
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 津幡町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

１．小売・サービス業を中心とした経営支援 

（外部環境をふまえた事業計画の策定支援、策定した事業計画の実施支援） 

２．創業予定者および創業者に対する支援体制の強化 

３．農商工連携による地域ブランド産品（飲食物等）づくり 

４．交流人口増加につながる地域振興事業（イベント等）の実施 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域経済を支える小規模事業者にまで景気回復の実感を広く行き渡らせていく 

ため、業種毎の経営課題の抽出を目的として、経済動向等の調査・分析を実施

することで、「小規模事業者の経営課題の抽出」「小規模事業者の事業計画策定」

に活用する。 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の経営状況を定量面から的確に把握・分析し、事業者側では経営

改善や事業の意思決定に活用するとともに、商工会側では次回指導時にカルテ

として活用する。 
 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 既存事業者、創業予定者、事業承継希望者に対して、セミナー・個別相談会の

開催や外部機関との連携にて事業計画の策定を支援する。 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業計画を策定した先に対して、フォローアップによる進捗確認や外部機関と

の連携、専門家派遣等にて、計画の実施支援および課題解決を図る。 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 景況調査票の中から、小規模事業者が販路開拓・拡大するうえで必要となるマ

ーケット情報を収集し、当会が分析・整理したうえで、需要動向や商品・サー

ビスに消費者ニーズ・トレンドといった情報を提供していく。 
 

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】 

「商品・サービスのＰＲ」を柱に、県連合会や行政、金融機関、ＪＡとの連携

強化を図り、「津幡ブランド認定事業」や「物産展等への出店支援」、「インター

ネット販売・ＳＮＳ等のＩＴを活用した販路拡大支援」を実施する。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

外部の各団体や機関と連携して、「どまんなかフェスタ」「倶利迦羅さん八重 

桜まつり」「森林浴リレーマラソン」を実施することで、商店街の賑わい創 

出、交流人口の増加、商業振興の拡大を図る。 

連絡先 

住  所 ： 石川県河北郡津幡町字清水チ 326-3  

電話番号 ： 076-288-2131 

ＦＡＸ番号： 076-288-2134 

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

代表メールアドレス ： tubata@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)津幡町の概要について                 

・石川県のほぼ中央に位置し、県庁所在地の金沢市、 

 かほく市、内灘町、宝達志水町、富山県高岡市、 

小矢部市と隣接しており、立地面で交通アクセス 

の良さが特徴である。 

 

・特に、金沢市からは電車で約 10分、中心市街地 

までは車で約 20分であり、金沢市への通勤率は 

42.4％（※平成 17年国勢調査）と非常に高く、 

金沢市のベットタウンと言える。 

 

 ・町では、平成 18年度に第四次総合計画を策定し、 

  現在に至るまで【人にやさしいまち】、【活気あ 

  ふれるまち】、【心が潤うまち】、【安全で安心な 

まち】の四本柱を基本構想に、「社会福祉の充実」、「活力ある産業づくり」、「消費生 

活と雇用環境づくり」、「快適な生活環境づくり」等への取組みを行ってきた。 

（※現在、津幡町では平成 28 年度を始期とした第五次総合計画の策定を進めている。） 

 

(2)人口推移について 

 ≪特 徴≫ 

  津幡町では、人口・世帯数とも堅調に推移してきたが、10年前と比較して出生数や 

流入人口が減少傾向にある。今後は、行政として町内への企業誘致や雇用増加による

Ｕターン・Ｉターンの促進、定住人口の促進、出生率改善等が急務である。 
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                                             津幡町「人口動態統計」 

 

(3)経済について 

 １)産業構造について 

   ≪特 徴≫ 

   ・主な産業は小売・卸売業およびサービス業であり、当該2業種が全事業所数の 

55％超を占めており、かつ、町内の全従業者数の45％超を占めている。 

  

  ・平成 21年度と対比すると、事業の先行き不安や後継者不在による廃業に起因し 

て、小売・卸売業およびサービス業の事業所数および従業者数は減少している。

したがって、当会として販路拡大支援による売上の増加や、金融支援による資金

繰り円滑化等が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    総務省統計局・経済産業省「平成21年、24年 経済センサス－基礎調査、活動調査」
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津幡町の人口動態

出生 死亡 転入 転出

（人） 

※平成24年の転入増加理由：平成24年7月に外国人に住民票を作成し、転入としたため。 

事業所数

（先）
構成比

従業者数

（人）
構成比

事業所数

（先）
構成比

平成21年度

対比

従業者数

（人）
構成比

平成21年度

対比

農林漁業 7 0.6% 34 0.3% 6 0.6% -1 76 0.8% 42

建設業 217 17.8% 1,103 10.3% 188 17.5% -29 931 10.1% -172

製造業 147 12.0% 2,745 25.7% 140 13.0% -7 2,597 28.1% -148

情報通信業 9 0.7% 24 0.2% 6 0.6% -3 12 0.1% -12

運輸・郵便業 19 1.6% 203 1.9% 15 1.4% -4 121 1.3% -82

小売・卸売業 269 22.0% 2,367 22.2% 237 22.1% -32 2,264 24.5% -103

金融・保険業 9 0.7% 117 1.1% 10 0.9% 1 143 1.5% 26

不動産業 40 3.3% 131 1.2% 36 3.4% -4 152 1.6% 21

サービス業 414 33.9% 2,830 26.5% 356 33.1% -58 1,967 21.3% -863

医療福祉 90 7.4% 1,128 10.6% 80 7.4% -10 979 10.6% -149

合計 1,221 10,682 1,074 -147 9,242 -1,440

産業分類（大分類）

平成21年度 平成24年度
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 ２)小売業について 

   上記の産業構造より、当地では商工業のうち、小売・卸売業やサービス業といった 

“商業”が主要産業と位置付けられる。そして、町内商業者のうち、小売業について

は以下の特徴がみられる。 

 

   ≪特 徴≫ 

   ・津幡町では、全事業所数の 86％を、全従業者数の 53％を各々中小小売店が占め 

ているにも関わらず、年間商品販売額の内訳をみると52.6％を大規模小売店が 

占めている。なお、大規模小売店とは、「大規模小売店立地法に基づき届出のあ 

る小売店舗」を指す。 

 

   ・したがって、小規模事業者をはじめとした町内の中小小売店は、大規模小売店と

差別化した商品（例：地域資源を活用した独自の高付加価値商品等）の提供や、

地元住民のニーズに対するため細かい対応によって、来店客数やリピートの増 

加、ひいては自店舗の収益拡大を図っていかねばならない。 

 

   ・また、ここ数年で、地区内の小規模事業者より「チラシやパンフレットといった

自社商品・サービス内容をＰＲする術が無い」、「ホームページを開設していない

ため、自社の事業内容・所在地等が認知されておらず、町外からの来店客数が少

ない」、「ＳＮＳを使って自社ＰＲをしたいが、使いこなせる人材が社内にいな 

い」といった相談が増加しており、販売促進が十分に行われていない事業所が散

見される。したがって、消費者に対して自社商品を幅広く認知させていくため 

に、ＩＴツール等を用いて情報発信を強化していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

             石川県統計情報室「石川県の商業（平成 18年 4月 1日～平成 19年 3月 31 日の 1年間の実績値）」  

 

 ３)創業について 

   ≪特 徴≫ 

   ・前述のとおり、津幡町は県内他市町と比較して、アクセスの良さや人口規模の観

点より、マーケットとしては決して不毛な地域ではない。しかしながら、創業比 

率（※）でみると、津幡町は 1.31％と全国平均よりも 0.53 ポイント低く、全国 

的にみて低位である。今後、当会としては地域商業活性化や地域振興事業の実施 

によって町の魅力を発信していくほか、創業予定者への支援体制の強化、町独自 

の創業者向け助成制度といった支援策の周知が課題となる。 

 

事業所数

（先）
構成比

従業者数

（人）
構成比

1事業所あたり

の

従業者数

年間

商品販売額
構成比

1事業者あたり

の

年間商品販売額

207 － 1,931 － － 3,193,609 － －

うち　大規模小売店 29 14.0% 907 47.0% 31.3 1,680,199 52.6% 57,938

うち　中小小売店 178 86.0% 1,024 53.0% 5.8 1,513,410 47.4% 8,502

（単位：万円）

津幡町
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       ※創業比率 
・ある特定の期間において、「①新設事業所を年平均にならした数」の 

「②期首において既に存在していた事業所」に対する割合で、①÷② 

で算出する比率。 

 

   ・開業して間もない小規模事業者は、様々な経営課題を抱えている。したがって、

業歴の短い事業所（具体的には開業後 3年以内の事業所）が抱える経営上の課題

を適切にサポートして解決することで、販売不振や資金繰り難を未然に防ぐこ 

とが重要な課題である。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域経済分析システム・RESAS「創業比率」 

 

 ４)農業について 

   ≪特 徴≫ 

   ・津幡町では、土地面積が同規模の県内他町と比較すると、農業経営体および販売

農家数ともに多く、近年では県やＪＡと連携して各地域の特産品をブランド化 

し、販路拡大へ積極的に取り組んでいる。 
 

  【津幡町の農作物ブランド例】 

   下記のうち、「米」「おまん小豆」「マコモタケ」「椎茸」は、石川県の 

地域産業資源として県に認定されている。 

 

     ・河合谷地区産の「米・山菜」  ・興津地区産の「南瓜」 

           ・田屋地区産の「マコモタケ」  ・牛首地区産の「椎茸」 

・倶利伽羅地区産の「おまん小豆（ヤブツル小豆）」 

 

 

・今後は、小規模事業者と農業者の農商工連携を促していくことで、「大手と差別 

化した地域ブランド品や新商品の開発による販路開拓」、「離農者の抑制・農業生

産体制の強化」を図っていく必要がある。 
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                                国土交通省「平成25年全国都道府県市区町村別面積調」 

                           農林水産省「2010年 世界農林業センサス」 

 

