
経営発達支援計画の概要 

実施者名 山中商工会 （法人番号８２２０００５００４２９７） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

当会は「温泉観光 山中温泉」「伝統工芸 山中漆器」「地域商店」を

産業の主とする地域で支援活動を行っている。 

当地域は「温泉観光と伝統工芸ものづくり」が数百年に渡って共存し

てきた全国でも稀有な場所である。この特性を活かした小規模企業者へ

の支援を行う。 

小規模企業者が策定する事業計画を礎として、伴走型支援による継続

した支援の実施を行う。 

小さな地域にある商工会だからこそ出来る伴走型支援による「小規模

事業者の継続的な販路開拓による持続と発展」を目指して、「主産業に対

する新たな販路開拓支援事業」を商工会と関連機関との連携から実施す

る。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 地域内小規模事業者の実態調査、主力産業に対する地域経済動向調査、

観光地域であることから通行量調査を行い、その結果を小規模事業者に

提供することで経営計画策定の一助とする。 

２．経営状況の分析に関すること 

 小規模事業者への巡回や各種相談窓口等でITツールを利用した経営状

況の分析を行うと共に経営分析セミナーを開催する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 小規模事業に対する事業計画策定セミナー開催、巡回や各種相談窓口

等にて ITツールを利用した事業計画策定に向けた支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 定期的な巡回訪問から追加で必要な支援を継続的に伴走型で行い、小

規模事業者の持続的な経営を支援する。 

５．需要動向調査に関すること 

 小規模事業者による展示会やイベント開催時にアンケート調査を行

う。その結果を専門家と共に分析し提供する。 

６．新たな販路開拓に寄与する事業に関すること 

 地域の小規模事業者の大部分が属する３つの主力産業に対して販路開

拓事業を行う。産業間の連携協力事業、海外販路開拓事業、観光客（海

外客）受入整備事業、既存販路の掘り起し事業等、眺めているだけでは

縮小する販路に対して新たな販路開拓を求めて事業を行う。 

連絡先 

山中商工会    

〒922-0112 石川県加賀市山中温泉西桂木町ト 5-1 

℡：0761-78-3366， Fax：0761-78-1766 

Eメール：yamanaka@shoko.or.jp 

ホームページ https://yamanaka.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．目 標  

 

（１）．地域（主産業）の現状及び課題  

  

① 地域概要 

 

＜地域の歴史＞ 

 石川県と最南端、福井県との県境にある当地は約 1300年前に奈良 

時代の名僧行基により発見された温泉地域である。 

 江戸期には松尾芭蕉がその旅の中で最長となる宿泊をした温泉 

地として有名である。文人墨客が訪れる温泉地としてその後も昭和 

天皇をはじめとして多くの文豪や政治家に愛される温泉地として発 

展してきた。 

約 450年前には現在の山中漆器（やまなかしっき）の礎となる 

木地挽き（きじびき）ろくろ技能者」が住み移り、現在では日本一の出荷量を誇る漆 

の里となっている。 

山中温泉地域は全国でも珍しい「ものづくりと温泉観光が共存する」まちである。 

 

＜地域の概要＞ 

・Ｈ１７年市町村合併により山中町から加賀市となる。 

・山中温泉地区人口７,９６２人（Ｈ２９年７月現在）。加賀市人口６８,７７９人。 

・面積 旧加賀市：151.61 km2 ＋ 旧山中町：154.39 km2 
・加賀市はその人口減少率の高さから「消滅可能性自治体」とされている。旅館や商店

が集まる山中温泉中心地区の人口減少率は加賀市の中でも著しく高い。 

・北陸新幹線がＨ２７年３月金沢開通。最寄り駅の加賀温泉駅までの新幹線延伸はＨ３

１年を予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊二次産業の大部分

は山中漆器生産者 

●産業別就業人口割合 

●中心地区の人口推移 
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＜商工会の現状＞ 

・職員５名（事務局長、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員１名）。 

・同じ市内に商工会議所もあり、市町村合併前の地域をそれぞれの担当地域として活動

している。 

・地域の商工業者推移について下記の通り。過去５年間だけでも商工業者数は減少して

いる。地域の商工業者数６７８者（平成３０年４月現在）。商工会員数４６１者（特別会

員を加えると５７１者）。約８８.５％が個人事業主。漆器製造卸を業とする小規模事業者

数が最も多い。 

年度 
地区内の商工業者数

（小規模事業者数） 

商工会員 

（小規模事業者数） 

商工業者

の組織率 

H30 678（595） 461（422） 67.9% 

H29 687（602） 470（430） 68.7% 

H28 793（698） 485（445） 61.1% 

H27 807（710） 510（468） 63.3% 

H26 808（706） 517（472） 64.1% 

H25 839（747） 515（459） 61.8% 

年度
農林・水
産業

鉱業 建設業 製造業
卸・小売

業
金融・保
険業

不動産業
運輸・通
信業

電気・ガ
ス・水道業

サービス
業

H30 0 0 59 253 239 6 9 1 0 73
H29 0 0 59 256 225 6 9 1 0 93
H28 0 0 63 282 264 6 14 3 0 121
H27 0 0 62 285 272 6 14 6 0 121
H26 0 0 62 284 275 6 13 6 0 121
H25 0 0 64 296 288 6 13 6 0 131

＊製造業の大部分（約90％）は「漆器製造（職人）」。卸小売業の約30％は「漆器卸」となっている

◯地域の業種別商工業者数

 
 

・加賀市では「加賀市 産業振興行動計画 （改訂版）において５つの重点施策 ①将来

の産業人材の育成 ②若者・女性などの産業人材としての活用促進と確保 ③市内産品の

国内外への販路開拓の推進 ④産業人材・ベンチャー企業の誘致 ⑤新産業団地の整備」

を掲げており、当会は本施策を踏まえて活動を行っている。 

・山中町が加賀市と合併後は山中温泉地域全体の公的機関としての役割が期待されてお

り、行政への陳情とりまとめや祭の開催、地域おこしイベント主催団体、各種イベントの

事務、等の活動が増えている。 

・各商店街団体は組織が小さいため、事務局を単独で持つことが出きず、商工会が事務

局の委託を受けている。商店協同組合、スタンプ会、料飲組合、商店振興会（他青色申告

会）等 

・当会で指導を受け、商工会から税務署へ提出する確定申告事業者は約２００者。 

・北陸銀行、金沢信用金庫と「産業振興連携協力に関する協定書」を結び、当商工会会

員に対して会員歴、会費支払状況、研修会受講歴に応じて融資利率の引き下げ（0.1％～

0.2％）を行っている。 

・加賀市、加賀商工会議所、金融機関と共に創業支援に対する情報交換ネットワークを

結んでいる。 
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② 主産業の現状と課題 

 

当地域は 「温泉観光（山中温泉）」「伝統工芸 山中漆器」「商店街」を産業の主と

して成り立つ地域である（３つの産業で地域事業数の８８％を占めている）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【温泉観光の現状と課題】 

 

