
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
「内灘町商工会(法人番号９２２０００５００６９０４)」 

実施期間 平成２９年４年１日～平成３４年３月３１日 

目標 

○小規模事業者の持続的発展に向け、地域の実情や需要動向を踏まえた

事業計画に基づく経営の推進を図る。 

○各事業者の経営資源の強化、創業促進、事業者間交流の促進により、

管内の小規模事業者の魅力・情報発信力強化を図り、町外からの引き

合いおよび町内同士の取引を増加させ、小規模事業者の売上および利

益の確保を支援する。 

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【指針③】 

①広域地域経済動向調査 

②内灘町地域経済動向調査 

③地域内金融動向調査 

 

２．経営状況の分析【指針①】 

 ①巡回指導や各種窓口相談時における個社の経営分析の実施 

②経営分析セミナーの実施 

 

３．事業計画策定【指針②】 

 ①セミナーや個別相談による事業計画の必要性周知、計画策定支援 

 ②創業者に対するパッケージ支援 

 ③商品開発や販売促進に対する事業計画策定支援 

 

４．事業計画策定後の実施支援【指針②】 

 ①事業計画実施に係るモニタリング 

 ②実施に係る課題解決への支援 

 

５．需要動向調査【指針③】 

①個社の商品やサービスに関する需要動向の把握 

②事業計画策定者へ各種調査情報の収集・整理・分析結果の提供 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

 ①ＩＴ情報発信ツールの利用促進 

 ②ビジネス交流会の実施 

 ③紙媒体での事業所の魅力発信強化 

 

連絡先 

内灘町商工会 住所 石川県河北郡内灘町鶴ケ丘２丁目１６１ 

電話番号０７６(２８６)４２００ FAX 番号 ０７６(２８６)４２９０ 

メールアドレス masao_kita@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．内灘町商工会地域の現状と課題 

（１）概要 

①立地 

  西に日本海、東に河北潟を擁し、白山・立山連峰を望む光溢れる砂丘の町であり 

 内灘海岸は四季を通じて多くの人が集い、日本海に沈む美しい夕陽を眺めることができ

る。特に夏は県内外からの海水浴客で賑わう。東西の距離は２．９km、南北の距離は９．

０km の長細い形状をしている。冬季は雨天等が多く日本海側には防風のため松やニセ

アカシアが植えられている。内灘町はかつて沿岸漁業が盛んな地であったが、砂丘地の

開墾や河北潟の干拓により隣接する金沢市のベットタウンとして変容し、町中央には金

沢医科大学や大学病院の建設により学園都市としての側面も持つ。 

    
 

②人口動向 

  ・人口の推移・・全国的に人口減少がみられる中、本町は２６,９４２人と(平成２７

年１２月３１日現在)横ばい傾向にある。 

  ・年齢構成・・・全国平均と比べ年少人口(０～１４歳)、生産年齢人口(１５～ 

６４歳)の割合がやや高い 

   ・自然動態の推移・出生者数と死亡者数がほぼ同数で推移している。 

   ・転入・転出者は平成２２年以降ほぼ同数で推移している。 

   ・産業別人口では第３次産業の就業者人口割合が高く、近年横ばい傾向にある。 

   ・就業者(１５歳以上)の従業地は町外が多く、特に石川中央都市圏を従業地とする就

業者は全体の約９割、その中でも金沢市を従業地としている割合が約５割を占めて

いる。(参考:内灘町人口ビジョンより) 

 

③交通アクセス 

道路面においては金沢市から能登半島へ向かう『のと里山海道』の起点となっている。

鉄道については金沢駅まで１７分の北陸鉄道（株）浅野川線で結ばれており、主な利用

者は学生と一部の通勤者である。 
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 ④産業構造 

  産業別人口は第 1 次産業人口１５５名、第２次産業人口３,４９１人、第３次産業人

口９,２５５人と圧倒的に卸小売り・飲食・サービス業・医療、福祉の従事者が多い。

その一方で、住宅造成に伴い建設業も増加し基幹産業となっている。 

 

   
                 (出典:国勢調査) 

   

⑤地域資源 

砂丘地を利用したさつまいも(内灘金時)、ラッキョウ、ピーナッツなどの野菜や河北

潟干拓地での酪農業が盛んであり県内の牛乳出荷量シェアの４７%を占める。また夏に

は海水浴客で賑わう内灘海岸や砂丘を有する。 

 

（２）内灘町地域経済の課題 

   今回、町や事業者が抱える課題・ニーズを把握するため小規模事業者６０件に対しア

ンケート調査を実施し、分析した結果、以下のような課題が浮かび上がった。 

 

①経営者の高齢化、後継者不足 

経営者の高齢化が進んでいることや商工業者の中でも小規模事業者の比率が高く

経営資源が脆弱な事業所が多いことにより、後継者不足が課題となり廃業予備軍が多

い。 

 

②消費の町外流出 

金沢市の郊外開発に伴い消費の町外流出が進み、以前５ヶ所あった商店街は大型店の

進出や消費構造の変化も相まって１ヶ所しか現存していない。住民に占める転入者が多

く、事業者もまた転入者が多いため、小規模事業者間の交流や情報の共有が限定的であ

り、市場が拡大しにくい状況に陥っている。 

他にも宅地造成を中心とした街づくりを推進してきたことにより、戦略的な商工業育

成を図ってこなかった経緯から内灘町独自の地場産業がないといった課題も抱えてい

る。 

今後これらの課題解決に向け商工会の果たすべき役割は大きい。 
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商工業者数・小規模事業者数・会員数の推移             

  項 目 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

商工業者(件) １,１５３ １,１６８ １,１７８ １,１１８ 

小規模事業者(件) １,０７５ １,０７５ １,０８７ １,０６４ 

会員数(件) ６１９     ６０７ ６２１ ６２３ 

組 織 率(%) ５２．３    ５０．４ ５１．１ ５２．２ 

参考:石川県商工会の現況より 

 

小規模事業者課題・ニーズ調査 

  町の課題 経営上の課題 必要とする支援 

１

位 
少子高齢化 需要の停滞 

ビジネス交流会の開催等 

取引機会の創出 

２

位 

地域内消費の流出 

地域外消費の取込停滞 
原材料価格の高騰 金融斡旋 

３

位 
町の商店の衰退 顧客ニーズ変化への対応 補助金等活用支援 

 

（３）商工会の支援上の課題 

 

本商工会は過去小規模事業者との連携、意志の疎通、情報の交換を目的に『こんにちは

運動』注を展開し小規模事業者に対して経営実態の把握や商工会の事業紹介を行う事業を

実施したが、事業者にアピールできる事業がなかったことなどにより効果が限定的であっ

た。しかし、町の商工業に対する支援策が充実してきたことや今回の『小規模事業者の支

援に関する法律の一部改正』によりビジネスモデルを再構築する環境が整い、石川県、内

灘町、地元金融機関、その他支援機関との連携を強化できる体制づくりが可能になった。

上記のような状況を踏まえ事業者ごとの経営課題の解決やビジネス交流を強化し、持続

的発展の支援やビジネスチャンスを創出する。特に商業においては個店の魅力を高め地元

購買率の向上および交流人口の増加を図り消費を喚起することが喫緊の課題となってい

る。 

※注『こんにちは運動』 

  ①目的 「会員のための商工会」を基本理念として商工会活動の原点に返り 

会員との連携、情報交換、意思疎通を行うために会員事業所に巡回を 

行い、相談業務を強化して経営改善普及事業の推進を図る。 

    ②内容 小規模企業の経営や技術の改善、向上を促進するために、職員全員 

「こんにちには運動」の趣旨書、商工会の事業内容、金融制度一覧、 

各補助金制度、専門家派遣制度等のパンフを持参し内灘町の小規模 

事業者を巡回し経営改善普及事業を推進する事業。 

③期間 平成１０年度～平成１４年度 
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（４）小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

