助金 

珠洲市 代表者：市長 泉谷 満寿裕 

住  所：石川県珠洲市上戸町北方 1 字

6 番地の 2 

連絡先：0768-82-2222（代表） 

創業希望者等に対する市補助

金申請支援 

珠洲市物産協会 代表者：会長 藤野 裕之 

住  所：石川県珠洲市飯田町 1-1-9 

連絡先：0768-82-1115（代表） 

BtoC を主とした販路開拓支援

石川県産業創出支援

機構（ISICO ） 

代表者：理事長 谷本 正憲  

住  所：石川県金沢市鞍月 2 丁目 20 

番地  

連絡先：076-267-1001（代表） 

よろず支援拠点や事業引継ぎ

センターの活用による事業者

の課題解決 

日本政策金融公庫 代表者：国民生活事業統轄 宗靖之 

住  所：石川県金沢市南町 6-1  

連絡先：076-263-7191（代表） 

創業相談、新規開業資金融資

制度 
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連携体制図等 

 

＜連携体系図等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：創業による賑わいの創出 

珠洲商工会議所 
・創業相談窓口の設置 
・事業計画策定の支援 
・空き店舗情報の把握 
・創業者向け補助金・助成金申

請書作成指導 
・フォローアップ支援 
・専門家の派遣 
・街のにぎわい創出支援補助金

石川県産業創出支援機構（ISICO ） 

・よろず支援拠点での窓口相談 
・事業引き継ぎセンターでの窓口相談 

石川県 
・創業者支援融資等

制度融資、 
・移住創業者無利子

化補助金 

珠洲市 
・相談窓口の設置 
・珠洲市補助金、融資制度の紹介 

日本政策金融公庫 
・創業相談 
・新規開業資金融資

相談（出張含む）

創業希望者支援 

・経営計画書作成支援 
・創業計画書作成に向けた支援 
・持続的な経営に向けたフォロー

アップ支援 

珠洲市物産協会 
・販路開拓支援 
・BtoCの機会提供 
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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 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

事業内容 

世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」から採れる食材を生かしたイベント、並びに

日本遺産「灯り舞う半島 能登～熱狂のキリコ祭り～」の土壌を活かした観光誘客事業を団

体・個人で組織された各実行委員会が担うことで交流人口の拡大を図る。 

 

＜連携する内容＞ 

 ①奥能登国際芸術祭を通して歴史や風土・建物などを活用した作品を住民と共に作成して誘客

事業、並びに交流事業を展開 

 ②キリコまつりなどで祭り体験の他、「ヨバレ」と言われるもてなし体験の事業を実施 

 ③来客が少ない冬場の来客数を上げるために、食イベント「食祭珠洲まるかじり」を実施 

  

連携者及びその役割 

 

連携者 代表者・所在地・電話 役  割 

珠洲市 代表者：市長 泉谷 満寿裕 

住  所：石川県珠洲市上戸町北方 1 字

6 番地の 2 

連絡先：0768-82-2222（代表） 

空き家情報の提供、補助金等

の整備、振興事業に関する補

助金整備、珠洲市観光ビジョ

ンに基づいた事業遂行 

 

奥能登国際芸術祭実

行委員会 

代表者：委員長 泉谷 満寿裕 

住  所：石川県珠洲市飯田町 13 字 120

番地 1 

連絡先：0768-82-7720 

構成員：珠洲市、珠洲市議会、珠洲市

文化協会、珠洲市区長会連合

会、金沢美術工芸大学、珠洲市

芸術文化協会、珠洲市音楽文化

協会、珠洲市農業協同組合、石

川県漁業協同組合すず支所、能

登森林組合、珠洲建設業協会、

NPO 法人能登すずなり、珠洲市

物産協会、珠洲焼創炎会、珠洲

市青年会議所、珠洲市青年団協

議会、珠洲市各種婦人団体連絡

協議会ほか 

「アート」を活用した地域振

興に向けた事業の企画立案と

実施 
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※連携者の役割については、連携体系図に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

