
経営発達支援計画の概要 
実施者名 
（法人番号） 

野々市市商工会 （法人番号 ２２２０００５００２１４１） 

実施期間 
平成３１年４月１日 ～ 平成３６年３月３１日 

目標 

石川県内で最も事業者間競争の厳しい野々市市において、小規模事業者が自ら自

社の経営分析等を行い経営力を高める機会を提供して事業者特性を伸長する支援

をすることで、大型店とも共存できうる小規模事業者の持続的発展を目指す。 
具体的には、 
①創業者が継続的に増加出来る仕組みを作る。 
②新商品の開発や新サービス、既存事業の見直し等の実施により、事業者に経営

力の向上を図っていただく。 
③生産性の向上による人材不足解消の支援を実施する。 
以上を目標とする。 

事業内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること         
個々の小規模事業者に対して、専用のヒアリングシートを用いて業況や現在抱え

ている課題、取組状況等を聞き取る形の調査を実施する。 
２ 経営状況の分析に関すること           
地域経済動向調査実施先や事業計画策定セミナー参加者の中から、４０社を選定

し、財務分析や SWOT 分析、３C 分析を行う。 
３ 事業計画策定支援に関すること       
地域経済動向調査等によって把握した支援の必要性が高く、かつ経営状況の分析

によりニーズ喚起出来た事業者に対して、事業計画策定支援を行う。 
４ 事業計画策定後の実施支援に関すること   
事業計画を策定した小規模事業者及び創業予定者を対象に、計画の実現を目指し

てフォローアップを定期的に実施する。 
５ 需要動向調査に関すること         
事業者の商品・サービスの需要や販路について、消費者ニーズに対応できるよう

に市場動向を情報収集・分析し、経営計画の実施支援に活用する。 
６ 新たな需要開拓に寄与する事業に関すること    
 業種や取組内容に応じた展示会出展を通して、販路拡大の支援を実施する。 

連絡先 
野々市市商工会  〒921-8821  石川県野々市市白山町 8-16 
TEL 076-246-1242 FAX 076-246-2558 Ｅmail nono@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 

  A.位置 

  野々市市は、石川県のほぼ中央に位置し、県都金沢市の中心市街地から南西約 5 

㎞の距離にあり、北東部を金沢市、南西部を白山市に接している。面積は 13.56㎢ 

（県域の 0.32％）であり、東西 4.5 ㎞、南北約 6.7 ㎞の山や海のない平坦地であ 

り、海抜は最高 49.9ｍである。 

 図１：野々市市の位置 
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  B.人口 

野々市市は、図２にあるように人口が右肩上がりに増加してきたことから平成 23 

  年 11月 11日人口が 50千人を超え、このことから市制を施行して誕生した新しい市 

である。 

野々市市が位置する石川県の中央部は、県都金沢市とともに白山市、かほく市、 

津幡町、内灘町及び野々市市の４市２町から形成されており、その各都市の人口は、 

平成 30年 7月現在の石川県統計基本情報によれば、金沢市 465千人、白山市 110千 

人、かほく市 34千人、津幡町 36千人、内灘町 26千人及び野々市市 55 千人であり、 

合計 726千人からなる地域である。 

その中で野々市市は、この地域の人口の 7.5％を占め、人口密度は、4,121人/㎢ 

と本州日本海側で最も人口密度が高い市である。 

更に、我が国全体では人口が減少傾向になっているが、野々市市では人口が増加 

中で、将来人口推計では、国立社会保障・人口問題研究所推計では 2040年まで、政 

府目標では 2050年まで人口は増加するものと推計されている。（図３参照） 

 

図２：人口の変遷 

 
（出典：ののいち創生長期ビジョン） 

図３：将来人口推計 

 
（出典：ののいち創生長期ビジョン） 
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C.交通 

当地区の主要な道路はほぼ市役所主導で計画的に行われており、交通の便が良く 

  買物しやすい環境が整備されている。 

また、道路計画が金沢市と連携して実施されていることから、同市とのアクセス 

  が良好であり、後述の市外から買い物客が流入しやすい一因となっている。 

  

D.産業 

a.活気のあるまち              

野々市市は、１９５５年（昭和３０年）野々市町として誕生して以来、県庁所在 

地金沢市に隣接するベッドタウンとして金沢市と一体的に理解され、人口は、１９ 

７５年（昭和５０年）には２万人、１９８０年には３万人、１９８５年には４万人、 

平成２３年には５万人と右肩上がりで増加し、これに呼応して大型商業施設も進出 

し、「人」の転入も「事業者」の参入や創業も増えてきたところであり、現在は、郊 

外型大型店や中型スーパーが市内に多数建ち並び、野々市市の市域を超えて遠方か 

らの買い物客が集まる地域となっており、東洋経済による「住良さランキング２０１

８」では、全国１８位にランキングされた地域である。 

   このような発展をとげてきたことを反映して、市面積１３．５６㎢と小さい面積 

の大半が現在は住宅地に位置づけられている。 

また野々市市には、石川県立大学（学生数５９２名）、金沢工業大学（学生数６， 

５１４名）の２つの大学があって若者が多いことから、衣・食・住の関連消費も多 

く、地域に総合的に活気をもたらしている。  

   ただし、県外出身者比率が石川県立大学５６％、金沢工業大学７３％と高く、後 

  述する居住について流動性が高いという野々市市の特徴の一要因となっている。 

 