 政府は『まち・ひと・しごと創生総合戦略』を策定した。内灘町においては地域の特性

に即した地域課題の解決を基本視点とした『内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略』を

策定し、基本目標として①まちの魅力を高め、定住・交流人口を確保する②まちの活力を

生み出し、雇用につながる産業を育成するとしている。 

こうした中で地域に密着した経済団体である商工会では、小規模事業者の持続的発展と

各事業者の魅力向上を図り、地域経済の振興発展と雇用の確保、交流人口の増加を実現す

ることにより産業面からまちの魅力、活力向上に寄与していく。 

具体的には、事業計画に沿った経営の促進、消費者ニーズに応える魅力的な店舗形成、

まちづくりへの参画、特産品開発の他、創業の促進、販路開拓に積極的に取り組む。 

それには行政を含めた各支援機関等との連携を一層強化した事業者支援を行う体制が

必要であり、その中心的役割を商工会が担っていく。 

また地域イベントへの積極的参加により事業者の魅力発信や地域住民と各事業者の交

流促進や消費者ニーズの把握を図る。行政、各支援機関等とのネットワーク強化に努め、

支援体制の充実や目標達成を目指す。 

 

（５）経営発達支援計画方針 

 

①目標 

ⅰ．小規模事業者の持続的発展に向け、地域の実情や需要動向を踏まえた事業計画に基

づく経営の推進を図る。 

ⅱ．経営資源の強化、創業、事業者間交流の促進により、管内の小規模事業者の魅力・

情報発信力強化を図り、町外からの引き合いおよび町内同士の取引を増加させ、小規

模事業者の売上および利益の確保を支援する。 

 

②方針 

商工会と小規模事業者間の相互の情報不足から生じる諸課題を解決するために小規

模事業者の実情を把握すると共に各事業所間並びに商工会とのネットワークづくりを

強化する。地域経済動向や市場動向の情報提供並びに事業計画策定支援によって経営

基盤の強化を図る。消費者ニーズを捉えた商品開発や販路開拓を行うなどの伴走型支

援を実施していく。 

以上の２つの柱を目標として、内灘町が掲げる『内灘町まち・ひと・しごと創生総

合戦略』のまちの活力を生み出し、雇用につながる産業を育成する『元気うちなだ創

生戦略』を踏まえながら小規模事業者の持続的発展『元気な商工会』実現を目指す。
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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２９年４月１日～平成３４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 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

地域経済の動向は経営指導員が業種ごとに中小企業景況調査を実施し、四半期ごとの

景気動向結果を提供しているが、整理、分析が不十分なことから有益な情報を提供でき

ていないのが現状である。また経済動向調査を実施するにあたって広範囲な経済動向の

収集、整理、分析が不足し且つ事業者に有効な情報を提供できていないのが課題である。

小規模事業者の持続的な発展に寄与し、今後の事業計画策定に役立てるための基本的な

情報収集と整理分析並びに適切な提供が必要である。 

 

（２）改善方法 

地域経済の活力を取り戻すためには地域経済の動向把握が重要であり、小規模事業者

にとってその結果や分析が今後の事業活動に与える影響は大きい。従って、その重要性

を小規模事業者に周知し理解を得ることが必要であることから、その資料作成のため情

報収集、整理、分析を組織的に行う。分析した各種調査結果を小規模事業者の経営判断

や事業計画策定に必要な資料として情報提供し、活用を促すことにより各事業所の業績

向上を図る。 

 

（３）事業内容 

①広域地域経済動向調査 

ⅰ．調査概要 

全国、中部地方、北陸地方及び石川県のマクロ的な景気動向を収集、調査し、小

規模事業者が利用し易いように抜粋、要約して提供する。小規模事業者が俯瞰的視

点で自社を取り巻く外部環境を的確に把握し、事業計画の策定や経営戦略を立案す

る際に活用する。 

ⅱ．調査方法 

各団体が発行する下記のデータを調査する。 

・内閣府が四半期毎に提供する地域経済動向 

・民間シンクタンク事業者が毎月提供する全国、北陸地方、石川県の景気動向 

・石川県商工会連合会が四半期毎に提供する石川県内商工会員の中小企業景況調査 

・日本政策金融公庫が提供する全国中小企業動向調査（四半期毎）及び全国小企業月

次動向調査（毎月） 

・経済産業省が毎月提供する中部地域の総合経済動向及び鉱工業生産指数 

・石川県が毎月提供する鉱工業業種別指数 
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ⅲ．調査項目  

・北陸地方の企業動向（鉱工業生産状況、企業の業況判断、設備投資状況）、需要動

向（個人消費、住宅建設、公共投資の水準）、雇用情勢 

・北陸地方及び石川県の景気、規模別、業界別、先行き見通し DI 

・石川県内商工会会員の業種別売上額、採算、資金繰り DI 

・全国中小企業の業況判断、売上、採算 DI 

・中部地方の鉱工業生産状況、消費・投資等の需要動向 

・石川県の鉱工業指数及び生産動態統計調査 

ⅳ．調査時期 

ⅱに挙げた各団体のデータ提供時期に応じて毎月調査しデータを蓄積する。 

 

②内灘町地域経済動向調査 

ⅰ．調査概要 

①のマクロ的な景況動向を踏まえたうえで、当地区内の小規模事業者にとってよ

り身近な内灘町の地域景況動向を調査、提供し、日々の事業活動や事業計画の策定

時に役立てる。 

ⅱ．調査方法 

当商工会地区の小規模事業者 24 社（建設業 8社、製造業 4社、小売業 4社、サー

ビス業 8社）について、所定のヒアリングシートを用いて次の調査項目について聴

き取り調査を行う。 

ⅲ．調査項目 

・業種、従業員数、後継者の有無 

・当期、翌期の業況見通し 

（売上・費用の推移と利益状況、資金繰り状況、設備投資・採用計画とこれに伴う

資金計画等） 

・経営上の課題及び改善策の有無とその内容 

ⅳ．調査回数 

年 1回 

 

