
経営発達支援計画の概要 

実施者名  能登鹿北商工会（法人番号 2220005005706） 

実施期間  平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

目標 

１．小規模事業者の持続的発展を支援し、事業継続意欲を維持・向上させ後継

者への継がせたい（継がせられる）小規模事業者を増やす。 

２．創業予定者に対する支援体制の強化により創業者を増やす。 

３．当商工会地域の地域資源のブランド化を図る。 

４．経営指導員等の資質の向上を図り、かつ他支援機関との連携を行うことで、

高度で複雑な相談に対しても対処できる支援体制の構築を図る。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

国、県、各種支援機関、金融機関、新聞などから収集した情報に加え、商工

会独自に収集した情報を要約し、小規模事業者の現状把握、分析するための情

報として「鹿北地域経済動向」として四半期に 1回提供します。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者へ経営状況の重要性を巡回指導、窓口指導及びセミナーで周知

しながら情報を収集し、把握するとともに経営状況の分析を行う機会を増や

し、結果を改善や施策の利用につなげていきます。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営指導員のヒアリング、インターネットからの各種調査報告書、統計情報

などから小規模事業者の現状、課題、対策、アクションプラン、スケジュール

などを盛り込んだ実現可能性の高い事業計画策定支援を行います。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

経営指導員が事業計画策定後、事業計画をそれぞれの類型ごとにまとめ、フ

ォローアップのスケジュール表を作成し管理、実行していきます。また、必要

に応じて専門家派遣制度を活用し、専門家からの指導、助言を受けます。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

統計、消費者動向、売れ筋情報、新商品情報などの市場の需要動向、消費者

と小規模事業者との懇談会などを開催し、「マーケット情報」として四半期に 1

回提供します。 

 

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】 

販路開拓、顧客拡大を目指す小規模事業者に対し、展示会、商談会の出展や

ＩＴ、ニュースリリースなどを活用したプロモーション、ＢｔｏＢからＢｔｏ

Ｃへの進出支援を行います。 

連絡先 

住  所：石川県七尾市中島町河崎ヌ部 50 番地 1 

電話番号：(0767)66-0001  FAX 番号：(0767)66-6810 

ホームページ URL：http://n.rokuhoku.shoko.or.jp/ 

代表メールアドレス：n.rokuhoku@shoko.or.jp 

 



１ 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

Ⅰ．能登鹿北商工会地域の現状と課題 

１．能登鹿北商工会地域の現状 

(1)地域の概要 

七尾市は、石川県の北部、能登半島の中央に位置し、北

は鳳珠郡穴水町、西は羽咋郡志賀町、南は鹿島郡中能登町、

富山県氷見市と隣接しており、面積は 318.04 ㎢で県の面

積の約 7.6%を占めています。 

また、和倉温泉、のとじま水族館などの観光地、青柏祭、

石崎奉燈祭、向田の火祭、お熊甲祭などのまつり、田鶴浜

建具、七尾仏壇、七尾ろうそくなどの伝統工芸など豊かな

観光資源に恵まれた地域です。 

石川県の県庁所在地である金沢市まで自動車、ＪＲ特急とも約 1 時間で結ばれて

います。（平成 25 年 4 月から能登有料道路が無料化され「のと里山海道」となり、

金沢までのアクセスが非常に便利になりました。さらに、平成 27 年 2 月に能越自動

車道が全線開通となり、富山県、東海地域へのアクセスも向上しました。） 

全国 813 市区を対象とした日経ＢＰ社の「働く世代が住みやすい都市ランキング」

では、第 18 位で、全国 791 市区を対象とした東洋経済社の「住みよさランキング

2015」では、第 25 位と高い評価を受けています。 

平成 16 年 10 月 1 日に七尾市と鹿島郡の北部 3町（田鶴浜町、中島町、能登島町）

の 1市 3町が合併により、人口規模約 62 千人の新七尾市が誕生しました。この合併

により当商工会と七尾商工会議所の 2 つの経済団体が併存することになりました。

（「鹿北（ろくほく）」とは、鹿島郡の北部という意味です。） 

 

 

(2)人口の推移 
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七尾市の人口は、平成 22 年国勢調査によると約 58 千人です。合併直後の平成 17

年が約 62 千人であったことから、5年間で約 4千人が減少しました。（昭和 35 年を

ピークに減少を続けており、特にここ数年は、毎年約 700 人も減少しています。ま

た、社会減が止まらず毎年 400 人近い市民が転出しています。） 

地域別では、会議所地区が約 43 千人（74.7%）、当商工会地区は 15 千人（25.3%）

です。人口減少率は、会議所地区（▲6.1%）、当商工会地区（▲7.2%）となっていま

す。 

 

（出典：七尾市地域産業振興プラン） 

 

また、人口動態は、15 歳未満と 15 歳以上 64 歳未満の生産年齢の減少が著しい状

況です。昭和 60 年は、15 歳未満が 15,184 人（21.7%）、生産年齢が 44,766 人（64.0%）

を占めていましたが、平成 22 年には、15 歳未満が 6,932 人（12.0%）、生産年齢が
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33,807 人（58.4%）まで減少しました。それに対し、65 歳以上の高齢者人口は、9,963

人（高齢化率 14.3%）から 17,118 人（高齢化率 29.6%）まで上昇しました。労働人

口の減少ともに少子高齢化が進んでいる状況です。 

 

(3)産業の概要 

①業種の構成 

平成 26 年度の商工会員を業種別でみてみると、最も多いのが「小売業、卸売業」

（107 事業所）、次いで「建設業」（92 事業所）、「製造業」（81 事業所）、「各種サー

ビス業」（57 事業所）、「飲食業」（50 事業所）、「宿泊業」（36 事業所）、「その他」（24

事業所）です。 

市町合併直後の平成 17 年度と比較してみると、「製造業」（▲51 事業所）、「建設

業」（▲53 事業所）、「小売業、卸売業」（▲44 事業所）の減少が目立ちます。一方、

「飲食業」（2事業所）は増加しました。 

92

145

81

132

107

151

50

48

36

44

57

61

24

26

0 100 200 300 400 500 600 700

H26年度

H17年度

建設業 製造業 小売業・卸売業 飲食業 宿泊業 各種サービス業 その他

 

②小規模事業者等の推移 

平成 27 年度の商工業者数は、617 事業所、小規模事業者数は、571 事業所、商工

会員数は 447 事業所です。平成 22 年度と比較すると商工業者数は、▲9.4%、小規模

事業者数は、▲9.2%、商工会員数は▲16.2%となっています。減少傾向は、平成 2年

度から続いており、20 年以上も下げ止まらない状況となっています。 

 

昭和45年度 昭和55年度 平成2年度 平成12年度 平成22年度 平成27年度

941 1,079 1,073 961 681 617

対前回増減率 ― 14.7% -0.6% -10.4% -29.1% -9.4%

922 1,059 1,009 893 629 571

対前回増減率 ― 14.9% -4.7% -11.5% -29.6% -9.2%

661 909 817 751 535 447

対前回増減率 ― 37.5% -10.1% -8.1% -28.8% -16.4%

70.2% 84.2% 76.1% 78.1% 78.6% 72.4%

※平成12年度以前は、旧田鶴浜町商工会、旧中島町商工会、旧能登島町商工会における合算数とする
※資料：「石川県の商工会史」、「商工会の現況」より抜粋

項目

商工業者数(A)

小規模事業者数

商工業者会員数(B)

加入率(B/A×100)
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(4)地域の名産品、地域資源 

①地域の名産品等 

ⅰ．田鶴浜建具 

「田鶴浜建具」は、地域団体商標にも登録されている七尾市の伝統工芸です。合

併前から田鶴浜町は、「建具の町」として県内外に知られています。 

江戸時代前期（1650 年）に加賀藩を支えた長家の菩提寺を建てるために尾張から

指物師を招き、戸や欄間を製作させたのが始まりとされ、最盛期の昭和 20～30 年代

には 60 事業所を超える建具店で賑わっていました。現在は、住宅様式の洋風化など

の理由で、13 事業所まで減少しましたが、全国建具展示会で内閣総理大臣賞を受賞

するなど技術の高さは全国で高い評価を受けています。 

 

ⅱ．能登かき 

七尾西湾は、日本海側有数の「牡蠣」の産地であり、平成 26 年のかき類（殻付）

収穫量は、約 2千ｔであり、全国では 8番目の収穫量を誇っています。七尾西湾は、

餌であるプランクトンが多いので、わずか 1年で出荷が可能です。2～3年ものに比

べて小粒ですが、味も風味も良く、肉厚で甘みが多いのが特徴です。毎年 1 月～3

月の時期になると県内外から「能登かき」目当ての観光客が多く来町されます。 

当商工会が主催する「七尾湾能登かき祭 特別イベント」には、2 日間で約 1 万

人の来場者が集まる当商工会地域最大のイベントあり、「能登かき」のＰＲに貢献し

ています。 

 

ⅲ．民宿 

能登島には、旅館、民宿等の宿泊施設が約 30 あります。家族経営の小規模な民宿

等ですが、これだけ集積している地域は県内ではありません。 

季節ごとの魚介類でボリュームたっぷりの食事は、和倉温泉の旅館と異なる魅力

となっています。 

七尾市が「サッカーグラウンド」、「テニスコート」などの整備を行い、スポーツ

合宿に力を入れた効果もあり、最近は、スポーツ合宿に訪れる学生も年々増加傾向

にあります。 

 

②地域資源 

石川県が指定した地域資源で七尾市内の中小企業者等が利用可能な地域資源は以

下のとおりです。県内市町でも上位に入る数です。 

 

（農林水産物：34 件） 
加賀野菜 能登野菜 ルビーロマン 金沢青かぶ 能登栗 

石川米 大麦 大豆 そば かぼちゃ 

能登のぶどう ブルーベリー 能登牛 αのめぐみ（機能性豚肉） 原木しいたけ 

菌床しいたけ 能登ひば（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 あわび 加能かに（ズワイガニ）・コウバコガニ ナマコ 牡蠣 
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海藻 赤西貝 タコ いさざ  

 

（鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術：27 件） 
能登海洋深層水 乳製品 水産練製品 干物 かぶら寿し 