(4)津幡町を取り巻く外部環境について 

 １)外部環境の機会 

   ①平成27年3月14日の北陸新幹線金沢開業に伴い、並行在来線のＩＲいしかわ鉄 

道の津幡駅・倶利伽羅駅が各々開業となり、駅舎を活用した地域活動事業（経 

済団体を含む町内の各種団体による町のＰＲ活動）が行われ、町の認知度向上 

につながっている。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②北陸新幹線金沢開業を見据えて、平成27年3月4日に町内に「新幹線の見える丘 

公園」を整備したことで、家族連れや写真家等の来園者が増加している。 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

③石川県森林公園は、津幡町にある地域資源の中で最も知名度が高く、森林公園 

の「癒しの効果」が科学的に証明されたとして森林セラピー基地にも選定され 

た県内初の公園である。近年、レクリエーションや公園を活用した様々なイベ 

ントを目的に多くの人が訪れ、平成22年以降に毎年4,000人～9,000人超のペー 

スで来場者数が増加しており“津幡町へ訪れるきっかけ”となっている。 

土地総数
（㎢）

農業経営体数
（先）

1㎢あたりの
農業経営体数

販売農家数
（戸）

1㎢あたりの
販売農家数

津幡町 110.4 759 6.9 736 6.7

Ａ町（石川県内） 111.7 579 5.2 560 5.0
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２)外部環境の脅威 

 ①町内には 4つの商店街が存在するが、加盟している個店が主に後継者不足等の 

理由によって廃業するケースが増えている。また、町内で創業する者は毎年一 

定程度存在するが、新たな創業予定者が商店街内で開業するケースは少ない。 

商店街が衰退すれば、地域文化の希薄化を招き、ひいては地域経済にとって悪影

響を及ぼすことが懸念される。 
 

②これまで、各商店街ではソフト面として来街者増加策として独自の売り出し等 

イベントを実施しているほか、ハード面として一斉にＬＥＤ街路灯の整備を行 

ってきた。しかしながら、大規模小売店が津幡町内に進出していることや、金沢

市内に立地する商業施設に小売購買力を吸引されていることから、消費者に対 
して思うように存在感をアピールできていないのが現状である。商店街の魅力 
向上や消費喚起のために、現状以上の連携・協調が必要となっている。 

 

(5)商工会を取り巻く環境について 

  ≪特 徴≫ 

  ・下記のとおり、当会地区内の小規模事業者数は年々減少傾向にある。会員事業所数

も例外ではなく、小規模事業者数と同様に低下傾向にあり、組織率は60％未満に 

て推移している。 

 

  ・今後、当会としては、「創業（予定）者に対する支援体制の強化」や「会員・非会 

員事業所への経営支援（販路開拓、拡大、事業承継）、金融支援（資金繰り円滑化）

の強化」によって、管内事業者の持続的な経営をサポートするとともに、会員の増

強を図っていかねばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 
石川県商工会連合会「商工会の現況2010、2012、2014」 

平成22年度 平成24年度 22年度対比 平成26年度 24年度対比

小規模事業者数 ① 1,076 1,068 -8 1,060 -8 ↓

会員事業所数 ② 623 616 -7 603 -13 ↓

組織率（②÷①） 57.9% 57.7% -0.2% 56.9% -0.8% ↓

（単位：先）



- 7 - 
 

 

(6)地域の課題をふまえた経営発達支援計画の方針・目標について 

・以上の(1)から(5)までで述べてきた内部・外部環境をふまえ、地域の課題を克服する

ためには、『地域で雇用を維持して頑張る小規模事業者を正面から支援し、“成長発 
展”と“事業の持続的な発展”を図る』という中長期的な小規模事業者支援の考え方

のもと、本計画においては以下の4方針を掲げる。 
 
①『外部環境の変化に対応した“持続的な経営”に取り組むために、明確なビジ 

ョン（目標）を設定し、実施していく』 

 

②『地域特性を出した独自の商品やサービスの提供および販路開拓によって大型 

店との差別化を図り、来店客数増加や商品販売数増加を図っていく』 

 

③『町内外の消費者に対して自社商品・サービスの情報発信を積極的に行ってい 

くことで、認知度の向上を図っていく』 

 

④『交流人口を増加させる取組みによって津幡町の魅力を向上させ、来町者や創 

業予定者を誘致していく』 

 

・以上の方針をふまえて、当会が取り組んでいく経営発達支援事業の重点目標は大きく

以下の4点に集約される。これらの重点目標の達成のために、今後、当会が取組みす

る施策内容および実施期間について、次項以降に詳細を記載する。 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

≪経営発達支援事業の重点目標≫ 
 

１．小売・サービス業を中心とした経営支援 

１)外部環境をふまえた事業計画の策定支援 

２)策定した事業計画の実施支援（金融支援、販路開拓支援） 
 

２．創業予定者および創業者に対する支援体制の強化 

 

３．農商工連携による地域ブランド産品（飲食物等）づくり 
 

４．交流人口増加につながる地域振興事業（イベント等）の実施 
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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 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日（5ヵ年） 

 

（２）．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1)目的と活用方法 

目 的 

地区内の経済動向を調査・分析し、地域経済を支える小規模事業者にまで景気回復の実感

を広く行き渡らせていくほか、業種毎の小規模事業者の経営課題抽出を目的とする。 

主な活用方法 

・小規模事業者が、「経済社会情勢の変化に対応して、自らのビジネスモデルを再構築す 

ること」を促すため、事業者を取り巻く経営環境の変化を認識させるツールとして用 

いる。 
   

・外部環境をふまえた自社の経営状況を把握し、後述の「経営状況の分析」を行う際の 

参考資料として用いる。 
   

・事業計画を策定する際に、根拠資料として用いる。 
   

・事業計画を策定する際に、需要動向を把握するための参考資料として用いる。 

 

(2)実施内容 

・当会地区内の小規模事業者を対象に、既存のものを含め下記調査を実施するほか、

商工会や他支援機関、金融機関が行っている景況調査の情報を収集する。 

 

・調査結果については、当会にて内容を分析・整理したうえで、①当会の会報・ホ 

 ームページに掲載する、②タブレット端末に取り込み、経営指導員の巡回指導時 

に提示することで事業者へ提供することで、「小規模事業者の経営課題の抽出」や 

「小規模事業者の事業計画策定」に活用する。 

 

１)景気動向調査（※既存調査） 

 ①目的 

  産業・経済状況等について、一定時期ごとに変化の実態等諸情報を迅速・的確 

に収集し、小規模事業者に提供していくことで、著しい経済環境の変化に対応 

する。 

 

 ②対象先 

  当会地区内の小規模事業者（特に、小売業者およびサービス業者） 
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 ③調査時期 

  年 4回（6月、9月、12月、3月） 

 

 ④調査項目 

  直近の売上高、今期の業況及び来期の見通し、設備投資の状況 

 

２)金融動向調査（※既存調査） 

 ①目的 

   当会の金融斡旋状況について調査することで、設備投資・事業投資及び資金調 

達等の企業金融活動の実態を把握し、産業の適正な投資計画の遂行及びその所要

資金の円滑な調達に資する対策を講じるための基礎情報を得る。 

 

 ②対象先 

当会の金融斡旋先（日本政策金融公庫・石川県制度融資・商工貯蓄共済融資） 

 

 ③調査時期 

  年 1回（12月） 

 

 ④調査項目 

  斡旋種類、斡旋件数、斡旋金額、資金使途 

 

３)開業廃業調査（※既存調査） 

 ①目的 

  企業の参入・撤退は日々繰り返されており、こうした企業の参入・撤退こそが 
産業構造の転換やイノベーション促進の原動力となり得ることから、倒産・廃 
業及び新規開業調査を実施することで、当会地区内で起こる事象について正確 
に把握する。 

 
 ②対象先 

  当会管内の全事業者数 

（※平成 26年 4月 1日現在・・・全1,192 先、うち小規模事業者 1,060 先） 

 

 ③調査時期 

  年 12回（毎月） 

 

 ④調査項目 

  廃業要因、創業内容（多角化・新分野への進出含む） 

 

４)小規模事業者のニーズ調査（※新規調査） 

 ①目的 

・近年、小規模事業者の相談内容が多岐にわたり、より専門化している現状をふ 

 まえて的確な対応と経営改善に繋がる支援を行うため、アンケートを基に小規 
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 模事業者のニーズ（※）の把握・検証を行う。 

      
（※）ニーズ例 

  ・顧客の高齢化が進んでおり、デザイン重視ではなく品質の高い商品が求め 

られている。よって、品質重視の商品ラインナップを増やしていくために 

新商品開発に着手したいが、活用できる公的施策があれば教えてほしい。 

 

        ・建築需要が低迷しているため、新たな収益源を確保すべく同業他社では6 

         次産業化を進めている。自社も、有休不動産を活用して農業分野への進出 

         を検討しているが、どのように進めていけばよいかを助言してほしい。 

 
           

・調査によって、当会が小規模事業者支援の具体策を検討するうえでの参考資料 

として蓄積するだけでなく、当該事業者の業種を取り巻く業界動向について把 

握するほか、当該事業者の業種を取り巻く消費者の需要動向までを、一元的に 

収集することができる。 

 

 ②対象先 

  地区内小規模事業者 

  

 ③調査方法 

  ⅰ)会員事業所向け 

   ・商工会報の郵送時に調査票を同封し、記入を依頼する。 

・巡回指導時に記入を依頼する。記入が困難な先は、調査項目を可能な限り 

聞き取りすることで把握に努める。 

・事務所内に設置して来会時に記入を依頼する。 

           ・総会や理事会、各部会の会議時に記入を依頼する。 

  

  ⅱ)非会員事業所向け 

・巡回指導時（会員への加入促進時）に記入を依頼する。記入が困難な先は、

調査項目を可能な限り聞き取りすることで把握に努める。 

・調査票を郵送し、記入を依頼する。 

     （※当会で作成した地区内の非会員事業所リストをもとに、巡回・郵送を行う。）  

 

 ④調査時期 

  通年（取りまとめは年 1回とし、毎年 2月に実施する） 

 

 ⑤調査項目 

    ⅰ)自社を取り巻く経営状況について 

（業界動向、業況、景況、経営上の問題もしくは課題） 

 

