
経営発達支援計画の概要 

実施者名 美川商工会（法人番号 ２２２０００５００２６８６） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

小規模事業者が抱える課題を当商工会自らの課題と捉え、地域を支える

小規模事業者の持続的発展と地域経済活性化を目指す。 

１．経営計画の策定及び実行支援による個社の経営意識の向上 

２．地元特産品を使った商品等の開発・普及及びその販路の拡大 

３．事業承継におけるニーズの掘り起こし及び後継者の育成支援

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 

①管内小規模事業者全般の経済動向調査 

２.経営状況の分析に関すること 

①個社の機会と強みを重点に行う 

②個社の各種利益・経費比率の分析を行う 

３.事業計画の策定支援に関すること 

①小規模事業者の計画策定支援を行う 

②創業者の計画策定支援を行う 

③事業承継支援を行う 

４.事業計画策定支援後の実施支援に関すること 

①個社のフォローアップを四半期毎で行う 

５.需要動向調査に関すること 

①商品・サービスの市場規模・業界動向等調査  

②新たなターゲット・隠れたニーズ及び競争優位性調査 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①販路開拓に関するセミナーの開催 

②商談会等の情報提供 

③ホームページ等活用のための指導 

④ビジネスマッチングの支援 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

  ①中心市街地活性化事業「みか１フェスティバル」の開催 

②地域活性化事業農・漁・商工連携「美川里海きときと祭」の開催 

③商店街賑わい創出事業「白山美川ふくさげ祭り」の開催 

連絡先 

美川商工会 

〒９２９－０２２４ 石川県白山市美川中町ソ５８番地 

電話  ０７６－２７８－３３２８ 

ＦＡＸ ０７６－２７８－３３３２ 

E-mail mikawa@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） 地域の現状及び課題 

① 現状 

・立地、歴史 

美川地区は白山を源流とする手取川の河口

に位置している。古くから北国街道の要地でも

あり、河口の本吉港（現在の美川港）は北前船

の寄港地として賑わいをみせ、明治５年には一

時、石川県庁も置かれていた。洋式蒸気船の導

入と明治３１年の鉄道の開通により港の物資集積地機能が失われてしまったことから、こ

れ以降、大正期を通じて回船問屋（肥料・米穀が主要品目）を中心とする商業は衰退傾向

となり、織物や刺繍、仏壇などの手工業が起こってきた。 

明治１９年６月１６日には、美川商工会の設立がなされており、現存の商工会としては日

本最古である。 

仏壇業は明治初年頃までは数戸に過ぎなかったが、大正１５年には会員数２００名で美

川仏壇組合の結成を見るまでに成長し地場産業の要となってきた。 

朝鮮戦争後、昭和３０年頃の神武景気をきっかけに、湊地区の砂丘地を中心に赤座繊維

等の大きな工場が次々と開業した。安価で広大な砂丘地、国鉄美川駅と美川港にも近く、

そして、地下水も豊富なことから特に繊維工場には適地であった。 

これらの工場従業員は通勤のため大挙して美川駅を乗降したので、町内商店街も非常な

発展を遂げた。しかしながら、国内繊維産業不振のあおりを受けて大半の工場が廃業・移

転となり、マイカー通勤と郊外への大型店進出等により商店街は非常に衰退した。 

現在、いくつかの大型工場はあるが地元への直接的経済効果は往時とは比べようもな

い。北陸自動車道美川インター近隣にも工場と物流会社はあるが同様である。 

現在の地場産業は、美川仏壇、美川刺繍、海産物加工（フグの糠漬・粕漬など）の伝統的

産業の他は、コマツの下請けを中心とした鉄工業や地場建築業である。これらはいずれも

小規模・零細な事業者である。平成１７年２月、旧美川町を含めた１市２町５村が合併し

白山市となって以降、公共工事の減少により土木業も衰退している。 

 なお、合併した白山市内には白山商工会議所、鶴来、白山、美川の３商工会が存在して

いる。 

 【美川地区三大地場産業】 

        
美川仏壇          美川刺繍      ふぐの子（卵巣）糠漬 
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・観光について 

1） 藤塚神社と春季例祭「おかえり祭り」 

北前船の安全祈願守護の神社として親しまれている。「おかえり祭り」は美川仏

壇の技巧を極めた御神輿と各町内の台車が巡行する華やかなお祭りです。お神輿に

菊の御紋を頂いていることから参加者は紋付き袴の正装です。青年団が吹き鳴らす

勇壮なラッパでも有名です。          

  

2） 「平成の名水百選」認定 白山手取伏流水群 

霊峰白山を起点とする豊富な地下水が美川地区では自噴しています。この地下水

を活用して、ふぐの糠漬などの海産物業が営まれています。また、近隣から多くの

ファンが水を汲みに訪れています。石川県の天然記念物「トミヨ」（地元の呼び名 

ハリンコ）はこの綺麗な地下水がないと生息出来ません。白山ジオパークの構成要

素にもなっています。         

 

3） 小舞子海水浴場 

明治３０年 石川県最初の海水浴場とし開設された。「日本の渚百選」認定です。 

おかえり祭り 白山手取伏流水群 小舞子海水浴場 

   

 

・商工会主催のイベントについて 

1） 白山美川ふくさげ祭り 

例年３月下旬の土・日曜日 美川にちなんだ吊るし飾りを町内４会場の他、商

店等に飾付ける。まちめぐりの散策をしながら、飲食や地場産品の購入促進も図

る。          

 

2） みか１（ワン）フェスティバル 

８月下旬の日曜日 夏休みの終わりを楽しむファミリー向けイベント。特産

「フグの子糠漬」を使用の出汁と伏流水を使っての「流しソーメン」や「ふぐの

子パスタ」など地元産品の販売会も兼ねる。  

        

3） 美川里海きときと祭 

農業・漁業・商工の連携事業。漁港があることをアピールするためと「ふぐの

糠漬」等海産物加工業の振興のために港周辺で開催している。          
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白山美川ふくさげ祭り みか１フェスティバル 美川里海きときと祭 

   

  

 人口動向について 

白山市全体の人口はここ１０年で７人の減少なので、ほぼ横ばいで推移している。 

美川地区は、４５２人、３．３７％の減少であるが、他地区では４４５人、４．４８％

の増加である。 

高齢化率は、白山市全体は８，０６５人の増加で＋７．２ポイント、その内他地区は

７，２８９人の増加で＋７．２ポイント、美川区では７７６人の増加で＋６．７ポイン

トとなっている。全体的には高齢化率が高い状況である。 

 

   白山市における美川地区の年齢３区分別の推移            単位：人 

  Ｈ２１ Ｈ２４ Ｈ２７ 

～１４歳 2,141 1,995 1,806 

～６４歳 8,263 8,086 7,640 

６５歳～ 3,011 3,128 3,529 

美川地区計 13,415 13,209 12,975 

白山市合計 113,360 113,423 112,829 
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 白山市における高齢化率の推移 