いしり（いしる等） 和菓子 加賀料理 能登鍋 清酒 

金属加工機械部品 建設機械・鉱山機械部品 化学繊維紡績糸 ねん糸・かさ高加工糸 絹織物 

化学繊織物 組ひも 細幅織物 田鶴浜建具 ガラス工芸品 

珪藻土 珪藻土製品 木炭 竹粉、竹チップ 木質ペレット 

七尾仏壇 七尾和ろうそく    

 

（文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源：15 件） 
能登半島国定公園 のとキリシマツツジの植栽地 一本杉通りの伝統的な商家群 七尾仏壇 七尾和ろうそく 

青柏祭 お熊甲祭 能登のキリコ祭り モントレージャズフェスティバル 定置網業 

和倉温泉 石川県七尾美術館 のとじま水族館 能登の伝統芸能 能登の里山里海 

※ゴシックは、七尾市のみ利用可能な地域資源です。 

 

 

２．能登鹿北商工会地域の課題 

(1)地域の課題 

（出典：七尾市地域産業振興プラン）

●農業の状況 ●製造業の状況

●商業の状況
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「１．(2)人口の推移」でも記載したとおり、七尾市の人口は、長期的に減少して

います。産業においても農業、製造業、商業とも事業所数、従業員数、出荷額・販

売額等も減少しています。その結果として、産業が縮小し、雇用が失われ、人口流

出が止まらない負のスパイラルに陥っている状況です。七尾市では、それを課題と

受け止め、「七尾市地域産業振興プラン」において これからの時代、地域が持続し

ていくためには地域に根差した産業の存在が欠かせない としています。 

 

 

(2)小規模事業者の課題 

 
小規模事業者の状況を把握するために平成 27 年 9 月に「会員アンケート調査」を実施し

ました。「会員アンケート調査」では、「経営者の年齢」、「後継者について」、「現在直面して

いる経営上の問題点」などの調査をしました。 

 

①後継者について 

「経営者の年齢」の問いに対して回答数の割合が多い順に「60 歳代」が 36.5%、

「50 歳代」が 23.9%、「70 歳代以上」が 23.3%と続きます。40 歳代以下の経営者は、

15.7%となっています。 

また、「後継者について」の質問では、事業継続が長期間見込まれる「後継者は決

定しており既に事業に従事している」と回答した事業者は 18.8%、「後継者は決定し

ているが、まだ事業に従事していない」が 3.7%、「自分（経営者）がまだ若いので

考えていない」が 7.9%となりました。それに対し、「自分（経営者）の代で廃業の

予定」が 38.2%と最も多く、次いで「未定」28.1%という結果でした。 

以上から、概ね 10 年以上事業を継続していると考えられる事業所は、現在よりも

大幅に減少することが予想され、既存、事業所の維持と創業を増やすことが課題と

なります。 

◆経営者の年齢は？ ◆後継者は？
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0.3%

30歳代

3.6%

40歳代

12.1%

50歳代

24.4%

60歳代

36.4%

70歳代以

上
22.7%

無回答

0.5%

後継者あ

り、既に従

事している

19%

後継者あ

り、まだ事

業に従事

していない

4%

自分（経

営者）が

若いの

でまだ

考えて

いない

8%
未定

28%

自分（経営

者）の代で

廃業の予

定

38%

無回答

3%



７ 
 

 

②小規模事業者の経営上の問題点 

「現在、直面している経営上の問題点は？」という問いで多かった回答は、第 1

位「地域内住民の減少」（30.3%）、第 2位「設備、工場（店舗）の老朽化」（28.4%）、

第 3位「仕入単価（材料価格）の上昇（26.7%）、第 4位「需要の停滞」（23.0%）、第

5位「従業員の確保難」（21.6%）でした。 

問題点は、業種によって異なるものの「地域内住民の減少」、「需要の停滞」、「購

買力の他地域への流出」などの「販売量の減少」に関するもの、「仕入単価（材料価

格）の上昇」、「（販売、受注）単価の低下、上昇難」、「材料費・人件費以外の経費

の増加」などの「利益の減少」に関するもの、「設備、工場（店舗）の老朽化」によ

るものの 3つに集中しました。 

この 3 つの問題点に対応する支援を実施することが小規模事業者の「①後継者に

ついて」の問いに「未定」、「自分（経営者）の代で廃業の予定」と回答された小規

模事業者にも事業継続意欲を向上させる効果があり、当商工会地域の小規模事業者

の事業継続、持続的発展のため必要であり課題となります。 

 

第 1 位 第 2 位 第 3 位

建設業 需要の停滞
（販売、受注）単価の低
下、上昇難

仕入単価（材料価格）の上
昇

製造業
設備、工場（店舗）の老朽
化」

需要の停滞
ニーズの変化への対応（顧
客、製品、利用者）

小売業、卸売業 地域内住民の減少 購買力の他地域への流出
仕入単価（材料価格）の上
昇

飲食業
仕入単価（材料価格）の上
昇

地域内住民の減少
設備、工場（店舗）の老朽
化

宿泊業
設備、工場（店舗）の老朽
化」

仕入単価（材料価格）の上
昇

従業員の確保難

各種サービス業 地域内住民の減少
設備、工場（店舗）の老朽
化

従業員の確保難

その他 従業員の確保難
材料費、人件費以外の経費
の増加

地域内住民の減少

全業種 地域内住民の減少
設備、工場（店舗）の老朽
化

仕入単価（材料価格）の上
昇

 
（回答群）
・大企業の進出による競争の激化 ・材料費・人件費以外の経費の増加
・新規参入の増加 ・下請単価の上昇
・購買力の他地域への流出 ・下請業者の確保難
・ニーズの変化への対応（顧客、製品、利用者など） ・事業資金の借入難
・設備、工場（店舗）の老朽化 ・取引条件の悪化
・仕入単価（材料価格）の上昇 ・金利負担の増加
・従業員の確保難 ・需要の停滞
・人件費の増加 ・地域内住民の減少
・（販売、受注）単価の低下、上昇難 ・その他

 

 

 



８ 
 

 

(3)能登鹿北商工会支援上の課題 

①事業の知名度、利用度、期待度 

前述の「会員アンケート調査」において、当商工会が実施している事業について

「知っている事業は？」、「利用したことのある事業は？」、「今後、利用してみたい

事業は？」についての問いに対して、「知っている事業」で多かったのは、「金融」

85.7%、「各種共済のあっせん」83.7%、「税務、記帳指導」82.3%など経営改善普及事

業を中心に非常に高いものでした。それに対し、「利用したことのある事業」、「今

後、利用してみたい事業」では、全体的に低く、最も高かったもので、それぞれ「金

融」51.4%、「補助金、助成金申請支援」22.5%でした。 

この結果から、「利用度」、「期待度」を高めることが課題です。 

 

②地域資源のブランド化への取り組み状況 

当商工会地域の代表的な地域資源に「能登かき」があります。この「能登かき」

については、ブランド力を高めるために、「七尾湾能登かき祭」などを開催し、「焼

きかき」のおいしさを伝えました。その結果、知名度とともに扱う飲食店も増加し、

販売量、単価とも増加しました。このような成功事例を他の地域資源（田鶴浜建具、

民宿など）にも応用してブランド力を高める取り組みを広げ、地域経済の活性化に

寄与することが課題です。 

 

③経営支援の現状 

経営支援については、現状、「金融」、「税務」、「労務」を中心とした「問われたこ

とのみ、相談されたことのみ」の単発支援になっています。単発支援、対処療法に

留まらず、小規模事業者の抱える様々な経営課題に対し、売上、利益を増加させる

小規模事業者の持続的発展のための継続的支援を行うことが課題です。 

 

④経営指導員等の資質向上の取り組み 

経営指導員等の資質の向上については、現状、個人個人で取り組んでおり、具体

的な資質向上の目標をもっているわけではありません。また、毎週ミーティングを

開催していますが、各自の支援事例やノウハウを共有していません。各々に資質向

上の目標を設定し、ノウハウを共有できる仕組みを作ることが課題です。 

本所、2支所に経営指導員が配置されていることから、相談には、一人で対応し、

自己完結型が基本となっています。高度で複雑な相談に対し、他の経営指導員や支

援機関との連携を強化することが課題です。 

 

 

３．小規模事業者振興の在り方 

①七尾市地域産業振興プラン 

「七尾市地域産業振興プラン」では、「『地域に根ざした産業』の支援を通じて、

雇用を生み出し市民の安定した生活の確保と持続可能な地域社会を実現することを

地域産業振興の目的とする」としています。地域産業振興の基本方針として、「①地

域外に財・サービスを売って外貨を稼ぐための経済活動（基幹産業による経済活動）」
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を強化して、稼いだ外貨を「②地域で生活するために必要な財・サービスを生産す

るための経済活動（地域型産業による経済活動）」に流し循環させることで地域経済

の基盤を発展させるとしています。 

※基幹産業の定義＝地域の資源を活用しており、地域に根付いた産業 

また、「地域資源の活用、地域課題の解決や地域内循環の促進等を目的に、地域産

業の創出と育成を行う。このような地域産業の創出・育成を通じて、七尾市内に多

くの起業家を生み出し、次世代の活力とする」といった創業支援も地域産業振興の

重要政策と位置付けています。 

（出典：七尾市地域産業振興プラン） 

 

②能登鹿北商工会の小規模事業者振興の考え方 

当商工会地域の小規模事業者は、地域内住民の減少、需要の停滞などから、購買

力の低下が続いています。併せて、仕入単価（材料価格）の上昇、（販売、受注）単

価の低下、上昇難などにも直面し、販売量減少、利益減少と事業を継続するには厳

しい環境におかれています。 

そこで、当商工会では、七尾市の地域産業振興の基本方針を受け、人口減少や需

要の停滞などによる購買力低下を他地域に求める取組み（外貨獲得）と地域資源の

ブランド化に取り組み、仕入単価の上昇や販売単価の上昇難に対抗できる付加価値

の高い商品、サービスの開発支援を伴走型支援で行い、小規模事業者振興を実行し

ていきます。 

また、創業支援体制を強化し、既存の小規模事業者の維持だけでなく小規模事業

者の増加に取り組みます。 

上記の支援を進めていくことで、中長期的には、商品やサービスを目当てに当商

工会地域に訪れる交流人口を増加させ、定住人口の減少分を補えるような地域とな
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ることを目指すべき小規模事業振興の姿とします。 