b.特徴ある産業構造 

野々市市の産業構造は第３次産業が１，９５７事業所で全事業所数２，３３８事 

業所の８４％を占めて圧倒的に多く、第１次、第２次産業比率が低い地区である。（図 

４、５参照） 

 第３次産業の主要産業は以下の通り。 

【卸売・小売業】 

 市内には、食料品販売や衣料品販売、コンビニ等多数の小売店が存在しており、 

大型店の進出も多い。最近では大型の自動車小売店が３店舗たて続けに出店したほ 

か、大型の倉庫型小売店が県内で唯一出店しており、今後も同様の傾向は続いてい 

くものとみられる。 

 

【サービス業】 

 生活関連サービス業の中でも、特に理美容業は１４０店舗以上存在しており、サ 

ービス業全体の３割を超えている状態にある。その他にもエステティック業や自動車

整備業の事業者も数多く存在しており、最近は接骨院や小型のスポーツジムの開業が

目立っている。 

 同業界は、比較的大規模なチェーン店の管内への参入が比較的少なく、小規模事業

者間での競争が激しい。ただし、自動車整備業等一部の業種においては、大型自動車
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販売店が事業者整備部門を有していることから、大型店との競争も生じてきている。 

   業界を通してみると、開業数及び廃業数が多い業種である。 

 

【飲食業】 

 飲食業においては、大規模資本のチェーン店が多数参入しているが、一方で小規 

模事業者が経営する単独店舗も数多く存在しており、同業者間で激しく競争しなが 

ら、営業を行っており、開廃業数が多い。 

なお、野々市市内においては大規模な商業集積された地区はないものの、市自体 

の面積も小さいことから、いわば石川県中央部という大きな商圏において“野々市市 

自体が商業集積されている”と認識されている。 

またサービス、小売、飲食及び宿泊業は、全てが一般生活者を対象としての事業 

体であるが、海や山の自然も無く認知度の高い観光施設も少ないことから、観光関 

連の産業は皆無に近い状態である。 

 

図４：産業別事業所数  

 
（出典：ののいち創生長期ビジョン） 
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 図５：産業別就業者数 

 

 
（出典：ののいち創生長期ビジョン） 

 

c.事業所数の推移 

   前述の通り、当地区は人口の増加に伴い事業所数も増加傾向にある。その伸び率 

  は県内全体を大幅に超えており、県庁所在地である金沢市と比較しても高い水準に 

  ある。 

 

【事業所数の推移】 

 Ｈ２４年度 Ｈ２６年度 伸び率 

野々市市 2,335社 2,385社 2.1％ 

金沢市 26,471社 26,918社 1.7％ 

県内全体 61,710社 61,799社 1.4％ 

 

  しかしながら、商業分野発展の一方で、ここ数年の工業関係については住宅地の 

増加拡大により徐々に郊外へ移転しており、企業数とともに雇用の場が市外へ流出 

している。  

また、工場の移転により街中に一定の大きな空き地が生まれる状況も発生し、市 

としてもその適切な利用に腐心しており、その一部は大型ショッピングモールとな 

っている。 

 その他、商業者数が増加する中で、一部市内のテナントに不足が生じてきており、 

当地区での創業を希望しながらも、断念せざるを得なくなる事例も増加しており、 

地区内の事業者数の増加を抑制する要因となっている。 

 

  d.北陸新幹線開通の影響 

   北陸新幹線金沢駅が平成２７年３月に開業しており、金沢～東京間の所要時間が 

従前より約１時間２０分短縮され、最速２時間２８分となった。時間短縮効果によ 

って県外からの観光客数が平成２７年及び平成２８年に１，５００万人を突破（開 
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業前対比＋３００万人）するなど、大きな経済効果が生まれている。 

 しかしながら、その効果は金沢市を中心として一部の観光地に限定されており、 

当地区における経済効果は大きく生じていない。 

   また、金沢駅周辺での飲食業等の開業が近年急増しており、全国的な好景気によ 

る人手不足も相まって、当地区において深刻な人手不足が生じている。 

 

E.居住 

a.特徴 

野々市市の住宅の所有形態は「民営借家」が４９％と最も多く、「持ち家」４４％ 

を上回っている。（図６参照） 

これは石川県の民営借家率 ２４％や持ち家率 ７０％と比べると、大きく異なり 

借家率の高い構造となっている。 

これを平成２年からの推移でみると、需要と地域の土地区画整理事業とも相まっ 

て宅地開発が進み人口が増加し持家数は増えたが、転入者の多くが民営借家のアパ 

ートに居住しているため持ち家率はほぼ横ばいの状態となっている。   

 

 図６：住宅の所有形態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b.人と企業の高い流動性 

居住年数からみると、居住年数５年以内の転出者が圧倒的に多く、この流れは今 

後も継続することが考えられる。（図７、図８参照） 
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図７：転出者居住年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：ののいち創生長期ビジョン） 