   Ｈ２１ Ｈ２４ Ｈ２７ 

美川地区 ２２．４％ ２３．７％ ２７．２％ 

白山市全体 ２０．２％ ２２．０％ ２５．５％ 

 

 
 

 

 商工業者数の推移および産業構造について 

≪産業の現況≫ 

・平成２７年データでは事業所数でみると建設業 21.3％、製造業 21.2％、卸小売

29.2％、サービス業 16.8％と商業系のやや割合が高くなっている。一方、従事者数

では製造業が他業種の２～３倍程度の比率である。 

・地元小規模事業者の構成は美川地区の産業構造を特徴づけるものはあまりない。鉄

工業では、㈱コマツ関連の下請け企業が目立つ程度であるが、１次下請けではなく

孫請けである。近年は安定的に受注しており、好調を維持している。 

・湊地区の砂丘地帯と美川インターチェンジ付近は工業団地開発により比較的大きな

工場が立地している。ただし、大企業ではあるが業種的に見て美川地区への下請け

発注や地元での資材購入等の関連は非常に薄い。単純な地区外企業の誘致である。 

・従事者数の減少については、かつて繊維を中心とした工場が美川地区に数社あった 

中で、次々と不況のあおりを受けて閉鎖に追い込まれ、雇用を生む事業所が少なく

なってきたのが大きな要因である。そうした人たちに支えられていた駅前商店街の

現状は、工場閉鎖と松任地区や隣接川北町に立地した大型店やＪＡスーパーの影響

により、既に商店街とは言えず１０店舗程度に減少している。また、そのほぼ全店

が後継予定のない現世代限りの店舗である 
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≪管内業種別事業所の推移≫ 

H21 H24 H27 H21 H24 H27 H21 H24 H27

農林業 2 2 1 2 2 1 1 1 1

（構成比） 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%

建設業 129 123 115 127 120 112 89 86 85

（構成比） 21.9% 21.2% 21.3% 24.5% 24.0% 24.1% 21.1% 21.1% 21.5%

製造業 134 127 117 118 104 97 107 100 96

（構成比） 22.8% 21.9% 21.6% 22.7% 20.8% 20.9% 25.4% 24.6% 24.3%

運輸通信業 22 21 19 16 14 11 17 15 13

（構成比） 3.7% 3.6% 3.5% 3.1% 2.8% 2.4% 4.0% 3.7% 3.3%

卸小売業 177 173 158 168 163 149 126 123 112

（構成比） 30.1% 29.8% 29.2% 32.4% 32.7% 32.0% 29.9% 30.2% 28.4%

サービス業 86 93 91 80 87 84 54 52 55

（構成比） 14.6% 16.0% 16.8% 15.4% 17.4% 18.1% 12.8% 12.8% 13.9%

その他 38 41 40 8 9 11 28 30 33

（構成比） 6.5% 7.1% 7.4% 1.5% 1.8% 2.4% 6.6% 7.4% 8.4%

合計 588 580 541 519 499 465 422 407 395

（構成比） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

商工業者数 小規模事業者数 商工会員数

 
 

 
 

従事者数の推移 
      

  
Ｈ１８

年 
比率 Ｈ２１年 比率 Ｈ２４年 比率 

24/18比

率 

農林業 1 0.0% 27 0.6% 58 1.4% 5800% 

建設 376 8.3% 342 7.7% 311 7.5% 83% 

製造 1,746 38.5% 1,759 39.8% 1,602 38.6% 92% 

運輸通信 518 11.4% 506 11.5% 441 10.6% 85% 

卸小売 733 16.2% 790 17.9% 757 18.3% 103% 

サービス 507 11.2% 527 11.9% 487 11.7% 96% 

その他 651 14.4% 466 10.6% 491 11.8% 75% 

合計 4,532 100.0% 4,417 100.0% 4,147 100.0% 92% 
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② 課題 

・美川商工会管内の小規模事業者の現状 

1） 小規模事業者の数が大幅に減少 

美川地区における小規模事業者の現状は、消費者ニーズの多様化、競争激化、

人口の減少・地元住民の高齢化による消費購買力の低下、経営者の高齢化、後継

者不足等々の外部環境変化への対応の遅れの影響により小規模事業者の数が大幅

に減少している。 

2） 設備（店舗）の老朽化、需要の停滞、商品単価の低下 

平成 28 年度に当商工会が行った中小企業景況調査によると、「直面している経

営上の問題点」は、以下のとおりとなっている。 

・製造業：需要の停滞、製品（加工）単価の低下、生産設備の不足・老朽化 

・建設業：下請け業者の確保難、請負単価の低下、従業員の確保難 

・小売業：店舗の老朽化、大型店の進出による競争激化、需要の低下 

・サービス業：利用者ニーズの変化への対応、利用料金の低下、材料等仕入れ単

価の上昇 

3） 安定操業の確保は困難、加工単価の決定権もない 

当地区の製造業（特に鉄工業）は孫請けが多いため親会社の生産状況に常に左

右されている。受注が多い時は短納期、発注が少ない時は単価低下を要求される

ことが多い。このため、安定的な操業度の確保はかなり困難であり、加工単価の

決定権もない。 

4） 製造業は、親子二代、あるいは後継予定者のいる事業所が大半を占める 

円滑な後継対策のための具体的な手順・方針がない。新製品開発・新技術の獲

得による技術的な高付加価値化・差別化の取り組みが薄く、技術力を具体的に「見

える化」し、商談会等へ売り込むなどの新規顧客開拓の取り組みがほとんどなさ

れていない。 
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5） 商業・サービス業は、殆どの事業所が子供は後を継がず、店を畳む覚悟である 

設備が老朽化しても、新たな設備投資に踏み込めずにいる。なお、新しいこと

への取り組む意欲が薄く、顧客ニーズの変化への対応ができていない。 

 

 

（２） 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

① 10年程度の期間を見据えて 

美川商工会管内の小規模事業者の現状を踏まえ、その多くが顧客数減少に伴う売上

減少に起因しています。よって、今後 10 年間は、マーケティング・プロモーション

等の販路開拓に伴う取り組みを積極的に行うことが必要です。なお、これは白山市の

総合計画で目指す商工業の振興とも符合しています。 

 

② 白山市総合計画との連動性・整合性 

当商工会としては、第２次白山市総合計画（2017～2026年）で産業分野が目指す「賑

わいと活力がみなぎる元気なまちづくり」に対し、小規模事業者支援の側面から寄与

していきます。 

なお、小規模事業者振興は、地域の総合経済団体として行政機関や金融機関と連携

を図りながら、小規模事業者の経営体質の強化にあたります。 

 