＜現 状＞ 

・開湯は約１３００年前。松

尾芭蕉他文人墨客が数多く訪

れている温泉地。近隣温泉に対

して豊かな自然景観を楽しめ

ることが特徴である。また北陸

の海の幸を味わうことを目的

にしたお客様も多い。 

・１７軒の温泉旅館（H３０年

９月現在の山中温泉旅館組合

加盟旅館数）。中規模旅館が多

い。近年経営者が地元創業者親

族から県外大手資本に代わる

旅館が増加している。 

・Ｈ２８年は北陸新幹線開通により宿泊者が増加（約１割強増）したものの、Ｈ２９年

以降は新幹線開通前の宿泊者数にまで減少する旅館が出てきている。 

・宿泊客の約半数は大阪圏、中京約３０％、他北陸であり、首都圏及び海外からのお客

様は少ない。しかし北陸新幹線の開通により首都圏及び海外観光客が徐々に増加している。 

 

<温泉観光> 

<商店街> 

<伝統工芸 山中漆器> 

●山中温泉宿泊者数の推移 
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＜課 題＞ 

 

１)旅行形態の変化に対応が必要 

・旅館では「団体旅行から個人旅行へ」という旅行形態の変化にたいする対応が遅れて

いる。旅館でのひと部屋の宿泊定員は未だに５人であり、シングルユースは考えられてい

ない。部屋を人数で埋めるという旧来の団体旅行対応から抜け出すことが出来ていない。 

・旧来の歓楽型旅行から「旅先での出会いや物語」を求める旅行ニーズの変化に対応が

出来ていない。旅館は「食事と宿泊を提供する場所」という考え方であり、滞在期間をど

う楽しむかというサービスやコンテンツの提供が出来ていない。 

全国でも稀有な「工芸ものづくりと温泉観光が共存する地域」でありながらお互いの魅

力を活用することが出来ていない。海外観光客からは日本文化を感じる、魅力あるコンテ

ンツと評価される伝統工芸・山中漆器との連携が取られていない。 

・北陸新幹線開通に伴う海外観光客増加への対応が遅れている。 

 

２）県外大手資本旅館との競合 

・地域事業者による小規模旅館と全国展開を行う県外大手資本事業者による大型旅館と

で集客に差が出て来ている。県外資本経営旅館は廉価な価格設定がされており新幹線開通

後も堅調に宿泊者数を伸ばしているのに対し、地元生え抜き旅館の宿泊者数は一時的に増

加したものの現在は反転し新幹線開通前の宿泊者数に戻ろうとしている。 

 

３）雇用 

・旅館従業員の確保が難しく、従業員の高齢化が進んでいる。 

 

 

【伝統工芸 山中漆器の現状と課題】 

 

＜現 状＞ 

 

・当地は生産量、生産額ともに日

本一と言われる漆器産地である。生

産品は伝統工芸としての木製漆器

製品と近代漆器と言われる樹脂製

漆器製品に分かれている。近代漆器

の割合が従事者と生産額の双方で

木製漆器を上回っている。 

約１００社ある山中漆器産地問屋

による年間販売額は最盛期で 200

億円を超えていたが現在では半減

以下とみられている。 

・伝統工芸的な製法による木製品は廉価な中国製品輸入品の割合が増加していたが、こ

の数年は中国国内での製造単価上昇により急激に輸入が減少した。近代漆器製造は販売単

価が元々廉価であったことから輸入輸送コストの面で（器物はひとつあたりの容積が大き

出典：石川県 

伝統産業振興室 

資料 

14,000
12,000

9,500
8,200

6,800 7,100 7,100 7,100

3,000 4,000 3,900 3,800 3,700 2,700 2,600 2,5000
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000

Ｈ14 Ｈ16 Ｈ18 Ｈ20 Ｈ22 Ｈ24 Ｈ26 Ｈ28

生産額の推移（百万円）

山中漆器(木製以外）

山中漆器(木製）

参考：久谷焼（金沢、能美、小松、加賀）



－５－ 

く輸送コストがかさむ）製品輸入はほとんど行われておらず地域内で生産されている。 

・全国的に伝統工芸品売上額が減少している。ライフスタイルの変化（西洋化）により

伝統工芸品、特に一般身の周り品（食器等）の販売額が減少している。 

 

＜課 題＞ 

 

１）新たな販路開拓の必要性 

・漆器の国内販売額は減少している。ライフスタイル、食生活の変化から伝統的な和食

器を使う機会が減少している 

・海外展開を試みる企業が出てきているが未だ模索の中にあり、成果を出す所までには

到達していない。 

・全国でも稀有な「工芸ものづくりと温泉観光が共存する地域」でありながらお互いの

魅力を活用することが出来ていない。海外観光客からは日本的として魅力あるコンテンツ

と評価される伝統工芸・山中漆器との連携が取られていない。一部旅館では伝統工芸の制

作過程を宿泊者に見学させることで評価を得ているが地域の取り組みとはなっていない。 

 

２）原材料価格の上昇と価格転嫁 

・漆器材料価格が高騰しているが販売価格に転嫁出来ていない。漆や金と言った材料価

格は上昇が続いているのに対して販売価格は引き下げ要求が強い。 

 

３)生産者の減少 

山中漆器生産者（職人）、販売者（産地問屋）

の減少。特に産地問屋数の減少（H17～H27、28％

減）に比べ、生産者（職人）数の減少が著しい（同

33％減）。上図：山中漆器組合会員数の推移。 

 
 ４）産地誘客、産地紹介の取組が行わていない 
今までは「産地は単に作る場所、売るのは都市圏」
の考え方であり、産地内での漆器販売の取組はほ
とんど行われて来なかった。 
 
 

【商店街の現状と課題】 

 

＜現 状＞ 

  

・山中温泉地区には５つの商店街がある。山中温泉南町ゆげ街道商店街、山中温泉湯の

出町商店街振興会、山中温泉本町商店振興会、山中温泉湯の本町商店振興会、山中温泉中

央振興会。その他に山中温泉商店協同組合（山中温泉商品券発行）、山中スタンプ会（ニ

コニコスタンプカード発行）、が組織されている。 

・５つある商店街振興会加盟店は約１００件。 

・地区内一般消費者への販売と旅館への卸しを主とする店舗が多い。 

・観光客への販売比率は少ないが、近隣温泉地域に比べると散策をする観光客の数は比
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較的多い。 

・身の回り品販売は地区内の大型小売店が大きなシェアを持ち商店街での販売は減少傾

向にある。 

・近年は全国展開を行う県外大手資本旅館が地域内で増加しており、そういった旅館で

はグループ旅館全体で一括仕入れを行うため、当地域の生鮮食料品店舗等は仕入価格や仕

入規模の大きさが理由となり納入企業に選ばれないことが多い。地元旅館卸が販売比率で

高かった企業では売り上げの減少が続いている。 

 

＜課 題＞ 

 

１）売上額の低迷 

・店舗売上の減少（Ｈ８～Ｈ２６比較で７０％減小。下図は地区内スタンプ会〈商店街

振興会店舗の７３％が加盟〉のスタンプ発行量から予想される加盟店舗売上総額の推移

〈卸売を除く〉。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地区内消費者は地区外での商品購入比率が高く（大型小売店が商圏内に複数出店）、かつ、

地区内購入であっても大型店舗での購入率が高い（購入率 54％）。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

２）消費形態変化への対応 

・地区内の高齢化が進む中、新たな顧客層の獲得が必要。 

・温泉観光客への誘客が出来ていない（販売品目の見直しや広報が出来ていない）。 

・増加する海外からの温泉観光客への対応が出来ていない（英会話や指差しカード整備

●商品購入場所（地区内と地区外） ●地区内商店街の利用頻度 

図は H24山中温泉街購買調査より 
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などが計られていない）。 