 
○定住人口１人当たりの年間消費額（121 万円）は、旅行者の消費に換算すると外国人旅行

者 11 人分、国内旅行者（宿泊）26 人分、国内旅行者（日帰り）81 人分にあたる。（観光

庁 平成 26 年 2 月 24 日 説明資料より） 

 

 

４．経営発達支援計画 

(1)経営発達支援計画の目標（ゴシック）と目標達成のための方向性（明朝） 

①小規模事業者の持続的発展を支援し、事業継続意欲を維持・向上させ後継者へ継

がせたい（継がせられる）小規模事業者を増やす。 

小規模事業者の持続的発展のためには、「販売量」、「利益」の維持・増加が必要不

可欠です。「販売量」については、「地域外からの顧客の獲得」（外貨獲得）を目指し

ます。「小売業」、「飲食業」、「宿泊業」などは、顧客を呼び込み（来てもらう）、「建

設業」、「製造業」などは顧客に近づく取り組みを実施します。 

「利益」については、6 次産業化、地域資源活用、経営革新などを活用した、新

商品、新サービスの開発支援に取り組みます。 

また、「設備投資」については、「ものづくり・商業・サービス補助金」や「小規

模事業者持続化補助金」などの補助金、助成金の申請支援や日本政策金融公庫の「小

規模事業者経営発達支援資金」、「マル経」などの融資あっせんに取り組みます。 

 

②創業予定者に対する支援体制の強化により創業者を増やす。 

「ななお創業応援カルテット」と連携し創業支援に取り組みます。 

（七尾市の補助金「シャッターオープン事業」の対象地域の拡大により当商工会

地域で創業される方も利用可能となります。） 

 

③当商工会地域の地域資源のブランド力向上を図る。 

当商工会地域には、数多くの質の高い地域資源がたくさんあります。その地域資

源のブランド力を高める取組み（イベントの開催、デザイナーの活用など）を行い、

小規模事業者の新商品、新サービスのさらなる付加価値の向上と地域資源商品の取

扱いを行う小規模事業者数増加に取組みます。 

 

④経営指導員等の資質の向上を図り、かつ他支援機関との連携強化を行うことで、

高度で複雑な相談に対しても対処できる支援体制の構築を図る。 

3 名の経営指導員で効果的に支援を行うために、それぞれの「得意分野」を持ち、

その分野で他の 2 名の経営指導員のお手本となることで個人の資質向上と支援チー

ムとしての能力向上に取り組み、徐々に高度で複雑な相談にも対応できる体制を構

築します。 

また、他の支援機関（石川県商工会連合会、石川県産業創出支援機構、中小基盤

整備機構北陸支部、日本政策金融公庫、金融機関など）とも支援ネットワークの構

築にも取り組みます。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（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．経営発達支援計画の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1)目的 

小規模事業者が売上の増加や利益の確保を行うためには、地域経済の動向や状況

を把握した上で小規模事業者にとってどのような影響（機会、脅威）があるのかを

あらかじめ知っておく必要があります。小規模事業者にとって必要な地域の経済動

向の情報を収集・整理・分析し提供することで小規模事業者が身を置く業界の環境

変化を認識させ、自らのビジネスモデルの再構築を促すための意思決定および事業

計画策定のための参考資料とすることを目的とします。 

 

 

(2)現状と課題、改善方法 

当商工会には、国、県、各種支援機関、金融機関などから多数の地域経済の動向

を調査した刊行物や統計、メールなどの情報が集まっていますが、現状は、経営指

導員が「読み物」として情報を収集し、相談を受ける際に「話題」として提供する

だけの利用にとどまっています。また、商工会独自の地域経済の動向調査も行って

きたものの小規模事業者の現状把握、分析のための提供は行ってきませんでした。 

今後は、国、県、各種支援機関、金融機関、新聞などから収集した情報に加え、

商工会独自に収集した情報を月に 1 回、経営支援会議内で編集会議を実施し、要約

したものを小規模事業者の現状把握、分析するための情報「鹿北地域経済動向」と

して四半期に 1回提供します。 

 

 

(3)事業内容 

①中小企業景況調査（既存事業改善） 

四半期に 1 回、石川県商工会連合会がまとめる「中小企業景況調査報告書」を業

種別に再編集を行い「鹿北地域経済動向（業界情報）」として小規模事業者に提供し

ます。 

・目  的：小規模事業者の所属する業界の情報を提供することにより意思決定の

資料としてもらうため 

・対 象 者：小規模事業者、創業予定者 

・調査方法：石川県商工会連合会がまとめる「中小企業景況調査報告書」を業種別

に再編集 

・頻  度：四半期に 1回 

・活用方法：意思決定のための資料、事業計画策定（外部環境分析）のための参考資料 

・提供方法：会報に同封、巡回で配布、タブレット端末で説明、ホームページに掲載 
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②金融動向調査（新規） 

年に 1 回、当商工会の金融あっせん状況をまとめ、小規模事業者の資金繰りや融

資制度別、資金使途別などの利用の状況を「鹿北地域経済動向（金融情報）」として

小規模事業者に提供し、資金調達の際の参考資料として活用してもらいます。その

際には、県制度金融、日本政策金融公庫、商工貯蓄共済融資などの制度の紹介がさ

れている「主な石川県制度金融一覧」も発行し、提供します。 

 

・目  的：金融情報を提供することにより資金調達の際の参考資料として活用し

てもらうため 

・対 象 者：小規模事業者、創業予定者 

・調査方法：当商工会の金融あっせん情報をＣＭＳ（石川県商工会システム）から

抽出 

・頻  度：年に 1回 

・活用方法：資金調達のための参考資料 

・提供方法：会報に同封、巡回で配布、タブレット端末で説明、ホームページに掲載 

 

③入り込み客数調査（既存事業改善） 

四半期に 1回、宿泊施設に対し、入り込み状況調査を実施します。（現在は能登島

地区のみ実施）月別、宿泊者地域別などにまとめ、販路開拓のための資料として小

規模事業者（宿泊業、飲食業）に対し提供します。「鹿北地域経済動向（観光情報）」

個別の情報は年に 1回宿泊先にフィードバックします。 

 

・目  的：入り込み客情報を提供することにより宿泊業、飲食業の販路開拓のた

めの参考資料として活用してもらうため 

・対 象 者：小規模事業者（宿泊業、飲食業） 

・調査方法：四半期に 1回、調査票を配布し回収 

・頻  度：四半期に 1回 

・活用方法：販路開拓のための参考資料 

・提供方法：会報に同封、巡回で配布 

 

④国、県、各種支援機関、金融機関などが発行する刊行物、新聞の要約版（新規） 

四半期に 1 回、当商工会に送られてくる国、県、各種支援機関、金融機関などか

ら多数の経済の動向などを調査した刊行物や新聞などから地域の経済動向を収集

し、小規模事業者が理解、利用しやすいように抜粋、要約して提供します。（小規模

企業白書（概要）については、年に 1回提供します。）新聞に当商工会地域の事業者

が紹介された場合などもあわせて提供を行い小規模事業者の経営のヒントとして活

用してもらいます。 

 

・目  的：各機関が発表する統計、業界情報や地域のトレンドなどの情報をコン

パクトにまとめ定期的に小規模事業者に提供することにより意思決定

の資料としてもらうため 
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・対 象 者：小規模事業者、創業予定者 

・調査方法：月に 1 回、各機関からの刊行物を小規模事業者の業種、ニーズに合う

ように簡潔に抜粋、要約 

・頻  度：四半期に 1回 

・活用方法：意思決定のための資料、事業計画策定（外部環境分析）のための参考資料  

・提供方法：会報に同封、巡回で配布、タブレット端末で説明、ホームページに掲載  

 

※いずれの資料も事業計画策定の際に活用可能なように電子データとしても提供

します。 

 

 

(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

回 － 4 4 4 4 4

（業界情報） 回 － 4 4 4 4 4

（金融情報） 回 － 1 1 1 1 1

（観光情報） 回 － 4 4 4 4 4

（要約版） 回 － 4 4 4 4 4

項 目

地域の経済動向調査

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)目的 

小規模事業者が売上の増加や利益の確保を行うためには、自社の経営の状況を客

観的に分析し、自社や自社の取り扱う商品・サービスの「強み」、「弱み」が何かを

把握した上で小規模事業者がとるべき方向性を決める必要があります。小規模事業

者が既に気付いている「強み」、「弱み」だけではなく、気付いていない「強み」、「弱

み」を経営指導員のヒアリングなどで明らかにすることによって小規模事業者の経

営の意思決定、新商品・新サービスの開発のためおよび、事業計画策定のための参

考資料とすることを目的とします。 

 

 

(2)現状と課題、改善方法 

現在、当商工会では、金融機関などから「改善計画書」の提出を求められたりし

た際に決算書を使った財務分析など定量的な経営状況の分析にとどまっているケー

スがほとんどです。それ以外では、補助金、助成金の申請書作成の際に、「自社や自

社の提供する商品・サービスの強み」などを記載するために必要なところだけ自社

の経営状況の分析を行っているに過ぎません。 

小規模事業者側から見ても多くは、定量的に自社の経営状況を認識していません

し、自社や自社の商品・サービスの「強み」、「弱み」についても把握していません。 

そこで、小規模事業者へ経営状況の分析の重要性を巡回指導、窓口指導及びセミ

ナーで周知しながら情報を収集し、把握するとともに経営状況の分析を行う機会（金
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融相談、確定申告、申請書作成など）を増やします。 

また、経営状況の分析の結果を改善や施策の利用につなげていきます。 

 

【経営状況の分析が必要なケース（想定）】 

・確定申告、記帳指導（確定申告型） 

・金融あっせん（融資型） 

・経営安定特別相談（再生支援型） 

・補助金・助成金の申請書作成（新商品開発型） 

・経営革新・地域資源活用（法認定型） 

・創業、第二創業（創業型） 

・事業承継（事業承継型） 

 