・白山市総合計画の引用（商工・観光部分） 

白山市は、少子化・高齢化による人口減少をはじめ大規模災害や集中豪雨などの自

然災害への対応など、様々な課題があります。白山市では、将来にわたって持続可能

なまちづくり、地方創生につながるまちづくりを進めていくために、市民・地域・事

業者・行政等がそれぞれの役割を担いながら、共同と連携により取り組みを進めてい

くことが必要であるとしています。そして、「健康で笑顔あふれる元気都市 白山」を

実現するために、平成 29年度から 10年間を展望した総合計画を策定しました。 

総合計画では、産業分野については、「賑わいと活力がみなぎる元気なまちづくり」を

掲げ、以下の取り組みを宣言しています。 

1） 強い農林水産業づくりの推進 

i. 安定した所得を確保できる基盤の整備 

ii. 鳥獣被害対策の推進 

iii. 地産地消の推進とブランドの育成 

2） 賑わいと活力を創出する商工業の振興と推進 

i. 立地の良さなどの特徴を活かした工業の振興 

ii. 企業への支援による活力の創出 

iii. 商業の振興によるまちの賑わいの創出 

3） 若者の地元就職の拡大に向けた環境づくり 

i. 若者の地元就職の促進と安定した雇用の確保 

 

③ 商工会としての役割 

小規模事業者自らが事業計画を策定しようとすることをサポートするとともに、そ

の計画を共有して着実な実行のフォローアップを行う「伴奏型の経営支援」を核に据

えて支援にあたるものとます。 
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 ・現状を踏まえた課題 

上記に示した現状の根源にあるのは集客力のなさ、販路開拓力の弱さである。もの

が足りない時代からもの余りの時代に移行し、且つ、インターネットの普及で情報が

溢れ、海外の安い物価・労働力によって低価格商品が流通しているなか、自らが変化

しなければ業績が悪化することはやむを得ないと考える。結果、事業者数が減少や後

継予定者がいないなどにつながっている。 

その状況を打破するには、経営者が主体的に事業計画を策定し実行することが必要

である。しかし、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していないため、事業計

画を策定させるのが困難である。現状、事業計画作成セミナーを開催しても、目先の

手間を惜しんで作成しようとせず、参加者を集めるのが困難である。 

その中で、いかに多くの事業者にそのメリットを理解させられるかが重要であり、

具体的に以下の取り組みが課題であると考える。 

1) 日々の巡回訪問や窓口相談で事業計画の意義を訴え、理解してもらうこと。 

2) まず事業計画づくりを体験してもらうため、補助金を契機に活用すること。 

3) 経営指導員が、マーケティング・プロモーションのノウハウを高めること。 

 

（３） 経営発達支援事業の目標 

前述の（１）地域の現状及び課題、（２）小規模事業者に対する中長期的な振興の在り

方を踏まえて、以下の目標を設定します。 

① 事業計画の策定及び実行支援による個社の経営意識の向上 

② 地元特産品を使った商品等の開発・普及及びその販路の拡大 

③ 事業承継におけるニーズの掘り起こし及び後継者の育成支援 

 

（４） 目標の達成に向けた方針 

上記の（３）経営発達支援事業の目標で設定した各目標ごとに、以下の方針を設定しま

す。 

① 事業計画の策定及び実行支援による個社の経営意識の向上 

小規模事業者自らが事業計画を策定しようとするときに、マーケティング・プロモー

ション等の販路開拓に伴う取り組みを取り入れた計画になるようサポートするとと

もに、その計画を共有して売上推移のモニタリング及び着実な実行のフォローアップ

を行います。 

② 地元特産品を使った商品等の開発・普及及びその販路の拡大 

生産者や事業者、また白山市内唯一の石川県漁協美川支所や白山農協、白山市観光連

盟等との連携による食などのイベントの開催に取り組みます。その中で「美川の食文

化」を発信し、「美川ブランド」を訴求していきます。また、同時に観光振興と賑わ

いを創出することよって、関係小規模事業者の売上増加に繋げていきます。 

③ 事業承継におけるニーズの掘り起こし及び後継者の育成支援 

県産業創出支援機構の事業承継支援センターやよろず支援拠点等と連携し、早期・計

画的な事業承継準備を促すため、事業承継診断の実施等を通じ、事業承継ニーズの掘

り起こしを行います。 また、事業承継計画書の作成や資産面・事業面についての専門

的かつ高度な支援を連携していきます。 
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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 

[現状]これまで地域の経済動向調査は実施していない。国や県あるいは金融機関等が実施

する白山市や石川県全体の景況調査等を参考にしていた程度である。なお、日々の経営改

善に活かしきれておらず、その情報を有意に使えていない状態であった。 

[課題] 美川地区に限定した経済動向調査を実施し、ビッグデータ等を活用した専門的な

分析を行い、分析結果を小規模事業者にフィードバックしていくこと。 

 

（２）事業内容 

① 国が提供するビッグデータの活用 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中

投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分

析システム）活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 

【分析手法】 

 「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

 「まちづくりマップ・From-to分析」→人の動き等を分析 

 「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

② 管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う

「小規模企業景気動向調査（25 社を 3 年毎に年４回調査）」の調査範囲を拡大し、管

内小規模事業者 75社の景気動向等について、年４回調査・分析を行う。  

【調査対象】 

管内小規模事業者 75社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業から 15社ず

つ） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資等 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する。なお、返信がなければ訪問のうえ

でヒヤリングするものとし、原則として調査票はすべて回収するものとする。 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。また、全国・石川県の統計

結果と比較し、管内独自の傾向を把握するものとする。 

 

③ 管内の事業承継等について実態を把握するため、全国商工会連合会が行う「小規模企

業景気動向調査」の際に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の事業承継等に

ついて、年４回調査・分析を行う。 
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【調査対象】 

管内小規模事業者 75社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業から 15社ず

つ） 

【調査項目】主要事業の将来性（5～10 年先）、今後の事業継続について、廃業を予定し

ている理由、廃業する際のノウハウ・市場等の利活用の意向、後継予定者の有無、後継

予定者、事業承継の問題点・課題等 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する。なお、返信がなければ訪問のうえ

でヒヤリングするものとし、原則として調査票はすべて回収するものとする。 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。なお、②の景気動向調査の

売上額・経常利益・資金繰りや③の主要事業の将来性（5～10 年先）と今後の事業継続

の意向をクロス分析することで、有意な傾向を把握するものとする。 

 

④ 地域の活力アップに有用な手段を考えるため、地域活力推進委員会（平成 30年 4月に

商工会会員有志で発足）が行う「アンケート調査」の際に独自の調査項目を追加して

いただき、まちの賑わいの創出について、年１回調査・分析を行う。 

【調査対象】 

管内一般消費者向け店舗 25社（飲食店・小売店・観光施設（石川ルーツ交流館等）・

ＪＲ駅（美川駅等）・公共施設など） 

【調査項目】どこから来たのか、何人で来たのか、性別・年代、どこに立ち寄ったのか、

どこに立ち寄る予定なのか、その交通手段、その移動時間、等 

【調査手法】アンケート用紙を設置し併設する回収箱で回収する。 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。なお、業績が発表する各観