ⅱ)消費者の需要動向について 

（※後述の「5.需要動向調査に関すること」にも流用する） 
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ⅲ）商工会が行う経営支援について（相談利用状況と満足度の把握、支援サービスの要望） 

 

  ５)各機関等が実施する景況調査 

   ・次項の景況調査票の中から、小規模事業者が事業計画の策定や課題解決に必要と

なる情報を収集し、当会が分析・整理したうえで事業者に提供していく。 

    

   ・なお、提供方法としては、①タブレット端末を用いて巡回・来訪時に提示する、

    ②当会会報紙に掲載する、③当会ホームページ上に公開する、といった方法を用

いる。 
 

調査名 実施機関 調査頻度 

中小企業景況調査報告書 全国商工会連合会 四半期毎 

中小企業景況調査報告書 中小企業基盤整備機構 四半期毎 

北陸 3 県中小企業動向調査結果 日本政策金融公庫金沢支店 四半期毎 

北陸経済研究 北陸経済研究所（北陸銀行） 1ヶ月毎 

帝国ニュース北陸版 帝国データバンク 毎週 

 

(3)目標数値 

調査種類 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

景気動向調査（回数） 4 4 4 4 4 4

金融動向調査（回数） 1 1 1 1 1 1

開業廃業調査（回数） 12 12 12 12 12 12

ニーズ調査 

（取りまとめ回数） 
0 0 1 1 1 1

各機関等が実施する景況調査 

（取りまとめ回数） 
0 0 1 1 1 1

調査結果の個別提供事業者数 22 33 50 70 90 110

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)経営分析を行う項目および手段 

①小規模事業者の経営状況を定量面から的確に把握するため、次項の方法を用いて 

主に 4項目について財務分析を行う。そのため、経営指導員による巡回訪問を強化

するほか、窓口相談、金融相談、青色申告相談会等によって分析の対象となる小規
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模事業者をピックアップし、ヒアリングおよびアンケート調査の実施によって経 
営分析を行う。 

 

対象 分析項目 分析方法 

記帳サービス 
利用先 

収益性・生産性 
（損益分岐点分析）  

商工会記帳システムの「経営診断」ツールを活用し、売

上に対する利益率や労働生産性等を把握・分析する。 

安全性 
商工会記帳システムの「経営診断」ツールを活用し、流

動比率や自己資本比率等を把握・分析する。 

資金繰り状況 
商工会記帳システムの「キャッシュフロー計算書」を用

いて資金繰り状況を把握・分析する。 

借入金の返済目途 
商工会記帳システムの「経営診断」ツールを使って算出

した債務償還年数を把握・分析する。 

記帳サービス

利用先以
．
外
．
 

収益性・生産性 
（損益分岐点分析）  

ヒアリング内容や提供された財務資料をもとに、中小企

業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用する。

主に、システム内の以下指標に着目することで、各々の

項目について分析する。 

【着目する指標】 

✔収益性・生産性 

「売上高総利益率」、「従業員一人当り売上高」 

✔安全性 

「自己資本比率」、「当座比率」 

✔資金繰り状況 

  「資金繰り診断結果の判定」 

✔借入金の返済目途 

  「債務償還年数」 

安全性 

資金繰り状況 

借入金の返済目途 

 
 
②小規模事業者の商品・サービス、技術・ノウハウ、保有経営資源について分析するた

め、経営指導員が巡回時にアンケート調査ならびにヒアリングを実施し、前述の経済

動向の調査結果に加えて、同業他社と比較するために各種統計資料や指標をベンチ 
マーク指標として用いる。 
     

アンケート調査やヒアリングを行う項目例 

✔従業員数、後継者の有無        ✔社内の保有設備の内容、経過年数 

✔主要取扱商品の強みと弱みについて   ✔自社商品や技術に係る産業財産権の有無  

✔社内の組織体制・人事管理について 

分析項目 分析方法 

商品又は提供する役務の内容 
・前述の、経済動向調査の結果やＴＫＣ経営指標（外部

環境の把握）、アンケート調査の内容（内部環境の把 
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保有する技術 
又はノウハウ 

握）をもとにＳＷＯＴ分析を行い、事業計画策定に必

要な経営課題を抽出する。 
 
・なお、分析内容や抽出した経営課題は、ネットワーク

内の企業カルテのほか、相談企業ファイルに保存し、

今後の当該企業に対する支援の際に用いる。 

従業員等の 
経営資源 

 
(2)分析結果の活用方法 
   上記の方法で分析した結果（指標）を、以下の通り活用する。 

活 動

主体 
活用方法 具体的内容 

事 

業 

者 

側 

セルフモニタリング 
に よる経営改善 

定期的に経営状態に問題や改善すべき点がないかどうかをチェ

ックすることで、経営の状況を事前に知ることができる。その

ため、経営者自身の経営に対する（危機）意識の高まりを醸成

し、危険回避に向けた行動ができる。 

意思決定 

経営者自身が自社の現状を正しく把握し、それを通じて将来

の予測精度を向上させることで、事業拡大もしくは経営革新

のために最適な意思決定・目標設定ができる。 
 

１)短期的意思決定 

月次ごとに業績分析を行って、翌月以降の業務を軌道修 

正していき、これを12ヵ月繰り返すことで年度計画にお 

けるＰＤＣＡサイクルを確立する。 

２)長期的意思決定 

設備投資は、投資する額よりもその設備が生み出す価値 

が高い時に投資実行となるが、こうした価値の算出を行 

うために適切な経営分析による自社の現状把握が必要と 

なる。 

経営支援施策の利用 

市場調査・経済動向によって把握・分析した「自社を取り 
巻く外部環境および強み・弱み」、および、経営分析によって

把握した「財務課題（収益性や安全性、資金繰りの改善等）」

「今後の事業領域と数値目標」で得られたデータ等を、経営

革新計画や公的助成金の申請に流用することで、計画書や申

請書がスムーズに作成できる。 

商 

工 

会 

側  

融資斡旋時 
分析した経営状況を業種ごとにストックし、経営指導員が融

資斡旋時に認定可否を判断する際の経営指標として活用す

る。 

次回経営指導時 
分析した経営状況を企業ごとにストックし、今後、経営指導

員が当該企業に指導・助言する際のカルテ（参考資料）とし

て活用する。 
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(3)目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

巡回指導先数 

（小規模事業者） 
412 450 500 550 600 600

窓口指導先数 

（小規模事業者） 
192 200 210 220 220 220

経営分析先数 178 180 185 185 190 190

※経営分析先数「現状」の内訳・・・記帳先 97先、再生支援（モニタリング）先 9先、融資あっせん先 72先  

 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

(1)事業目的  

 ・前述の「経済動向調査の情報提供」、「経営状況の分析」によって経営課題が明らか 

となり、課題解決に向けた事業計画の策定が必要な小規模事業者のほか、公的補助 

金の申請、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用にあたって事業計画の策 

定が必要な小規模事業者をピックアップして、計画書類の策定支援を行う。   

  

 ・具体的には、既存の小規模事業者のほかに、開業後3年未満の創業者および創業予 

定者、事業承継希望者に対して、専門家や外部支援機関と連携しながら伴走型の支 

援を実施する。  

 

◆既存事業者 

・事業者の経営課題の究明および解決に資するため、前述「１．地域の経済動向調 

査」、「２．経営状況の分析」および後述「５．需要動向調査」の結果に基づき、事

業計画の策定から達成まで一貫した伴走型の支援を実施する。 

 

・事業計画策定後は、巡回指導等によるフォローアップを通じて進捗状況の確認を行

う。上記の施策に伴い、津幡町や日本政策金融公庫と連携し、地区内小規模事業者 

の持続的発展を図る。 

 

◆創業者（創業予定者、第二創業者を含む） 

・また、経営者の高齢化の進展に伴う廃業の増加によって、津幡町の小規模事業者の

総数は年々減少している（※当会調査によれば、平成26年廃業先数＝18先、平成 

27 年 1月～6月期廃業先数＝4先）。 

 

・このような状況下において、①新たな地域経済の担い手である創業者の育成を図 

る、②既に事業を営んでいる小規模事業者に対しては、業態転換や新事業・新分野

に進出する第二創業を支援することで、小規模事業者の活力の創出・向上を促し 

地域経済の活性化を図る。 
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  ◆事業承継希望者 

・さらに、事業承継の悩みを抱える小規模事業者から、第三者への事業の譲渡につい

て相談を受けた際には、専門機関と連携にてM&A 等の事業引継ぎ支援を行う。 

 

(2)事業計画の策定支援 

  １)手段等 

   ①セミナーおよび個別相談会の開催 

事業計画策定に関するセミナーおよび個別相談会を開催することで、経営問題 

を抱える小規模事業者の掘り起しを行うとともに、当会や中小企業診断士の支 

援事例のほか、中小企業庁や他支援機関が発表している支援事例を紹介するこ 

とで、事業計画書策定の重要性を認識してもらう。 

 

≪内 容≫ 

 ⅰ)対象者 

  既存事業者（※原則、町内で事業を営む小規模事業者を対象とし、商工会の会員・非会員を問わない。）  

    

ⅱ)開催場所 

津幡町商工会館もしくは文化会館「シグナス（公共施設）」等 

 

 ⅲ)周知方法 

津幡町商工会報紙のほか、津幡町と連携して町広報への掲載等を行い、広 

く参加者を募る。 

 

     ⅳ)指 導 者（講師） 

中小企業診断士、経営指導員 

    

     ⅴ)目標数値 

支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

既存事業者向け 

セミナー・個別相談会

開催回数 

1 2 2 2 2 2

    

   ②事業計画の策定支援 

巡回や窓口での経営・金融相談受付を通じて、経営問題を抱える小規模事業者の

堀り起こしを行い、課題解決のための事業計画策定を支援する。 

 

≪内 容≫ 

 ⅰ)支援方法 

・巡回時には、事業者へのヒアリングに加えて、各経営指導員がタブレット 

端末内に取り込んだ「経済動向の調査結果」「経営自己診断システム」を活

用しながら、事業者の現状分析および今後の経営課題の抽出を行う。そし 
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て、抽出した経営課題の解決のために、経営計画の策定の重要性について 