 

(3)事業内容 

①財務資料を活用した定量分析（既存事業改善） 

小規模事業者の経営状況を定量的に分析するために決算書などの財務諸表を使い

財務分析を実施します。確定申告、記帳指導、融資あっせんの際に入力し経営分析

を行います。（商工会「会計ワークス」利用者は「会計ワークス」の「経営診断」を

利用、その他の小規模事業者は中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」

を活用） 

 

・募集方法：経営指導員の金融相談（巡回、窓口）、記帳専任職員の確定申告・記帳

指導、講習会など 

・対 象 者：確定申告・記帳指導対象者、融資申込者 

・分析項目：前年比増収率（成長性）、売上高総利益率、債務償還年数（収益性）、

自己資本比率、流動比率（安全性） 

・活用方法：経営指導員、記帳専任職員による財務状況の説明（経営の状況が悪化

している場合などは、商工調停士などの専門家派遣を実施する）、事業

計画策定のための参考資料 

・提供方法：診断結果をプリントアウトして提供 

・効  果：自社の財務状況を把握することで、経営状態の問題点、改善点が明ら

かになる。経営指導員などの資質の向上につながる。 

 

②事業計画策定のための定性分析（新規） 

事業計画策定のためには、上記の定量分析だけではなく、小規模事業者、小規模

事業者の取り扱う商品・サービス、ノウハウなど経営資源の定性分析も行う必要が

あります。特に「強み」を中心にヒアリングを行い、小規模事業者が今後進むべき

方向性を明らかにします。 

 

・募集方法：経営指導員の巡回、窓口相談、各種施策普及ＰＲチラシの配布など 

・対 象 者：補助金・助成金申請者、経営革新、地域資源活用など法認定申請者、

経営改善計画書の提出が必要な事業者、創業者など 
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・分析項目：企業概要（沿革、取扱商品・サービス、保有設備、組織体制など）Ｓ

ＷＯＴ分析（クロスＳＷＯＴ分析）、３Ｃ分析 

・活用方法：事業計画策定（内部環境分析）のための参考資料 

・提供方法：申請書などに転記できるように提供 

・効  果：自社の「強み」、「弱み」の把握ができ、自社の進むべき方向が明らか

になる。経営指導員などの資質の向上 

 

③共通の分析ツールの作成、活用（新規） 

経営状況の分析を行う際に経営指導員が各々違うツールや分析方法を使用したの

では、比較が困難となるため、共通のヒアリングシート、分析ツールを作成し共有

化します。その後の経営支援ミーティングにも役立つとともに、担当者が交代して

も内容が統一できます。小規模事業者にとっても財務内容などが時系列で比較でき、

事業計画策定後の進捗状況のモニタリングにも役立ちます。 

 

 

(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

件 20 55 61 74 75 83

確定申告型 件 － 20 20 25 25 25

融資型 件 － 10 10 15 15 20

再生支援型 件 － 1 1 2 2 3

新商品開発型 件 20 20 25 25 25 25

法認定型 件 － 1 1 2 2 3

事業承継型 件 － 0 1 1 2 2

創業型 件 － 3 3 4 4 5

項 目

経営状況の分析

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)目的 

小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築す

るため、小規模事業者にとって、「やるべきことが明らかで、行動が起こしやすい」

事業計画を策定することを目的とします。「１．地域の経済動向調査に関すること【指

針③】」、「２．経営状況の分析に関すること【指針①】」で明らかになった外部環境

の機会、脅威、内部環境の強み、弱みから事業計画策定が必要な小規模事業者に対

してニーズに応じた事業計画策定支援を伴走型で実施します。 

（事業計画は、多くの小規模事業者が課題としている「販売数の増加」、「利益の

増加」対策を入れ込むこととし、需要を踏まえた事業計画とします。） 
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(2)現状と課題、改善方法 

現状、当商工会では、小規模事業者から経営改善計画の策定、小規模事業者持続

化補助金（国）、いしかわ産業化活用推進ファンド（県）などの申請のために依頼さ

れたときのみ事業計画を策定しています。経営指導員から積極的に事業計画策定に

ついて小規模事業者に対しアプローチを行っているわけでなく、また多くの小規模

事業者は事業計画の策定を行っていません。 

今後は、経営指導員が巡回指導、窓口指導、セミナーなどを通じて、事業計画策

定の重要性や積極的に作成支援を行うことをＰＲし、（非会員や創業予定者にはホー

ムページなどで行います。）小規模事業者のニーズにあった事業計画策定支援を行い

ます。加えて、事業計画の遂行を後押ししてくれる各種施策（補助金・助成金、法

認定など）の情報も紹介します。 

また、高度な事業計画の策定が必要な場合は、商工調停士、中小企業診断士など

の専門家のほか、石川県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、石川県産業創出支

援機構（よろず支援拠点、石川県事業引継センター）、ななお創業応援カルテットな

どの支援機関とも連携し小規模事業者の事業計画策定支援を行います。 

 

 

(3)事業内容 

①事業計画策定支援 

ⅰ．支援方法 

策定には、前述の「１．地域の経済状況に関すること【指針③】」、「２．経営状況

の分析に関すること【指針①】」、後述の「５．需要動向調査に関すること【指針③】

に加え、経営指導員のヒアリング、インターネットから各種調査報告書、統計情報

などを合せ、小規模事業者の現状、課題、対策、アクションプラン、スケジュール

などを盛り込み、実現可能性の高い事業計画を策定します。 

また内容は、前述の「会員アンケート調査」で「現在、直面している問題点」で

多かった「販売量の減少」、「利益の減少」、「設備、工場（店舗）の老朽化」対策と

なるもので、販路開拓につながるものにします。 

策定の際は、「作るだけ」、「経営指導員任せ」にならないよう小規模事業者にも積

極的に関与してもらうことを意識して行います。「作ってからが大切」であり、策定

後も実施支援を行います。 

 

ⅱ．支援内容 

ア．確定申告型（新規） 

日々の記帳指導や確定申告において、決算書や試算表などの作成だけでなく、来

期の売上、利益などの目標を立て、月ごとに進捗状況の管理が行える事業計画の策

定を行います。 

 

イ．融資型（新規） 

商工会であっせんする日本政策金融公庫の「マル経」のあっせんの時には必ず、

決算書、試算表などを提出してもらい、ヒアリングも行います。その際に、融資に
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必要な部分だけ、記入、分析するのではなく、返済計画を含む事業計画の策定を行

います。 

 

（「ア．確定申告型」、「イ．融資型」は今まで事業計画の策定を行ったことがない小

規模事業者が主な対象となります。内容も比較的簡易なものにします。） 

 

ウ．再生支援型（既存事業改善） 

石川県商工会連合会の支援を得て実施する「経営安定特別相談」には、必ず「経

営改善計画」の作成が必要となります。商工調停士の指導で事業計画の策定を行い

ます。その時は、商工調停士に全てを任せるようなことはせず、積極的に関与し経

営指導員の資質向上も目指します。 

 

エ．新商品開発型（既存事業改善） 

今年度に実施した「会員アンケート」で「商工会が実施している支援策」の中で

最も利用してみたい支援策が「補助金、助成金申請支援」でした。申請書には必ず

事業計画策定が求められています。（この中には、補助金、助成金の申請を行わなく

ても新商品、新サービスなどの開発を行う小規模事業者も含みます。） 

 

オ．法認定型（新規） 

新規性や独自性などが求められる新商品・新サービスの開発などを目的とする事

業計画の策定には、経営指導員だけでなく、「企業ドック（県）」、「ミラサポ（国）」

などの専門家派遣制度を活用し、策定支援を行います。 

 

カ．事業承継型（新規） 

事業承継は、非常にデリケートであり、かつ高度で専門的知識が必要となってき

ます。石川県産業創出支援機構（石川事業引継センター）と連携をとり、策定支援

を行います。 

 

キ．創業型（既存事業拡充） 

今年度に実施した「会員アンケート調査」によると当商工会地域の経営者の 38.1%

が「自分（経営者）の代で廃業の予定」と回答しており、事業を始めようとする創

業者への支援が喫緊の課題となっております。創業者については、ななお創業応援

カルテット（七尾商工会議所、日本政策金融公庫、のと共栄信用金庫、七尾市）と

連携をとり、事業計画策定支援を行います。 

また、七尾市の創業支援補助金「シャッターオープン事業」を創業予定者に周知

し、当商工会地域での創業促進を図ります。 

 

（「ウ．再生型」、「エ．補助金、助成金申請型」、「オ．法認定型」、「カ．事業承継型」、

「キ．創業型」は、専門的で高度な支援が必要となるため、各支援機関の支援を受

け、専門家とも連携をとり実施していきます。） 
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【使用ツール、フォーム】 

・経営自己診断システム（中小企業基盤整備機構） 

・経営計画つくるくん（中小企業基盤整備機構） 

・経営改善計画の概要（石川県商工会連合会） 

 

②個別相談会の開催（新規） 

七尾市および日本政策金融公庫と連携し、事業計画策定セミナー、個別相談会を

開催します。策定セミナー、金融相談を同時に開催することで小規模事業者、創業

予定者にとってワンストップで解決することを目的とします。周知方法は、巡回指

導、窓口指導、会報に加え、七尾市広報、ホームページにも掲載することで、会員

だけではなく非会員および創業予定者にも情報が届くようにします。 

 

 

(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

件 20 40 46 55 56 61

確定申告型 件 － 10 10 13 13 13

融資型 件 － 5 5 8 8 10

再生支援型 件 － 1 1 2 2 3

補助金、助成金型 件 20 20 25 25 25 25

法認定型 件 － 1 1 2 2 3

事業承継型 件 － 0 1 1 2 2

創業型 件 － 3 3 4 4 5

回 － 1 1 2 2 2

事業計画策定支援

項 目

個別相談会の開催

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)目的 

事業計画策定は、小規模事業者がビジネスモデルを再構築するためスタート位置

に着いた段階にすぎません。計画と進捗状況、実績には、大なり小なり差異が生じ

るものであり、フォローアップ、モニタリング支援を行い、事業計画の精度向上を

目指します。その結果、策定した事業計画の目標達成することを実施支援の目的と

します。 

 