光施設の入込客数と照らし合わせることで、行動パターンなど有意な傾向を把握するも

のとする。 

 

（３） 成果の活用 

 情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周

知する。 

 経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。等 

 

（４） 目標 

 

内容 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

① 公表回数 － 1回 1回 1回 1回 1回 

② 公表回数 － 4回 4回 4回 4回 4回 

③ 公表回数 － 4回 4回 4回 4回 4回 

④ 公表回数 － 1回 1回 1回 1回 1回 
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３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまで経営状況の分析は実施していない。経営指導員が経験上で把握している知

見を基に、都度、アドバイスしているだけであり、きちんと時間を割いて、個社の経営状

況の分析を行うことはなかった。なお、結果として、課題意識や危機意識を持たせること

ができず、事業計画作成の着手件数が増加しない要因の一つとなっていた。 

[課題]これまで経営状況の分析は実施していなかったことから高度・専門的な知識が不足

しているため、外部専門家等連携するなど、改善した上で実施すること。 

 

（２）事業内容 

① 経営分析を行う事業者の発掘のため、管内小規模事業者等に「経営分析セミナーの開

催」を告知する。 

 

② 会員には巡回・窓口相談を介し掘り起こしを実施する。 

 

なお、外部専門家等は、経営分析セミナーの講師に招聘して集団に対応していただ

く。また、経営分析の際には、必要に応じて招聘し、個別に対応していただく。 

 

【募集方法】 

 会員には会報への掲載で、非会員に対してはホームページに掲載する方法で、管

内小規模事業者等に対し広く周知する。 

 会員には日々の巡回訪問や窓口相談で経営分析の意義を訴え、常日頃から理解し

てもらうことに努める。 

 チラシには、経営分析の後に事業計画づくりを体験してもらうことを告知し、さ

らに補助金を絡めてＰＲする。 

 

③ 経営分析の実施 

【対 象 者】セミナー参加者に加え、重点支援対象者として、青年経営者、創業者、事

業承継者等には個別に告知・勧誘を行う。 
【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析・３Ｃ分析」

の双方を行う。 

 財務分析→損益分岐点分析（収益性・生産性）、売上総利益率等の各段階の利益率、

従業員一人当り売上高、自己資本比率、当座比率、債務償還年数等 

 SWOT 分析→強み、弱み、機会、脅威、３Ｃ分析→自社、競合、顧客 

【分析手法】財務分析は、経営指導員がセミナー前に経済産業省の「ローカルベンチマ

ーク」等のソフトを活用して分析する。経営分析セミナーの際に個別にそ

の解説を行うものとする。 

SWOT 分析は、経営指導員がセミナー前に経営審査辞典等の資料を収集し、わかる範

囲で分析する。経営分析セミナーの際に個別にその解説を行うとともに、参加者に強

み、弱み、機会、脅威、自社、競合、顧客を自ら分析していただくものとする。 
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（３） 成果の活用 

 分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

 分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアッ

プに活用する。 

 

（４） 目標 

内容 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

セミナー開催回数 － 1回 1回 1回 1回 1回 

〃  参加者数 － 10人 10人 10人 10人 10人 

巡回・窓口相談によ

る掘り起こし数 
－ 5社 5社 5社 5社 5社 

分析事業者数計 － 15社 15社 15社 15社 15社 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針② 前半】 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまでも年 1回程度、事業計画策定セミナーを開催し事業計画作成を支援してい

た。しかし、参加者が集まらないことから、策定件数が年間 3社程度と低調に終わってい

た。 

[課題] これまで実施しているものの、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透してい

ないため参加者が少なかった。これからは、セミナー開催方法を見直すなど、改善した上

で実施すること。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動

や意識変化を促せる訳ではないため、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫

することで、取組に対するハードルを下げる。 

このことにより、２．で経営分析を行った事業者から 10 社/年程度（8 割）を「事業

計画策定セミナー」に誘導して事業計画の策定につなげていく。また、事業計画策定セ

ミナーで新たに 10社/年程度を集客して事業計画の策定につなげていく。 

 

（３）事業内容 

① 経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

 年 2 回開催するものとし、あらゆる業種が参加しやすいように「昼の部（サービ

ス・飲食業を想定）」と「夜の部（製造業を想定）」に分けて開催する。 

【募集方法】 

 ２．で経営分析を行った事業者に対して、直接訪問或いは電話して事業計画策定

セミナーの参加を促す。 

 会員には会報への掲載で、非会員に対してはホームページに掲載する方法で、管

内小規模事業者等に対し事業計画策定セミナーを広く周知する。 
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 新聞折込チラシ（管内 5000世帯）を配布することで、管内小規模事業者等の事業

主のみならず経営幹部や従業員層に対しても事業計画策定セミナーを告知する。 

 会員には日々の巡回訪問や窓口相談で事業計画の意義を訴え、常日頃から理解し

てもらうことに努める。 

 チラシには、経営分析のうえで事業計画づくりを体験してもらうことを告知し、

さらに補助金を絡めてＰＲする。 

【カリキュラム】 

 売上アップを見越した事業計画策定を目指すものとする。マーケティングやプロ

モーションの講義を充実させ、講義中にワークを取り入れることでここで考えた

販促策を計画に盛り込めるよう工夫する。 

№ タイトル 概　　　要

1 事業計画策定の基礎知識１ 理念・ビジョン・コンセプト

2 事業計画策定の基礎知識２ 方針・年度目標・行動計画

3 マーケティングの基礎知識１ ターゲット・市場規模・顧客ニーズ

4 マーケティングの基礎知識２ インサイト・ポジション・独自の売り

5 プロモーションの基礎知識１ ダイレクトメール・チラシ・広告・取材

6 プロモーションの基礎知識２ ＨＰ・ＬＰ・ＳＮＳ（ＦＢ・ＬＩＮＥ＠等）
 

 

② 事業計画の策定  

【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする。なお、セミナー告知経由の新規事

業者については、経営指導員が事業計画策定セミナーの開催前までに、個別に対応す

ることで「財務分析」および「ＳＷＯＴ分析・３Ｃ分析」の双方を行うものとする。 

【手段・手法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員が担当制で張り付き、

外部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。 

なお、事業計画の策定にあたっては、「地域の経済動向調査」、「経営状況の分析」及

び「需要動向調査」を踏まえることとする。 

 

（４） 目標 

内容 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

開催回数 － 2回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定件数 － 15社 15社 15社 15社 15社 

  

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②後半】 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまでは事業者側から融資等の相談を受けた場合を中心に、不定期に実施支援し