これらの懸念は、野々市市が平成２７年８月に策定した「ののいち創生長期ビジ 

ョン」にも指摘されている。 

「ののいち創生長期ビジョン」では、次のように記している。 

 ・人口は増加しており、その要因は、転入による社会増に依存（図８参照） 

  ・転入者の多くは、転入後数年で転出し、定住化していない。 

  ・野々市市の産業は、第３次産業と域外への労働力提供により成立（図９参照） 

 ・野々市市の産業は、第３次産業が多く、人口減少にマイナス影響を受けやすい。 

 

図８：社会動態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の通勤先の状況 
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図９：通勤先状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②課題 

 人口密度が高く商圏内の住民の購買意欲が高いという商売を行う上で良好な環境は 

整っているものの競争の激化に伴い廃業率が高いことから、当地区においては既存小 

規模事業者の経営力向上による生存率の上昇や創業者数の増加によって地域の活性化 

をいかに図っていくかが課題といえる。 

  その他、全国的に有効求人倍率が高水準で推移しているが、小規模な商業者が多い 

当地区においては特に人手不足の深刻化による影響は顕著であり、人手不足について 

対策を図っていく必要がある。 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

①野々市市の方針 

野々市市では、市政化に伴う第一次総合計画（中間見直し平成 29年度～平成 33 年度） 

において産業振興施策として次を掲げている。 

A.事業者のニーズに合わせた情報提供や相談体制の充実を図るとともに、県や商  

工会などと連携しながら事業者の経営改善を支援する。 

B.事業継続や創業予定者のチャレンジを支援することにより、地域の新たな需要を 

掘り起こし、地域における雇用創出を促すとともに、空洞化した旧市街地の 中央 

地区に良好な市街地環境を作ることで地域経済の活性化と定住の促進を図る。 

 

②商工会の対応 

A.市の事業者支援方針については、市と商工会の事務局からトップの各レベルに  
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において更に連携を強化して、事業者への経営支援情報の発信、及び創業予定者へ 

の創業支援情報の発信を行うとともに、事業者や創業予定者に「切磋琢磨して経営力 

を向上できる機会の提供」を行う。 

B.市の地域経済の活性化と定住の促進については、事業者のチャレンジと創業の夢 

実現化を応援する機会の創出として、市が計画する開発計画の中に事業者と創 業 

予定者支援施設の設置とともに、開発エリアに市民、大学生、事業者等様々な人達 

が集う活動に協力する。 

これらを通じて、７，０００余の学生を有する金沢工業大工と旧市街地をつなぐ 

面的広がり『にぎわい交流ゾーン』の形成に寄与して地域の魅力を高めて地域経済 

の活性化と定住の促進に寄与する。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期計画において、小規模事業者が自ら自社の経営分析等を行い経営力を高めるセ 

ミナーや先進事例見学の機会を提供することで、①小規模事業者の経営の持続化を図り、

事業者とその家族の地元定着及び雇用の場確保 ②創業予定者を支援し、野々市市内での

創業と定着発展及び雇用創出 ③野々市市と協力して野々市市中央部の魅力アップと活

性化を図ってきたところである。 

 本目標については、計画の振り返りを目的として開催した評価会議において“小規模

事業者が自社の経営計画を策定し履行していくことが、経営の持続化や発展に資する、

また地域の発展に寄与するので今後も計画を発展させて欲しい”との評価を得ている。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 上記の評価に基づき、事業を発展させるべく、第２期では以下の具体的な目標を設定

する。 

 ①新商品の開発や新サービス、既存事業の見直し等の実施により、事業者に経営力の

向上を図っていただく。（継続） 

②創業者が継続的に増加出来る仕組みを作る。（継続） 

 ③生産性の向上による人材不足解消の支援を実施する。（新規） 

 

（４）目標達成に向けた方針 

 【新商品の開発や新サービスの実施による経営力の向上支援（継続）】 

  当地区は比較的広い商圏を有しているものの、地区内の住民の流動性も高いことか 

ら、顧客が流出しやすい環境にある。その為、継続的に新規顧客を獲得していくため 

にも、新商品の開発や新サービスの実施などの【新規性】を【計画的】に演出してい 

く必要がある。 

 ヒト・モノ・カネ・情報の経営資源に乏しい小規模事業者にとっては、事業計画策 

定によって計画的に物事を推進していく必要性が高いことから、事業者の新規企画の 

掘り起し、計画策定、販路開拓支援等を商工会が伴走的に行っていく。 

 

 【創業者が継続的に増加出来る仕組み作り（継続）】 

  当地区は県内で有数の人口増加地区であり、地区内での創業者数も安定して推移し
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ている。また、平成２８年度より当商工会が開催する創業塾には沢山の受講者が参加

され、実際に創業に至った受講者を一定程度有する。 

  その為、今後も継続的に創業塾を開催し、受講者に対して経営計画や事業計画の策

定等のフォローアップを実施することにより、創業者数の増加を図っていく。 

  また、開業の際に多額の設備費が発生する飲食業希望者に対して、リスクを少なく

開業できるように、市と共にチャレンジショップ設置の検討・企画を行っていく。 

  

 【生産性の向上による人材不足解消の支援（新規）】 

  近年の好景気及び少子高齢化により幅広い業種において人材不足が生じている。現 

状において、雇用の促進による雇用促進は困難な状況にあることから、【業務改善】や 

【品質改善】によって生産性を向上させていく必要がある。 

 具体的には５Ｓや店舗レイアウト、リードタイム改善、管理体制の見直しを支援し 

ていく方針である。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

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） 

 