 

(2)現状と課題、改善方法 

現状、当商工会では、策定した事業計画に対し計画的にフォローアップ、モニタ

リングを実施する仕組みができていません。経営安定特別相談の「セルフモニタリ

ング報告書（定例会議報告書）」を提出する際に実施しているのみです。 

今後は、経営指導員が事業計画策定後、事業計画をそれぞれの類型ごとにまとめ、
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それぞれのフォローアップのスケジュール表を作成し管理、実行していきます。 

具体的には、小規模事業者を定期的（月に 1 回、四半期に 1 回など）に訪問し、

アクションプランの実行状況、それに伴う効果などをヒアリングや数値により確認

しフォローアップシートに記入します。 

毎週開催するミーティングにおいて、訪問する小規模事業者の確認と、前週に訪

問した内容を経営指導員で共有化します。ミーティングで共有化しやすいように共

通のフォローアップシートを作成します。 

 

(3)事業内容 

①経営指導員によるフォローアップ、モニタリング（既存事業改善） 

・対 象 者：事業計画策定支援を行った小規模事業者、創業予定者 

・支援方法：事業計画書のスケジュールとおりに、事業が進捗しているかを確認し

フォローアップシートに記入する。進捗状況が思わしくない場合、ま

たは、計画と実績が著しくかい離した場合は、専門家派遣を実施する。 

・頻  度：四半期に 1回（「確定申告型」、「融資型」、「新商品開発型」、 

      「法認定型」「事業承継型」） 

      月に 1回（「再生支援型」、「創業型」） 

      期間は、事業計画期間（原則 3～5年間） 

      小規模事業者の希望があった場合や、事業計画の実行に有益な情報が

入った場合は、上記の頻度に関わらず訪問する。 

・効  果：計画と進捗状況の差異を定期的に把握、原因を明らかにすること対策

が早く可能となる。経営指導員と小規模事業者との信頼関係が深まる。 

 

②専門家による指導、助言（新規） 

進捗状況が思わしくない場合、または、計画と実績が著しくかい離した場合およ

び想定していない問題が発生した場合は、専門家派遣制度を活用し、専門家から計

画実施に向けた指導、助言を受けることができます。 

 

・対 象 者：計画と実績が著しくかい離した小規模事業者、創業予定者 

・支援方法：経営指導員が記入したフォローアップシートを通じて小規模事業者の

状況を専門家に提出します。かい離した原因を把握し、解消に向けた

指導、助言などのアドバイスを受ける。専門家から指導を受ける際は

経営指導員も同席する。 

・頻  度：月に 1回（内容に応じて） 

・効  果：専門家から解消に向けたアドバイスを受けることにより、進捗状況が

当初の事業計画に戻る。経営指導員の資質向上（専門家支援ノウハウ） 

 

③小規模事業者経営発達支援計画融資の活用 

事業計画策定後の実施段階において、当初予定していなかった、運転資金や設備

資金借入の必要がある場合には、小規模事業者に対して、日本政策金融公庫の「小

規模事業者経営発達支援融資制度」を紹介し、事業計画の遂行に効果が高い場合に

はあっせんを行います。 
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(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

回 20 192 216 268 272 308

確定申告型 回 － 40 40 52 52 52

融資型 回 － 20 20 32 32 40

再生支援型 回 － 12 12 24 24 36

新商品開発型 回 60 80 100 100 100 100

法認定型 回 － 4 4 8 8 12

事業承継型 回 － 0 4 4 8 8

創業型 回 － 36 36 48 48 60

専門家による指導、助言 回 17 20 23 23 25

件 － 1 1 2 2 2
小規模事業者経営発達支
援融資制度あっせん

事業計画実施支援

項 目

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)目的 

事業計画策定前には、外部環境分析（機会、脅威）の資料として、事業計画実施

後は、販路開拓のための資料として客観的な需要動向を小規模事業者に提供するこ

とを目的とします。 

 

 

(2)現状と課題、改善方法 

当商工会には、地域の経済動向と同様に、国、県、各支援機関から多数の需要動

向などを調査した刊行物や統計などの情報が集まっていますが、小規模事業者向け

に加工して需要動向として提供していません。 

今後は、前述の刊行物や統計、消費者動向、売れ筋情報、新商品情報など市場の

需要動向に加え、地域内の消費者と小規模事業者との懇談会などを開催し、「消費者

の声」を収集します。集めた情報を「地域の経済動向調査」と同様に月に 1 回、経

営指導員で「編集会議」を実施し、要約したものを「マーケット情報」として事業

計画策定や販路開拓のための情報として四半期に 1回提供します。 

 

 

(3)事業内容 

①事業計画策定のための需要動向調査（新規） 

四半期に 1 回、国、県、各種支援機関、金融機関が調査し発表する各種統計調査

に加え、日経ＰＯＳ情報、売れ筋商品ランキング、ホームページ上で公開されてい

る各業界に関するアンケート調査やレポートを「マーケット情報」として小規模事

業者に紹介および提供します。 
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・目  的：各機関が発表する統計（家計調査、新設住宅着工統計など）や需要動

向やトレンドなどの情報をコンパクトにまとめ定期的に小規模事業者

に提供することにより、事業計画策定の資料としてもらうため 

・対 象 者：事業計画を策定しようとする小規模事業者 

・調査方法：月に 1 回、各機関からの刊行物や統計局ホームページなどから業種、

ニーズに合うように簡潔に抜粋、要約 

・頻  度：四半期に 1回 

・活用方法：事業計画策定（外部環境分析）のための参考資料 

・提供方法：会報に同封、巡回で配布、タブレット端末で説明、ホームページに掲載 

 

②販路開拓のための需要動向調査（新規） 

事業計画を策定し、販路開拓に取り組んでいる小規模事業者に対し、ターゲット

としている市場、顧客などの需要動向を「４．事業計画後の実施支援に関すること

【指針②】」の経営指導員によるフォローアップ、モニタリングの際に、巡回指導を

通じて提供します。 

 

・目  的：販路開拓を行っている小規模事業者に対してターゲットとしている市

場、顧客情報を「ターゲット情報」として小規模事業者に応じて定期

的に提供することにより販路開拓のための資料としてもらうため 

・対 象 者：事業計画策定支援後の小規模事業者 

・調査方法：各機関からの刊行物や統計局ホームページ、Keizai.report.com など

から抜粋 

・頻  度：四半期に 1回（必要に応じて随時） 

・活用方法：事業計画実施（販路開拓）のための資料 

・提供方法：巡回指導で説明を加えて配布 

 

 

(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

回 － 4 4 4 4 4

（マーケット情報） 回 － 4 4 4 4 4

（ターゲット情報） 回 － 4 4 4 4 4

項 目

需要動向調査

 

 

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)目的 

一般的に小規模事業者が地域資源などを活用して新商品を開発し、売り出そうと

した場合、作るまでは何とかできますが、実際に売り先を自分たちで見つけて、自

社販売以外のチャネルに商品を販売するノウハウや機会を持っていません。この段

階で断念するケースが最も多いです。 
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そこで、販路開拓、顧客拡大を目指す小規模事業者に対し、展示会、商談会の出

展やＩＴ、ニュースリリースなどを活用したプロモーション、ＢtoＢからＢtoＣへ

の進出支援などを行います。 

前述の「会員アンケート調査」において「今後、事業を継続していくために行う

対策は？」との質問で「販路開拓」に関係する対策を行っていくと回答した小規模

事業者が多くおり、経営発達支援事業の中でも要となる事業です。 

 

第 1 位 第 2 位 第 3 位

建設業 経費を削減する 技術を強化する
販路の開拓を行う（新規取
引先）

製造業
販路の開拓を行う（新規取
引先）

技術を強化する 経費を削減する

小売業
卸売業

経費を削減する
販路の開拓を行う（新規取
引先）

品揃えを改善する

飲食業 経費を削減する 新商品の開発を行う 宣伝、広告を強化する

宿泊業
インターネットによる情報
発信

経費を削減する 設備の導入を行う

各種サービス業 経費を削減する 技術を強化する 設備の導入を行う

その他 経費を削減する 設備の導入を行う 従業員教育を実施する

全業種 経費を削減する
販路の開拓を行う（新規取
引先）

技術を強化する

 
（回答群）
・品揃えを改善する ・設備の導入を行う ・従業員教育を実施する
・宣伝、広告を強化する ・新商品の開発を行う ・経費を節減する
・店舗改装する ・仕入先を開拓、選別する ・新しい事業を始める
・インターネットによる情報発信 ・技術を強化する ・その他
・販路の開拓を行う（新規取引先） ・新しい工法を導入する ・特になし

 

 

(2)現状と課題、改善方法 

現状は、石川県商工会連合会や石川県産業創出支援機構などを通じて、募集案内

のある展示会や商談会について、会報などで案内するか、特定の小規模事業者に対

して巡回を通じて情報提供しています。今後は、支援機関等から情報提供のある展

示会、商談会だけでなく、民間が開催するものも情報収集し提供します。 

 

毎回、約 1 万人の来場者がある当商工会地域最大のイベントである「七尾湾能登

かき祭 特別イベント」を「能登かき」のＰＲ、販路開拓だけではなく、他の商品

のＰＲ，販路開拓にもつながるように改善します。 

 

インターネット、ＳＮＳ、ニュースリリースなどの活用にも力を入れ「作っただ

け」から「商品開発」⇒「ＰＲ」⇒「販売」までの流れを生み出します。 
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対象顧客を今まで想定していた「日本人」から広げ、円安の影響などで大幅に増

加している外国人旅行者を受け入れる事業も行います。 

 

業者間取引のみで特定の取引先としか取引を行ってこなかった小規模事業者の多

くが売上減少に悩んでおり、小規模事業者が新規取引先として消費者を想定してい

ないか、想定していてもアプローチの仕方が解りませんでした。 

 

今後は、資金不足で県外展示会などへの出展、チラシ配布、広告掲載、ホームペ

ージリニューアルなど販路開拓を断念していた小規模事業者に対し、補助金、助成

金などの活用を促します。 

 

 