・クレジットカード対応が出来ていない。 

 

 

 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な支援のあり方 

 

 ① 主力産業に対して 

 

【温泉観光】 

 温泉観光は開湯以来長い伝統を持ち、豊かな自然と食の豊かさには定評がある。近年

の消費ニーズと誘客機会に合わせた事業計画策定を支援し、販路開拓の支援を行う。 

・北陸新幹線延伸による首都圏からの誘客事業計画策定。広報やイベント事業開催。 

・海外観光客の増加見込みを機会として販路開拓と受け入れ態勢の構築。 

・少人数旅行ニーズへの対応（団体旅行の減少）と全国展開を行う大手グループ旅館

とのサービスの差別化を計るために、「思い出作り」「体験型」サービスの開発。 

・地域資源の活用として山中漆器との連携。漆器工房の見学など新たなサービスの開

発。 

 

【伝統工芸 山中漆器】 

 漆器製品において、変化する食文化に対応した製品づくりを支援し、食器とは異なる

製品分野での販路開拓を支援する。新たな市場としての海外販路開拓を支援する。 

・食文化の西洋化、家族の少人数化などに対応した伝統工芸の枠に囚われない新しい

デザイン開発と市場開拓。 

・食器製品以外の分野での新商品開発。 

・伝統工芸産地としてのブランド確立。 

・海外販路開拓。 

・温泉観光と伝統工芸産地を結びつけて産地での販売、産地への誘客を推進する。 

 

 

【商店街】 

 観光地であることを活かして地域外顧客に対する個店独自の活動を支援する。 

・地域旅館卸売りの減少（仕入れの地元離れ）、近隣大型商業店舗への顧客流出から

新たな事業計画策定、販路開拓を行う。 

・地域に訪れる地域外顧客（観光客、海外客）への販売促進、販路開拓を行う。 

・活性化事業（広報やイベント）取組の強化。 

 

 

 ② 行政との連携 

 

・「加賀市産業振興行動計画」では「Ⅰ地場産業の強靭化」「Ⅱ 地域資源の活用」が
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掲げられている。 
・具体的には「市内産品の国内外への販路開拓の推進や伝統工芸のブランド化の推進」

「企業の革新・強化 店舗立地の支援による産業集積の促進」「技術開発の強化や伝

統産業の担い手育成」「歴史ある加賀温泉郷の温泉・観光資源・文化資源を活用した

新たな商品・サービスの開発など国内外からの来訪客の拡大による商店街への回遊性

向上等の活性化」などである。 
・当会は上記行動計画に沿って具体的な支援目標を掲げて支援策を行う。市の取組を

地域の小規模事業者の取組として具体的に実行できるよう活動を行う。 

 

 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

① 地域の小規模事業者の売上減少に歯止めをかけ、小規模事業者数の減少を抑制する

ことを目標とする。 

 

② 個々の小規模事業者における経営課題を明確にし、自社の強みと弱みを認識した上

で事業計画を策定し、経営の持続化を目標とする。 

 

【中長期的な目標数値】 

 

① 地域の小規模事業者数減少の抑制。現状に対して期間内５％以内の減少に抑制する。 

 

② 自社事業計画の見直しや課題発見、経営目標の再設定を行うことが出来る様、期間

内に２５社が新たな経営計画策定を行う。 

 

 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針  
 

支援目標を達成するために今後５年間にわたり、連携機関との連携を密接にしながら、

下記事項を基本方針として地域の小規模事業者の持続的発展につながる伴走型支援を実

施して行く。 

地域の小規模事業者の９割を占める主力産業に対して販路開拓の取り組みを支援する。 

 

① 事業計画策定を支援し、小規模事業者の持続的発展を図る。 

地域の小規模事業者の多くは家族経営の個人事業主である。しかし事業規模が小さくて

も経営分析、事業計画策定、需要動向調査、新商品や新サービス開発、販路開拓の取組を

PDCAサイクルに照らし合わせ実行して行くことが必要である。 

また事業計画が持続的に継続されるために事業計画の策定とその見直しを連携機関と
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密接に連携を計りながら伴走型支援を実施して行く。 

 

② 新たな販路開拓を支援し小規模事業者の売上・利益率向上を図る。 

地域事業者の約 9割を占める主力産業に対してそれぞれに新たな販路開拓を支援する。 

また当地は「温泉観光と伝統工芸ものづくりが共存する全国的にも稀有な地域」であり

ながらその地域特徴が活かされていない。温泉観光、漆器、商店、それぞれの事業者の連

携から新たな販路開拓の取り組みを行う。 

小規模事業者の小さくはあっても確かな強みを新たな販路開拓に活かすことで小規模

事業者の持続的発展を支援する。 

 

③ 事業承継・後継者育成を支援し事業者減少を抑制する。 

当地域の産業は温泉観光・漆器・商店が主である。またその事業者の大部分は地域住民

であり、家業として続く方も多い。職を求めて首都圏へ後継者候補が流失している現状を

変えることが必要である。地域としての魅力と地域産業の活力があいまって事業承継者の

増加を計りたい。 

商工会青年部活動の様な後継者候補ネットワークによる情報交換も重要である。 
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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３１年４月１日～平成３６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 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 【指針③】 

 

（１）現状と課題 

 

地域の経済動向調査として石川県商工会連合会からの委託事業にて中小企業等景況

調査を実施（調査実施企業１８者に対して）。 

日本政策金融公庫とは半期に一回地域の景況について意見交換を行っている。 

商店街における消費者動向調査のひとつとして最低限年１回５つの商店街それぞれ

において通行量調査を年 2回実施。 

現状では個者支援に通じる情報収集調査、その分析と提示が行われていない。 

 

 

（２）事業内容 

 

下記調査の実施から情報収集を行い、指導員間で情報を共有し、小規模事業者に分析

結果の提示を行う。 

小規模事業者が地域経済動向の現状認識から販路開拓の示唆を得ること、を目的とす

る。 

 

①小規模事業者の経営実態調査の実施。 

 

【目的】 地区内の小規模事業者の経営実態を調査・分析し、経営課題や支援ニーズ、

将来に向けての方向性等を把握し、事業計画策定に活用する。  

【調査対象】 地区内小規模事業者 約 500者。 

【実施頻度】 ３年に１回実施。 情報提供は会報及び巡回窓口対応時。 

【調査方法】 アンケート調査票を郵送により配布。〇印及び文章記入による。 

【調査項目】 業界の状況、今後の見通しと方針、経営課題、売上額、資金繰り、主な

販売先と仕入先、宿泊客数（旅館等）、後継者の有無（廃業予定の有無）、商工会への

支援項目要望、他。 

【分析手法】  経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。 
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②小規模事業者の地域経済動向調査。 

 

【目的】 地区内小規模事業者の業種別地域経済動向を調査分析し、経済活動の現状を

把握し調査結果を提供することで小規模事業者の経営判断材料として活用出来る調

査とする。 

【調査対象】 温泉観光業、漆器業、商業、その他、の 4業種に対してそれぞれ各 5企

業。 

【実施頻度】 年１回。 

【調査方法】 アンケート調査票郵送又は巡回訪問による聞き取り調査。〇印及び文章

記入による調査票作成。 

【調査項目】 業界の状況、今後の見通しと方針、経営課題、売上額、資金繰り、主な

販売先と仕入先、宿泊客数（旅館等）、後継者の有無（廃業予定の有無）、支援要望、

他。 

【分析手法】  経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。 

 