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】 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 ①地域経済動向調査 

市内の全小規模事業者に対して業況、経営上の課題、販路開拓、事業承継等のアンケ

ートを実施し、本調査によって、①経営者の年齢が低いほど、売上を中心として業況が

改善する傾向があること、②業況は業種により異なり、建設・不動産関連業種で良好な

こと、③経営上の課題として、売上向上、利益率・採算性向上、人員確保を挙げる事業

者が多いこと、等地区内事業者の傾向をしっかりと把握出来ていると、評価委員会での

講評を受けた。 

一方、調査内容が個別の事業者の経営課題の発掘に直接つながっていないとの意見が

あった。 

 

 ②野々市市地域経済・経営状況分析会議 

 商工会役員及び外部有識者を交えての分析会議を実施していたものの、実態としては

外部有識者のみが分析を行っていたことから、会議については廃止し、第２期では調査

内容を鑑みて、経営指導員が分析を実施する。 

 ③調査結果の講評・情報提供 

 調査結果については、ＨＰ上にて掲載した他、地域の金融機関との会議にて配布説明

を行うなどの周知を実施しており、同様の手法を継続していく。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

  現状においては、地域経済動向調査において把握した当地区の情報について、その 

後の経営発達支援事業の根幹である事業計画策定に結びついていない状況にあった。 

そのことから、地域経済動向調査自体が、直接事業計画策定に結びつくための仕組み

作りをおこなっていく。 

 

（２）事業内容 

①地域経済動向調査（継続） 

個々の小規模事業者に対して、専用のヒアリングシートを用いて業況や現在抱えてい

る課題、取組状況等を聞き取る形の調査を実施する。 

 【調査対象】管内小規模事業者１００社 

 【調査項目】売上の推移及びその理由、商品開発の実施有無及びその理由、販路開拓 

の実施有無及びその理由、サービス内容の改定実施有無及びその理由、 

店舗等の設備導入の有無 

【調査手法】巡回訪問やセミナー開催時等での聴き取り 

【分析手法】経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」等を活用して取組状況の分析を行う 
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（３）成果の活用 

調査内容については、取りまとめた上でデータ化して、ＨＰ掲載等によって地区内事

業者が抱えている課題等の周知を図っていくと共に、調査にて事業者が着手している新

たな取組を把握し、その後の事業計画策定に繋げていく。つまり、本調査自身によって

事業計画策定見込み先を発掘できるようにする。 

 

（４）目標 

 現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

公表回数 １回 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】 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 ①経営状況調査 

飲食業や自動車整備業など特定の業種や若手経営者など特定の属性の事業者に対する

動向・取組調査を実施してきており、個々の小規模事業者に対して各々が属する業界等

の特徴や販路開拓の取組状況等について提示することが出来た。 

しかしながら、評価会議にて「企業経営者との面談を通じて、課題発見や事業計画作

成意欲の触発など、伴走型支援における次のステップにつなげることにも活用して欲し

い」との意見も受けている。 

 

 ②野々市市地域経済・経営状況分析会議 

 商工会役員及び外部有識者を交えての分析会議を実施していたものの、外部有識者の

みが実質的に分析を行っていたことから、同会議については廃止する。 

 第２期については職員が中小機構の「経営計画つくるくん」等を活用しながら分析を

実施していく。 

 

 ③調査結果の講評・情報提供 

調査結果については、ＨＰ上にて掲載した他、地域の金融機関との会議にて配布説明

を行うなどして周知を実施していたが、今回は個別企業の経営分析を行うことから、被

分析企業以外への公表は当然ながら行わない。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

  本調査についても地域経済動向調査と同様に、事業計画策定に結びつくことが少な

かった。また調査件数のみが目標となっており、個社の経営分析については明確に目

標設定されてなかったので、経済産業省や中小機構が提供する分析ツールを活用しな

がら、実施する分析について目標設定する必要がある。 

 

（２）事業内容 

  ①経営状況調査（拡充・継続） 

 【対象者】地域経済動向調査実施先や事業計画策定セミナー参加者の中から、４０ 

      社を選定 
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【分析項目】財務分析（収益性分析、安全性分析等）やＳＷＯＴ分析（企業の強み 

や弱み、機会や脅威）、３Ｃ分析（顧客・自社・競合分析）を行う。 

【分析手法】中小機構の「経営計画つくるくん」等のソフトを活用し、経営指導員 

が実施。 

 

（３）成果の活用 

   分析結果は、事業者にフィードバックし、事業計画の策定のきっかけとなるよう 

に活用していく。 

 

（４）目標 

 現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

分析件数 ― ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針２】 

＜第１期における取組と評価等＞ 

①事業計画の策定支援 

 巡回や窓口相談や事業計画策定セミナー等をきっかけとして目標を超える事業計画の

策定支援を実施できるなど、満足度の高い結果となった。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

 事業計画の策定支援は数多く実施できたものの、新規での事業計画策定事業者は減少

してきていることから、現状において事業計画策定の経験が無い事業者にいかに策定し

てもらうかが課題と言える。 

 