(3)事業内容 

①物産展、展示会などの紹介、活用（既存事業改善） 
市場 対象商品 方法 事業名（下段は募集者）

首都圏
食品・伝統工芸・生活雑
貨

バイヤーとの面談
首都圏版石川のこだわり商品ビジネスマッチ
ング（石川県産業創出支援機構）

県内
（北陸）

商品、サービス マッチング
かなざわ商談会
（金沢商工会議所）

県内
（北陸）

商品、サービス マッチング
しんきんビジネスフェア
（北陸地区信用金庫協会）

首都圏
地域特産品（食品、非食
品）

展示、実演、販売
ニッポン全国物産展
（全国商工会連合会）

首都圏 食品、工芸品 展示、販売
いしかわ百万石物語・江戸本店
（石川県）

全国
他の地域に販売されていない

商品（食品、非食品）

インターネット販
売

ニッポンセレクト.com
（全国商工会連合会）

県内
地域資源等を活用して開
発した加工食品

展示、販売
石川のこだわりショップ～かがやき屋本店
（石川県産業創出支援機構）

紹介 全国 商品、サービス
インターネットＰ
Ｒ

100万会員ネットワーク
（全国商工会連合会）

商談会

販売

 

・目  的：販路開拓を行っている小規模事業者に対して、対象市場への販路開拓

への足掛かりとすることを目的とする。 

・対 象 者：首都圏や県内外へ販路開拓を行おうとする小規模事業者 

・紹介方法：巡回、窓口対応時、会報の配布、ホームページに掲載 

・効  果：取引の開始や実際に販売できるメリットのほか、バイヤーからのアド

バイスや消費者の反応を得ることができる 

 

②当商工会地域最大の集客イベント「七尾湾能登かき祭」の活用（既存事業改善） 

当商工会が主催する「七尾湾能登かき祭」を他の地域資源などを活用して開発し

た新商品、新サービスの発表の場として小規模事業者に提供します。 

 

・目  的：遠くへ出向くことなく、地域内で多くの消費者に対し新商品を販売す

る機会を提供し、反応を得ることを目的とする。 

・対 象 者：地域内で販売、テストマーケティングを行う小規模事業者 
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・紹介方法：巡回、窓口対応時、会報の配布、ホームページに掲載 

・効  果：費用をほとんどかけずに多くの消費者に販売でき、かつ反応を得るこ

とが可能。 

 

③インターネット、ＳＮＳ、ニュースリリースの活用方法を指導（既存事業改善） 

現在、ホームページがない小規模事業者については、全国商工会連合会の「100

万会員ネットワーク」での紹介などから始めます。既に開設している小規模事業者

に対しては、専門家に依頼し、現状分析、改善に向けた指導を受けます。また、地

元新聞やテレビ局などに取り上げてもらえるようニュースリリースの作り方、出し

方のセミナーを開催します。 

 

・目  的：「商品開発」⇒「ＰＲ」⇒「販売」までの流れを生み出すために、ＰＲ

の方法、効率の高め方を学ぶことを目的とします。 

・対 象 者：新商品を開発し、顧客に対してＰＲを行う小規模事業者 

・紹介方法：巡回、窓口対応時、会報の配布、ホームページに掲載、セミナーの開催  

・効  果：インターネットやマスコミなどで紹介されることで新商品の知名度向

上の効果を見込む。また、「やり方」を学ぶことで次回から小規模事業

者のみで行える。 

 

④外国人観光客（インバウンド）受入事業の実施（新規） 

円安効果や北陸新幹線金沢開業などで増加傾向の外国人旅行者を本格的に受け入

れるため、トリップアドバイザーに登録を行い、また、受入に向けた啓蒙セミナー

や準備会を発足します。 

 

・目  的：今後ますます増加すると予想される「外国人旅行者」受入のための準

備を行うことで、新たな市場開拓を目指す。 

・対 象 者：小規模事業者（宿泊業者、飲食業者） 

・紹介方法：巡回、窓口対応時、会報の配布、ホームページに掲載、セミナーの開催 

・効  果：小規模事業者にとっては、新たな顧客層獲得が可能となり、地域にと

っては、外国人旅行者 11 人分受入で定住人口 1人分の年間消費額に換

算できるといわれており人口減少対策となる。 

 

⑤ＢｔｏＢからＢｔｏＣ取引への進出支援（既存事業改善） 

今まで業者間取引しか行ってこなかった小規模事業者に対し、チラシの配布、ホ

ームページでのＰＲなどで消費者への直接取引を支援します。 

 

・目  的：消費者への直接取引を支援することで販路開拓と利益率向上 

・対 象 者：小規模事業者（製造業者） 

・紹介方法：巡回、窓口対応時、会報の配布 

・効  果：既存取引先のみに頼る営業体制からの脱却と消費者との直接取引によ

る利益率の向上 
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⑥補助金、助成金活用による販路開拓支援（既存事業改善） 

意欲はあっても資金不足により県外の展示会出展やパンフレット作成、ホームペ

ージリニューアルなど販路開拓事業を断念していた小規模事業者に対し、販路開拓

向けの補助金、助成金（小規模事業者持続化補助金、いしかわ産業化資源活用推進

ファンド、七尾市 6 次産業化推進事業補助金）などを紹介し、申請支援を行うこと

で①～⑤の事業に取り組みやすくします。 

・目  的：小規模事業者が積極的に販路開拓の取組みを行えるようにする。 

・対 象 者：補助金、助成金を活用して販路開拓を目指す小規模事業者 

・紹介方法：巡回、窓口対応時、会報の配布、ホームページに掲載、セミナーの開催 

・効  果：①～⑤の販路開拓事業に積極的に取り組める。 

 

 

(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

社 1 3 3 4 4 5

社 － 1 1 2 2 3

回 － 3 3 6 6 9

回 1 1 1 2 2 3

社 1 2 2 3 3 3

件 20 20 25 25 25 25

ニュースリリースセミ
ナーの開催

ＢｔｏＣへの進出支援

補助金、助成金申請支援

項 目

物産展、商談会への出展

「七尾湾能登かき祭」での新

商品ＰＲブース開設

専門家派遣の実施
（販路開拓分）

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(1)目的 

当商工会地域の魅力を発信するためのイベントを開催し、多くの来場者を迎える

ことで地域と小規模事業者が取り扱う商品、サービスの知名度向上によるブランド

化と観光振興を図ることを目的とします。イベントの効果を開催日のみ、開催会場

のみとせず、賑わいの波及効果をシーズン、地域、小規模事業者に広げます。 

 

 

(2)現状と課題、改善方法 

数多くのイベントを開催してきましたが、イベント開催の目的と手段があいまい

で「開催することが目的」となってしまったイベントもありました。今後は、イベ

ントの目的、手段を明確にします。イベント終了後は、来場者の声、スタッフの声、

効果測定を実施して次回のイベントに備えます。 
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(3)事業内容 

①七尾湾能登かき祭（既存事業改善） 

当商工会主催の「七尾湾能登かき祭 特別イベント」は、七尾市、ＪＦいしかわ

ななか支所七尾西湾出張所、能登演劇堂、中島地域づくり協議会、のと鉄道株式会

社、能登半島広域観光協会などの協力を得て、開催する当商工会地域最大のイベン

トであり、2 日間で約 1 万人の来場者が県内外から訪れ、イベントブースの売上は

約 1,000 万円にのぼります。 

当初のイベントは、「ノロウィルス」の風評被害でダメージを受けた「牡蠣」のイ

メージ回復と日本海側最大である当地域の知名度向上を目的としていました。年々

来場者も増え、市場に卸すのが主流であった牡蠣がイベントで「焼きがき」をＰＲ、

販売することで、「市場への卸売」から「消費者への小売」、「観光客への飲食」へと

変化していき、特別イベント開催日以外にも県内外から当商工会地域（中島）へ多

くの観光客が来町するようになりました。 

現在は、生産者だけではなく、地域内の飲食店に波及するように「期間イベント」

を開催し、この一帯を「能登かき街道」と名付け地域のＰＲに努めています。（牡蠣

を取り扱う飲食店も増え、飲食業者数が増加しました。） 

今後は、牡蠣目的の来町者を他の店舗にも入店してもらえる（2 次波及）するよ

うな取り組みを行っていきます。 

 
（飲食店マップを配布し、イベント当日以外の来町者を増やしています） 
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②能登島ごっつおまつり 

能登島観光協会主催、当商工会が後援する「能登島ごっつおまつり」は、冬期に

落ち込む能登島の入り込み客数の増加を目的に開催しています。観光協会が「特別

イベント」を主催し、商工会が「期間イベント」を実施して宿泊先のあっせんを行

っています。イベントでは、能登島の冬の味覚の王様である「鱈」と、石川県が天

然もの水揚げ日本一である「フグ」のＰＲを行い、知名度向上、ブランド力強化を

行い、冬の能登島への宿泊客増加による観光振興を目指しています。 

 

(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

回 1 1 1 1 1 1

特別イベント出店者 店 25 26 27 28 29 30

期間イベント参加店舗 店 28 29 30 30 30 30

回 1 1 1 1 1 1

期間イベント参加店舗 店 16 16 17 17 18 18

項 目

七尾湾能登かき祭りの開催

能登島ごっつおまつりの開催

 

 

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ついて 

(1)目的 

複雑化、高度化、専門化している小規模事業者の経営課題に対し、他の支援機関

との連携、ネットワーク化を図り、課題解決につながる支援ノウハウを商工会とし

て小規模事業者に提供できるようになることを目的とします。 

 

 

(2)現状と課題、解決方法 

現状は、県内商工会が一堂に会して行われる「経営支援連絡会議」、や日本政策金

融公庫金沢支店国民生活事業と石川県商工会連合会が共催する「小規模事業者経営

改善資金貸付推進団体連絡協議会」などに参加し、支援ノウハウの情報交換を行っ

ていますが、商工会関係者が中心です。 

今後は、商工会以外の支援機関とも連携、ネットワーク化を図り、専門的な支援

ノウハウ等（6次産業化、創業など）の情報交換を行います。 

 

 