③金融動向調査 

ⅰ．調査概要 

小規模事業者の適正な投資計画の遂行と当商工会の適正な金融支援に資するた

め、石川県及び内灘町における融資動向について調査しデータを集約する。  

ⅱ．調査方法 

内灘町の金融斡旋状況（日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資及び

石川県の制度融資）については、当商工会の情報管理システムより当商工会が斡旋

した金融融資の情報を出力し集計する。石川県の金融動向については、石川県信用

保証協会が毎月発行する『業種別保証承諾・保証債務残高』を調査する。 

ⅲ．調査項目 

・斡旋した事業者の業種、融資の種類、件数、融資金額、資金の使途等 

・一定期間における業種ごとの新規融資金額及び件数、一定時点における融資残高

及び件数 
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ⅳ．調査回数 

年 4回 

④調査実施回数の目標                       （ 回 ） 
調査の種類 

及び実施回数 
平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

広域地域経済

動向調査 
 

１２ 

 

１２ 

 

１２ 

 

１２ 

 

１２ 

内灘町地域経

済動向調査 
 

 １ 

 

 １ 

 

 １ 

 

   １ 

 

   １ 

金融動向調査  ４  ４  ４  ４  ４ 

 

（４）活用方法 

上記により得られた調査データは、当商工会内に新たに設置する①『経営力向上支援

会議』において分析及び情報の共有を図り、そこで諮った調査結果を②の手段をもって

提供する。小規模事業者が地域の経済動向を把握し、経営指導員が事業計画を策定する

際に活用する。 

 

①経営力向上支援会議の概要 

ⅰ．会議メンバー 

   事務局長 1名、経営指導員 3名 

ⅱ．開催時期 

   月１回 

ⅲ．会議内容 

   調査結果の分析、報告及び調査方法、対象者、対象項目等の見直し 

 

②調査結果の提供手段 

・当商工会の会報誌『商工うちなだ』に『内灘町商工会地域経済動向調査』欄を新設

し、一年に一回（6月号）上記調査結果を掲載し内灘町民約 1万戸に全戸配布する。

・上記『商工うちなだ』の記事データを刊行後速やかに当商工会のホームページにア

ップロードする。 

・当商工会内における職員間の情報共有を推進するため、毎週週明けに開催する朝礼

会議にて調査結果や進捗状況の報告を行う。 

・小規模事業者の事業所を巡回する際、調査結果に係る報告書やタブレット端末を利

用して経済動向の報告を行う。 

 

③地域経済動向の把握による具体的な活用項目 

・融資申込時、計画的な資金繰りや設備投資を実現するため、地域の動向を踏まえた

より具体性のある事業計画の策定を実現する。 

・創業補助金や持続化補助金の申請時、後継者による事業承継や移住者による新規開

業の可能性を見出し、小規模事業者と共に販路開拓に取り組むうえで、地域経済動

向を踏まえた事業計画の策定に役立てる。 

・経営改善計画書を策定する際に利用する。利率軽減や返済猶予等の返済条件変更や
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借換等の金融支援の円滑化を図り、小規模事業者の財政状態と収支の改善に繋げ

る。 

    

④調査結果提供実施数の目標                    （ 回 ） 
調査の種類 

及び実施回数 
平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

会報の町内全 

戸配布 
 

 １ 

 

 １ 

 

 １ 

 

 １ 

 

 １ 

事業計画策定時

の利用数 
 

５ 

 

１０ 

 

１５ 

 

１５ 

 

１５ 

調査結果の個別

提供事業者数 
 

 ３０ 

 

４０ 

 

５０ 

 

６０ 

 

７０ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

 小規模事業者は日々の営業活動に追われ、経営分析や課題の把握等その解決の糸口が

つかめないのが現状である。経営指導員等も窓口相談、巡回指導、並びに融資申込み時

や経営安定相談、決算申告指導の際などに財務分析、資金繰り等の現状を把握するにと

どまっている。また事業所情報を商工会カルテシステムに記録し一元管理し経営情報を

蓄積しているものの、カルテシステムが効果的に活用されていないため経営課題の抽出

や課題解決に繋がっていないのが現状である。需要動向は商工会が事務委託を受けてい

る団体を中心として、業界ごとの動向は感覚的に掴んでいるが、経営状況に関する事業

者ごとの分析整理した情報提供は十分になされていない。今後は小規模事業者ごとの課

題を把握するために経営分析を行い、事業計画策定、策定後の支援および販路開拓につ

なげる必要がある。 

 

（２）改善方法 

小規模事業者の持続的発展のためには課題抽出が必要であり、その為には事業所の経

営実態及び財務内容を知ることが重要なことから、①巡回指導時②決算確定申告時③融

資斡旋時④経営安定相談時等に経営分析を実施する。また経営分析セミナーを開催しそ

の必要性を周知し、その際に下記のとおり経営分析を行い伴走型支援につなげていく。

 

（３）事業内容 

   ①巡回指導時 

巡回訪問を通じて対話をすることにより小規模事業者の経営資源の分析や経営

ビジョンを整理し、その際に決算書を基に中小企業基盤整備機構が提供する「経営

自己診断システム」と「簡易ヒアリングシート」の活用により視覚化した経営分析

を行う。【拡充】 

 

②決算・確定申告時 

     記帳サービス利用先については商工会の記帳システムの「経営診断」ツールを活

用し、収益性、安定性、将来性、資金繰りについて経営分析を行なう。【拡充】 
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    記帳サービス利用先以外は中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システ

ム」と「簡易ヒアリングシート」の活用により視覚化した経営分析を行う。【新規】
 

   ③融資あっせん時 

     提供された財務資料とヒアリングをもとに、経済産業省が提供する「ローカルべ

ンチマーク」の活用により経営分析を行ない、借入後の資金計画策定や今後の事業

計画策定につなげる。【拡充】 

 

④経営安定相談時 

     提供された財務資料をもとに、経済産業省が提供する「ローカルべンチマーク」

の活用により経営分析を行ない、経営安定相談制度の専門家も活用し基礎的な収益

性、安定性、資金繰りとともにＳＷＯＴ分析を行い、経営課題を抽出し経営改善計

画策定につなげる。【拡充】 

 

 

   ＜各種帳票イメージ＞ 
①巡回指導用              ②決算申告用 

「簡易ヒアリングシート」        中小企業基盤整備機構「経営自己診断システム」 
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③融資あっせん時④経営安定相談時の「ローカルベンチマーク」(財務分析・ヒアリングシート) 

 
 
   ⑤経営分析セミナー開催 

小規模事業者に課題抽出の重要性を周知するために経営分析に特化したセミナー

を開催し、経営分析の必要性や自社の商品・サービスの「強み」、「弱み」等を把握

し小規模事業者の課題抽出と事業計画の足掛かりとする。【新規】 

 

  《実施方法》 

    石川県産業創出支援機構、よろず支援拠点、石川県商工会連合会との連携により

セミナーを開催し、小規模事業者の経営分析への意識を高めた上で、経営指導員が

専門家とともに各種経営分析を行ない小規模事業者の課題抽出と今後の事業計画

策定の足掛かりとする。 

 

イ.対象者:小規模事業者 

ロ.場 所:内灘町商工会館もしくは内灘町保健センター 

ハ.周 知:内灘町商工会会報もしくは県連合会会報にチラシ折り込み、商工会 HP

二.講 師:石川県商工会連合会、石川県産業創出支援機構、よろず支援拠点の連携

        による専門家 

ホ.内 容:1.経営分析の必要性 2.自社の財務分析方法 

        3.SWOT 分析を活用した現状分析と課題の抽出について 

 