（２）支援に関する考え方 

 事業計画の策定については、特に小規模事業者に対して意義を理解していただくには

ハードルが高いことから、まずは地域経済動向調査によって売上が減少傾向にある事業

者、商品開発・販路開拓の取組を行う事業者、新規店舗出店を行う事業者等、事業計画策定の

必要性が高い事業者の掘り起しを行い、掘り起こした事業者に対して経営状況調査の活用に

よってニーズ喚起を行い事業計画策定支援に結び付けていく。 

  また、近年実施している事業計画策定セミナーの参加者が固定化しつつある現状を鑑み

て、国・県・市等の補助金の募集時期に併せてセミナーを開催することによって、事業計画策定

見込事業者の掘り起しを図っていく。  

  その他、創業予定者を対象に創業塾を開催し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」につ

いて学んでいただくとともに、創業に伴う事業計画を作成いただく。創業予定者に関しては、現

状においても定期的に相談を受けているところであり、事業計画の策定を促していく。 

  最後に、人材不足の解消に向けて【業務改善】や【品質改善】を検討している企業に対して

も、５Ｓや店舗レイアウト、リードタイム改善、管理体制の見直しについて、事業計画策

定を促していく。 

 

（３）事業内容 
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  ①事業計画の策定（改善・継続） 

 【支援対象】経営分析を実施した事業者 

 【手段・手法】a.地域経済動向調査先 

        b.事業計画策定セミナー受講者 

        c.創業塾受講者 

        d.人材不足の企業 

 

（４）目標 

 現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

計画策定

件数 
３７件 ３５件 ３５件 ３５件 ３５件 ３５件 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針２】 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期においては、定型的にフォローアップ対象及びフォロー頻度を設定し、４半期

に一度の割合で案件のフォローアップを行い、実施状況に基づき職員内で経営支援会議

を行ってきたが、計画を策定したものの実行状況の進捗が芳しくない事業者も多く、フ

ォローアップ件数は低調に推移した。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

事業者が抱える課題や計画ごとにフォローアップの必要性に違いがあること、また４

半期ごとの経営支援会議では既に終わった案件の報告会に終始し効果的に運用できなか

ったことを鑑みて、事業者の支援の必要度合いに応じたフォローアップを実施、及び経

営支援会議の開催頻度についても見直していく。 

 

（２）事業内容（改善・継続） 

 基本は事業計画策定者全員を対象として４か月に１度のフォローアップを実施する

が、事業計画の進捗状況に応じて、集中的に支援するべき事業者と、訪問回数を減らし

ても支障のない事業者を見極めて、フォローアップ頻度を設定する。 

 具体的には、事業計画策定３５社のうち、５社は２か月に１回、１０社は４か月に１

回、２０社は年２回とする。また、計画した事業の中止等に対しては適宜対応する。 

 

（３）目標 

 現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

対象者数 ３２社 ３５社 ３５社 ３５社 ３５社 ３５社 

頻度（延数） ― ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針３】 
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＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期計画において、ターゲット顧客及びそのニーズ（必要性）とウオンツ（欲望） 

を見極めてマーケットインの発想で取り組むことが必要且つ重要との認識の下、当商工

会は、経営計画を策定した事業継続意志が高く意欲ある３０事業者を対象として、個社

毎の商品・サービスについての需要動向調査及び市場動向調査を行ったものの、期待し

たほどの支援依頼も無く、実績は低調な推移となった。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

経営計画を策定した事業者に対する需要動向調査は需要がほぼない状態であったこと

から、需要動向の調査段階を早めて経営計画策定中の事業者に対して需要動向の調査を

行い、調査した結果を事業計画に盛り込むことによって計画の精度向上を図っていく必

要がある。 

 

（２）事業内容 

 新商品や新サービスの開発等にて事業計画策定中の事業者に対して、開発する商品等

が想定したターゲットにとってどの程度のニーズやウォンツを有するかを日経テレコン

や日経流通新聞等を活用して調査する。 

 

 

 【調査項目】 

 ・新商品が属するジャンルの消費動向、売れ筋・トレンド情報と新商品との比較 

（改善・継続） 

 

 【分析手段・手法】 

・“総務省「家計調査」”や“日経テレコンのＰＯＳ情報”、“日経流通新聞からの消費ト

レンド情報”により取得した情報を基に、必要に応じてよろず支援拠点の販路開拓等の

専門家に意見を聞きながら、経営指導員が分析を行う。 

  

【成果の活用】 

 調査した内容については、策定中の事業計画への反映や改善の為に活用する。  

 

（３）目標 

 現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

調査件数 １件 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

 

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】 

＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期においては需要・販路開拓の機会を提供するとともに、個々の事業者の商品・ 

サービスについて、当商工会発の情報発信を行うこと及びそれら情報を関係連携機関に 

働きかけて商品・サービス情報の拡散を図ることを目標としたものの、目標数を大幅に 

下回る結果となった。 
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＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