(3)事業内容 

①商工会経営連絡支援会議 

・目  的：県内商工会の経営指導員と小規模事業者の現状、動向、施策の活用、

支援事例などの情報交換を行うことで当商工会地域の小規模事業者に

も活用することを目的とする。 

・頻  度：四半期に 1回 
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・参加組織：県内 19 商工会、石川県商工会連合会 

・効  果：県内商工会の経営指導員の先進的な支援事例などを当商工会の小規模

事業者にも広められる。 

 

②小規模事業者経営改善資金貸付推進団体連絡協議会（マル経協議会） 

・目  的：県内商工会（日本政策金融公庫金沢支店管内）の経営指導員と小規模

事業者の現状、動向、マル経や他制度の活用方法などの情報交換を行

い当商工会地域の小規模事業者にも活用することを目的とする。 

・頻  度：年に 2回 

・参加組織：日本政策金融公庫金沢支店国民生活事業、県内 16 商工会、石川県商工

会連合会 

・効  果：マル経の先進的な活用事例などを当商工会の小規模事業者にも広めら

れる。 

 

③石川県商工会職員協議会研修会 

・目  的：県内商工会の経営指導員の優秀な支援事例から支援ノウハウを学ぶこ

とを目的とする。（平成 26 年度より「全国商工会職員協議会経営支援

事例発表大会」で高い評価を受けた経営指導員等を講師に招き、支援

事例から支援ノウハウを学んでいる。） 

・頻  度：年に 2回 

・参加組織：県内 19 商工会、石川県商工会連合会、他県の商工会 

・効  果：優秀な支援事例から当商工会の経営指導員だけでは気付かない支援ノ

ウハウを知ることができる。 

 

④金融懇談会 

・目  的：当商工会地域の民間金融機関 4 支店（北國銀行中島支店、のと共栄信

用金庫鹿北支店、興能信用金庫中島支店・田鶴浜支店）の支店長より

最近の経済、金融情勢、金融機関の施策情報、金融機関と当商工会と

の連携強化などについて情報共有、意見交換を行う。 

・頻  度：年に 1回 

・参加組織：当商工会、当商工会地域金融機関 

・効  果：金融機関ごとの融資に対する考え方、支援ノウハウを知ることで金融

支援がより円滑となる 

 

⑤のと七尾 6次産業化支援機構（既存事業改善） 

・目  的：農林漁業関係、金融機関、行政、支援機関などの各団体から業界特有

の慣習、事業者の考え方、状況などの情報交換や支援ノウハウを習得

することを目的とする。 

・頻  度：月に 1回程度 

・参加組織：当商工会、七尾市、ＪＡ能登わかば、ＪＦいしかわななか支所、中能

登森林組合、七尾商工会議所、のと共栄信用金庫 

・効  果：各業界の現状を知ることで 6次産業化の支援ノウハウが習得できる 
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のと七尾 6次産業化支援機構とは 

能登の里山里海の持つ豊かな地域資源を活かした能登の特性にあった 6 次産業化を展開

することで農林漁業及びその関連産業の振興を図り、豊かな地域社会づくりに寄与すること

を目的に平成 26 年に組織されました。6 次産業化の構想、計画づくりのサポートから新商

品開発・販路開拓までの経営指導を行います。 

 

 

⑥ななお創業応援カルテット（新規） 

・目  的：創業支援ノウハウを習得することを目的とする。 

・頻  度：四半期に 1回 

・参加組織：当商工会、ななお創業応援カルテット（七尾商工会議所、日本政策金

融公庫、のと共栄信用金庫、七尾市） 

・効  果：創業支援実績を多数もつ「ななお創業応援カルテット」と連携するこ

とで支援ノウハウが習得できる 

 
ななお創業応援カルテットとは 

各支援機関がそれぞれ有する支援メニュー、ニーズ等の情報共有を行い、創業者のステー

ジに応じた支援メニューをスピーディーに提供し、創業初期段階から創業後のフォローまで

の支援を強化することで、七尾市における創業者支援を活発化させ、ひいては事業所数減少

の歯止めを目指すために平成 26 年 1 月に設立しました。 

平成 27 年 6 月末現在で、相談件数 68 件、創業実績 29 件と効果を上げています。 

 

 

(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

回 4 4 4 4 4 4

回 2 2 2 2 2 2

回 2 2 2 2 2 2

回 1 1 1 1 1 1

回 10 10 10 10 10 10

回 － 4 4 4 4 4

マル経協議会

石川県商工会職員協議会
研修会

金融懇談会

のと七尾6次産業化支援
機構
ななお創業応援カルテッ
ト

項 目

商工会経営支援連絡会議

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)目的 

経営発達支援事業を効果的に実行するために必要な支援能力の習得と支援ノウハ

ウを共有する仕組みの構築による組織全体の支援体制のレベルアップを目的としま

す。 
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(2)現状と課題、改善方法 

経営指導員等の資質の向上については、現状では、個人個人の裁量に任せて取り

組んでいます。具体的な目標があって取り組んではいません。また、支援ノウハウ

を共有化し、支援チームとしての機能も果たしてはいません。 

今後は、個人の資質向上については、毎年、目標を設定し、必要な研修を受講し

たり、資格の取得に向けた取り組みを行うこととします。 

また、支援チームとしての能力向上については、月に 1 回、経営指導員による経

営支援会議を開催し、情報交換や取り組んだ支援事例などを発表し、情報共有を図

るとともに複数で取り組む事例などを意図的に作りだし事例の共有化を図ります。 

 

 

(3)事業内容 

①個人の資質向上の取組み 

ⅰ．研修への参加 

ア．経営指導員研修（石川県商工会連合会）への参加 

・一般コース 

国及び県の講じている中小企業施策等について総括的に理解を図ることと、小規

模事業者への施策普及を目的としています。（年 1回、5時間） 

 

・特別コース 

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ことと、より実践

的な内容の研修も取り入れ、支援能力の向上を目的としています。（年 3回以上、15

時間以上） 

 
（平成 27 年度 テーマ） 

・社会保障制度について ・マネジメントゲームで経営を学ぶ 

・工業試験場の有効活用について ・中小企業に必要な事業承継対策 

・経営革新について ・巡回指導に活きる、経営支援の着眼点 

 

イ．中小企業基盤整備機構 中小企業支援担当者研修への派遣（既存事業拡充） 

より高度で、専門的な支援能力を取得するために、「専門、上級コース」に年に 1

人派遣します。 

 

ウ．支援機関主催の研修への参加（既存事業拡充） 

近年、支援能力向上を目的とした研修が各支援機関主催で多く開催されています。

（小規模企業経営指導力強化事業「特別強化研修」・「企業診断の実務研修」、経営指

導員向け小規模事業者支援研修「個者支援型」、消費税転嫁対策窓口相談事業 経営

指導員向け研修など）これらの研修についても積極的に参加します。 
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ⅱ．公的資格取得による資質向上（既存事業拡充） 

石川県商工会連合会が取得を推奨している公的資格（中小企業診断士、社会保険

労務士、販売士など）の取得を通じて、経営に関する幅広い知識を習得し小規模事

業者支援に厚みを持たせます。また、モチベーションを高める効果も併せて期待し

ます。 

 

②支援ノウハウの共有化の取組み（新規） 

月に 1 回、経営指導員による経営支援会議を開催し、現在、取り組んでいる小規

模事業者の支援方法や活用施策などについて「４．事業計画策定後の実施支援に関

すること【指針②】」で記入した「フォローアップシート」を元に情報交換するとと

もに、各経営指導員の着眼点、アドバイスを受け、支援ノウハウの共有化を行いま

す。（全職員へ波及させるための全職員を対象とした「拡大経営支援会議」は四半期

に 1回開催します。） 

 

③（①・②）共通の取組み（新規） 

石川県商工会連合会では、平成 23 年度より経営指導員が年に 1事例以上の「経営

支援事例」の提出するように求めています。現状は、各々の経営指導員が事務局長

を通じ提出していますが、提出前に他の経営指導員に対し発表することで、個人の

資質向上と支援ノウハウの共有化を行います。 

また、石川県商工会連合会で表彰された「経営支援事例」を元に「ケーススタデ

ィ」を行うことで、個人、チームの資質の向上を目指します。 

 

 

(4)目標 

単位 実績 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

回 12 22 22 22 22 22

経営指導員研修
（一般コース）

回 3 3 3 3 3 3

経営指導員研修
（特別コース）

回 6 9 9 9 9 9

中小企業基盤整備機構

中小企業支援担当者研修
回 － 1 1 1 1 1

支援機関主催の研修 回 3 9 9 9 9 9

個 2 2 2 2 2

回 － 0 4 4 8 8

経営支援会議 回 － 12 12 12 12 12

拡大経営支援会議 回 － 4 4 4 4 4

回 － 13 13 13 13 13

発表 回 － 1 1 1 1 1

ケーススタディ 回 － 12 12 12 12 12

支援ノウハウ共有化の
ための会議

経営支援事例

項 目

研修への参加

公的資格取得
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

(1)目的 

経営発達支援計画の実施に当たり、事業の評価及び見直しを図るための仕組み（Ｐ

ＤＣＡサイクル）を導入し、より小規模事業者の持続的発展につなげることを仕組

み導入の目的とします。 

 

 

(2)現状と課題、改善方法 

現状は、事業を計画し、実行するだけで、評価、見直しができていませんでした。

また、明確な数値目標なども掲げていないケースもありました。 

今後は、毎年度、①経営発達支援計画の目標を達成するために、②経営発達支援

事業の内容（Ⅰ．１～６、Ⅱ、Ⅲ）ごとの事業を実施し、③外部有識者を加えた「事

業評価検討委員会」を開催し、事業の評価、内容の見直しを図り、④翌年度に、よ

り良い事業計画、実施体制となるようにします。 

また、事業の成果、評価、見直し結果を小規模事業者に公表することでさらなる

チェックと事業の遂行を図ります。 

 

 

(3)事業内容 

①事務局長、経営指導員レベルでの成果、評価、見直し 

事務局長、経営指導員で「経営支援会議」を開催し、事業の成果、評価、見直し

（改善案）を協議します。 

 