連携者 代表者・所在地・電話 役  割 

珠洲まつり特別委員

会 

代表者：委員長 刀祢 秀一 

住  所：石川県珠洲市飯田町 1 字 1 番

地 9珠洲商工会議所内 

連絡先：0768-82-1115（代表） 

構成員：NPO 法人能登すずなり、珠洲

市議会、珠洲警察署、石川県漁

業協同組合すず支所、飯田町商

店街協同組合、珠洲まつり飯田

町実行委員会、宝立七夕キリコ

まつり実行委員会、砂取り節ま

つり実行委員会、太鼓と踊りの

夕べ実行委員会、珠洲市婦人団

体協議会、珠洲市青年団協議

会、珠洲市公民館連合会、珠洲

市ほか 

「まつり」による地域振興に

向けた事業の企画立案と実施 

珠洲食祭実行委員会 代表者：委員長 刀祢 秀一 

住  所：石川県珠洲市飯田町 1 字 1 番

地 9珠洲商工会議所内 

連絡先：0768-82-1115（代表） 

構成員：珠洲市物産協会、珠洲市婦人

団体協議会、飯田町商店街協同

組合、NPO 法人能登すずなり、

珠洲市農業協同組合、珠洲青年

会議所、珠洲市青年団協議会、

石川県奥能登農林総合事務所

珠洲農林事務所、珠洲食品衛生

協会、珠洲市食生活改善推進協

議会、石川県漁業協同組合すず

支所、能登杜氏組合、珠洲市、

飯田わくわく振興会ほか 

「食」による地域振興に向け

た事業の企画立案と実施 

NPO 法人能登すずな

り 

代表者：理事長 重政 靖之 

住  所：石川県珠洲市野々江町町シ部

15 番地 

連絡先：0768-82-4688（代表） 

体験斡旋、宿泊斡旋 
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連携体制図等 

 

＜連携体系図等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：交流人口の拡大による経済活性化 

珠洲商工会議所 
・地域振興に向けた事業の企画立案と実

施協力 
・ビジョン、戦術、戦略の検討 

珠洲まつり特別委員会 
・「まつり」による地域

振興に向けた事業の

企画立案と実施 

NPO 法人能登
すずなり 
・体験斡旋 

・宿泊斡旋 

珠洲市 
・空き家情報の提供 

・補助金等の整備 

・振興事業に関する補助金整備 

・「珠洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

に基づいた事業遂行 

珠洲食祭実行委員会 
・「食」による地域振興に向け

た事業の企画立案と実施 

市内支援対象企業 

奥能登国際芸術祭

実行委員会 
・「アート」を活か

した地域振興に

向けた事業の企

画立案と実施 
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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 

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を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

事業内容 

各地商工会議所、市内金融機関、その他支援機関と各地の経済・需要動向や支援機関の支援

ノウハウ・成功事例等を情報交換による情報の共有を図り、研修会参加、専門家との同行

(OJT)による小規模事業者支援を体験することにより経営指導員の資質向上を図る。更に会

議所内での支援情報の共有と基本的な支援能力習得により組織全体の支援能力向上を図る。

 