 現状においては、事業者の販路開拓支援について前項目記載の通り十分におこなえて

いない。主な理由としては事業計画策定者のフォローアップが一律の回数に行われてお

り、またフォローアップの為の経営支援会議の開催頻度が少なかったこともあって、事

業者に対して適切な販路開拓の情報提供等を行えなかった。本件課題については“４．

事業計画策定後の実施支援に関すること”に記載がある通り、フォローアップ体制の見

直しによって改善を図る必要がある。 

 また、支援を行う展示会についても明確でなかったことから、製造業・食料品製造小

売業・その他の卸小売業に向けて規模の大きな展示会に絞って、集中的な支援を行う。 

 特に小規模事業者にとっては展示会に出展する際の費用やＰＲ方法について課題があ

る場合が多いことから、展示会出展に係る補助金制度やＰＲについての支援についても

適宜実施するとともに、実際に出展する事業者に対して専門家と連携して、効果が高い

展示会出展となるように来客応対や陳列方法等について指導を行う。 

 

（２）事業内容 

 ①ＭＥＸ金沢【機械工業見本市金沢】（新規） 

 ⇒（一社）石川県鉄工機電協会が主催する県内の製造業者が一同に集まる同イベント 

に管内の製造業者２社に参加していただき、新規取引先開拓の支援を行う。 

※出展者数２２２社、来場者数６万人 

 ②東京インターナショナルギフト・ショー（新規） 

 ⇒㈱ビジネスガイド社が主催する日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本 

市に新商品を開発した事業者２社に参加していただき、新規取引先開拓の支援を行う。 

 ※出展者数２，９３３社、来場者数１８万人 

 

 ③スーパーマーケット・トレードショー（新規） 

 ⇒（一社）全国スーパーマーケット協会が主催する、食品流通業界に最新情報を発信 

する同商談展示会に新商品を開発した事業者２社に参加していただき、新規取引先開 

拓の支援を行う。 

 ※出展者数２，１９７社、来場者数９万人 

 

（３）目標 

 現行 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

①ＭＥＸ

金沢 

― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数 ― ２件 ２件 ３件 ３件 ４件 

②ギフト

ショー 

― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数 ― ２件 ２件 ３件 ３件 ４件 
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③トレー

ドショー 

― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数 ― ２件 ２件 ３件 ３件 ４件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞        

 第１期においては、野々市市の顔として栄えた本町地区が、大型店の移転や交通環境

の変化等により衰退空洞化してきていることに対処して、行政は旧北国街道を結節手段

とした旧市街中央地区の開発を計画した。（図１０） 

 

図１０：野々市市の開発計画 

 

 
 

商工会はこれに呼応して、行政が主導する『にぎわい交流ゾーン』開発の委員として

経済団体としての立ち位置から、特に地域中心交流拠点の開発計画推進とその具現化に

野々市市観光物産協会他関係団体等とともに参加協力した。 

 特に、地域中心交流拠点に、創業予定者支援としてのチャレンジショップ開設や、事 

業者が利活用できるシェアオフィス、新商品等の試売施設とともに街中へ人を呼び込む 

具体的プランの提案を行った。 

また、『学びの杜ゾーン』における文化交流拠点の中核である図書館「ののいちカレー

ド」（平成３０年度竣工）を活用して、今年で第３回目となる創業塾を開催し、施設の活

用を通して創業予定者支援を行った。 

 更に、商工会事務局と市役所担当部署が数回の意見交換等密接に連携するとともに、 

商工会トップが市長に対し要望、意見交換を実施してきた。 

具体的には、事業者支援施策として、販路開拓補助金や創業支援補助金制度の新設に

ついて意見交換、要望し、具現化したところである。 
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これら活動については、「協議は継続しており、今後の発展に期待が持てる。市以外の

基盤となる団体（大学や金融機関など）との連携も、より活発になるよう期待したい。」

と評価された。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

 現状 

 整備が進む地域中心交流拠点は、名称が「にぎわいの里ののいち カミーノ」（図１１）

に決定した。その構成は、公共棟として中央公民館と市民活動センターがあり、民間棟

として商業施設としてのシェアキッチンやシェアオフィス及びワークショップやカフェ

からなるものでＨ３１年４月に竣工予定である。 

 

図１１：にぎわいの里ののいち カミーノ  

 

このにぎわいの里カミーノの特徴は、施設建設は行政が行い、運営は民間が行うＰＭ

Ｉ方式である。 

 市民、商業関係事業者、創業予定者、学生らがそれぞれの立場で利用できる施設とそ 

れを利用したスペースが準備され、特に民間棟の運営コーディネートの主体は、ノウハ 

ウを有する民間事業者が主体的に行うことになっている。  
  

 課題 

整備されるカミーノのエリア及び施設が地域活性化に繋がるには、ハードを活かして、

如何に運営して地域の賑わいを創出し活性化していくかのソフト面が重要となってく

る。 

設置主体の行政、金沢工業大学及び石川県立大学、運営を主導する民間事業者、及び

観光物産協会や地元の有志グループ等の関係団体、そして事業者団体である当商工会が

如何に上手く連携して運営を担っていくかにかかってくることになる。 

商工会は、行政やカミーノ運営主体等と協力連携して運営会議メンバーの中核として

積極的に役割を担っていくことが、地域の賑わい創出と事業者及び創業予定者の発展に

繋がることになる。 

 