説明するとともに、計画の策定を支援する。 

 

      ・計画策定にあたっては、「“単なる画餅”とならないようにすること」、「経 

営者自身に数値目標や経営指標を常に意識しながら、目標達成・業績向上 
への積極的な取組みを行ってもらうこと」がポイントであり、商工会任せ 

でなく、経営者自身にも積極的に関与してもらう。そのために、タブレッ 

ト端末にインストールしたアプリケーション「経営計画つくるくん（中小 

企業基盤整備機構）」を活用して、事業者とともに計画策定を実施する。 

 

      ・なお、経営革新や農商工連携にて大型設備・工場新設が必要となる場合等 

には、資金調達方法として「小規模事業者経営発達融資制度」の利用を促 

し、事業の持続的な発展を支援する。 

 

・また、経営改善計画の策定による再生支援が必要な場合には、「経営安定特

別相談事業」を利用し、商工調停士の指導・助言を仰ぎながら、実現可能 

性の高い計画書を策定する。 

 

 ⅱ)対象者 

   既存事業者（※原則、町内で事業を営む小規模事業者を対象とし、商工会 

    の会員・非会員を問わない。） 

    

     ⅲ)指 導 者（講師） 

中小企業診断士、商工調停士、経営指導員 

    

     ⅳ)目標数値 

支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

事業計画策定事業者 

（補助金申請以外
．．
）

0 3 5 7 9 10

事業計画策定事業者 

（補助金申請）
22 30 35 35 40 40

 

 ③創業セミナーおよび個別相談会の開催 

津幡町および日本政策金融公庫と連携し、創業セミナーおよび個別相談会を開催

することで、創業相談から金融相談に至るまで経営に関する幅広い相談をワンス

トップで受付し、課題解決を図る。 

 

≪内 容≫ 

 ⅰ)対象者 

   創業予定者 
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ⅱ)開催場所 

津幡町商工会館もしくは文化会館「シグナス（公共施設）」等 

 

 ⅲ)周知方法 

津幡町商工会報紙のほか、津幡町と連携して町広報への掲載等を行うこと 

で、広く参加者を募る。 

 

     ⅳ)指 導 者（講師） 

中小企業診断士、日本政策金融公庫担当者、経営指導員 

   

     ⅴ)目標数値 

支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

創業セミナー・

個別相談会開催回数 
0 0 1 1 1 １

 

④「ミラサポ」活用による創業計画書作成支援 

 創業予定者が創業計画書を策定する際には、当会経営指導員がサポートするほ 

か、中小企業庁の支援情報サイト「ミラサポ」の活用にて各分野に精通した中小

企業診断士等の専門家を派遣し、実現可能性の高い計画書の作成を支援する。 

 

≪内 容≫ 

ⅰ)支援内容 

・創業予定者へのヒアリング時に、各経営指導員がタブレット端末内に取り 

込んだ「経済動向の調査結果」等を用いて開業予定業種の外部環境分析を 

行うとともに、ＳＷＯＴ分析に基づく今後のアクションプログラムの抽出 

や、事業運営に必要な収益の算定を行う。それらをもとに、創業計画策定 

の重要性について説明し、計画の策定を支援する。 

 

      ・計画策定にあたっては、「創業予定者自身にアクションプログラムや数値目 
標を常に意識してもらい、開業から事業が軌道に乗るまでに積極的な取組 
みを行っていただくこと」がキーポイントであり、商工会任せではなく、創

業予定者自身にも積極的に関与してもらう。そのために、タブレット端末 

にインストールしたアプリケーション「経営計画つくるくん（中小企業基 

盤整備機構）」を活用して、事業者と共に計画策定を行っていく。 

    

     ⅱ)対象者 

       創業予定者（主に津幡町内で開業を希望する者）、第二創業予定者 

  

ⅲ)指 導 者 

中小企業診断士、経営指導員 
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     ⅳ)目標数値 

支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

創業計画書策定

支援先数 
3 3 4 4 5 5

 

   ⑤外部機関との連携による事業承継計画策定支援 

地区内の小規模事業者より、後継者不足による事業承継の相談を受付した場合 

には、事業引継ぎセンター（石川県産業創出支援機構）と連携し、事業承継計画

の策定を支援する。 

 

≪内 容≫ 

ⅰ)支援内容 

・事業引継ぎセンターの専門相談員とともに経営者と面談し、「自社の現状分

析（現状と将来の見込、株式保有状況の把握、個人財産の概算把握等）」や

「承継方法・後継者の確定（親族内承継・社内承継・第三者承継、後継者 

候補の能力・適正等）」を通して、事業承継計画を策定する。 

 

      ・計画策定によって、①経営者と後継者が為すべきことを整理・再確認する 

ことができ、顧客・金融機関・関係取引先との信頼関係を築きスムーズな 

事業引継ぎが行える、②後継者に対して、次代の経営者としての意識付け 

ができる、といった効果が見込める。 

      

     ⅱ)対 象 者 

       津幡町内で、意欲のある第三者への事業譲渡を検討している者 

        （事業の継続を希望するが、後継者が不足している事業者） 

 

ⅲ)指 導 者 

事業引継ぎセンターの専門相談員（税理士、中小企業診断士等）、経営指導員  

  

     ⅳ)目標数値 

支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

事業承継計画書 

策定支援先数 
0 0 1 2 3 4

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

◆既存事業者に対する支援 

・既存事業者に対しては、事業計画策定後、計画内容を確実に履行して持続的発展を成

し遂げるために、以下の方法を用いて計画の実施支援ならびに課題解決を図る。 
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(1)モニタリングの実施 

   事業者自身でのセルフモニタリングにて進捗状況を把握するとともに、経営指導員 

が巡回等にてフォローアップし適宜指導・助言することで、事業計画の実施を確実 

に履行する体制を整備する。 

 

１)頻 度 等 

事業計画策定後、巡回指導等によるフォローアップを6ヶ月に 1度実施し、進捗 

状況の確認を行う。なお、フォローアップ期間は原則3年間とするが、必要に応 

じて 5年間フォローする。 

  

２)目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

フォローアップ先数 

（補助金採択先含む） 
21 37 48 56 60 74

 

(2)専門家派遣や各種支援機関の活用による課題解決 
事業計画の中でも、産業財産権や海外展開、工業試験といった専門的な課題等につ 
いては、以下の専門家派遣事業や外部の団体・機関等を活用してサポートすること 
で、課題解決を図る。 
 

   ≪活用内容≫ 
①企業ドック制度（※石川県独自の専門家派遣事業）の活用 
②中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」の専門家派遣制度の活用 
③石川県産業創出支援機構に在中している専門家やコーディネータの助言・指導 
④石川県よろず支援拠点の活用 
⑤中小企業基盤整備機構北陸本部に在中している専門家等の助言・指導 
⑥石川県工業試験場の専門員からの助言・指導、および、各種試験の実施 

 
１)頻 度 等 

事業計画策定後、フォローアップ先に課題解決の必要性が生じた都度、支援を行う。

 

２)目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

専門家派遣もしくは専門 

機関への相談企業数 
10 15 20 25 30 35

 

(3)金融面での支援 

１)手 段 等 

①金融相談会の実施 

日本政策金融公庫と連携して金融相談会を開催し、事業に必要となる事業資金 

について、事業者の円滑な資金繰りを支援する。 
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≪内 容≫ 

ⅰ)開催場所 

津幡町商工会館等 

 

ⅱ)周知方法 

津幡町商工会報紙のほか、津幡町と連携して町広報への掲載等を行うこと 

で、広く参加者を募る。 

 

    ⅲ)応 対 者 

日本政策金融公庫担当者、経営指導員 

 

②小規模事業者経営発達支援計画融資の活用 

・大型の案件については、事業計画及び事業規模を鑑み、「小規模事業者経営発達 

融資」の導入も視野に入れた金融支援の実施により、小規模事業者の持続的発展

に寄与する。 

 

   ・なお、上記融資制度を利用する際には、当会にて事業計画作成について支援する

とともに、融資実行後においても6ヶ月に 1回の頻度で、業況や資金繰りについ

てモニタリングを行って事業者をフォローアップする。 

 

  ２)目標数値 

支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

金融相談会開催回数 1 1 2 2 2 2

小規模事業者経営発達支援融資

の実行先数 
0 0 1 1 1 2

 

 (4)新商品開発支援 

  １)内容 

・小規模事業者が既に消費者へ提供している既存商品だけでなく、津幡町の地域資 

源を使った新開発商品を積極的に支援する。 

 

・具体的には、石川かほく農業協同組合と連携にて地域の農産物を使った新商品開 

発を支援し、津幡ブランド（※「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する 

こと」にて後述）に認定して全国向けに販売展開する。 

 

・これによって、①地区特性を出した独自の商品開発が促進され、大手と差別化し 

た商品を消費者に提供することで売上拡大を図れる、②地区内の農業振興および 

商業の活性化を図れる、といった効果が見込まれる。 
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２)手段等 

   ・農商工連絡会（※「Ⅲ－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」にて後述）を通じて石川かほく農業協同組合との連携を強 

化し、地区内産の農作物を活用した商品開発を総合的にサポートする。具体的に 

は、双方が情報共有を図り、農業者と商業者のマッチングにつなげて付加価値の 

高い新商品の開発を促す。 

 

・なお、新商品開発にあたっては、農商工等連携支援事業（管轄：経済産業省）や 

いしかわ産業化資源活用推進ファンド（管轄：石川県産業創出支援機構）といっ 

た公的助成制度を利活用し、商品開発から販路開拓に至るまでの取り組みを資金 

面でサポートする。 

    

３）目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

地域資源を用いた 

新商品開発事業者数 

（津幡ブランド認定事業者数）

0 1 2 2 3 3

 

◆創業・第二創業（経営革新）者および事業承継希望者に対する支援  

・創業予定者に対しては、創業計画書策定から創業後3年間のフォローアップを含め 

て、伴走型の支援を行う。 

 