ており、積極性を欠いていた。 

[課題] これまで実施しているものの、不定期で、そもそも訪問回数が少なかった。これ
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からは対象者や訪問頻度等のルールを取り決めた上で実施すること。 

 

（２）事業内容 

[訪問頻度] 

① 1 年目は、事業計画を策定した全ての事業者を対象とし、経営指導員等が概ね四半

期に一度の頻度で巡回訪問のうえ、事業の進捗状況の確認、改善等の支援を行う。 

② 2・3年目は、事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状

況等により、訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判

断し訪問回数を減らしても支障 ない事業者とを見極めた上で、フォローアップ頻

度を設定する。なお、計画上は、事業計画策定 15社のうち、5社は年 4回（四半期

に一度）、10 社は年 2 回（半期に一度）とする。ただし、事業者からの申出等によ

り、適宜対応するものとする。 

[実施内容] 

① 巡回訪問による事業計画の進捗状況の確認 

事業の進捗状況を確認し、現時点での課題や今後の課題を把握する。必要に応じて、

以下の②・③・④のフォローを実施する。 

② 巡回訪問後に個々の事業者へのアドバイス提供 

進捗が滞っている事業者については、週 1 回の定時指導会議（毎週月曜日の午前

中）で支援方法について職員同士で議論し、解決に向けた方向性を見出した後でア

ドバイスする。 

③ 巡回訪問後に個々の事業者への情報提供 

主に、事業推進に資する施策の情報提供、課題解決に役立つ先進事例の提供、事業

推進に資する融資制度の紹介を行う。 

④ 巡回訪問後に個々の事業者への専門家の派遣 

高度な課題が発生していることが把握できた場合は、課題に応じた専門家を派遣し

て支援にあたる。 

 

（３） 目標 

 

内容 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

フォローアップ対

象事業者数 
－ 15社 15社 15社 15社 15社 

訪問頻度 

（1年目延数） 
－ 60回 60回 60回 60回 60回 

訪問頻度 

（2・3年目延数） 
－ － 80回 80回 80回 80回 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（１）現状と課題 

[現状] これまで実施していない。 

[課題] これまで実施していなかったので、調査の計画や結果の活用方法等をしっかり取
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り決めた上で実施すること。美川地区には、優れた商品をもつ小規模事業者は存在するこ

とから、本調査で需要動向を把握することでマーケットインの考え方を浸透させたい。 

 

（２）事業内容 

① 店舗調査 

美川商工会の青年部・女性部・各種部会から 3～5 人を選定し、管内の小売・飲食業者

の店舗に出向いて実地調査をしてもらう。調査結果を分析した上でフィードバックする

方法で、売上アップに資する。 

【対象事業者】事業計画策定後の実施支援を行っている事業者のうち、想定するターゲッ

トに近い一般消費者の生の声を活用して商品やサービスの開発・改善につなげたい

と希望する小売・飲食業の５事業者。 

【調査員】美川商工会の青年部・女性部・各種部会から 3～5 人を選定する。担当する指

導員が事業計画の内容を踏まえ、そのターゲット顧客に近いと想定される者を選任

する。 

【調査会場】当該小売業者・飲食業者の店舗内 

【調査方法】調査対象者に覆面調査員として当該事業者の店舗に出向いてもらい、次の調

査項目を確認してもらう。さらに、後で指導員がヒヤリングを行うことで、自由な

発言を引き出す。なお、ヒヤリングに事業者は同席しない。 

【調査項目】 

 品質・サービスの品質はどう感じるか？ 

 接客態度はお客様第一の気持ちの良い対応か？ 

 清潔感（清掃がされていて衛生的か、整理整頓は？ 

 雰囲気（店内でくつろげる雰囲気かどうか？） 

 その他、利用してみて感じる直感的な思い、本音は？ 

 品質・サービスの良い点・悪い点は・満足ポイントは？ 

 商品が売れないとすればなぜか？改良点は？ 

 購入してくれそうな新しいターゲット層は？・・・など。 

【分析手段】調査結果は、中小企業診断士等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員が分

析を行う。 

【活用方法】分析結果は、経営指導員が当該飲食店に直接説明する形でフィードバックし、

更なる改良等を行う。 

 

② グループインタビュー 

美川商工会の青年部・女性部・各種部会から 3～5 人を選定し、美川商工会の会議室に

集まってもらって現物調査をしてもらう。調査結果を分析した上でフィードバックする

方法で、売上アップに資する。 

【対象事業者】事業計画策定後の実施支援を行っている事業者のうち、想定するターゲッ

トに近い一般消費者の生の声を活用して商品やサービスの開発・改善につなげたい

と希望する小売・飲食業の５事業者。 

【調査員】美川商工会の青年部・女性部・各種部会から 3～5 人を選定する。担当する指

導員が事業計画の内容を踏まえ、そのターゲット顧客に近いと想定される者を選任

する。 

【調査会場】美川商工会の会議室 
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【調査方法】座談会形式で対象商品やサービスを見たり触れたり体験したりしてもらって

から、経営指導員が司会者となってコンセプトを説明したうえで次の調査項目の質

問を行い、自由に発言をしてもらう。なお、事業者は同席しない。 

【調査項目】 

 商品の特徴についてどこに興味を持ったか？ 

 想定される利用シーンはどういったものか？ 

 商品に対して感じる直感的な思い、本音は？ 

 商品の良い点・悪い点は・満足ポイントは？ 

 （コンセプト・デザイン・店舗外観・ネーミング、パッケージなど） 

 商品が売れないとすればなぜか？改良点は？ 

 購入してくれそうな新しいターゲット層は？・・・など。 

【分析手段】調査結果は、中小企業診断士等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員が分

析を行う。 

【活用方法】分析結果は、経営指導員が当該飲食店に直接説明する形でフィードバックし、

更なる改良等を行う。 

 

③ 地元信用金庫が開催する「しんきんビジネスフェア」において、来場するバイヤーに

対し、試食、アンケート調査を実施する。 

【対象事業者】小規模事業者のうち、経営指導員がアテンドして商談会等に出店する５

事業者。 

【募集方法】会員には会報への掲載で、非会員に対してはホームページに掲載する方法

で、管内小規模事業者等に対し広く周知する 

【サンプル数】来場者 20 人 

【調査方法】事業計画策定後の実施支援を行っている事業者のうち、経営指導員がアテ

ンドして商談会等に出店する事業所 

【対象事業者】来場したバイヤーに店頭で試食してもらい、経営指導員等が聞き取りの

うえ、アンケート票へ記入する。 

【調査項目】味、甘さ、硬さ、色、大きさ、価格、見た目、パッケージ、取引条件等 

【分析手段】調査結果は、中小企業診断士等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員が

分析を行う。 

【活用方法】分析結果は、経営指導員が当該飲食店に直接説明する形でフィードバック

し、更なる改良等を行う。 

 