⑥経営分析に関する実施計画とその活用・効果について 

対 象 者 

1.巡回指導対象者 

2.決算確定申告、記帳指導対象者 

3.融資申込者 

4.経営安定相談者 

5.経営分析セミナー参加者 
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分析項目 

1.定性分析 

上記「ヒアリングシート」の項目により分析 

2.定量分析 

各種財務指標を基に安全性・収益性・効率性等を視覚化して分析す

る。 

各担当者 

1.事務局長（総 括） 

2.経営指導員（計画立案、セミナー企画、経営分析、課題抽出） 

3.補助員・記帳指導職員（情報整理） 

スケジュール 平成２９年４月～ 

提供方法 

1.商工会の記帳システム利用者には会計ワークス「経営診断」により

巡回や窓口において提供する。 

2.その他は「簡易ヒアリングシート」と中小企業基盤整備機構が提供

する「経営自己診断システム」及び経済産業省提供の「ローカルベ

ンチマーク」をペーパー化しアドバイスを加えて巡回時等に提供す

る。 

3.評価、検証（経営力向上支援会議） 

活用方法・効果 

≪小規模事業者に対して≫ 

①巡回指導時②決算確定申告時③融資斡旋時④経営安定相談時⑤経

営分析セミナー開催時等に定期的に分析結果を提供することで経営

課題を認識することができ、今後の意志決定と課題解決に向けた事

業計画策定につなげることができる。また自社の強み、弱み、機会、

脅威を認識することで、経営革新計画策定や公的補助金の申請にも

有効に利用できる。【拡充】 

 

≪商工会≫ 

分析した経営状況を企業、業種別ごとにデーターベース化しストッ

クすることで、担当者の不在時や異動の際にも対応することができ

る。また経営指導時に有効な経営カルテとして活用でき、経営力向

上支援会議等で経営指導員中心にミーティングを毎月１回実施し、

分析のスキルを高め意見交換することで職員の資質の向上につなが

り、事業者への的確な助言が行える。【新規】 

 

＜目標＞                               

支援項目 現状 平成 29 年度 平成30年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

経営分析事業

者数（件） 

８   １０   １５    ２０    ２５   ３０ 

経営分析セミ

ナー(回) 

  ０    １ １     １      １    １ 

経営力向上支

援会議(回) 

０   １２   １２    １２     １２   １２ 
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３．事業計画策定に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

小規模事業者を取り巻く環境は大きく変化している中、消費者のニーズに合った新商

品や新サービスの開発などの経営力の強化を図っていく必要がある。しかし日々の営業

に追われ、情報の収集や経営資源を有効に活用することが出来ていない事業者や課題解

決のスキルがない事業者が多い。また近年は商工会としても専門家派遣、経営力向上セ

ミナーの開催等を実施して周知しているが、事業計画の必要性を十分に理解していない

事業者に対しては浸透していないのが現状である。 

 

（２）改善方法 

 小規模事業者に事業者ごとの経営分析結果を示し課題を事業者と共有することによ

って事業計画策定の必要性について小規模事業者に周知する。また訪問指導時に事業計

画策定セミナーへの参加を促す。同時に計画策定をサポートする体制を構築する。 

 

（３）事業内容 

巡回時に経営分析と需要動向の提供に併せ、事業計画策定事業所の掘り起しを行う。

併せて事業計画策定セミナーと個別相談会を実施し策定希望事業者の策定支援や計画

の変更改善等の伴走型フォローアップを実施する。また定期的にモニタリングし成果を

検証し成果があった企業の成功事例や体験を他の事業者に周知していく。経営課題の解

決や、持続的発展の支援を行うことで小規模事業者の魅力を高め収益性を向上させるた

めに下記の事業を実施する。  

 

 ①事業計画策定セミナーと個別相談会の開催 

ⅰ現状と課題 

    現在、事業計画策定セミナーと個別相談については年１回開催しているが、補助金

を目的とした参加が多く、事業計画の重要性がまだまだ浸透していない。また、計画

策定後のフォローアップが不足していることもあり、計画実施に至っていないケース

も見られる。 

 

  ⅱ事業内容 

訪問指導時に事業計画に沿った経営の必要性やメリットに関する周知活動を実施

しセミナー参加者を増やす。計画策定段階で事業者と経営指導員の対話の機会を増や

し、地域経済動向調査や経営分析の内容を活用した、より実行性のある計画策定を支

援し、計画実行段階での変更などの充実も図る。これらを継続的に実施することによ

り伴走型の支援を実現し、計画策定事業者の経営改善を図る。 

    また事業計画の必要性やメリットについて会報掲載や諸会議における事例紹介を

中心とした情報提供の推進を図る。【拡充】 

   《事業計画策定セミナーと個別相談会内容》 

     対象者:小規模事業者 

     場 所:内灘町商工会館もしくは内灘町保健センター 

     周 知:内灘町商工会会報もしくは県連合会会報にチラシ折込、商工会 HP 

     講 師:中小企業診断士 
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②創業支援について【拡充】 

ⅰ．現状と課題 

    町内での創業は年間数件あるものの、廃業数が上回り、少しずつ町の中に空き店

舗や事業所が目立つようになってきた。 

これに対し、行政と商工会が協力し、創業融資に関する利子補給や空き家を利用

した創業に対し補助金を支給しているものの、利用者は少ない状況である。 

 

  ⅱ．事業内容 

   ・創業に関する支援策をパッケージ化し、創業者に対し多面的な支援を実施する。現

行の創業時の改装資金補助注に加え行政の支援を受け創業時の家賃補助を実施する

など内容を充実すると同時に支援事業に「内灘町商工会創業支援事業」等の名前を付

けインパクトのある周知を実施することで創業者を増やしていく。【拡充】 

    ※注『内灘町創業支援事業補助金』 

     内灘町内で「空き家」や「空き店舗」となっている建物を利用して事業 

を開始した者を対象に、改装工事費、設備、器具、備品購入費等の補助 

対象経費の２分の１以内（上限５０万円）を補助する制度 

   ・行政、民間金融機関、日本政策金融公庫との連携を図り、事業計画策定段階から融

資実行、創業後のサポートまで支援を行い、事業を軌道に乗せていく。具体的には創

業計画策定に関する支援を経営指導員が行い、資金計画は商工会と金融機関等と連携

して行う。並行して空き物件の紹介を行政と商工会が連携して行う。また補助制度の

対象者に対しては制度の案内や申請を支援する。 

新たな補助制度として、創業後から軌道に乗るまでの支援策として行政からの支

援を受け、家賃の補助を行い、創業へのハードルを下げる取組と、町の空き店舗等

の減少を両立させる制度を実施する。【拡充】 

 

 ※創業支援の仕組み 

《日本政策金融公庫》 《石川県商工会連合会》  《地元金融機関》 

 ・創業セミナー    ・創業塾       ・創業資金調達 

     ・創業資金調達    ・創業エキスパート  ・ビジネス商談会    

 連携         連携        連携 

 

 《内灘町》      【内灘町商工会】   《中小企業基盤整備機構》 

・創業補助金      ・創業計画書策定    ・よろず支援拠点 

・空き部屋バンク    ・各種補助金制度     

    ・創業資金調達      

 