・事業承継の悩みを抱える事業者に対しても、専門機関と連携し、事業承継計画策後の

円滑な事業引継ぎを支援する 

 

(1)フォローアップの実施 

   創業者自身がセルフモニタリングにて進捗状況を把握するとともに、経営指導員が 

巡回等にてフォローアップし適宜指導・助言することで、創業計画の実施を確実に 

履行する体制を整備する。 

 

  １)頻 度 等 

   創業支援後、巡回指導等によるフォローアップを6ヶ月に 1度実施して進捗状況 

   の確認を行うとともに、必要に応じて金融支援や専門家派遣等の支援を実施する。

なお、フォローアップ期間は原則3年間とする。 

 

  ２)目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

創業支援後フォロー

アップ先数 
3 6 10 11 13 14
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(2)津幡町助成金の周知・活用 

津幡町と連携し、「津幡町産業創出支援補助金（※）」の活用を創業予定者へ周知し、

町内での創業促進、ならびに、創業予定者を資金面でサポートする。 
              

（※）津幡町産業創出支援補助金 

   石川県創業者支援融資や創業者を対象とした公的制度融資を受けて、新たに町 

内で開業した者を対象に、賃借料を除く補助対象経費の2分の 1以内（限度額 

50万円）を助成する制度。 

               

  １)頻 度 等 

    開業した事業者に対して都度周知し、申請をサポートする。 

 

２)目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

補助金採択先数 3 4 4 4 5 5

 

(3)記帳個別指導 

開業後 3年未満の創業者を対象に、記帳個別指導を実施する。創業後、日々の業務 

で多忙を極める経営者を会計面でサポートし、自社収益値をしっかりと把握する 

とともに、確定申告をスムーズに行えるよう指導していく。 

 

  １)頻 度 等 

    創業支援後、巡回・窓口指導等によるフォローアップを 6ヶ月に 1度実施し、個別指導する。  

 

  ２)目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

創業個別記帳指導先数 3 4 4 4 5 5

 

(4)事業承継支援 

   事業引継ぎセンター（石川県産業創出支援機構）や中小企業基盤整備機構、民間支

援機関等と連携し、「各機関のデータを活用したマッチングの実施」や「情報共有」、

「承継支援ノウハウの活用」によって、円滑な事業のバトンタッチを支援する。 

 

  １)頻 度 等 

    事業承継計画策定先に対して、都度支援する。 

 

  ２)目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

事業承継実績先 

（M&A 実績先数） 
0 0 1 2 3 4
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)各種調査結果にもとづいた需要動向の把握（※事業計画の策定前
．
） 

事業計画の策定にあたっては、金融機関等が提供する業界動向の調査結果に加え、

オンライン上で無料公開しているＰＯＳデータレポート、当会が実施する小規模 

事業者のニーズ調査の結果（※前述の「１．地域の経済動向調査に関すること」に

おいても実施）、事業者へのアンケート調査の結果（※前述の「２．経営状況の分 

析に関すること」）においても実施）の中から、小規模事業者が販路開拓・拡大す 

るうえで必要となるマーケット情報を収集し、当会が分析・整理して提供すること

で、需要動向や商品・サービスに消費者ニーズ・トレンドを把握する。 

 

  １）需要動向把握に用いる資料 

調査名 実施機関 把握する具体的項目 調査頻度

北陸経済研究 
北陸経済研究所

（北陸銀行） 
家計動向関連、企業動向関連 1ヶ月毎

ＫＳＰ－ＰＯＳデータレポート ㈱ＫＳＰ－ＳＰ

マーケットトレンドレポー

ト、テーマレポート、新商品

売れ筋ランキング 

毎月 

日経 POS情報・売れ筋商品ラ

ンキング 
日経テレコン 売れ筋商品ランキング 毎週 

帝国ニュース北陸版 帝国データバンク
景気動向調査における企業

のコメントの抜粋 
毎週 

小規模事業者のニーズ調査 

（「１．地域の経済動向調査に関すること」）
津幡町商工会 

商品・サービスに対する消費

者の潜在ニーズ 
年 1回 

小規模事業者へのアンケート調査 

（「２．経営状況の分析に関すること」）
同上 同上 同上 

 

  ２)提供方法 

    提供方法としては、①事業計画策定支援時に提供する、②タブレット端末を用い 

て巡回・来訪時に提示する、といった方法を用いる。 

 

 ３）目標数値 

調査種類 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

需要動向調査実施先数 

（事業計画策定前
．
） 

22 33 40 42 49 50

 

(2)販路開拓にあたっての需要動向の調査（※事業計画の策定後
．
） 

  ・既存商品・サービスの販路拡大や開発した新商品・新サービスの販路開拓にあたっ

て、需要動向を把握するためにマーケティング調査情報やオンライン上で無料公開
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しているＰＯＳデータレポートを活用して商品・サービスの売れ筋情報やトレンド

を収集・分析して小規模事業者に提供する。 

 

  ・また、レポートや情報誌等では得られにくい“消費者の生の声”を収集するために、

民間のマーケティングリサーチ会社（例：石川県内では㈱ウーマンスタイルなど）

 活用するほか、商工会をはじめとした各支援機関や金融機関等の物産展・マッチ 

 ングイベントへの出展を行う（※後述の「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に

 関すること」でも実施）。これらの調査で得られた情報を、整理・分析することで 

個別企業の販路開拓・拡大につなげる。 

 

  １）需要動向把握に用いる資料等 

調査名 実施機関 把握する具体的項目 調査頻度

経済レポート.COM ナレッジジャングル
各業界動向に関するアンケート調

査やレポート 
都度 

ＫＳＰ－ＰＯＳ 

データレポート 
㈱ＫＳＰ－ＳＰ 

マーケットトレンドレポート、テ

ーマレポート、新商品売れ筋ラン

キング 

毎月 

日経 POS情報・売れ筋

商品ランキング 
日経テレコン 売れ筋商品ランキング 毎週 

マーケティング 

リサーチ 

民間の 

マーケティング 

リサーチ会社 

グループインタビューによる需要

動向の調査 
都度 

物産展やマッチング

イベントへの出展 

各支援機関や 

金融機関等 

来場者の商品・サービスに対する

潜在ニーズ 
都度 

 

  ２)提供方法 

    提供方法としては、①事業計画の実施支援時に提供する、②タブレット端末を用 

    いて巡回・来訪時に提示する、といった方法を用いる。 

 

  ３）目標数値 

調査種類 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

需要動向調査実施先数 

（事業計画策定後
．
） 

31 47 54 58 65 68

 

 

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)事業目的 

・小規模事業者は人手が乏しく、一般的には大企業のような組織的運営が困難な状況 
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にあることから、「営業力・販売力の強化」や「新規顧客獲得・販路開拓」等が最大

の経営課題となっている。 

 

・当会地区内では“地域型商業・サービス”の小規模事業者が多いことから、販路開 

拓・拡大支援として、「商品・サービスのＰＲ」を柱に県連合会や行政、金融機関, 

ＪＡとの連携強化を図り、「津幡ブランド認定事業」や「物産展等への出店支援」、 

「インターネット販売・ＳＮＳ等のＩＴを活用した販路拡大支援」を実施する。 

 

(2)事業内容 

１)津幡ブランド認定事業の活用 

 ①目的と支援内容 

・平成 27年度より津幡町が新たに取り組みを始める「津幡ブランド認定事業」を 

活用して、小規模事業者の販路開拓・拡大を支援する。具体的には、地区内の地

域資源を活かした町内産品を津幡ブランドとして認定し、全国に向けて情報発 

信することで、認定された商品の魅力向上や、生産事業者の知名度向上を図る。

 

   ②効果 

    事業者の販売促進に寄与して売上増加が見込めるほか、以下のメリットがある。

            
≪認定によるメリット例≫ 

  ⅰ）津幡町ホームページにおいて津幡ブランド認定商品が紹介される。 

  ⅱ）津幡ブランドの認定商品であることを示す“認定マーク”を表示できる。 

  ⅲ）町が出展する物産イベント等にて、認定商品を優先的に出品する。 

     
       

 ③目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

津幡ブランド認定事

業者数（既存商品） 
0 5 5 5 5 5

津幡ブランド認定事

業者数（新 商 品） 

（４．事業計画策定後の実施支援に関すること）

0 1 2 2 3 3

 

２）物産展等イベントの周知・活用 

 ①目的と効果 

  県内および全国への販路開拓・拡大に寄与することを目的に、商工会をはじめと

した各支援機関や金融機関等のマッチングイベント・物産展を活用する。これに

よって、小規模事業者を営業面で支援することが可能となる。 

 

 ②支援内容 

・各支援機関等が開催する物産展や商談会を小規模事業者へ紹介し、利活用を促 

す。具体的には、取引内容（対事業者向けビジネスマッチングか、対消費者向け
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商品販売か）、販売展開していきたい市場（首都圏や全国向けか、県内もしくは 

北陸三県向けか）等に応じて、以下の事業を利活用する。 
    
≪紹介方法≫ 

     ・事業所への巡回時、もしくは、当会来訪時に紹介する。 

     ・当会会報紙に掲載して紹介する。 

・当会ホームページ上への公開にて紹介する。 

・当会フェイスブックページにて紹介する 

 

 

取引内容 対象市場 方法 事業名（※括弧内は主催者） 

ビジネスマッチング

（ＢｔｏＢ） 

 