③商店街通行量調査を行い、イベント開催や北陸新幹線開通効果による通行量変化を

調査する。 

 

【目的】 商店街での通行量を調べ各商店街活動計画の基礎データとする。通行量調査

の中では外国人比率も調査する。 

  通行量調査結果は今後地域の商店街において、事業承継を行おうとする小規模事業

者にとっても基礎的なデータとなると考える。 

【調査対象】 ５つの商店振興会地域におけるそれぞれの通行量（人数）調査。 

【実施頻度】 年２回。１回につき平日と休日で行う。 

【調査項目】 歩行者通行量。 

【分析手法】  経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。 

 

④国が提供するビッグデータの活用 

 

【目的】 効率的な経済活性化を目指すため経営指導員が「RESAS」を活用した地域

の経済分析を行い、年１回公表する。 

【分析手法】 地域経済循環マップにより、何で稼いでいるか等を分析。 

観光マップにより、国内外観光客動向等を分析。 

産業構造マップにより、産業の現状等を分析。 

 

（３）成果の活用 

 

巡回時にタブレット PC による情報提示、当会会報、当会ホームページ掲載や E メー

ル等を活用して情報提供を行い、小規模事業の経営判断材料として活用を頂くと共に、

他社や地域の動向から自社の経営分析の必要性を認識して頂くと共に小規模事業の経

営判断材料として活用を頂く。 

報告書は調査項目ごとにまとめ、グラフ等の視覚化を行うことで読みやすいものとす
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る。 

巡回時に小規模事業者に対して報告書を読み解くことを行い、事業者の関心を呼び

起こすとともに、事業計画策定に向けての端緒とする。 

 

 

（４）目標 
支援内容 現行 H31 H32 H33 H34 H35 

①公表回数 小規模事業者の実態調査 ― １回 ０ ０ １回 ０ 

②公表回数 小規模事業者の景気動向調

査 
― 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

③公表回数 商店街通行量調査 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

④公表回数 国が公表するビッグデータ

の活用 
― 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】  

 

（１）現状と課題 

 

小規模事業者による自社の経営状況分析は現状では方針を持って行われていない。経

営状況の判断はこれまでの経験や勘に頼ることが多く、自社の経営を系統立てて分析

した経験が少ない。 

現状当会では確定申告や金融指導斡旋、助成金申請時、商工会記帳システムによる経

営状況分析指導しか行っていない。限定的な経営状況分析に留まっており、積極的で

専門的な事業改善と事業持続のための経営分析、計数管理、課題抽出、が行われてい

ない。この必要性を小規模事業者に理解して頂き経営分析の取組を始めて頂くことが

課題である。 

事業年数が少ない創業者や事業承継者には自社の持つ強みが地域や消費ニーズに適

しているのかと言った情報が不足していることも考えられる。「地域経済動向調査」情

報提供と併せ経営分析を行うことが特に有用と思われる。 

 

 

（２）事業内容 

 

小規模事業者の多くは未だ自社の経営分析が行われていない事業者である。経営状況

分析、数値管理の意義と必要性の啓蒙が必要である。地域経済動向調査アンケート結

果から対象の事業者を抽出し、セミナーの開催を行う。 

経営分析を初めて行う事業者が多いと予想されるため、確定申告前後の期間、経営相

談を申し込まれた際、など自社の経営を深く考える時期に巡回を行い、経営状況分析

の必要性とその有用性を伝えセミナー対象者の掘り起しを行う。併せて小規模事業者 

事業計画策定の重要性を伝え、そのためにはまず「現状を知るための経営分析」が重
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要であることの理解を図る。 

 

①「経営分析セミナーの開催」 

・経営分析セミナーを開催し、事業計画策定へと進む意欲ある小規模事業者の掘り起

こしを行う。地域の主力産業である「温泉・漆器・商店」それぞれの業種から参加者

を集う。 

【調査分析項目と手法】 

A 定性分析を行う。 

内部環境分析（強み、弱み）。外部環境分析（機会、脅威、競合先）。SWOT 分析、３C

分析等項目について。 

B  定量分析を行う。財務分析：収益性、効率性、安全性、成長性等について。 

「経営自己診断システム」（中小企業基盤整備機構）等を活用。 

C 企業の持つ特性分析（強みと弱み） 

小規模事業者において自社経営における強みと弱みを理解していないことが多い。事

業者の経営経験を強みと弱みとして新たに認識する必要がある。A分析から浮かび上が

る内容について更に深く経営者との懇談から認識を浮かび上がらせる。 

【募集方法】 公共機関での広報物掲示と配布。会報やホームページでの告知。 

【参加者数】 当地区の小規模事業数の 3.5％ 20者。 

 

・専門家による分析を実施 

 セミナー開催から意欲のある小規模事業者に対して専門家を活用し、その企業

が持つ「強み弱み」を自社内で再認識し、販路開拓を行うための分析を行う。 

自社の特性を今後の事業計画に活かすことで「小さくても強い」事業計画策定を

目指す。 

ミラサポ、企業ドック（石川県）、よろず支援拠点専門家派遣制度を活用して、

経営分析と課題解決、事業計画策定に向けての指導を行う。 

 

 

（３）成果の活用 

 ・分析の結果は当該事業者にフィードバックし、事業計画策定時に活用する。 

 ・分析の結果は商工会内で共有し、経営指導員のスキルアップに活用する。 

 

 

（４）目標 
支援内容 現行 H31 H32 H33 H34 H35 

①セミナー開催回数 ― １回 １回 １回 １回 １回 

②経営分析件数  ― 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 
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４．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

 

（１）現状と課題 

 

小規模事業者の多くは日々の事業に追われることで、事業計画策定を通じて自社のビ

ジネスモデルを客観的に把握し、需要やニーズを理解する機会を作れていないことが

多い。 

当会では小規模事業者からの金融、労務、税務、助成金申請、経営安定などの個別相

談に対してそれぞれの課題に求められる範囲内の事業計画策定支援に留まっている

（セミナー等は開催していない）。 

しかし変化する状況に対応し、売上拡大の上で持続的な経営を目指すには、経済動向

調査結果や自社の経営分析結果からの事業計画策定を継続的に支援する必要性があ

る。 

 

 

 （２）支援に対する考え方 

 

 新たに専門家による事業計画策定セミナーを開催することで事業計画策定の敷居を

下げ、経営分析を行った企業を事業計画策定につなげるものとする。 

セミナー開催により限定的な直近の課題解決のためではなく持続的な経営を目指すた

めの事業計画策定を行う。特に経営理念や自社価値について構築と再認識を促し、中

長期的な経営に対して道筋が出来る様なセミナーとする。 

 

 

（３）事業内容 

 