（２）事業内容 

商工会は、民間棟に整備予定のチャレンジショップ、シェアオフィス及びマルシェ等

の利活用を事業者や創業予定者に積極的に情報発信して、事業者が立案した事業計画の

検証や市場調査、販路開拓に活用し事業者や創業予定者の振興につなげる。 
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また、行政等に対してチャレンジショップ、シェアオフィス入居費等の軽減等、事業

者や創業予定者が施設機能を活用しやすい工夫を検討、要望する場として委員会を設立

し、市・大学・観光物産協会等とともに、チャレンジショップ利用後の創業予定者に対

して更なる支援策の策定を行政と協議する。 

 

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 

＜第１期における取組と評価等＞ 

過去１年分の金融斡旋実績を基に市内全金融機関、市行政及び当商工会正副会長等が

参加して情報交換を行う「金融懇談会」を幅広く経営支援について協議、情報交換する

会議を実施した。また２年前から商工会として野々市市企画の「ののいち創業支援ネッ

トワーク」に参画しており、地域の実情等の情報交換のほか、創業塾や創業者支援を効

果的に行っていくための協力体制を構築することが出来た。 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

 現状において、行政や金融機関との協力や情報交換体制は充実しており、今後も行政

及び金融機関との連携を密にしていくことによって、創業予定者や地区内事業者に対す

る支援施策情報等を共有し、各機関の強みを生かし一体となって支援していく体制を強

化していく必要がある。 

 

（２）事業内容 

 ①金融懇談会の開催（継続） 

  年１回、８月に市内全金融機関、野々市市、当商工会副会長、経営指導員が参画し、 

 管内の景況感や資金需要、市の金融施策について情報交換を実施する。 

 

 ②ののいち創業支援ネットワークへの参画（継続） 

  年２回、市内金融機関、野々市市、経営指導員が参画し、市内における創業者の推 

移や創業塾の企画案、市の創業者支援施策について情報交換を実施する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 石川県商工会連合会や各種団体が開催する研修会を受講するとともに必要に応じて各

種の専門的研修会を受講して資質向上を図ってきたところであり、外部講習会について

も必要に応じて受講するなど、経営支援力の向上を図ることが出来た。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

（１）現状と課題 

 現状においても外部講習会等に参加しているところであるが、事業承継や生産性向上

など、経営指導員に求められる専門性は高まるばかりであることから、今後も専門性の

高いテーマの講習会に積極的に参加する必要がある。 

 また、現状において職場内にＯＪＴの仕組みが無く支援ノウハウの共有が図られてい

ないことから、仕組みの構築により職場全体の支援能力の向上を図っていく必要がある。 
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（２）事業内容 

 ①外部講習会等の積極的活用（継続） 

  経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上のため、事業承継や生産性向上等 

をテーマとした講習会に積極参加する。 

   

②ＯＪＴ制度の導入 （新規） 

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、組織全体としての支援能力の向上を図る。  

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

＜第１期における取組と評価等＞ 

 毎年１回１２月に経営コンサルタントや地域の商工業者に依頼し、事業の評価と検証

を行ったものの、実態としては地域の商工業者に本計画の趣旨が十分に伝わらなかった

ため、経営コンサルタントがすべての評価と検証を担っていた。 

  

＜今回の申請における取組＞ 

（１）事業内容 

  毎年１回１２月に経営コンサルタント、市産業振興課、商工会正副会長を対象に狭

めた会議を開催し、事業の評価と検証を行う。 

 評価と検証を踏まえて、当商工会において改善計画（案）を策定し、評価・検証結果 

とともに当商工会理事会に報告し決定した上で、商工会ＨＰ上での掲載により周知を 

図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成３０年９月現在） 

（１）組織体制 

①経営発達支援事業を実施する職員 ８名 

   事務局長   １名  山 﨑 由 治 

   経営指導員  ３名  山 下  均     藤 上  徹      浅 井 崇 志 

   補助員    ２名  伊 藤 敬 子    柳 田 沙 織 

      記帳指導職員 ２名  阿 字 地 由 喜 枝  村 西 佳 代 

 

②野々市市商工会組織       ８名 

   事務局長   １名  山 﨑 由 治 

   経営指導員  ３名  山 下  均     藤 上  徹      浅 井 崇 志 

   補助員    ２名  伊 藤 敬 子    柳 田 沙 織 

      記帳指導職員 ２名  阿 字 地 由 喜 枝  村 西 佳 代 

 

（２）連絡先 

 

野々市市
の の い ち し

商工会
しょうこうかい

 

  〒９２１－８８２１ 

  石川県野々市市白山町８－１６ 

  電  話  ０７６－２４６－１２４２ 

  ファクス ０７６－２４６－２５５８ 

  メ ー ル  nono@shoko.or.jp 

  Ｕ Ｒ Ｌ  http://nono.shoko.or.jp/  

 

 

 

 

  

http://nono.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） 

 
31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 41,200 41,230 41,230 41,230 41,230 

 

１．職員設置費 

２．事業費 

 １）個社経営状況の分析 

 ２）事業計画策定支援 

 ３）需要開拓に寄与する事業 

 ４）地域経済の活性化に資する取組み 

 ５）支援力向上のための取組み 

 ６）経営発達支援事業の 

評価見直しの仕組み 

 

 

40,000 

 

50 

900 

 

100 

100 

50 

 

 