全国 

（首都圏） 

向け 

対 面

いしかわ百万石物語・江戸本店 

（石川県アンテナショップ） 

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） 

オンライン

石川新商品カタログ 

（石川県産業創出支援機構） 

インターネットビジネスマッチング 

（日本政策金融公庫） 

県内 

（北陸三県） 

向け 

対 面

かなざわマッチング商談会 

（金沢商工会議所） 

しんきんビジネスフェア 

（北陸地区信用金庫協会） 

オンライン
石川新商品カタログ 

（石川県産業創出支援機構） 

消費者向け販売

（ＢｔｏＣ） 

全国 

（首都圏） 

向け 

対 面

ニッポン全国物産展 

（全国商工会連合会） 

全国市町村交流レガッタ物産展 

（全国ボート場所在市町村協議会） 

関東ふるさと津幡会物産展 

（関東ふるさと津幡会、おいしんぼの会） 

オンライン
ニッポンセレクト.COM 

（全国商工会連合会） 

県内 

（北陸三県） 

向け 

対 面

石川のこだわりショップ“かがやき屋本店”で

の商品販売（石川県産業創出支援機構） 

“じばさんギャラリー”への地場産品展示 

（石川県産業創出支援機構） 

道の駅“倶利伽羅塾”への出品 

（津幡町倶利伽羅塾） 

オンライン
お店はばたけ 

（石川県産業創出支援機構） 

 
   ・また、“出展して終わり”ではなく、出展後に事業者へフォローアップにてヒア 
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    リングを行い、「（各出展商品の売れ行きを基にした）消費者の需要動向」や「商

品に対する要望」、「来場した消費者のニーズ」といった項目を確認することで、

今後の商品改良や新商品開発の一助とする。   
 
２)いしかわ商工会ベスト店賞（主催：石川県商工会連合会）の活用 

  当会地区内の小売業、飲食業およびサービス業のうち、特に「魅力ある店づくり 

やサービスの提供に努力し差別化を図っている店舗」をいしかわ商工会ベスト店 

賞に推薦し、被表彰店舗の活力の向上や認知度向上に寄与する。 

 
 ◆いしかわ商工会ベスト店賞 

  石川県内の商工会地区にあるお店の中から、優れた取り組みを行っている店舗 

を表彰する石川県商工会独自の表彰制度。表彰店舗は、県下で全10店舗を選出 

しており、被表彰店舗については以下の方法による PR特典がある。 

 

 ≪被表彰店の PR内容≫ 

  ①石川県商工会連合会会報「商工かが・のと」による紹介 

   「商工かが・のと」は、県下商工会の全会員事業所宛て配布するほか、 

巡回時の持参や窓口設置にて非会員先へも配布を行っている。 
             

        ②石川県商工会連合会のホームページのよる紹介 
             

        ③津幡町広報紙への掲載 

           津幡町の協力を得て、平成 26年度より町広報誌に町内受賞店舗を 

          掲載しており、町民への店舗 PRの一助となっている。 

         

３)小規模事業者持続化補助金（管轄：中小企業庁）を活用した販路拡大支援 

    販路開拓に取り組む費用の 3分の 2を補助する「小規模事業者持続化補助金」を 

活用することで、以下の取り組みを資金面で助成する。 

 

    ≪助成対象となる費用例≫ 

    ①広告宣伝 

新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布   

 

②集客力を高めるための店舗改装 

幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン 

 

③商談会・展示会への出展  

新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展 

 

④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更 
 

  ４)いしかわ産業化資源活用推進ファンド（管轄：石川県産業創出支援機構）を活用 

した新商品開発・販路開拓支援 

    石川県内の地域資源を活用した新商品・新サービスの開発から販路開拓に至るま 
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での、様々な段階における取り組みを資金面で助成する。 

 

    ≪助成対象となる費用例≫ 

     ①事業遂行に必要なニーズ調査等を行う費用 

   

     ②試作品の開発や実験等に必要な原材料・機械装置等の購入費用 

 

     ③展示会等の出店費用   

 

④事業遂行に必要な人件費・広告宣伝費 

 

５)部会にて実施する共同販促事業を活用した販路拡大支援 

    津幡町商工会にて、「合同チラシ」の作成・配布を企画・運営し、小規模事業者が

協調してチラシによる販売促進を実施する。 

 

   ①目的と効果 

    ⅰ)目的 

     ・「従来よりチラシを用いた販売促進を検討しているが、費用負担面でチラシ作

成ならびに新聞折込が困難」という問題を抱える小規模事業者を、当会が主 

導にてバックアップし、各事業者の販売促進に寄与する。 

 

    ⅱ)効果 

・各事業者が効果的な販促手法を学習・共有しながらチラシを作成するため、 
販促スキル向上につながる。 
 

     ・津幡町内全域へチラシを折込するため、自社の商品・サービス等の認知度向 
上によって、問い合わせ件数や来店客数の増加が期待できる。 

      

   ②支援内容 

     ⅰ)掲載者の募集方法 

・チラシ毎の掲載店舗数は 10～13店舗程度とし、地区内小規模事業者を対象 

 に周知して掲載希望者を募る。 

  

    ⅱ)掲載内容 

     ・内容に統一感を持たせて消費者への訴求力を高めるため、チラシ毎にテーマ 

を設定する。（例：ウィンターセール、ありがとうの日） 

 

    ・さらに、チラシ毎に独自のクーポンを付すことで、消費者の購買意欲を高め 

ることができる。 

 

６)津幡町販売事業協同組合との連携 

 ①目的と効果 
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   ・当会会員事業所 68店舗で構成される津幡町販売事業協同組合では、独自のポイ 

ントカードおよび商品券を発行し、消費喚起やリピート率の向上を図っている。

 

・現在、ⅰ）消費者の利便性向上、ⅱ）地区内小規模事業者の商業活性化、ⅲ）組

合への加盟促進を目的として、非
．
加盟店に対して「組合協力店（※）」を募り、 

期間限定にてポイントカードや商品券の受入が出来るようにしている。 

    
※組合協力店・・・平成 27年 9月時点で全 20店舗 

  1 年間の期間限定で、非
．
組合員でもポイントカードや各種商品券を受入すること 

ができ、当該期間中は出資金や会費等は不要。 

（期間経過後も引き続き受入を希望する場合には、組合へ加盟する必要がある。） 

 

・今後は、下記の商業活性化施策を実施することで、小規模事業者の来店客数増加

および客単価増加を図っていく。 

      

   ②支援内容 

    ⅰ)プレミアム付商品券の継続発行 

     ・毎年、10％のプレミアム付商品券を発行することで、消費者の購買意欲を高 

める。なお、発行に際しては、津幡町の協力・助成を仰ぐ。 

 

・また、プレミアム付商品券の販売会場にて、商業観光部会が作成した「合同 

チラシ」を配布することで、消費喚起の相乗効果をねらう。 

   

    ⅱ)ポイント3倍セールの活用 

     ・従来、年に 3回実施していたポイント 3倍セールを、2回増加して年 5回実 

施することで、消費者の購買意欲を高める。 

 

     ・なお、従来、3倍セールのポイントは各加盟店が負担（※）していたが、今 

後は組合よりポイントの補助を行うことで、加盟店の負担軽減を図る。 
       ※加盟店は、消費者に対して付与するポイントを、1ポイントあたり 1.2円 

で組合より購入している。 

 

ⅲ)どまんなかフェスタへの協賛 

     ・当会主催の商店街賑わいイベント「どまんなかフェスタ」に対して、組合よ 

り“模擬店でのポイント 3倍セール”や“大抽選会での景品贈呈”を協賛し、

一層の中心市街地や賑わい創出に寄与する。 

 

  ７)ＩＴを活用した販路開拓支援 

   ①目的と効果 

   ・昨今、ＩＴの普及によって、小規模事業者にとってもホームページ等を用いた 

オンラインでの販売促進策は必須となっている。しかしながら、ＩＴツールを使

いこなせる人材が不足していたり、資金面でホームページの作成が困難な事業 
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者が、未だに多数存在しているのが現状である。 

 

   ・これらをふまえ、当会としては「無料で」「簡単に」利用できるＩＴツールの活 

用方法を周知・支援することで、管内の小規模事業者の販売促進に寄与する。 

 

   ②支援内容 

    ⅰ)ホームページの作成支援 

     ・ホームページ無料制作ツールの「Ｊｉｍｄｏ」や「ＳＨＩＦＴ（運営：全国 

商工会連合会）」を活用して、事業者のホームページ作成を支援する。ホーム

ページのコンテンツには、企業および商品・サービスのＰＲのほか、買い物 

カゴ機能を付加して販売チャネルの1つとして活用する。加えて、顧客管理 

機能を使ったＲＦＭ分析やニーズ分析を行うことで、ダイレクトメールの送 

付やニーズに基づく新商品開発の際の一助とする。 

 

・作成にあたっては経営指導員が中心となって支援するが、必要に応じて専門 

家派遣制度にてＩＴコーディネータを派遣し、助言・指導を仰ぐ。 

 

    ⅱ)フェイスブックページの作成支援 

     ・大手ＳＮＳサイト「ｆａｃｅｂｏｏｋ」を活用して、フェイスブックページ 

の作成を支援する。同ページでは、主に企業および商品・サービスのＰＲの 

ほか、上記にて制作したホームページのＳＮＳ連携機能を活用して、自社ホ 

ームページコンテンツへ誘導する。 

 

・作成にあたっては経営指導員が中心となって支援するが、必要に応じて専門 

家派遣制度にてＩＴコーディネータを派遣し、助言・指導を仰ぐ。 

 

(3)各支援内容の目標数値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

物産展・イベントの出展

事業者数 
7 10 10 10 10 10

商談件数 2 4 4 6 6 8

（うち成約数） (1) (2) (2) (3) (3) (4)

いしかわ商工会ベス

ト店賞の推薦先数 
2 2 3 4 4 4

（うち表彰店舗数） (2) (2) (2) (3) (3) （3)

小規模事業者持続化

補助金の申請数 
15 29 30 30 36 36

（うち採択数） (10) (13) (15) (15) (18) (18)

いしかわ産業化資源活用 

推進ファンドの申請数 
2 0 1 1 1 1

（うち採択数） (2) (0) (1) (1) (1) (1)
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合同チラシ作成回数 

（うち掲載企業数） 

0

(0)

1

  (10)

1

  (10)

1

  (12)

1 

  (12)

1

  (13)

プレミアム商品券の

発行額（単位：万円） 
3,300 12,000 3,300 3,300 3,300 3,300

ポイント3倍セールの

実施回数 
3 5 5 5 5 5

ホームページやフェイスブック 

ページの作成支援先数 
3 5 7 8 8 10

   ※小規模持続化補助金の採択数・・・平成27年度追加公募分の採択数は、発表前のため未定。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