 

           創業者・創業希望者 

             

③新商品開発支援及び販売促進支援について  

ⅰ．現状と課題  

経営環境が大きく変化している中、日々の営業活動に追われている小規模事業者
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は、これといった戦略を立てずに新商品や特産品の開発を行っているのが現状であ

る。 

特産品開発支援においては、｢農林水産物２７件｣・｢鉱工業品又は鉱工業品の生産

に係る技術１７件｣・｢文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源４件｣が

内灘町における地域産業資源として石川県が認定しているが、その地域産業資源を

活用し商品化している小規模事業者は少なく、強みを活かしてきれてこなかった為、

平成２５年１１月に飲食店や和洋菓子店等による１９店舗にてミルク王国ウチナダ

プロジェクト(地域産業資源である河北潟干拓地産牛乳を活用した商品開発･販路開

拓事業)を立ち上げ現在の特産品事業の礎を築いた。 

その後平成２７年６月には統一メニュー用素材としてオリジナルアイスクリーム

の商品開発を行い、現在加盟店は３３店舗に拡大したが、当該商品は小規模事業者

の収益の柱の一商品になっていないのが現状である。 

販売促進支援については、指導員等の巡回指導や金融相談時に小規模事業者から

の要望や補助金の申請時に事業計画を策定するにとどまっているのが現状であり裾

野は拡大していない。 

 

ⅱ．改善方法 

  事業計画セミナーと個別相談会を通して特産品事業『ミルク王国ウチナダ』プロジ

ェクトを周知すると共に、他に特産品を活かした事業計画の成功事例を紹介し新た

な事業計画策定を促す。また石川県が認定した地域産業資源を活用した新商品開発

や販路開拓を行う小規模事業者にも支援を行う。 

 

  ⅲ．新たな取り組み 

     地域の経済動向調査で実施したヒアリングシートやセミナー参加者を基に 

小規模事業者の新商品開発や販路開拓が課題となっている事業者を対象として事業

計画策定支援を実施する。【新規】 

＜目標＞                            (単位:件)   

 支援項目 現行 平成29年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

事業計画セミナ

ー・個別相談会 
  １    １     １     １     ２     ２ 

創業計画支援件数    ３       ５         ５         ８       １０      １２

計画策定支援件数 

(販促・経営安定

等) 

８     １０    １２     １２    １５    １５

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

 小規模事業者の課題解決に向けた支援(金融、記帳、税務、労務等)を中心に事業者

ごとにフォローアップしてきた。具体的には県の専門家派遣事業（企業ドック）、経

営安定相談、金融あっせん、補助金申請ごとに課題の解決策の情報を提供するにとど

まっている。また近年は小規模事業者持続化補助金申請に伴い経営指導員が事業計画

策定を支援しているが事業計画策定後は企業の自主性に任せているのが実情である。
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（２）改善方法 

定期的なフォローアップを実施し、実施の障害となる課題が生じた際には解決に向

け商工会の多様な支援メニューを使った支援を行い、着実な計画実施に向けて事業者

と一体となって取り組む。 

 

（３）事業内容 

既存小規模事業者、創業者、新商品開発事業者の計画策定支援者に対するモニタリ

ングおよび課題解決支援を行う。 

 ①既存小規模事業者 

  ⅰ．四半期ごとのモニタリングの実施【拡充】 

  ⅱ．課題解決に向けた専門家派遣【既存】 

  ⅲ．小規模事業者経営発達支援融資制度の活用【新規】 

  ⅳ．既存の商工会事業（税務、金融、労務）に関する利用の促進【既存】 

 

②創業者 

  ⅰ．空き店舗・空き工場・空き家の情報提供【新規】 

    内灘町の空き家バンク制度を不動産業会員や町と連携して充実を図り、町や商工会

のホームページ等で情報提供を行う。 

 

  ⅱ．補助金、融資制度の活用支援【拡充】 

   『石川県創業促進補助金』『内灘町創業補助金制度』等の情報提供や

『小規模事業者持続化補助金』等を活用し伴走型支援により販促・販路開拓に繋げる。

また県制度『小口零細融資』及び『創業者支援融資』等の融資斡旋を行い、同時に利

子補給を実施する。また日本政策金融公庫の創業計画策定支援メニューや創業資金を

活用し資金繰りを健全化する。また地元金融機関とも連携し事業業積が安定するまで

支援していく。また成功事例はビジネス交流会の際に紹介し全体的に第二創業を促進

していく。 

  ⅲ．フォローアップ【拡充】 

    石川県商工会連合会主催の創業塾への参加や創業後５年未満の企業を対象として、

巡回時に四半期ごとの進捗状況を表にして事業計画の進捗状況を経営指導員中心と

して聴き取りし、進捗情報を指導員等で共有し、四半期ごとに検証と課題を明確にす

る。 

   

③新商品開発支援と販売促進支援 

小規模事業者の抽出された課題に対して各機関と連携を図り、新商品開発及び販路開

拓事業を実施する企業に対して事業計画の策定を支援し、計画策定後には新商品開発並

びに特産品開発希望者には『いしかわ産業化資源活用ファンド』や『農商工等連携支援

事業等』の公的支援制度を活用し商品開発から販路開拓に至るまでを支援する。 

販売促進支援については『小規模事業者持続化補助金制度』等を提案し計画策定や補

助金にて支援する。また資金面では地元金融機関とも連携を図り資金調達を支援し、ま

た小規模事業者経営発達支援融資制度も活用する。計画実行中の課題が発生した場合や

進捗状況をモニタリングの実施で分析しフォローアップを行う。 



- 16 - 
 

＜目標＞                                                        (単位:件)  

支援項目 現行 平成 29 年度 平成30年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

創業補助制度利

用者数  ２ ３ ３     ４     ４     ５

創業者数 
  ４     ４    ５    ５     ６     ６

ﾌ ｫ ﾛ ｰ ｱ ｯ ﾌ ﾟ  

※1   ８    １８   ３６   ５７    ７８   １０２

販売促進支援 

件数   ４     ６    ６     ８     ８     ８

新商品開発支援

件数   ０     ３    ３     ４     ４     ４

補助金申請企業

数※2   ５     ９    ９    １２    １２    １２

    ※1 フォローアップについては創業・販売促進・経営安定等を含む 

※2小規模事業者持続化補助金制度・いしかわ産業化資源活用推進ファンド等 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(１）現状と課題 

当地区の特性として金沢市に隣接していることや、大型店の出店が続くなか消費者ニ

ーズが多様化しているにも関わらず、買い手のニーズを踏まえた「売れる商品を作る、

販路を開拓する」という視点が欠如している。 

これまで個社の提供する商品・サービスに対する需要動向調査については巡回指導・

窓口相談時に行ってきたが、顧客の消費動向をヒアリングする程度であり、分析、整理

を実施してこなかったことから不十分な内容の情報提供にとどまっている。 

こうした現状から小規模事業者へマーケットインの考え方を浸透させ、事業計画およ

び計画策定後の実行計画に反映させることができる充実した情報提供を行い、小規模事

業者の売上向上を図っていく必要がある。 

 