＜連携する内容＞ 

 ①県内 7 市商工会議所情報交換会 

 ②金融機関等連絡会議 

 ③その他支援機関との情報交換会 

 ④専門家との同行 (OJT)による資質向上 

 ⑤相談所定例情報交換会、職員連絡会の開催 

連携者及びその役割 

①県内商工会議所 

連携者 代表者・所在地・電話 役  割 

加賀商工会議所 代表者：会頭 新家 康三 

住  所：石川県加賀市大聖寺菅生口

17-3 

連絡先：0761-73-0001（代表） 

各地の経済動向・支援状況と

取組み等の情報交換 

小松商工会議所 代表者：会頭 西 正次 

住  所：石川県小松市園町ニ 1 

連絡先：0761-21-3121（代表） 

各地の経済動向・支援状況と

取組み等の情報交換 

白山商工会議所 代表者：会頭 高松 喜与志 

住  所：石川県白山市西新町 159-2 

連絡先：076-276-3811（代表） 

各地の経済動向・支援状況と

取組み等の情報交換 

金沢商工会議所 代表者：会頭 安宅 建樹 

住  所：石川県金沢市尾山町 9番 13 号

連絡先：076-263-1151（代表） 

各地の経済動向・支援状況と

取組み等の情報交換 

七尾商工会議所 代表者：会頭 大林 重治 

住  所：石川県七尾市三島町 70-1 

    七尾産業福祉センター 

連絡先：0767-54-8888（代表） 

各地の経済動向・支援状況と

取組み等の情報交換 

輪島商工会議所 代表者：会頭 里谷 光弘 

住  所：石川県輪島市河井町 20-1-1 

連絡先：0768-22-7777（代表） 

各地の経済動向・支援状況と

取組み等の情報交換 
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②支援機関 

※連携者の役割については、連携体系図に記載。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者 代表者・所在地・電話 役  割 

石川県産業創出支援

機構（ISICO ） 

代表者：理事長 谷本 正憲  

住  所：石川県金沢市鞍月 2 丁目 20 

番地  

連絡先：076-267-1001（代表） 

よろず支援拠点や事業引継ぎ

センターの活用による事業者

の課題解決のための指導、助

言 

珠洲市 代表者：市長 泉谷 満寿裕 

住  所：石川県珠洲市上戸町北方 1 字

6 番地の 2 

連絡先：0768-82-2222（代表） 

進出希望企業の情報把握や企

業経営訪問活動、創業者支援

事業、雇用の確保のための情

報提供、補助金等の支援メニ

ューの情報提供 

石川県商工会議所連

合会 

代表者：会長 安宅 建樹 

住  所：石川県金沢市尾山町 9-13 金沢

商工会議所内 

連絡先:076-263-1151 

専門家派遣制度の活用（エキ

スパートバンク）、経営指導員

の資質向上に関する取組み 

日本政策金融公庫 代表者：国民生活事業統轄 宗 靖之 

住  所：石川県金沢市南町 6-1  

連絡先：076-263-7191（代表） 

各種金融支援、各地の経済動

向・支援状況と取組み等の情

報交換 

北國銀行珠洲支店 代表者：支店長 森髙 保 

住  所：石川県珠洲市野々江町シ部 60

番地 

連絡先：0768-82-2233（代表） 

各種金融支援、各地の経済動

向・支援状況と取組み等の情

報交換 

北陸銀行珠洲支店 代表者：支店長 浜田 和良 

住  所：石川県珠洲市飯田町 15-23 

連絡先：0768-82-1212（代表） 

各種金融支援、各地の経済動

向・支援状況と取組み等の情

報交換 

興能信用金庫珠洲支

店 

代表者：支店長 丹尾 卓也 

住  所：石川県珠洲市飯田町 11-28-9

連絡先：0768-82-1252（代表） 

各種金融支援、各地の経済動

向・支援状況と取組み等の情

報交換 
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目標：珠洲市内支援対象企業への支援力向上 

珠洲商工会議所 
・県内 7商工会議所間での情報交換 
・金融機関等連絡会 
・その他支援団体との情報交換会 
・各種研修会への参加 
・専門家との同行（OJT）による資質向上 
・相談所定例情報交換会、職員連絡会 

石川県産業創出

支援機構（ISICO ） 

・よろず支援拠点

や事業引継ぎセ

ンターの活用に

よる事業者の課

題解決のための

指導、助言 

石川県商工会議所連合会・県内商工会議所

・各地の経済動向・支援状況と取組み等の

情報交換 

珠洲市 
進出希望企業の情

報把握や企業経営

訪問活動、創業者

支援事業、雇用の

確保のための情報

提供、補助金等の

支援メニューの情

報提供 

日本政策金融公庫・市内金融機関 
・各種金融支援、各地の経済動向・支援状

況と取組み等の情報交換 

市内支援対象企業 

・経営計画書作成支援 
・創業計画書作成に向けた支援

・景況情報の提供 
・需要動向情報の提供 
・商談会情報の提供 
・融資・補助金制度情報の提供