（３） 目標 

 

内容 現行 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 

① 調査対象事業

者数 
－ 5社 5社 5社 5社 5社 

② 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 

[現状] これまでは経営指導員が選定した会員に口頭で商談会の案内を行い、参加の意向

を示した事業社に対してアテンドしていた。販路開拓の支援として、積極性を欠いていた。 

[課題] これまで実施しているものの、「一過性」であり、継続的な売上増加の支援となり

えていなかった。展示会出展の事前・事後のフォローが不十分であったため、改善した上

で実施すること。 

 

（２）事業内容 

  地域の実情と課題を踏まえ、計画期間中、食品製造業と小売業を重点支援する。 

① 商談会（食品製造業） 

【支援に対する考え方】 

展示会等を自前で開催するのは困難なため、既存の展示会への出展を目指す。出展に

あたっては、参加させるだけではなく、商談会でのプレゼンテーションが効果的にな

るよう事前指導を行うとともに、事後には、専門家を活用して名刺交換した商談相手

へのアプローチ支援など、商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 

・商談会出店の事前セミナー（販路開拓セミナー） 

商談会の出店希望者に対し、チラシやブースのレイアウトなどの出店の実務につ

いての知識や出店後の商談の仕方や見込客へのフォローのやり方のノウハウを、

セミナーにて提供する。 

・商談会出店の事後フォロー 

商談会の出店者に対し、原則として１年間に 4 回（四半期に一度）、経営指導員  

が巡回訪問を実施し、商談後の成約状況や見込客へのフォローの状況、さらには

消費者の需要動向や消費者ニーズ等を把握し、さらなる販路開拓に向けての改善

を行う。また、適時、必要に応じて専門家に販路開拓に向けてのアドバイスを求

めるものとする。 

【支援対象】 

毎年、管内の製造業・食品製造業者の計４社を選定し参加させる。なお、事業計画策

定後の実施支援を行っている事業者を優先させるものとするが、出店事業者数が足り

ないときは、管内の意欲ある食品製造業者から経営指導員が選定する。 

 

② 商談会（小売業） 

【支援に対する考え方】 

小規模事業者が苦手とする新規顧客の開拓の支援のため、東京都及び石川県で開催さ

れる展示会への出展を目指す。出展にあたっては、経営指導員が事前・事後の出展支

援を行うとともに、出展期間中には、陳列、接客などきめ細かな伴走支援を行う。 

商談会出店の事前セミナー及び事後フォローについては、上記①参照。 

【支援対象】 

上記①参照。出店事業者数が足りないときは、管内の意欲ある小売業者から経営指導

員が選定する。 
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③ プレスリリース 

美川地区の全小規模事業者を対象に、経営指導員が巡回などでニュースバリューが高

い（新規性・社会性・意外性・時事性があるなど）案件を見つけた際に、事業者の許

可を得たうえで、新聞・テレビ（北国新聞やテレビ金沢など）にプレスリリースを行

う。 

 

  ④ 対象とする商談会 

〇いしかわ百万石物語 

  ＩＳＩＣＯの販路開拓アドバイザーが常駐しており、テスト販売と同時に全国の百貨

店、専門小売店等のバイヤーへ橋渡しを行い販路開拓を支援している。 

  ・年間来場者数 約２５万人 

  ・取扱商品点数 １９００点 

 

〇しんきんビジネスフェア 

  信用金庫が主催するマッチングイベント。北陸と関東・信越・東海・近畿等の広域連

携により、多数の企業が出展しＰＲを行う。その中で、多数のバイヤー企業との特

別商談の場を提供し、具体的な商談を推進する展示会。（開催日数は１日のみ） 

  ・来場者数  約３２００人 

  ・出店企業数 約３００社 

  ・商談数   約２７００件 

 

〇ニッポン全国むらおこし物産展 

  全国商工会連合会が主催し、４７都道府県の各地域の特色を生かした産品を全国から

集め、流通業者などへの新たな出会いの場を提供して市場開拓を支援するとともに、

中小・小規模事業者の商品展開力・販売力向上、地域経済の活性化を図ることを目

的に開催される。（３日間開催） 

  また、首都圏を中心とした流通業バイヤーをはじめ、総菜メーカー・給食企業や空港

などのお土産屋などのバイヤーを招へいした商談会を併せて開催される。（初日の

み開催） 

  ・来場者数 約１５万人 

  ・出展数  約３５０社 

・商談数 約５５０件 

 

〇かがやき屋本店 

  ＩＳＩＣＯが、北陸新幹線金沢開業を機に、素材や製法にこだわった商品のＰＲ等を

目的に、地元百貨店（香林坊大和）の協力のもと、常設の店舗をオープン。 

  また、首都圏に常駐するＩＳＩＣＯ の販路開拓アドバイザーが百貨店や専門店など

とのマッチングを図る。 

    ・出店数  約６０社 
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（３）目標 

 

  現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

① 

商
談
会
（
食
品
製
造
業
） 

（全国） 

いしか

わ百万

石物

語・江戸

本店 

情報提

供事業

者数 

－ 10社 10社 10社 10社 10社 

出店事

業者数 
－ 2社 2社 2社 2社 2社 

商談成

約件数 
－ 1社 1社 1社 1社 1社 

（県内） 

しんき

んビジ

ネスフ

ェア 

情報提

供事業

者数 

－ 10社 10社 10社 10社 10社 

出店事

業者数 
－ 2社 2社 2社 2社 2社 

商談成

約件数 
－ 1社 1社 1社 1社 1社 

 

  現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

② 

商
談
会
（
小
売
業
者
） 

 

（全国） 

ニッポ

ン全国

物産展 

情報提供

事業者数 
－ 10社 10社 10社 10社 10社 

出店事業

者数 
－ 2社 2社 2社 2社 2社 

商談成約

件数 
－ 1社 1社 1社 1社 1社 

（県内） 

石川の

こだわ

りショ

ップか

がやき

屋本店 

情報提供

事業者数 
－ 10社 10社 10社 10社 10社 

出店事業

者数 
－ 2社 2社 2社 2社 2社 

商談成約

件数 
－ 1社 1社 1社 1社 1社 
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  現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

③ 

プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス 

新聞・

テレビ 

リリース

案件数 
－ 6社 6社 6社  6社 6社 

延リリー

ス件数 
－ 30社 30社 30社 30社 30社 

掲載件数 － 3社 3社 3社 3社 3社 

 