①事業計画策定セミナーの開催 

経営分析セミナー参加者や巡回により意欲のある小規模事業者に対して専門家によ

る事業計画策定セミナーを実施する。事業計画策定の必要性の周知と経営状況分析か

ら事業計画策定へと進む小規模事業者を支援する。 

特に地域の主力産業である「温泉観光・漆器・商店」それぞれの業種において意欲の

ある小規模事業者を対象の中心に行うものとする。 

セミナー開催後に必要な場合は専門家を活用する。ミラサポ、企業ドック（石川県）、

よろず支援拠点専門家派遣制度を活用して、事業計画策定に向けての指導を行う。 

【支援対象】 経営分析を行った事業者。 

【募集方法】 公共機関での広報物掲示と配布。会報やホームページ、経営分析セミ

ナー参加者への告知。その他巡回により。 

【参加者数】 経営分析を行った事業者の半数。 

 

 

 



－１５－ 

 【セミナーカリキュラム】 
日程 テーマ 

第１回 ○事業計画策定の概要 

○経営理念ついて考える 

○自社の現状と顧客を考える（Ⅰ） 

・事業計画策定の意味。事業計画策定事例。 

・経営理念とは。経営ビジョン、経営の目標。 

・SWOT分析実施。 

第２回 ○自社の現状と顧客を考える（Ⅱ） ・財務分析。 

・顧客ニーズを把握する。 

・新たな販路開拓手法を考える。 

第３回 ○事業計画策定 ・事業計画策定を行う 

 

 

 ②事業計画の策定 

【支援対象】 経営分析を行った事業者。 

【手法】 地域の主力産業である「温泉観光・漆器・商店」それぞれの業種から欠け

ることなく意欲ある小規模事業者を選定し、事業計画策定を支援する。セミナーにお

いて各事業者に対して経営指導員が担当割を行い張り付くと共に専門家の指導を交え

て事業計画の策定につなげる。 

主力産業は地域への影響が大きい。その業種から事業計画の策定による着実な売上向

上を目指す小規模事業者を支援することで地域全体への波及効果とそれぞれの業種

（事業者）による連携事業計画の策定支援も行いたい。 

 

 

（４）目標 
支援内容 現行 H31 H32 H33 H34 H35 

事業計画策定セミナー（３日間） ― １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定件数 ― 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

 

 

 

 

 ５.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 

 

現状では「経営安定支援」により事業計画を策定した事業者に対してのみ四半期に一

度事業計画の進捗状況を確認し、県連を通じて県へ報告を行っているが、基本的には

「確認」が主である。 

助成金申請時にも事業計画策定支援を行っているが、フォローアップ時は申請事業内

容のみに集中してしまい、中長期的な事業計画のフォローアップにまではつながって

いない。 

事業計画は策定することが目標ではなく、事業計画に基づいた新たな販路開拓による

売上増、利益率改善へとつなげて行くためのフォローアップ支援を行わなければなら

ない。 
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（２）事業内容 

 

小規模事業経営に必要不可欠な事業計画の必要性の再確認、進捗状況確認や必要とな

る支援を伴走型により行う。 

事業計画進捗管理中の企業、事業計画見直し期の企業などそれぞれの事業者のニーズ

に沿ったフォローアップを行う。 

特に事業計画を初めて策定し、その直後の事業者においては、「事業計画を策定する

ことが目的となってしまい」、「その後の事業計画見直しや目標設定に対する進捗管理

がなされない」ことが無いように巡回機会を増やして支援を行う。 

 

①定期的な巡回によるフォローアップ 

事業計画策定後、すべての事業者に対して最低限四半期ごとの巡回訪問を行う。事業

の進捗状況を把握して、計画実行に必要な支援メニュー（専門家指導、セミナー開催、

助成金活用など）、経済動向調査等からの新しい情報、を提供する。また事業計画内容

によっては各事業者同士の連携が進む様支援も行う。 

事業計画遂行の支援と共に継続的な事業計画のアップデートが行えるよう支援を行

う。 

必要に応じて専門家派遣等を行う。 

【頻度】 基本的には４半期に一度であるが、計画の見直しや事業遂行状況に合わせ

てフォローアップの頻度を高くする。 

 

 

（３）目標 
支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

フォローアップ対象事業者数 ― 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

頻度（延数） ― 20 回 20 回 20 回 20 回 20 回 

 

 

 

 

６．需要動向調査による情報収集とその提供 【指針③】 

 

（１）現状と課題 

 

当会の現状は巡回時の聞き取りや各種団体との話の中から需要動向を伺う程度のこ

とでしか行えていない。また需要動向に対するとりまとめや公表も行われていない。 

小規模事業者は受身的な立場となりがちで自ら需要動向調査を行うという視点にか

ける傾向があるが、需要動向を知ることは新規商品開発や販路開拓には不可欠なもの

である。それぞれの事業者がマーケットニーズを踏まえて小規模事業者の強みを活か

す経営とするためには需要動向調査が必要である。 
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（２）事業内容 

・地域の主力産業である「温泉観光・漆器・商店」それぞれでの需要動向調査が必要

である。 

・温泉観光の中心となる旅館ではそれぞれの個社において必要な需要動向調査がなさ

れている現状がある。旅館内におけるアンケート調査、旅行代理店によるマクロ調査

も行われている。観光事業者に対するアンケート調査は、癒しの時間を求めるお客様

に対して過剰なアンケート調査は馴染まないこともあり、新たには行わず事業者が行

う調査の分析を行うこととする。 

・需要動向調査が不足している漆器、商店についての調査が必要である。 

 

①漆器展示会や商店イベント等でのアンケート調査  

伝統工芸山中漆器、商店の「商品開発や販売品目、販路開拓が消費者ニーズに沿っ

たものとなる」ように、「事業計画策定後の判断材料となる」ように、需要動向の調

査結果を分析し提供する。 

山中漆器展示会等開催時や商店街イベント開催時においてブース出展を行う事業

者５件に対して来場者（バイヤー、消費者）にアンケートを行う。 

 漆器での調査は、年間１度山中温泉「うるし座」で行われる「JAPAN YAMANAKA 漆」

展示会に参加する山中漆器事業者ブースにて行う。 

毎年開催される商店街イベントに参加する事業者ブースにて消費者アンケート調

査を行う。 

【サンプル数】 来場者 50人。 

【調査手法】 出展ブースを訪れるバイヤーや消費者に対してアンケート調査を行

う。アンケートは出展ブースに調査員を配置し行う。漆器展示会と商店イベントに

おいて合計２回の調査を行い、展示ブースを訪れるバイヤーや消費者に対して 50

件のアンケート評価数を得る。 

【分析手法】 中小企業診断士等の販路開拓専門家の分析意見を交えて経営指導員が

行う。 

【調査項目】 展示商品評価（デザイン・価格・パッケージ・手触り・質感、等）、

商品ニーズ、企業イメージ、展示方法評価、広報物への評価、など。 

【情報提供の方法】 各種情報を収集分析し、事業計画策定を行った小規模事業者へ

分析結果を提供し、需要動向を活かした事業計画の遂行や見直しを行う。またその需

要ニーズに沿った新商品開発や販路開拓が行われるよう支援する。 

 

 

（３）目標 
支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

調査対象事業者数 ― 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 
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７.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 【指針④】 

 

（１）現状と課題 

 

温泉観光に対する販路開拓事業として地域内イベントの開催支援を行っている（地域

の民謡を演奏して街なかを流す山中節道中流しやその他観光イベント）。 

伝統工芸 山中漆器に対して地域内外で開催される展示会開催を支援している。本年

度は中国上海「第一回 中国国際輸入博覧会（CIIE2018）」、山中温泉「JAPAN YAMANAKA 

漆」出展を支援している。 

商店街に対しては石川県・加賀市と協力し商業活性化推進事業を開催しイベント事業

を行っている。 

 