（２）改善方法 

経営分析・事業計画策定・事業実施のプロセスを踏まえ、将来の見通しを的確に捉え

小規模事業者の業界や業態ごとに販売する商品や役務の需要動向についてヒアリング

調査（マーケットインの考え方に基づいているか）を実施し、マクロ経済動向や地域の

経済動向（「1.地域の経済動向調査に関すること」にて前述）、消費者や発注者が何を求

めているかの視点で各種調査結果に基づいた商品開発や販路開拓について情報収集、整

理、分析し、ターゲットを絞ったオーダーメイドの情報として加工する。その情報を事

業者に提供することで売上増に直結するように支援する。また経営指導員が収集、整理、

分析して共有ファイルとして蓄積を行い、他事業者に提案することで新たな事業計画策

定を図る際のツールとして利用する。創業予定者に対しても創業計画策定後の持続・発

展に繋がるよう支援する。 
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（３）事業内容 

  事業計画策定後の需要動向調査【新規】 

 

   ①情報収集・整理・分析・活用項目 

事業計画の策定を行った小規模事業者に対して巡回指導、及び窓口指導により綿密

なヒアリングを実施して、事業計画の進捗状況や課題の抽出、事業計画との乖離があ

る小規模事業者に対して個社の提供する商品やサービスに関する需要動向を業種・業

態別に把握する。 

次にこのデータを基に下記の情報収集したデータや商工会と事業者で実施した消

費者アンケート、内灘町との意見交換等の情報(建設業等)を重ね合わせ小規模事業者

の事業計画に沿ったピンポイントの情報収集・整理・分析を行なう。 

 

  ≪情報収集する一覧≫         

項  目 内    容 

経営戦略成功 

事例調査 

・日本政策金融公庫総合の「調査月報」 

・地域金融機関が発行する機関誌 

業界別需要動向調査

≪小売業・飲食業・サービス業≫ 

・「家計調査」「全国消費動向調査」（総務省） 

・日経テレコン２１POS 情報 

・マーケティングリサーチ会社発行データ 

・消費者の生の声を収集するための「消費者アンケート調査」 

 

≪建設・建築業≫ 

・建設工事受注動態統計調査報告・建築住宅関係統計（国交省）

・日刊建設工業新聞 

・各発注者（石川県・内灘町・民間企業）の発注情報 

 

≪製造業≫ 

・展示会・ビジネス交流会（商談会） 

・当産地の「生」の流通情報 

・産学官連携による商品開発情報 

その他 ・業種別審査事典 
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≪業種別整理・分析・活用項目≫ 

支援企業 

の業種 
情報元と整理・分析内容 

提供項目 

（レポート、タブレットを

活用） 

小売業・飲食・

サービス業 

 

・日本政策金融公庫総合の「調査月報」、

地域金融が発行する機関誌により経営

戦略等の成功事例について情報収集。 

 

・総務省「家計調査」、「全国消費動向調査」

により消費動向指数の情報収集。 

 

・日経テレコン２１POS 情報により商品ト

レンド情報の傾向を分析。 

 

・マーケティングリサーチによりグループ

インタビュー(販路動向情報)を収集。 

 

・『道の駅』や各種イベントの際に企業販

売ＰＲコーナーを設置して消費者アン

ケート調査を実施し、企業の PR 商品の

顧客評価の測定、分析。 

 

・飲食店、サービス提供店を対象として

顧客アンケートを実施し分析。 

Ⅰ.経営戦略成功事例 

Ⅱ.広域需要動向 

Ⅲ.各種マーケット情報 

・個人消費(百貨店・スーパ

ー・コンビニエンス販売

情報)  

・商品別売れ筋情報 

・消費者アンケート情報か

ら見られる顧客評価 

『アンケート項目』 

①基本属性 

 ②品質の妥当性 

 ③価格の妥当性 

 ④デザインの妥当性 

 ⑤同種商品の購入先 

 ⑥商品改良点 

 

Ⅳ.需要動向分析(総評) 

Ⅴ.各種ターゲット情報 

Ⅵ.ターゲット情報分析 

(総評)  

建設・建築業 

 

・建設工事受注動態統計調査報告・建築住

宅関係統計（国交省）を活用し動向調査

について分析。 

 

・日刊建設工業新聞により民間設備投資動

向や住宅着工数の動向分析 

 

・石川県・内灘町の公共工事建設予算・基

本設計入札情報により将来的な発注情報

の収集（ホームページ等）。 

 

・内灘町との意見交換の実施による建設・

建築工事の発注情報の収集。 

 

Ⅰ.経営戦略成功事例 

 

Ⅱ.広域需要動向 

 

Ⅲ.公共工事発注情報 

 

Ⅳ.受注動向分析 

 

Ⅴ.建設業複合化情報 

 

Ⅵ.ターゲット情報分析 

(総評) 
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製造業 

 

・繊維総合見本市ジャパンクリエーション

等の展示会による需要動向 

 

・ビジネス交流会（商談会）での引き合い

情報 

 

・当産地の川下・川上の流通情報（親会社、

仕入先、販売先情報）の収集。 

 

Ⅰ.経営戦略成功事例 

Ⅱ.広域需要動向 

Ⅲ.商品開発・異業種マーケ

ット情報 

Ⅳ.需要動向分析(総評)  

Ⅴ.商品流通情報 

Ⅵ.ターゲット情報分析 

(総評) 

その他 

・業種別審査事典は各業界の動向を把握

し、各業界のマーケット、ターゲット情

報の収集。 

 

 

②情報提供の実行計画とその効果について 

各担当者 

1.事務局長（総括） 

2.経営指導員（データ取捨選択、分析、情報提供） 

3.補助員・記帳指導職員（データー整理） 

実行プロセス 

1.経営力向上支援会議にて計画立案（月１回） 

2.実行（情報収集、整理分析、情報提供、モニタリング） 

3.評価、検証（経営力向上支援会議） 

活用及び情報 

提供方法 

1.事業計画を策定した小規模事業者への巡回指導や窓口相談時に上記

提供レポート・タブレット項目に基づいた情報をレポートやタブレ

ット端末で提供することで小規模事業者の具体的な顧客ニーズを把

握し新商品開発・サービス開発やターゲット顧客の絞り込みを行う。

2.創業塾での創業計画策定事業者や創業間もない小規模事業者へ情報

提供し、事業の継続、発展につなげる。 

3.経営力向上支援会議で職員へ業界ごとの需要動向を提供し共有す

る。 

4.商工会の行うビジネス交流会事業に相談コーナーを設け、成功事例

として情報提供する。   

期待される 

効 果 

1.事業計画実践中の小規模事業者に対してターゲットを絞った情報提

供を行うことにより、新商品開発・販路開拓・事業計画策定の見直

しを通じて事業計画の効果的な実践を行うことで、売上拡大の足が

かかりとなる。 

2.創業後間もない小規模事業者が市場性、トレンド、売れ筋を知るこ

とで新たな商品開発や販路開拓のヒントにつながり、今後事業の持

続や発展につながる。 

3.経営指導員等の支援ノウハウやスキルの向上につながる。 

4.ビジネス交流会事業(商談会)の際のビジネスチャンスツールとなる
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＜目標＞                                                             