  現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

④ 

事
前
セ
ミ
ナ
ー
・
事
後
フ

ォ
ロ
ー 

商談会

出店の

事前セ

ミナー 

開催回数 － 1回 1回 1回 1回 1回 

参加人数 － 8社 8社 8社 8社 8社 

商談会

出店の

事後フ

ォロー 

フォロー

アップ訪

問件数 

－ 8社 8社 8社 8社 8社 

フォロー

アップ延

訪問回数 

－ 32社 32社 32社 32社 32社 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

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 

[現状] これまで事業実施にあたり、他の支援機関等の関係者間で今後の地域経済活性化

の方向性を共有できる仕組みがなかった。 

[課題] これまで実施していなかった。地域経済の活性化に資する協議会を、関係者が一

同に参画する枠組みを作って開催し、当商工会がその中心的役割を担うこと。 

 

（２）事業内容 

① 「美川地区地域活性化協議会」の開催（年２回） 

「美川の食文化」を発信して「美川ブランド」を訴求していくこと、及び、同時に観光

振興と賑わいを創出すること等で美川地区の活性化等を協議するため、白山市役所、白

山市観光連盟、ＪＡ白山、北陸信用金庫、専門家などの関係者が一同に参画する協議会

を開催する。なお、商工会は、協議会の事務局を担うものとする。 

 

② 地元特産品を使った商品等の開発・普及 

猛毒であるフグの卵巣を糠漬することで無毒 

化した珍味「ふぐの子糠漬」を使ったパスタ 

料理を商工会青年部で開発、地元イベントに 

出品、知名度の向上を図っている。また、開 

発されたレシピの公開により、市内飲食店で 

の常時メニュー化を促進する、この中では各 

飲食店で独自アレンジを加えての応用レシピ 

も開発されることを想定する。結果として、 

「ふぐの子糠漬」の他、「フグ等の糠漬・粕漬」 

の販売額増加を目指す。 

 

③ 地元特産品を使った商品等の販売促進 

当商工会は、これまで以下の３つのイベントを主催してきた。 

 農・漁・商工連携による「美川里海きときと祭」・・・９月 

美川漁港で獲れたての魚や特産品が販

売される。会場には大漁旗も掲げられ、

鮮魚をはじめ、採れたての新鮮野菜や

新米、地元特産品が集まるほか、マグ

ロの解体実演が行われる。 

 
 

 

 

 

 

 
珍味「ふぐの子」を使用した 

ふぐの子パスタ 
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 中心市街地活性化イベント「みか１フェスティバル」・・・８月 

白山市美川地区は、美川仏壇や美川刺

繍に代表される工芸を作る文化と、お

かえり祭りの漆塗りの台車に代表され

る工芸を愛でる文化が残っている地区

です。 

 そんな美川という場所で、作家さんを

応援したいという“おもい”でみか１

クラフトマーケットは始まりました。 
 

 

 商店街賑わい創出イベント「白山美川ふくさげ祭り」・・・３月 

「ふく」は魚のフグ、「さげ」は魚のサ

ケ、 そして「祭り」は「おかえり祭

り」・・・ どれも美川の名物です！ 

 これらの言葉の意味を含ませた「ふく

さげ祭り」。 もちろん「福」を「さげ

る」・・・おめでたい雛人形をつるし飾

る という意味を込めた、春をことほぐ

お祭りです。 
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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り組み 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまで他の支援機関や専門家等との間で連携する仕組みがなく、支援ノウハウ等

の情報交換は積極的に行ってこなかった。 

[課題] これまで他の支援機関との情報交換は実施しているものの、積極性に欠いていた。

これからは、自らの支援能力の向上を図るため、定期的に情報交換する仕組みを構築した

うえで実施すること。 

 

（２）事業内容 

① 地域経済支援対策会議の開催（年２回） 

白山市役所、白山市観光連盟、ＪＡ白山、北陸信用金庫、専門家などの関係者が参画す

る「地域経済支援対策会議」を開催し、美川地区の最新の経済動向等を把握するととも

に、参加者相互の支援ノウハウの交換を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努め

る。  

 

② 広域商工会連絡会への出席（年１回） 

美川、野々市市、鶴来、白山の各商工会が持ち回りで開催する広域商工会連絡会におい

て、支援の現状（各機関の小規模事業者への支援の成果や課題）や商工会施策活用等に

関する情報交換を行う。  

 

③ 経営支援連絡会議への出席（年４回） 

石川県商工会連合会が主催する経営支援連絡会議において、県内の施策や先進事例等、

具体的な資金調達方法、経営分析の方法、販路開拓の方法、法律的な知識等に関する情

報を得る。  

 

④ 日本政策金融公庫との情報交換会の開催（年１回） 

日本政策金融公庫金沢支店から国民生活事業担当者を招き、石川県内全般の金融情勢や、

公庫融資制度について意見、情報交換を行う。  

 

⑤ 地域金融機関との情報交換会の開催（年１回） 

管内４金融機関（株式会社北陸銀行、北國銀行、北陸信用金庫・鶴来信用金庫）の支店

長を招き、管内の融資情勢や金融施策について意見、情報交換を行う。金融機関独自の

考え方や直近の融資姿勢等に関する情報を得る。  

 

 

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 

[現状] これまでも、経営指導員間では案件発生ごとに連絡協議を実施している。しかし、

内容的にはその場その場の局面についての対応が主体であり、人材育成や情報共有する意

図は低かった。 

[課題] これまでは、計画的な支援能力の向上に向けた取組や支援ノウハウを共有する取
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組ではなかった。これからは、経営指導員のみならず他の職員をも含めた組織全体として

レベルアップする仕組みを構築したうえで実施すること。 

 

（２）事業内容 

① 外部講習会等の積極的活用 

経営者の悩みの多くが売上アップに関するものである。経営指導員及び一般職員の販路

開拓ノウハウの一層の向上のため、中小機構が主催する「経営指導員研修」及び石川県

商工会連合会主催の「経営支援能力向上セミナー」に対し、計画的に経営指導員等を派

遣する。  

 

② ＯＪＴ制度の導入 

支援経験の豊富な経営指導員と一般職員とがチームを組成し、巡回指導や窓口相談の機

会を活用したＯＪＴを積極的に実施し、一般職員も含めた組織全体としての経営支援ノ

ウハウ、特にマーケティング・プロモーションの能力の向上を図る。 

 

③ 職員間の定期勉強会の開催 

経営指導員が順番で講師を務め、これまで自ら学んできたマーケティング・プロモーシ

ョンの理論・ノウハウに関して、定期的な勉強会（月 1 回・年間 12 回）を開催し意見

交換等を行うことで、職員の支援能力の向上を図る。 

 

④ データベース化 

担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模

事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定

レベル以上の対応ができるようにする。 

 

⑤ 定時指導会議 

事務局長及び経営指導員と一般職員による定時指導会議（毎週月曜日の午前中）を開催

し、各経営指導員が抱える案件の指導状況の確認とその後の支援方法等について協議す

ることで、個人に帰属しがちなマーケティング・プロモーションの現場レベルの実務的

なコツを組織として共有できるようにする。 

 