山中漆器や商店街に対して個者支援を行っているが、温泉観光については地域全体で

の取り組み（イベント）に対する支援であり、個々の小規模事業者に対する支援の形

が取れていない。 

温泉観光と山中漆器事業者の連携がなく、日本国内でも珍しい「温泉場とものづくり

産地」が同居する地域でありながらその特徴を活かすことが出来ていない。 

 

 

（２）事業内容 

 

小規模事業者に対する新たな販路開拓事業を小規模事業者と共に経営指導員が中心

となって企画実行する。 

業界団体（山中漆器連合共同組合・山中温泉観光協会・山中温泉旅館協同組合）と協

力連携を行い、小規模事業者ひとりひとりへの支援であり、且つ地域産業全体への波

及効果を望むことが出来る販路開拓事業を支援する。 

 

①漆器ものづくりの海外販路開拓支援 

【目的】 国内販路の頭打ちは現状避けられないものと考える。事業計画策定時にお

いて海外販路開拓を計画する意欲ある小規模事業者を支援する。海外向け漆器新商品

開発と販路開拓支援を行う。 

【販路】 漆器の海外販路として、まずはアジア圏への展開を行う。アジア圏は「箸」

の文化があり、漆器という「器」についてもある程度の理解を得られる土壌がある。 

【手法】海外向け新商品開発を支援し、海外展示会開催、広報など専門家を活用しな

がら支援を行うものとする。 

 

②観光業と伝統工芸産業との連携支援 

【目的】 温泉観光業は「客を地域に連れてくること」、伝統工芸産業は「地元地域

は商品を作る場所であって、販売は地域の外で」であり、連携を進めることが今まで

出来て来なかった。しかし近年は「ものづくりの過程を見ること」で商品への理解が

深まり、「物語を読んだかの様に愛着が生まれる」ことで購入へとつながる例も多い。
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ものづくり物語は産地にしかなく、その物語を語れるのは産地である当地に住む職人

しかいない。そこで観光宿泊客を漆器製作の現場（工房）へお連れしてその物語に触

れて頂くことから販路を作る仕組みを支援する。これはものづくり事業者の新販路開

拓の意味合いだけではなく、観光旅館にとってもこの地域の旅館だからこそ出来る新

サービスであり、新たな付加価値を観光旅館に加えるものである。 

事業計画策定を行った小規模事業者にたいして新たな販路開拓を目指す温泉観光事

業者と漆器事業者のマッチングを行い、販路開拓支援を行う。 

【販路】 その土地ならではのものづくりに興味を持つ観光客に対する販路開拓であ

る。地域生え抜きの温泉旅館は小規模旅館であり、宿泊者と経営者の垣根を低くして

一人一人へのサービスを行える土壌がある。小さい旅館だからこそ出来る宿泊者の趣

向を汲み取ったサービスとして「ものづくりの現場（工房）を紹介する」販路を開拓

したい。そのためには「宿泊者全員を工房へ連れて行く」のではなく、接客の中から

感じる趣向とニーズが高いお客様だけを工房へ案内する仕組みづくりを構築する。 

特に日本文化に興味を持つ海外客に対しては有益な販路開拓事業となると考える。 

【手法】 当会支援により事業者のマッチングを行い、意欲ある小規模事業者による

「ものづくり事業者のものづくり現場を訪ねたい、観光宿泊者」を募う事業を企画す

る。温泉観光と山中漆器事業者間のマッチングを図り、この取り組みを告知すべく旅

館と漆器製作者のそれぞれのホームページ制作や広報物制作から事業取組を支援す

る。専門家を招聘しその取組を支援すると共に経営指導員がそれぞれの事業者に伴走

を続けながら事業者連携による新たな販路開拓支援を行う。 

 

③商店街イベント事業支援 

【目的】 当地は５つの商店街（商店組合）を持っている。しかし地域人口は減少し

ており、今後は温泉観光（観光客）を取り込んだ商店活動が必要となる。当会では経

営指導員が中心となってそれぞれの事業企画から事業実施まで一貫した支援を行い、

商店によるイベント開催を地域住民だけではなく観光客（海外客）への販路開拓とし

て、観光客向けの事業展開を行おうとする意欲を持つ商店の売上増加の機会とする。

観光客が多く商店街を歩くことで「これからの商機は観光客の取り込みにある」可能

性を商店に測って頂きたい。 

経営指導員が各事業者の事業計画を把握して事業企画の取りまとめを行うと共に事

業遂行に必要な支援を行う。 

【販路】 地域商店街を訪れる住民と観光客に対してイベント開催を行う。 

【手法】 ５つの商店街地域でそれぞれ１回以上のイベントを行う。内容は短期的な

集客イベントと、長期的なイメージづくりを行うイベントを組み合わせる。当初は観

光客からニーズの大きい「食べ歩き」をテーマとして、商店街のイメージづくりを行

いたい。 

 

 

（３）目標 
支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

①展示会出展事業者数（漆器） 5 社 ７社 ７社 7 社 10 社 10 社 

①売上額/社 10万円 20 万円 20 万円 20 万円 20 万円 20 万円 
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②観光・漆器連携事業参加事業数（観

光、漆器） 

― 5 社 5 社 10 社 10 社 10 社 

②売上額/社 ― 10 万円 50 万円 100万円 100万円 100万円 

③商店街イベント事業参加事業者（商

店） 

20 社 20 社 20 社 30 社 30 社 30 社 

③売上額/社 2 万円 5 万円 5 万円 10 万円 10 万円 10万円 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

当地域は１万人弱の人口であり、またはっきりと産業の柱が３つに確立し（温泉観光、

伝統工芸 山中漆器、商店）、その産業に属する小規模事業者が約９割を占める地域で

ある。３つの産業を支援することは、支援先を絞ったのではなく、地域経済全体への

支援となるからである。その主産業が活性化することでの地域全体への波及効果も高

い。 

地域経済活動に対する支援について加賀市及び加賀商工会議所と連携と情報交換を

行ってきた。加賀市においては平成２７年度に中長期的な行動指針として「加賀市産

業振興行動計画・スマートウェルネス KAGAへの行動計画」を取りまとめた。本計画策

定には当会からも事務局長及び経営指導員が参加し議論を行って来た。この計画の中

で山中温泉地区の主幹産業である「漆器産業」「温泉観光産業」は重点施策として取り

上げられており、今後も加賀市と連携して取組を行う予定である。 

温泉観光については加賀商工会議所地域に２つの温泉場があり、当地区の温泉場とは

競合関係とも言えなくはないが、同一地域内の温泉観光地として協力関係にもある。  

地域人口の減少と合わせるかの様に新たな創業が減少している。加賀市・加賀商工会

議所・金融機関・当会による創業支援ネットワークを平成２７年度に組織し、創業支

援の新たな端緒についたところである。創業は全ての地域経済の元となる活動であり

連携団体がひとつとなって創業前・創業後の支援を行う。 

 

 

（２）事業内容 

 