外部環境をふまえた地域活性化対策について 

  １) どまんなかフェスタの実施 

・「“産”として、町内4商店街の商工業者および津幡町販売事業協同組合が結束す 
ること」、「“学・官”として、石川工業高等専門学校ならびに津幡町と協調する 
こと」の産学官連携によって、中心市街地の活性化のためにソフト事業の展開 
を図り、地域の賑わい醸成および商店街の魅力向上を目的とし、どまんなかフ 
ェスタを今後も継続的に開催していく。 
 

・具体的には、商店街加盟店もしくは加盟店以外の地区内小規模事業者、津幡町、 

石川工業高等専門学校との「どまんなかフェスタ運営委員会」を計5回程度開催 

し、中心市街地を活用した賑わいの醸成および消費拡大を図る。また、その際に 

今後の中心市街地活性化の方向性についても、併せて検討する。 

 

・どまんなかフェスタを、津幡町の中心部である四ッ角（パピィ1商店街、庄町商 

店街、おやど商店街が交差する箇所）付近にて、津幡町、石川工業高等専門学 

校、津幡町販売事業協同組合と連携して実施することで、町内4商店街のＰＲな 

らびに消費拡大を図る。 
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２）倶利迦羅さん八重桜まつりの実施 

・津幡町および小矢部市の両行政、小矢部市商工会、津幡町および小矢部市の両菓 

 子組合、倶利迦羅不動寺と連携して、「倶利迦羅さん八重桜まつり」を継続的に 

 開催していく。 

 

・毎年、来場者につきたての赤餅を配布する「赤餅つき」イベントが行われる2日 

間には、参拝者を含めて延べ6,000人超の方々が来場しており、会場売店での菓 

子販売金額は250～300万円（※イベント期間の2日間計）にのぼる。今後は、津 

幡町・小矢部市の両市町内のほか、同市町外からより一層多くの消費者を呼び 

込み、両市町の観光振興ならびに各菓子店の商業振興の拡大を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３)つばた森林浴リレーマラソンの実施  

・森林公園の来園者は毎年増加傾向にあることから、津幡町陸上競技協会と連携し、

今後もつばた森林浴リレーマラソンを継続的に開催していく。リレーマラソンと 

いう競技を通じて、人と人とのふれあいの場所として森林公園をより多くの方々 

に知ってもらい利用していただくことで、より一層津幡町への来訪者増加、交流 

人口の増加ひいては定住人口の促進に資することできる。 

 

【参 考】地域活性化・賑わい醸成・消費拡大の催し 

①石川工業高等専門学校による催し 

茶道部によるお茶会、吹奏楽部によるジャズ演奏、建築学科生有志による 

間伐材家具コンテスト 

     

  ②地域密着型の催し 

町内のダンスサークル3団体によるダンス披露 

   

  ③模擬店運営 

   4商店街や地区内商工業者の有志による模擬店での飲食物販売等 

      

  ④津幡町販売事業協同組合（ドレミファスタンプ会）による催し 

   模擬店でのドレミファポイント3倍セール、大抽選会での景品贈呈 
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・なお、リレーマラソンはこれまで2回開催しており、第 1回目は 365 人、第 2回 

目は 501 名のランナーが参加している。また、参加者向けに町内飲食店やその他 

商業施設 17店舗（※平成 26年度実績）で利用できるクーポンを付与することで、

競技終了後にランナーを店舗に誘導でき、来店客数の増加につながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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み 

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)目的 

   県内各商工会地区における経営指導員間、そして、金融や農業といった異分野間で 

の連携強化によって、情報交換・ノウハウ共有を図る。それによって、小規模事業 

者の実態やニーズを的確に把握し、今後の支援策等の検討に活用する。 

 

(2)実施内容 

   １)商工会経営支援連絡会議 

石川県商工会連合会が主催する「商工会経営支援連絡協議会」において、県下全 

商工会の経営指導員と各商工会管内の小規模事業者の現状および動向・各種施 

策・支援事例等について情報共有・意見交換を行う。 

 

  ２)小規模事業者経営改善資金貸付推進団体連絡協議会 

    日本政策金融公庫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」において、県下全商工会の経営指導員が日本政策金融公

庫の担当者を交えて、経営改善貸付の現状、融資制度の概要、各商工会管内の景況

等について情報共有・意見交換を行う。 

 

  ３)金融懇談会 

   ・津幡町商工会が主催する「金融懇談会」において、津幡町内の民間金融機関 4行 

庫（北國銀行・北陸銀行・金沢信用金庫・のと共栄信用金庫）の各金融機関支店 

長と当会の経営指導員が、制度融資の取り扱い状況、最近の金融および経済情勢、

各種施策、金融機関と商工会の連携強化等について、情報共有・意見交換を行う。

 

 

   ・また、当会と石川県内の 5信用金庫間では、平成 27年 2月に「産業振興連携協力
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に関する協定」を締結し、小規模事業者の 

経営改善・経営支援について連携し、協力 

している。具体的には、「しんきん特別融 

資制度」の創設、ビジネスマッチング支援、 

企業立地の促進等に関する事項である。 

今後も、相互の情報や支援ノウハウを共有 

し、人的・知的資源等を効果的に活用する 

ことで、小規模事業者の支援を行っていく。 

 

４)農商工連絡会 

石川かほく農業協同組合（営農経済部経済課）と津幡町商工会が、津幡地区の農 

作物の現状・特産品開発・販路開拓・農協と商工会の連携強化等について情報共 

有・意見交換する機会として「農商工連絡会」を新たに設ける。会議を通じて双 

方が連携を強化し、津幡ブランド認定商品など地域の農産物を使った新商品開発 

を積極的に支援していくことで、地区内の農業振興および商業の活性化を図る。 

 

(3)開催目標値 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

商工会支援連絡協議

会開催回数 
6 6 6 6 6 6

経営改善貸付推進団

体協議会開催回数 
3 3 3 3 3 3

金融懇談会開催回数 1 1 1 1 1 1

農商工連絡会開催回数 0 1 2 2 2 2

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)個々のスキルアップおよびノウハウの共有 

・各指導員が、①全国商工会連合会・石川県商工会連合会・金沢商工会議所等が主催 

する研修、②中小企業大学校が主催する課題別研修へ積極的に参加する。 

 

・研修では、経営（例：事業計画書の策定、消費税転嫁対策）から金融（例：制度融 

資、経営改善計画書の策定）、労務（例：マイナンバー制度）に至るまで幅広い知識・

ノウハウを習得できる。これらを、研修を受講した経営指導員だけに留めずに、受 

講指導員を講師として他指導員に研修内容を説明することで、組織内で知識・ノウ 

ハウを共有する。 

 

(2)支援事例勉強会を通じた資質向上 

・各経営指導員が取り組んでいる小規模事業者への経営支援について持ち寄って、月 
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1 回の勉強会を実施することで、具体的な事例を通じて資質の向上を図る。 

   

  ・また、石川県下商工会では平成 23年より年に 1度、優秀支援事例 10事例をネット 

ワーク上に公開している。経営革新や創業、事業再生、地域振興といった様々なテ 

ーマの事例があるため、当会内の支援事例だけでなく、これら県内他商工会の具体 

的な支援事例も勉強会に用いる。場合によっては、電話や対面によって当該事例の 

担当経営指導員より、支援事例に関する生の情報・ノウハウを吸収することで、当 

会経営指導員の支援能力を高める。 

 

(3)公的資格取得による自己啓発 

・指導員が各々自己研鑚により、中小企業診断士・社会保険労務士等の公的資格取得 

を目指す。また、資格取得に係る研修についても積極的に参加する。 

 

  ・具体的には、労働保険の担当経営指導員1名については、労働保険および社会保険 

に関する相談対応能力を高めるため、社会保険労務士の取得を通して知識を補う。 

また、他 2名の経営指導員については、ともに商工会での経験年数が3年前後と浅 

いため、中小企業診断士の資格取得を通して経営に関する幅広い知識を補うこと 

で、小規模事業者への経営支援スキルを向上させる。 

 

 

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 

(1)目的 

毎年度、本会発達支援事業の実施状況および成果について、以下の方法により評価・

検証を行うことで、①発達支援事業の内容が、地区内小規模事業者やその他小規模 

事業者に及ぼす効果を定量的に測定できるほか、②計画と実績の乖離を検証し、必 

要に応じて計画内容を見直すことで、持続的なローリングプランとすることができ 

る。 

     

(2)評価者および内容 

   １)当会支援担当者レベルでの評価・検証 

   「経営発達支援計画」の評価・検証・見直しについては、まず、当該年度におけ 

る小規模事業者が抱えている経営課題や支援メニューの利用傾向、支援状況お 

よび進捗状況、成果の評価等について、3名の経営指導員が中心となって集約 

し、見直し項目の洗い出しを行う。 

 

２)事業評価検討会議（仮称）の設置による評価・検証 

・経営発達支援計画に関する評価・検証を実施するため、商工会幹部および職員に 

 外部の団体・有識者等を加えて、事業評価検討会議（仮称）を開催する。 

 

・事業の実施状況および成果について評価・見直しを行い、外部有識者の客観的視 

点から変動する経済環境下における小規模事業者の支援策として、最適な手段を 

講じていくための方針を決定する。 
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≪事業評価検討会議（仮称）の構成員≫ 

団体等 名 称 担当者 

内 

 

 

部 

津幡町商工会 

正副会長 山﨑 正  会長 

  〃 山名知純  副会長 

  〃 高倉 明 副会長 

商業観光部会 山﨑英之  部会長 

工業部会 今村浩一 部会長 

青年部 山田 央 部長 

女性部 池村幹子 部長 

事務局 大海栄作 事務局長 

 〃 室田利洋 経営指導員 

 〃 井原和久 経営指導員 

 〃 林 知宏 経営指導員 

 〃 長原明美 補助員 

 〃 宮田美穂子 記帳指導職員 

外 

 

部 

行  政 津幡町 
企画財政課担当者 1名 

交流経済課担当者 2名 

金融機関 日本政策金融公庫金沢支店 国民生活事業担当者1名 

その他団体 

石川かほく農業協同組合 営農課担当者2名 

石川県中小企業診断士会 中小企業診断士 2名 

 