②経営発達支援計画事業評価検討委員会による成果、評価、見直し 

七尾市、金融機関などの外部有識者、当商工会の幹部役員、事務局長、経営指導

員等による経営発達支援計画事業評価検討委員会を開催し、事業の成果、評価、見

直し（改善案）を協議します。 

委員構成（案）：七尾市経済部産業振興課、日本政策金融公庫金沢支店国民生活事業、

石川県商工会連合会、商工会長、商工会副会長（2 名）、部会長（4

人）、青年部長、女性部長、事務局長、経営指導員（3名）、補助員、

記帳専任職員 

 

③理事会（役員会）への報告による承認 

経営発達支援計画事業評価検討委員会で協議された事業の成果、評価、見直し（改

善案）を理事会（役員会）へ報告し承認を受けます。 

 

④見直し結果の公表 

理事会（役員会）で承認された事業の成果、評価、見直し（改善案）を会報、ホ

ームページで内容を公表します。 
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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２月現在）

（１）組織体制 

①理事会（役員会） 

役  職 人数 氏     名 

会長 1 名 村田 正志 

副会長 2 名 上野 利一、 角口 俊隆 

部会長 4 名 小林  修、 杉森 修平、 谷口 和義、 野崎  馨

青年・女性部長 2 名 粟津 賢栄、 垣内 節子 

ほか役員 20 名  

 

②事務局 

役  職 人数 氏     名 

事務局長 1 名 高森 靖博 

経営指導員 3 名 勢登  豊、 澤井 健一、 清水 正人 

補助員 2 名 谷口 栄子、 辻口 哉恵 

記帳専任職員 3 名 大石 美雪、 前畑 恵子、 亀井 小夜里 

※経営発達支援事業を中心的に実施するのは、経営指導員 3名 

 

③経営発達支援計画事業評価検討委員会 

 人数 氏     名 

外部有識者 3 名 
七尾市産業部産業振興課、日本政策金融公庫金沢支店国

民生活事業、石川県商工会連合会 

商工会 15 名 
会長、副会長（2名）、部会長（4名）、青年・女性部長、 

事務局長、経営指導員（3名）、補助員、記帳専任職員 
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④役割 

事務局長 経営指導員

１．経営発達支援事業の総括 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】

２．経営状況の分析に関すること【指針①】

補助員 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】

２．地域経済の活性化に資する取組 ５．需要動向調査に関すること【指針③】

３．経営指導員等の資質向上等に関すること ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針③】

４．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 ７．地域経済の活性化に資する取組

８．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の

記帳専任職員 　　情報交換について

１．経営状況の分析に関すること【指針①】 ９．経営指導員等の資質向上等に関すること

２．地域経済の活性化に資する取組 10．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

３．経営指導員等の資質向上等に関すること

４．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

理事会（役員会）

１．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

経営発達支援計画事業評価検討委員会

１．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

 
 

 

（２）連絡先 

①住所、電話番号、FAX 番号 

 住   所 電話番号 FAX 番号 

本所 七尾市中島町河崎ヌ部 50 番地 1 (0767)66-0001 (0767)66-6810

田鶴浜支所 七尾市田鶴浜町り部 33 番地 (0767)68-2253 (0767)68-2563

能登島支所 七尾市能登島向田町 120 部 90 番地 (0767)84-1087 (0767)84-1292

 

②ホームページアドレス 

http://n.rokuhoku.shoko.or.jp/ 

 

③メールアドレス 

n.rokuhoku@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） 

 28 年度 

(28 年 4 月以降) 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 4,398 4,509 4,707 4,707 4,872

 

①地域の経済動向

調査に関すること

（「鹿北地域経済動

向郵送） 

 

②経営状況の分析

に関すること（個別

相談会案内） 

 

③事業計画策定後

の実施支援に関する

こと(専門家派遣) 

 

④新たな需要の開

拓に寄与する事業に

関すること（インバ

ウンド受入事業） 

 

(専門家派遣) 

 

（セミナー開催） 

 

⑤地域経済の活性化

に資する取組み（七

尾湾能登かき祭） 

 

（能登島ごっつおま

つり） 

200 

 

 

 

 

50 

 

 

 

551 

 

 

 

300 

 

 

 

 

97 

 

100 

 

3,000 

 

 

 

100 

200

50

660

300

99

100

3,000

100

200

50

759

300

198

100

3,000

100

200 

 

 

 

 

50 

 

 

 

759 

 

 

 

300 

 

 

 

 

198 

 

100 

 

3,000 

 

 

 

100 

200

50

825

300

297

100

3,000

100

（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 

 

１．複雑化、高度化、専門化している小規模事業者の経営課題に対し、各々の支援機

関の持つ支援ノウハウを活用し課題解決に努める。 

 

２．各支援機関の持つ、小規模事業者施策（制度金融、専門家派遣、補助金・助成金

など）を活用する。 

 

連携者及びその役割 

 

１．石川県 

代表者：知事・谷本 正憲 

住 所：金沢市鞍月 1丁目 1番地 

連絡先：(076)225-1111 

役 割：制度金融、経営革新、専門家派遣（企業ドック）、補助金、助成金（い

しかわ産業化資源活用推進ファンド）、いしかわ百万石物語・江戸本店 

 

２．七尾市 

代表者：市長・不嶋 豊和 

住 所：七尾市袖ケ江町イ部 25 番地 

連絡先：(0767) 53-1111 
役 割：制度金融、補助金、助成金（6次産業化推進事業補助金、シャッターオ

ープン事業）、のと七尾 6 次産業化支援機構、ななお創業応援カルテッ

ト、個別相談会、経営発達支援計画事業評価検討委員会 

 

３．石川県商工会連合会 

代表者：会長・田上 好道 

住 所：金沢市鞍月 2丁目 20 番地 

連絡先：(076)268-7300 

役 割：経営革新、経営安定特別相談、専門家派遣（企業ドック、消費税価格転

嫁対策事業、ミラサポななど）、中小企業景況調査、補助金、助成金（小

規模事業者持続化補助金）、ニッポン全国物産展、商工会経営支援連絡

会議、経営指導員研修、マル経協議会、経営発達支援計画事業評価検討

委員会 

 

 

 

 



３７ 
 

 

４．七尾商工会議所 

代表者：会頭・大林 重治 

住 所：七尾市三島町 70-1 

連絡先：(0767)54-8888 

役 割：ななお創業応援カルテット、のと七尾 6次産業化支援機構 

 

 

５．石川県産業創出支援機構 

代表者：理事長・谷本 正憲 

住 所：金沢市鞍月 2丁目 20 番地 

連絡先：(076)267-1001 

役 割：補助金、助成金（いしかわ産業化資源活用推進ファンド、創業補助金）、

石川事業引継センター、よろず支援拠点、首都圏版石川のこだわり商品

ビジネスマッチング、石川のこだわりショップ 

 

６．中小企業基盤整備機構北陸支部 

代表者：支部長・占部 治 

住 所：金沢市広岡 3-1-1 

連絡先：(076)223-5761 

役 割：専門家派遣、支援能力向上のための研修会 

 

７．日本政策金融公庫金沢支店国民生活事業 

代表者：事業統轄・多田 久俊 

住 所：金沢市南町 6-1 

連絡先：(076)263-7192 

役 割：マル経、小規模事業者経営発達支援融資、マル経協議会、ななお創業応

援カルテット、経営発達支援計画事業評価検討委員会 

 

８．（当商工会地域）金融機関 

①北國銀行中島支店 

代表者：支店長・大窪 俊昭 

住 所：七尾市中島町中島 4部 31 甲 

連絡先：(0767) 66-1215 
役 割：制度融資、金融懇談会 

 

②興能信用金庫中島支店 

代表者：支店長・橋本 豊 

住 所：七尾市中島町中島 8部 43 番 1 

連絡先：(0767) 66-0158 
役 割：制度融資、金融懇談会、七尾湾能登かき祭 
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③興能信用金庫田鶴浜支店 

代表者：支店長・竹田 清 

住 所：七尾市田鶴浜町る 43 番 1 

連絡先：(0767) 68-3655 
役 割：制度融資、金融懇談会 

 

④のと共栄信用金庫鹿北支店 

代表者：支店長・岩﨑 洋一郎 

住 所：七尾市白浜町 76 番地 

連絡先：(0767) 68-3755 
役 割：制度融資、金融懇談会、ななお創業応援カルテット、のと七尾 6次産業

化支援機構 

 

９．能登わかば農業協同組合 

代表者：組合長・氣戸 佐俊 

住 所：七尾市矢田新町イ部 6番地 7 

連絡先：(0767)53-8500 

役 割：のと七尾 6次産業化支援機構 

 

10．中能登森林組合 

代表者：代表理事組合長・宮本 惣一郎 

住 所：羽咋市柴垣町 10-105 

連絡先：(0767)22-8891 

役 割：のと七尾 6次産業化支援機構 

 

11．石川県漁業協同組合ななか支所 

代表者：運営委員長・北橋 行夫 

住 所：七尾市湊町 2員外 5-4 

連絡先：(0767)53-5181 

役 割：のと七尾 6次産業化支援機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３９ 
 

連携体制図等 

 

支援機関 行　　政

・石川県商工会連合会 ・石川県

・石川県産業創出支援機構 ・七尾市

（石川事業引継センター、よろず支援拠点）

・七尾商工会議所

・中小企業基盤整備機構北陸支部

支援機関 その他連携先

（政府系金融機関） （のと七尾6次産業化支援機構）

・日本政策金融公庫金沢支店国民生活事業 ・能登わかば農業協同組合

・中能登森林組合

（当商工会地域　金融機関） ・石川県漁業協同組合ななか支所

・北國銀行中島支店

・興能信用金庫中島支店 （ななお創業応援カルテット）

・興能信用金庫田鶴浜支店

・のと共栄信用金庫鹿北支店

能登鹿北商工会

経営発達支援計画の目標

・小規模事業者の持続的発展を支援し、事業継続意欲を維持・向上させ後継者へ継がせたい（継がせられ
る）小規模事業者を増やす。

・創業予定者に対する支援体制の強化により創業者を増やす。

・当商工会地域の地域資源のブランド力向上を図る。

・経営指導員等の資質の向上を図り、かつ他支援機関との連携を行うことで、高度で複雑な相談に対しても
対処できる支援体制の構築を図る。

 
 

 

 

 