① 「市内業界団体会議」の開催 

市内の観光、伝統工芸、商店街、他産業の活性化事業を協議するために「加賀市（加

賀市商工振興課、加賀市観光交流課）、加賀市観光交流機構、山中温泉旅館協同組合、

山代温泉旅館協同組合、片山津温泉旅館協同組合、加賀市特産品協同組合、山中漆器

連合協同組合、加賀久谷陶磁器協同組合、加賀市商店会連盟、加賀市商工振興会連合

会、加賀市織物協同組合、加賀市撚糸協同組合、加賀市建設業協会、加賀機電振興協

会、加賀労働基準協会、加賀商工会議所、山中商工会」団体の課長、代表者、理事に

よる会議を年に一度開催する。商工会は商工会議所と共に事務局を担うと共に協議結

果による活性化事業の推進を積極的に進める。 

 

② 「加賀市 創業 応援 ネットワーク」事業 

地域全体の課題としてある創業について「加賀市商工振興課、日本政策金融公庫小松

支店、北國銀行、北陸銀行、金沢信用金庫、加賀市商工会議所、山中商工会」により

創業支援のネットワークを構築する。年に２回の会合を行うと共に、どの窓口からの
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受付であっても情報共有による創業者支援を行う。また加賀商工会議所との連携によ

り創業セミナーを開催する。創業支援ネットワーク支援からの創業を進める。 

 

③ 地域の祭り「こいこい祭」開催支援 

この祭りは地域振興・産業振興祭として企画され、年に一度 2日間に渡り６０年近く

開催されて来た。旧山中町行政が中心となって開催されて来たため市町村合併後に中

心団体が不在となり開催継続が危ぶまれて来た。当会が事業計画策定実行の中心とな

り、事業開催を継続する。 

当会が中心となって地域住民や山中温泉観光協会、山中温泉旅館組合、山中漆器連合

協同組合と協力して実行委員会を組織する。受け皿の組織化をはかり地域活性化祭り

開催の母体づくり強化を支援する。 

 

④ 各種業界団体の業務支援 

各種業界団体（山中漆器連合協同組合、山中温泉観光協会、山中温泉量感協同組合、

山中温泉商店共同組合、山中温泉料飲業協同組合、５つの商店振興会）の経済活動に

対する支援を行うと共に意見集約を行い、総合した意見の中から新たな活動目標や経

済振興策を提案する。 
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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を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

 加賀市や各種団体との連携は密であるが、目の前の事業等に対する対処的な会合や

連絡のやり取りに終始しており、支援ノウハウの蓄積という観点が欠けている。 

 

 

（２）事業内容 

 

① 加賀市ブランド育成連絡会開催 

加賀市ブランドの向上とその産業育成のために「加賀市（商工振興課）、加賀商工会

議所、よろず支援拠点、有識者」と共に開催。支援策について情報交換を行う。支援

方法や目標達成のために必要な支援ノウハウの構築のために年間２回開催。経営指導

員が参画することで他機関での取り組みからのノウハウ向上を計る。 

 

② 「加賀市 創業 応援 ネットワーク」事業 

創業支援のために構築される「加賀市商工振興課、日本政策金融公庫小松支店、北國

銀行、北陸銀行、金沢信用金庫、加賀市商工会議所、山中商工会」ネットワークにて

創業者支援ノウハウの情報交換を行う場所として活用する。年間２回開催。 

 

③ 地域産業団体との連絡会開催 

山中商工会漆器連合協同組合、一般財団法人山中温泉観光協会、山中温泉旅館組合、

山中温泉商店協同組合、事業者との連絡会を開催。地域産業振興事業立案、遂行、報

告のための情報交換・ノウハウ集約の場として開催。年間３回開催。 

 

 

 

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 

 

 県連合会による各種研修事業受講を行っている。 

 毎日のミーティング開催を行っているが、内容的には現状事業の中で問題点がない

かどうかの確認が主であり、事業の PDCA確認の場とはなっていない。 

 指導員間での事業や計画共有もあまり行われておらず、互いに役割分担された事業

を行うのみである。今後は効率的で計画的であり、その事業運用が可能となる資質を

持つ必要がある。 

 



－２４－ 

 

（２）事業内容 

 

① 外部講習会等の積極的な活用 

新たな「経営支援手法導入」及び「全国の先進事例習得」のために中小機構等主催セ

ミナーへの年間２回以上の参加を行う。 

セミナー参加による知識はパソコン内におけるフォルダーの共有化により、業務内容

の共通認識化をはかると共に、その知識を活かした事業者支援事例情報の伝達により

共有化する。 

石川県商工会連合会、石川県商工会議所会議所連合会主催による研修会についても年

間２０時間受講という最低義務付け受講時間に限らず必要な知識を習得するために積

極的な受講を行う。また経営指導員のみの参加ではなく、一般職員も積極的に参加す

ることにより当会組織員全体のレベルアップを図る。 

 

② 職員間での情報共有とデータベース化 

職員一人一人がそれぞれに持つ技能や、経験、各事業者への指導履歴の情報を石川

県商工会連合会 CMS 上に記録、共有することで、指導員による得手不得手を無くし、

支援スキルを向上させる。 

 業務に利用する資料を収めたパソコン内におけるフォルダーの共有化、日々の業務

日報の詳細化と共有化により、業務内容の共通認識をはかり、手法と支援結果の共有

を行う。このことで職員全体の支援能力の平均化と共に、他の職員のノウハウを学ぶ

ことでスキル向上をはかる。 

またパソコンを活用した経営計画策定支援ツールの活用により、職員による成果のバ

ラつきがなく結果共有のし易い手法を用いる。中小機構「経営計画つくるくん」活用

予定。経営計画策定時の巡回指導においては一般職員も含めて複数人で行うことを積

極的に行い、OJTによる組織全体の支援能力向上を図る。 

 

 

 

３.事業の成果、評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

 

 現状は年間一度の監査会において主に財政収支に関する監査を受けているのみで

あり、事業成果に対する評価会等は行われていない。 

 

 

（２）事業内容 

 

①  事業評価委員会設立 

役員会と併設して、事業評価と見直しについて外部有識者（中小企業診断士）を入

れた委員会を設置する。 
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毎年１回委員会を開催する。 

この委員会で事業成果について評価を受け、役員会にフィードバックを行い事業の

見直しを行う。 

 

② 結果の公表 

年度当初の事業実施方針と事業評価委員会による評価結果を当会ホームページ及

び会報にて公表する。地域小規模事業者が常に観覧可能な状態とする。年間２回。 
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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３０年９月現在） 

（１）組織体制 

 

◯全体組織 ５名 

 事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員１名。 

 （現在は期間限定アルバイト１名）。 

 

◯経営発達支援事業を統括する人員。 

 事務局長１名。 

 

◯経営発達支援事業を実施する人員。 

 経営指導員２名。補助員１名、記帳専任職員１名。 

 

 

（２）連絡先 

 

 山中商工会 事務局  

〒922-0112 石川県加賀市山中温泉西桂木町ト 5－1（山中温泉文化会館内） 

℡0761-78-3366，Fax0761-78-1766 

Eメール yamanaka@shoko.or.jp 

ホームページ https://yamanaka.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） 

 
平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 6,500 6,350 6,150 5,950 5,750 

 

1.人件費（臨

時雇用） 

2.事務費 

3.セミナー

開催費 

4.展示会開

催費 

5.イベント

開催費 

6.外部専門

家謝金 

7.アンケー

ト調査費 

 

1,980 

120 

 

400 

 

1,200 

 

1,500 

 