支援項目 現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

需 要 動 向 調 査

（回） 
  ０     ４    ４     ４     ４     ４

消費者アンケー

ト調査（回） 
  ０     ４    ４     ４     ４     ４

需要動向調査提

供事業所数（件） 
  ０     ３    ５     ８    １０    １３

 

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）現状と課題 

①B to C の取引を主とする事業者 

町民の消費が隣接する金沢市に流出している点、町外からの消費が獲得できていな

い点が主な課題となっている。 

この要因として、各事業所の魅力の発信不足があげられる。情報化の進行により

大・中企業と比べた場合や小規模事業者間で比べた場合にも IT への取組状況に格差

が広がっており、消費者は様々な情報ツールを利用して消費先の選定や情報ツールか

ら直に消費活動を行う割合が増加していることから、IT への取組は急務である。 

 

②B to B の取引を主とする事業者 

金沢市を中心に町外の事業者との取引が多く、町内の事業者同士の取引については

拡大する余地を十分に残している。 

 

こうした課題に対し、町内同士の取引を創出するため、平成２５年度及び平成２６年

度に内灘町商工会会員によるビジネス交流会を初めて実施した。しかし親睦的な意味合

いが強い内容であったことから、小規模事業者間のビジネスチャンスの創出までには至

らなかった。 

 

（２）改善方法 

   事業計画策定事業者を重点支援対象とし、取引形態によって以下の取組を行う。 

 

①B to C の取引を主とする事業者 

上記の課題を踏まえ、販路開拓に関わる IT への取組を支援する。新たな需要を開拓

する為には情報発信を支援することが必要であり、各種のⅰ．IT 情報発信ツールの利

用を促進する。 

 

②B to B の取引を主とする事業者 

小規模事業者間の取引増加を促進して収益力を高めることを意識した内容としてⅱ．

ビジネス交流会を開催する。 

小規模事業者交流によるビジネスチャンスを創出するためには、親睦の色濃いビジネ

ス交流会ではなく〝起立式名刺交換会の場の設定〟や〝1対 1 でお互いの事業について

話し合う場の設定〟を行い、事業者間の顔をつなぐ場や新たな取引を創出する場として
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参加を促す。 

加えて、参加資格を商工会員限定ではなく非会員も含めて行い、町内にある５つの金

融機関とも連携して開催することにより、広く参加者を募る。 

 

③B to C、B to B の取引を主とする事業者に共通する取組 

ⅲ．当会発行会報やその他紙媒体での事業所紹介の内容を改善する。現状は事業所の

概要を紹介するにとどまっているものが多く、事業所の特徴や魅力発信につながってい

ない。これを改善し、各事業所の特徴、魅力を発信できる内容に改善して事業所の特徴・

魅力を町内外の消費者に伝えることで新たな需要拡大につなげる。 

 

（３）事業内容 

  ⅰ．ＩＴを活用した情報発信ツールの利用促進による販路開拓【拡充】 

 

事業項目 
「各事業者の 

公式ホームページ作成」

「業種別町内事業所の 

紹介用ホームページへの

掲載促進」 

「ニッポンセレクトへの

出展」 

内 容 

ホームページを持たない

事業者の内、作成を望む

ものまたは作成の効果が

見込まれる事業者に対

し、作成を支援。 

当会が運営する「うちな

だ・きてみてねっと」（町

の観光スポットや飲食

店・小売店を紹介するホ

ームページ）の利用を促

進する。 

作成から４年が経ち、そ

の間更新をしてこなかっ

たため、改めて未掲載店

へ掲載を募る。 

（現在：小売８・飲食３

６店を掲載） 

全国商工会連合会と連携

を図り全国連の運営して

いる「ニッポンセレクト」

への出展を支援。 

期待され

る効果 

各事業所の魅力発信力が

高められ、同時に事業主

による強みや魅力の把

握・再認識が図られる。 

消費者目線で町全体の魅

力や各店の検索が可能と

なり、町外への情報発信

が可能となる。 

個別の事業所ホームペー

ジへの誘導効果も見込め

る。 

全国に向けて商品を PR す

ることが可能となり、イン

ターネットを介して自社

で専用サイトを開設せず

とも受注が可能となる。 

対 象 
B to C の取引を主とする

全事業者 

B to C の取引を主とする

全事業者 

B to C の取引を主とする

事業者で特産品や特徴的

な商品を扱う事業者 
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周知方法 

会報、巡回、諸会議 

 

事業計画策定事業者には

指導員が個別案内 

年１回集中的に未掲載店

へ個別訪問をし、募集（受

付は通年） 

事業計画策定事業者には

指導員が個別案内 

巡回による個別案内 

実施方法 

随時、県やその他支援機

関との連携を図り専門家

派遣制度等を利用して作

成 

文章での案内では反応が

弱く、その後の掲載デー

タのやり取りや改修作業

が生じることから外部の

専門業者に部分的に委

託。（北陸スタッフ） 

出展希望者に必要手続き

を支援 

目 標 

年間 5事業者開設 

年間アクセス数各 300 件

H29 年度新規 15 事業者 

以降年間新規 3事業者 

 

年間アクセス数 4,000 件

年間 3事業者出展 

各出展者の前年比売上 

2%増加 

   

ⅱ．ビジネス交流会による販路開拓【拡充】 

事業計画策定事業者やその他の事業者間の新規取引創出のためのビジネス交流会

を継続的に実施する。 

その中で、販路開拓につながるよう以下の取組を行う。 

・ビジネス交流会開始前に開催目的とその効果について参加者に認識してもらうた

め、ビジネス交流会成功事例の紹介とコミュニケーションに関する講習会を開催し、

積極的な交流が促進される環境を整える。 

・事業計画策定事業者を中心にテスト販売の場を設け、商品に対する反応をアンケー

トや聞き取りにより収集し、商品の更なるブラッシュアップにつなげる。 

 

周知方法として事業計画策定者に対して指導員が個別に案内し、その他管内全事業

者に対しては案内チラシの配布、各種会合並びに会報で紹介することでその必要性と

効果について認知していただき、参加を促す。 

また、金融機関と共催することで、他の支援機関とも連携をとりながら多くの参加

者を募り、新たな販路開拓につながるよう支援を行う。 

 

  ＜ビジネス交流会開催概要＞ 

日  時：１１月～１月に１回開催（夕方開始） 

場  所：内灘町文化会館または町サイクリングターミナル 

参加資格：町内事業所に従事の方 

募集人数：平成２９年度 ４０名 
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内  容：講習会（交流会の意義、コミュニケーションについて）（１時間） 

     交流会（名刺交換、事業計画策定事業所による事業ＰＲ）（４５分） 

     商談会（１対１での商談）（４５分） 

主  催：内灘町商工会 

共  催：町内金融機関 

目  標：下表のとおり 

 

目標項目 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 

参加人数 ４０名 ４０名 ５０名 ５０名 ６０名

名刺交換数 １人２０名 １人２０名 １人２５名 １人２５名 １人３０名

個別ＰＲ件数 ４件 ４件 ５件 ５件 ６件

商談件数 １人５名 １人５名 １人７名 １人７名 １人８名

契約成立件数 ４件 ４件 ５件 ５件 ６件

 