３)理事会への報告による承認 

    事業の成果・評価・見直し等の結果については、理事会へ報告して承認を受ける 

ことによって計画内容を役員へ周知し、役職員が一体となって事業内容の遂行を 

行っていく。 

 

４)ホームページへの公表等による評価・検証 

    上記１）～３）の過程を経て、「経営発達支援計画」に基づく事業の成果・評価・

    見直しの結果を、津幡町商工会のホームページ（http://tubata.shoko.or.jp/）や商工会
    報を利用して内容を公開する。 
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(3)評価・検証のスケジュール 

  ・前述の１）～４）については、下記の「事業の評価・検証スケジュール表」に従っ 

    て評価・検証を行う。 

 

 ・なお、下記のスケジュールによれば、計画内容の修正・変更が反映されるのは期中 

（8月期）となるものの、計画期間はあくまで4月～3月期までの年度区切りとする。

 

≪事業の評価・検証スケジュール表≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

当会支援担当者での評価・検証 ○ ○

当会支援担当者での進捗確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業評価検討会議での評価・検証 ○ ○ ・・・

理事会への報告・承認 ○ ○

ホームページでの公開 ○ ○

改
善

計画内容の修正・変更
（※修正・変更が必要な場合のみ）

○ ○

評
価
・
検
証

（平成29年度）

計画3期目計画2期目計画1期目

実施方法 （平成28年度）（平成27年度）



- 38 - 
 

（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 27年 7月現在）

（１）組織体制 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
総   会 

  

 

    監 事 

（2名）  

 
理 事 会 

 

  

    

      会  長   

         

・
青
年
部 

・
女
性
部 

 
部  会 

  副会長 

（2名） 

 
委 員 会 

 ・商業観光部会     ・融資委員会 

 
･工業部会 

  理 事 

（28名） 

 
・○経審査会 

      ・会費査定委員会 

   

 

  

 
役 員 会 

   

事務局（8名）   

 

 
事 務 局 長  

    

 
指 導 ・ 振 興 

  
総 務  

 

 

     

      

 経営指導員 

（3名） 

 記帳指導職員 

（2名） 

  補 助 員 

（2名） 

 

  

   

津幡町商工会機構図
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（２）役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指導員（室田、井原、林） 

１．地域の経済動向調査【指針③】 

２．経営状況の分析【指針①】 

３．事業計画の策定および実施支援【指針②】 

４．需要動向調査【指針③】 

５．新たな需要開拓に寄与する事業【指針④】 

６．地域経済の活性化に資する取り組み 

７．他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の 

情報交換に関すること 

８．経営指導員の資質向上等に関すること 

９．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 

補助員（長原、川渕） 

１．地域の経済動向調査【指針③】 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

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 

４．経営発達支援事業の事務面のフォロー 

記帳指導職員（宮田、西村） 

１．経営状況の分析【指針①】 

２．事業計画の策定および実施支援【指針②】 

３．地域経済の活性化に資する取り組み 

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 

５．経営発達支援事業の事務面のフォロー 

商業観光部会員 

１．新たな需要開拓に寄与する事業【指針④】 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

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（※部会長） 

青年部員 

１．地域経済の活性化に資する取り組み 

２．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（※部長） 

女性部員 

１．地域活性化事業 

２．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（※部長） 

工業部会員 

１．地域経済の活性化に資する取り組み 

２．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（※部会長） 

事務局長（大海） 

 

役 員（山﨑会長、山名副会長、高倉副会長、他 28名） 

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．経営発達支援計画に関する事項の承認 
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（３）連絡先 

   住  所 ： 石川県河北郡津幡町字清水チ 326-3  

（※開館時間 8:30～17:30） 

   電話番号 ： 076-288-2131 

ＦＡＸ番号 ： 076-288-2134 

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

   代表メールアドレス ： tubata@shoko.or.jp 

 

 

 

（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） 

 27 年度 

(27 年 4月以降)
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 14,685 15,185 15,685 16,185 16,685

 

①人件費 

 （事務局運営） 
10,000 10,500 11,000 11,500 12,000

②各種調査事業費 

 ※ニーズ調査 

 （郵送） 

 （印刷） 

160 160 160 160 160

③事業計画策定支援事業費 

 ※セミナー開催 

 （広報） 

 （講師謝金） 

130 130 130 130 130

④事業計画実施支援事業費 

 ※金融相談会開催 

 （広報） 

30 30 30 30 30

⑤創業・第二創業支援 

 ※セミナー開催 

 （広報） 

 （講師謝金） 

65 65 65 65 65

⑥販路開拓支援 

 ※合同チラシ作成 

 （印刷） 

200 200 200 200 200

⑦地域活性化事業費 

 ※イベント開催 

 （マラソン） 

 （八重桜まつり） 

 （どまんなか） 

3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
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⑧会議費 

 ※他の支援機関との連携 

強化 

 ※事業の評価及び見直し 

 （行政懇談会） 

 （金融懇談会） 

 （農商工連絡会） 

 （事業評価検討会議） 

400 400 400 400 400

 

（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．企業の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 

 

２．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、その他関係機関との連携を図る。 

 

連携者及びその役割 

１．石川県 

代表者：知事 谷本 正憲 

住 所：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．津幡町 

  代表者：町長 矢田 富郎 

  住 所：石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ 3番地 

  連絡先：076-288-2121 

役 割：経営セミナーおよび個別相談会、金融相談会の実施、創業者支援事業 

および新分野進出・新製品開発支援事業（津幡町産業創出支援補助金） 

 

３．石川県商工会連合会 

  代表者：会長 田上 好道 

  住 所：石川県金沢市鞍月 2丁目 20番地 

  役 割：県連合会の主催する物産展等の催し、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取組み 

 

４．石川県産業創出支援機構 

  代表者：理事長 谷本 正憲 

住 所：石川県金沢市鞍月 2丁目 20番地 

連絡先：076-267-1001 

  役 割：よろず支援拠点や事業引継ぎセンターの活用による事業者の課題解決 

 

５．石川県工業試験場 

  代表者：場長 浅井 豊樹 

  住 所：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 
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６．中小企業基盤整備機構 北陸本部 

  代表者：本部長 占部 治 

  住 所：石川県金沢市広岡 3-1-1  

  連絡先：076-223-5761 

  役 割：同本部内に常駐している専門家やコーディネータの活用による事業者の 

課題解決 

 

７．石川かほく農業協同組合 

  代表者：代表理事組合長 井上 信一 

  住 所：石川県河北郡津幡町字清水チ 329 番地 

  連絡先：076-288-3331  

役 割：農商工連携会の開催、地区内農作物を利用した特産品開発ならびに販路 

開拓 

 

８．日本政策金融公庫 金沢支店 

  代表者：国民生活事業統轄 多田 久俊 

  住 所：石川県金沢市南町 6-1 

  連絡先：076-263-7192 

  役 割：金融相談会の開催にて、事業者の抱える経営課題の掘り起しや課題解決 

 

９．金融機関（北國銀行、北陸銀行、金沢信用金庫、のと共栄信用金庫、興能信用金庫）

  １）北國銀行 津幡支店 

    代表者：支店長 平野 俊弥 

    住 所：石川県河北郡津幡町字津幡ハ88 

    連絡先：076-289-2125 

 

  ２）北陸銀行 津幡支店 

    代表者：支店長 中川 雅弘 

    住 所：石川県河北郡津幡町字清水イ 125 

    連絡先：076-288-3311     

 

  ３）金沢信用金庫 津幡支店 

    代表者：支店長 池田 智博 

    住 所：石川県河北郡津幡町字加賀爪ハ 70 

    連絡先：076-288-5711 

 

  ４）のと共栄信用金庫 津幡支店 

    代表者：支店長 平田 剛 

    住 所：石川県河北郡津幡町字津幡ハ 7-1 

    連絡先：076-289-4151 
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  ５）興能信用金庫 柳橋支店 

    代表者：支店長 松村 雅之 

    住 所：石川県金沢市柳橋町甲-1 

    連絡先：076-251-4123 

 

  以上の金融機関の役割：各種金融支援 

 

10．石川県中小企業診断士会 

  代表者：会長 村田 憲泰 

  住 所：石川県金沢市鞍月 2丁目 20番地  

  連絡先：076-267-6030 

  役 割：経営発達支援計画の事業評価検討会議の委員として、計画の事業進捗・ 

実績等関する客観的視点からの評価・助言 

 

11．石川工業高等専門学校 

  代表者：校長 村本 健一郎 

  住 所：石川県河北郡津幡町字北中条タ1 

  連絡先：076-288-8000 

  地域経済活性化事業のうち「どまんなかフェスタ」への企画・運営協力 

 

12．津幡町陸上競技協会 

  代表者：会長 塩谷 優 

  住 所：石川県河北郡津幡町字庄ウ 43番地 

  連絡先：076-289-2646 

  地域経済活性化事業のうち「つばた森林浴リレーマラソン」への企画・運営協力 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津幡町商工会 

≪金 融 機 関≫ 

・日本政策金融公庫 金沢支店 

・北國銀行 津幡支店 

・北陸銀行 津幡支店 

・金沢信用金庫 津幡支店 

・のと共栄信用金庫 津幡支店 

≪支 援 機 関≫ 

・石川県産業創出支援機構 

（よろず支援拠点、事業引継ぎセンター）

・石川県商工会連合会 

・中小企業基盤整備機構北陸支部 

・石川県工業試験場 

・石川県中小企業診断士協会 

≪行  政≫ 

・石川県経営支援課 

・津幡町交流経済課 

 

≪その他連携先≫ 

・津幡町販売事業協同組合 

・石川かほく農業協同組合 

・石川工業高等専門学校 

・津幡町陸上競技協会 

地域経済の活性化 小規模事業者支援 

・事業計画策定支援 ・販路開拓支援 

・金融支援     ・創業支援 

・事業承継支援   ・再生支援 

・新商品開発支援 

・中心市街地（町内４商店街）の活性化 

・地域の賑わい創出 

・商業振興の拡大 

相 互 連 携 