40,000 

 

50 

900 

 

100 

130 

50 

 

40,000 

 

50 

900 

 

100 

130 

50 

40,000 

 

50 

900 

 

100 

130 

50 

40,000 

 

50 

900 

 

100 

130 

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 「石川県小規模事業経営支援事業費補助金」：石川県から調達 

② 「野々市市商工業振興事業補助金」：野々市市から調達 

③ 会費収入：野々市市商工会会員から口座振替にて調達 

④ 受託料収入：共済制度、事務受託から受託料にて調達 

⑤ 特別賦課金：事業への参加費にて調達 

 

（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地域経済動向調査（地域の経済動向調査、情報収集） 

②個社の事業計画策定支援 

  （事業計画策定時に必要に応じて専門分野毎に連携して支援） 

③個社の事業計画策定後の実施支援 

    （事業計画実施時に必要に応じて専門分野毎に連携して支援） 

④個社の需要動向調査 

    （事業計画実施に必要な需要動向等の情報を調査収集） 

⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

    （商品・サービス及び創業情報の発信） 

⑥地域経済の活性化に資する取組み 

    （野々市市の開発計画、小規模事業者・創業予定者支援施策策定） 

⑦支援力向上のための取組み 

    （研修会の受講） 

⑧小規模事業経営支援各種施策 

  （小規模事業経営支援事業費補助金、小規模事業経営支援各種施策） 

 

 

 

注）①～⑧は連携者及びその役割並びに連携体制図等の番号と一致 

 

連携者及びその役割 

 

１．石川県 商工労働部産業政策課 

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

⑧小規模事業経営支援各種施策 

 

２．野々市市 産業振興課 

 〒９２１－８５１０ 石川県野々市市三納１－１ 電話 076‐227-6000（代表） 

⑥地域経済の活性化に資する取組み 

 

３．石川県産業創出支援機構 

  〒９２０－８２０３ 石川県金沢市鞍月２－２０ 電話 076-267-1001（代表） 

②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施支援、④個社の需要動

向調査、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 
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４．中小企業基盤整備機構（北陸本部） 

  〒９２０－００３１ 石川県金沢市広岡３－１－１ 電話 076-223-5761 

  ③個社の事業計画策定後の実施支援、④個社の需要動向調査、⑦支援力向上のため

の取組み 

 

５．石川県商工会連合会 

  〒９２０－８２０３ 石川県金沢市鞍月２－２０ 電話 076-268-7300 

  ①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、④個社の需要動向調査、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業、⑦支援力

向上のための取組み 

 

６．日本政策金融公庫金沢支店 

  〒９２０－０９１９ 石川県金沢市南町６－１ 電話 076-263-7191 

  ①地域経済動向調査、③個社の事業計画策定後の実施支援、⑤社の新たな需要開拓

に寄与する事業 

 

７．金沢工業大学 

  〒９２１－８８１２ 石川県野々市市扇が丘７－１ 電話 076-248-1100 

  ②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施支援、④個社の需要動

向調査、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

８．石川県立大学 

  〒９２１－８８３６ 石川県野々市市末松１－３０８ 電話 076-227-7220 

  ②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施支援、④個社の需要動

向調査、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

９．野々市農業協同組合 

  〒９２１－８８３４ 石川県野々市市中林５－１－５ 電話 076-248-2171 

  ②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施支援、④個社の需要動

向調査、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

１０．野々市市内全金融 

１０－１ 北国銀行野々市支店 

〒９２１－８８１７ 石川県野々市市横宮町１９－１ 電話 076-248-1488 

①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

１０－２ 北陸銀行野々市支店 

〒９２１－８８１５ 石川県野々市市本町２－２９０ 電話 076-246-2911 

①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 
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１０－３ 福井銀行野々市支店 

〒９２１－８８１７ 石川県野々市市横宮町５－１  電話 076-248-4221 

①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

１０－４ 金沢信用金庫野々市支店 

〒９２１－８８１５ 石川県野々市市本町６－２５－１０ 電話 076-248-4151 

①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

１０－５ 北陸信用金庫野々市支店 

〒９２１－８８１５ 石川県野々市市本町３－７－９ 電話 076-248-0321 

①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

１０－６ 鶴来信用金庫野々市支店 

〒９２１－８８２４ 石川県野々市市新庄４－４８ 電話 076-246-4355 

①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

 

１０－７ のと共栄信用金庫野々市支店 

〒９２１－８８１１ 石川県野々市市高橋町１８－１８ 電話 076-246-3721 

①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 

 

 

１０－８ 興能信用金庫額支店 

〒 ９２１－８１４６ 石川県金沢市額乙丸町ハ８０ 電話 076-298-2332 

①地域経済動向調査、②個社の事業計画策定支援、③個社の事業計画策定後の実施

支援、⑤個社の新たな需要開拓に寄与する事業 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

⑥              ①②③④⑤⑦ 

 

 

 

 

①  
⑧             ③④⑦ 

 

  

 

 

 

      

②③④⑤         ②③④⑤ 

          

 

 

 

 

       ①③⑤           ②③④⑤ 

 

 

 

 

 

 

      ①②③⑤           ②③④⑤ 

 注１）①～⑧は２３頁「連携する内容」番号と一致 
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