1,200 

 

100 

 

1,980 

120 

 

600 

 

1,200 

 

1,500 

 

900 

 

50 

 

1,980 

120 

 

600 

 

1,200 

 

1,500 

 

700 

 

50 

 

1,980 

120 

 

600 

 

1,200 

 

1,500 

 

500 

 

50 

 

1,980 

120 

 

600 

 

1,200 

 

1,500 

 

300 

 

50 

（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 

1.人件費（臨時雇用）－国補助金。会費・委託料収入。 

2.事務費－会費・委託料収入。 

3.セミナー開催費－国・市補助金。会費・委託料収入。 

4.展示会開催費－国・県・市補助金。会費・委託料収入。 

5.イベント開催費－国・県・市補助金。会費・委託料収入。 

6. 外部専門家謝金－国・県補助金。会費・委託料収入。 

7. アンケート調査費－国・県補助金。会費・委託料収入。 

 

（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 石川県庁 商工労働部 産業政策課 

産業振興施策検討。補助金申請。商業活性化事業。 

② 加賀市 山中温泉支所 

産業振興施策(ブランド構築)検討。イベント事業。補助金申請。創業支援。商業活性

化事業。 

③ 山中漆器連合協同組合 

創業支援。販路開拓(ブランド構築)事業。地域経済動向調査。 

④ 山中漆器木地師組合 

 創業支援。販路開拓(ブランド構築)事業。地域経済動向調査。 

⑤ 山中漆器蒔絵組合 

創業支援。販路開拓(ブランド構築)事業。地域経済動向調査。 

⑥ 山中漆器漆上塗組合 

創業支援。販路開拓(ブランド構築)事業。地域経済動向調査。 

⑦ 一般社団法人山中温泉観光協会 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑧ 山中温泉旅館協同組合 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑨ 山中温泉商店協同組合 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑩ 山中スタンプ会 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑪ 山中温泉料飲業協同組合 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑫ 湯の出町商店街振興会 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑬ 山中温泉 南町ゆげ街道振興会 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑭ 山中温泉 本町振興会 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑮ 湯の本町商店振興会 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑯ 山中温泉中央振興会 

販路開拓(ブランド構築)事業。創業支援。地域経済動向調査。 

⑰ 日本政策金融公庫小松支店 

地域経済動向調査。創業支援。 

 



－２９－ 

⑱ 北陸銀行山代支店 

地域経済動向調査。創業支援。 

⑲ 北國銀行山代支店 

地域経済動向調査。創業支援。 

⑳ 金沢信用金庫山代中央支店 

地域経済動向調査。創業支援。 

 

連携者及びその役割 

 

① 石川県庁 商工労働部 産業政策課 

課参事(事務総括) 西村 聡 

〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 電話 076-225-1511 

② 加賀市商工振興課 

課長 米屋 直樹 

〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ 41番地 電話 0761-72-1111 

加賀市山中温泉地区支所 

支所長 荒谷 啓一 

〒922-0124 石川県加賀市山中温泉湯の出町タ− 33 電話 0761-78-1111 

③ 山中漆器連合協同組合 

理事長 山口 雅功 

〒922-0111 石川県加賀市山中温泉塚谷町イ− 268− 2 電話 0761-78-0305 

④ 山中漆器木地師組合 

組合長 久津見 龍也 

〒922-0114 石川県加賀市山中温泉東町 1丁目マ 7 電話:0761-78- 4601 
⑤ 山中漆器蒔絵組合 

組合長 松山 武司 

〒922-0274 石川県加賀市別所町富士見ヶ丘 11-4-1 電話:0761- 77-0301 
⑥ 山中漆器漆上塗組合 

部長 亀田 泰 

〒922-0111 石川県加賀市山中温泉塚谷町イ 217-2 電話:0761-78-1989 

⑦ 一般社団法人山中温泉観光協会 

会長 上口 昌徳 

〒922-0114 石川県加賀市山中温泉東町１丁目ホ 17 電話:0761-78- 1410 
⑧ 山中温泉旅館協同組合 

理事長 田向 公一 

〒922-0114 石川県加賀市山中温泉東町 2丁目ヘ 1 電話:0761-78- 1321 
⑨ 山中温泉商店協同組合 

理事長 黒田 清彦 

〒922-0122 石川県加賀市山中温泉湯の本町ク 8 電話:0761-78-1188 

⑩ 山中スタンプ会 

理事長 松原 伸行 
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〒922-0124 石川県加賀市山中温泉湯の出町レ 22-2 電話:0761-78- 1558 
⑪ 山中温泉料飲業協同組合 

理事長 北村 貴司 

〒922-0127 石川県加賀市山中温泉下谷町ロ 1-1 電話:0761-78- 0103 
⑫ 湯の出町商店街振興会 

会長 金森 猛  

〒922-0124 石川県加賀市山中温泉湯の出町レ 32-2 電話:0761-78- 0143 
⑬ 山中温泉 南町ゆげ街道振興会 

会長 井筒 幸夫 

〒922-0129 石川県加賀市山中温泉南町ニ 16 電話:0761-78-0144 

⑭ 山中温泉 本町振興会 

会長 石川 光良 

〒922-0115 石川県加賀市山中温泉本町 2丁目ナ 24 電話:0761-78- 2636 
⑮ 湯の本町商店振興会 

会長 梅田 隆平 

〒922-0122 石川県加賀市山中温泉湯の本町ク 16 電話:0761-78-1824 

⑯ 山中温泉中央振興会 

会長 中村 学紀 

〒922-0114 石川県加賀市 山中温泉東町１丁目マ− 22 電話:0761-78-2078 

⑰ 日本政策金融公庫小松支店 

支店長 大木 学 

〒923-0801 石川県小松市園町ニ-1 電話:0761-21-9101 

⑱ 北陸銀行山代支店 

支店長 三國 玄剛 

〒922-0254 石川県加賀市山代温泉温泉通 39-1 電話:0761-77-1460 

⑲ 北國銀行山代支店 

支店長 久志野 雅義 

〒922-0257 石川県加賀市山代温泉桔梗丘 2-9 電話:0761-76-1440 

⑳ 金沢信用金庫山代中央支店 

支店長 下崎 朋美 

〒922-0254 石川県加賀市山代温泉温泉通 10番地 電話:0761-76-1222 
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連携体制図等 

 

  

 

 

 

 

山
中
商
工
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① 石川県庁 商工労働部 産業政策課 
② 加賀市商工振興課・山中温泉支所 

③ 山中漆器連合協同組合 
④ 山中漆器木地師組合 
⑤ 山中漆器蒔絵組合 
⑥ 山中漆器上塗組合 

⑦ 山中温泉観光協会 
⑧ 山中温泉旅館協同組合 

⑨ 山中温泉商店協同組合 
⑩ 山中スタンプ会 
⑪ 山中温泉料飲業協同組合 
 

⑫ 湯の出町商店街振興会 

⑬ 南町ゆげ街道振興会 

⑭ 本町振興会 

⑮ 湯の本町商店振興会 

⑯ 中央振興会 

⑰ 日本政策金融公庫小松支店 

⑱ 北陸銀行山代支店 

⑲ 北國銀行山代支店 

⑳ 金沢信用金庫山代中央支店 

㉑ 事業評価委員会 

支援・協力 

指導・評価 

支援・協力 

支援・協力 

支援・協力 
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