 

２．事業の成果に対しての評価及び見直しの実施 

 

（１）現状と課題 

[現状]これまで事業の成果に対しての評価及び見直しは実施していない。 

[課題]これまで実施していなかったことから、外部有識者を活用して定期的に事業の評価

及び見直しを行うための仕組みを構築した上で実施すること。 

 

（２）事業内容 

① 当会の理事会と併設して、白山市商工課長、中小企業診断士、北陸信用金庫支店長、

等をメンバーとする「外部有識者協議会」を一年に 1回に開催し、経営発達支援事業

の進捗状況等について評価を行う。 
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② 当該協議会の評価結果は、役員会にフィードバックした上で、事業実施方針等に反映

させるとともに、ＨＰに掲載（年１回）することで、地域の小規模事業者等が常に閲

覧可能な状態とする。 
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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 

（１）組織体制 

 

① 美川商工会組織図               （平成３０年１１月現在） 

会員　３８２名

事務局（事務局長1名・経営指導員2名・補助員1名・記帳指導職員1名）

会　長 副会長 理　事

理事会　２５名

監　事

部会（商業部会・工業部会）

青年部

女性部

 
 

 ②経営発達支援事業の実施体制 

・事業の総括 ： 会長 

・事業の執行及び体制整備 ： 理事会 

・事業の実行推進 ： 事務局（全職員５名） 

・事業の実施協力 ： 部会、青年部、女性部 

 

経営発達支援計画は、当商工会の事務局長１名、経営指導員２名・補助員１名・

記帳指導職員１名が実施する。また、今回計画した経営発達支援事業は当商工会の

事業計画の各事業に連動させ、役員や各部会、青年部・女性部との連携により全面

的に推進する。 

経営発達支援事業の進捗管理については、事務局長と経営指導員２名主体となり

毎月管理を行い、確実に事業を実施する。また、役員等へは、理事会等で随時進捗

状況を報告する。 

  

（２）連絡先 

  美川商工会 

〒929-0224 石川県白山市美川中町ソ５８番地 

電話番号  076-278-3328 

ＦＡＸ番号 076-278-3332 

メール   mikawa@shoko.or.jp 

  ＵＲＬ    http://mikawa.shoko.or.jp/ 

 

事業推進員会 
・事業推進 
・総務 
・共催 
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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 29年度 

(29年4月以

降) 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

必要な資金の額 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

 

需要動向等調

査 

経営分析 

事業計画策定 

地域活性化 

支援力向上 

1,000 

200 

300 

1,000 

100 

1,000 

200 

300 

1,000 

100 

1,000 

200 

300 

1,000 

100 

1,000 

200 

300 

1,000 

100 

1,000 

200 

300 

1,000 

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 

会費収入、国・県及び町補助金収入のほか本事業実施にあたり活用可能な委託事業費等 

 

（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．小規模事業者の高度で専門的な課題解決を図るために、各種専門家派遣制度の活用

および各種支援機関との連携・協力体制で対応する。 

 

２．補助金、制度融資、創業支援、地域活性化事業等については、行政機関、金融機関、

各種支援団体などの関係機関との連携で対応する。 

 

３．新商品、新技術の開発と新規顧客開拓のビジネスマッチングの開催（参加） 

連携者及びその役割 

１．石川県 

代表者：知事 谷本 正憲 

所在地：石川県金沢市鞍月1 丁目1 番地 

連絡先：076-225-1111 

役 割：制度融資、専門家派遣制度、地域資源活用推進事業（活性化ファンド等 

の補助金） 

 

２．白山市 

代表者：市長 山田 憲昭 

所在地：石川県白山市倉光二丁目１番地 

連絡先：076-276-1111 

役 割：制度融資、創業者支援補助金、中小企業設備投資促進助成金、観光支援 

 

３．石川県商工会連合会 

代表者：会長 田上 好道 

所在地：石川県金沢市鞍月2 丁目20 番地 

連絡先：076-268-7300 

役 割：専門家派遣制度の活用、経営支援チームの派遣、経営指導員の資質向上に関

する研修等 

 

４．石川県産業創出支援機構 

代表者：理事長 谷本 正憲 

所在地：石川県金沢市鞍月2 丁目20 番地 

連絡先：076-267-1001 

役 割：石川県よろず支援拠点や事業引継ぎセンターによる事業者の課題解決 
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５．石川県工業試験場 

代表者：場長 浅井 豊樹 

所在地：石川県金沢市鞍月2 丁目1 番地 

連絡先：076-267-8081 

役 割：製品の試験や成分分析等に関する専門的な課題解決 

 

６．一般社団法人 北陸地区信用金庫協会 

代表者：会長 蓑輪 進一 

所在地：石川県金沢市尾張町1-4-15 

連絡先：076-261-2836 

役 割：新規取引先の開拓（ビジネスマッチング事業） 

 

７．株式会社北陸銀行 

代表者：会頭 庵 栄伸 

所在地：富山市堤町通り1丁目2番26号 

連絡先：076-423-7111 

役 割：新規取引先の開拓（ビジネスマッチング事業） 

 

８．株式会社北國銀行 

代表者：会頭 安宅 建樹 

所在地：石川県金沢市広岡2丁目12番6号 

連絡先：076-263-1111 

役 割：新規取引先の開拓（ビジネスマッチング事業） 
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連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美川商工会 
経営発達支援事業の実施体制 

・事業の総括 ： 会長 
・事業の執行及び体制整備 ： 理事会 
・事業の実行推進 ： 事務局（全職員５名） 
・事業の実施協力 ： 部会、青年部、女性部 

北陸地区信用金庫協会 
役 割：新規取引先の開

拓（ビジネスマッチング

事業） 
 
株式会社北陸銀行、北國

銀行 
役 割：新規取引先の開

拓（ビジネスマッチング

事業） 

石川県 
役 割：制度融資、専門

家派遣制度、地域資源活

用推進事業 
 
白山市 
役 割：制度融資、創業

者支援補助金、中小企業

設備投資促進助成金、観

光支援 

石川県産業創出支援機構 
役 割：石川県よろず支

援拠点や事業引継ぎセン

ターによる事業者の課題

解決 
 
石川県工業試験場 
役 割：製品の試験や成

分分析等に関する専門的

な課題解決 

石川県商工会連合会 
役 割：専門家派遣制度

の活用、経営支援チーム

の派遣、経営指導員の資

質向上に関する研修等 

相
互
連
携 

活動支援 

・事業計画策定支援 
・販路開拓支援 
・創業支援・金融支援 
・事業承継支援・再生支援 
・地域振興発展に関する支援 

小規模事業者 
新規創業者、第二創業者 
事業承継者 等 

美川地区の全小規模事業者の持続的発展を目指した事業

計画の策定支援やその実現に向けた伴奏型支援の実施 
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