  ⅲ．紙媒体で事業所の魅力・特徴紹介による販路開拓【拡充】 

    当会発行の会報および町内の見どころやお店のＰＲマップ等の紙媒体で発行され

る情報発信ツールに事業計画策定事業者を中心に基本情報や特徴、主力商品を掲載す

る。これにより新規客の誘客促進や新たな取引のきっかけを創出し、販路開拓につな

げる。 

 

＜会報の概要＞ 

    企画発行：内灘町商工会 

    発行頻度：年３回（６、１０、１月） 

    配布先 ：町内事業所（内１回は町内全戸配布） 

    掲載内容：事業所情報、商工会活動報告、金融情報、各種支援施策情報等（全８頁）

    改善点 ：事業所ＰＲを効果的にするため、掲載スペースを現在の半ページから１

ページに拡張し、表紙や裏表紙など目につき易いページに掲載欄を変更

する。また事業所基本情報に加え主力商品や強み、魅力、特徴など、具

体的に取引が生じるきっかけ作りを意識した内容とする。掲載事業所は

町内事業所を対象とするが事業計画策定事業所を優先する。 

    目  標：掲載事業所数年間１２事業所（４事業所×３回） 

         掲載事業所への問い合わせ件数３６件（平均３件×１２事業所） 

 

＜ＰＲマップの概要＞ 

    企画発行：内灘町商工会女性部企画、内灘町発行 

    発行頻度：平成２８年度発行、以降定期更新 

    配布先 ：町内全戸配布、町内外の観光起点スポットにて配布 

    掲載内容：町内の観光資源、店舗の基本情報 

    改善点 ：店舗の強みとなる魅力や主力商品も含めて掲載し、事業計画策定事業所

については指導員が個別に掲載を促し、販路開拓につなげる。 

    目  標：掲載店の新規客数５％増加 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(１）現状と課題 

   内灘町民は、金沢市を就業地としている割合が５割を占め、地元購買率は著しく低 

下している。また交通アクセスの利便性も向上し近郊への大型店の出店も増加してい 

るため、地域経済の消費構造は大幅に変化している。 

このような環境の中、春には内灘海岸を活かした内灘町主催の『世界の凧の祭典』は

町内外からの凧の愛好者や町民が参加し来場者は約３９,０００人にもおよび、夏には

『内灘町民夏まつり』を開催し、花火大会や露店には町内の商店者も参加し約１６,０

００人の来場者で賑わいを創出している。これらにより交流人口は一時的に増加するも

のの一部の飲食店を除く業種の店舗では売上に直結しておらず、地域経済の活性化に繋

がっていないのが現状である。 

また商工会が実施する特産品開発事業『ミルク王国ウチナダ』プロジェクトについ

ても地域経済活性化に資する取り組みとして育成する必要がある。    

 

 
 『世界の凧の祭典』         『内灘町民夏祭り』   

 

（２）改善方法 

今後の地域経済の活性化に資する取り組みとして北陸新幹線開通後の交流人口の

拡大や内灘町内経済を循環させる取り組みが必要である。そのために、内灘町商工

会、観光協会、河北潟酪農組合、文化協会、自治会との連携により地域資源の魅力

発信を目的としたイベントの実施や特産品開発事業を拡充させるための事業を実施

する。 

また、現在実施中の『ミルク王国ウチナダ』プロジェクトを更なる成功に導くた

めに認知度向上と加盟店の売上額増加のための中長期的な視点を持ち、加えて関係

者(加盟店、河北潟酪農組合、内灘町、内灘町商工会など)が目標を共有して取り組

める体制を築いていく。 

 

（３）事業内容 

  ①河北潟酪農組合との連携【新規】 

当町は県内の牛乳生産量の約半分を占めており、牛乳は当町の重要な地域資源と

して位置づけられている。当会では牛乳を活用した特産品開発事業を立ち上げてか

ら４年目を迎えているが、当会と町の連携にとどまっている為、他の組織との連携

を深めていく。 

特産品開発事業『ミルク王国ウチナダ』プロジェクトについて、加盟店で組織され

る実行委員会組織の見直しを行い、河北潟酪農組合員でもある牛乳生産者の参加を促
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すことで生産者との連携を強化する。 

また河北潟酪農組合が所属する河北潟生産組合連合会主催の「河北潟ふれあいフェ

スタ」へ企画段階から参画することで更なる連携を深めていく。このイベントは牧草

地で実施され、町民や隣接する金沢市、その他市町から多くの来場が見込めるイベン

トである。ここで販売やＰＲを行い、更に『ミルク王国ウチナダ』加盟店へお客を取

り込む仕組み（アンケート調査協力者や商品購入者に対し加盟店共通の商品券等を配

布）を企画することで加盟店個別の売上増加を図ると同時にイベントの盛り上げに貢

献をし、地域の活性化を実現する。 

 

  ②町、観光協会、文化協会、自治会との連携強化【拡充】 

内灘町が実施主体のイベント(世界の凧の祭典・内灘町町民夏祭り)等において特

産品開発事業『ミルク王国ウチナダ』プロジェクトで開発した商品販売を実施する

ことで事業所や商品をＰＲし、課題であった町外からの来場者を町内の事業所へ取

込を図る。 

また当会では町民夏まつりやロマンチックウォークにおいて出店や花火大会を実

施し、多くの来場者に好評を得ているが、町やその他の参画組織である観光協会、

文化協会、自治会との連携を強化しイベント全体の企画にも参画して交流人口の増

加を図る。 

 

③近隣市町との連携【新規】 

金沢市・かほく市・津幡町・内灘町の行政担当課において河北潟の農産物等を活

用した特産品開発と６次産業化の勉強会を立ち上げている。この構想は当商工会が

提唱してきたものであり、今後この事業に積極的に参画する。先述したミルク王国

事業はこの事業の先駆的な事業であるため、その経験や実績を６次産業化のために

活用するよう提言しながら、近隣市町と連携した新たな特産品事業を推進する。 

 

 

＜販売会・展示会出展一覧＞ 

販売会・イベント名 内  容 連携先 時  期 

世界の凧の祭典 
海岸での凧上げ 

商品販売 

内灘町、観光協会、 

自治会 
5 月上旬 

花嫁のれん 
観光列車内での 

特産品販売・PR 
内灘町、石川県 

次期未定 
（年 2～3回）

ロマンチックウォーク 

健康のための 

ウォーキングと商品販

売 

内灘町、金沢医科大学 6 月中旬 

町民夏まつり 
各種団体の催しや 

商品販売 

内灘町、観光協会、 

自治会 
7 月下旬 
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てんこもりフェスタ 
各市町の 

特産品販売・PR 
石川県 10 月中旬 

河北潟ふれあいフェスタ 
河北潟の生産者による

販売会 

河北潟生産組合連合会、 

石川県 
10 月下旬 

 

（４）目標 

現在、イベント来場者を対象に『ミルク王国ウチナダ』プロジェクトの認知度調査

を行っているが、この認知度の更なる上昇を目指し、イベント時だけでなく加盟事業

所への来店につなげ、個々の事業所の販売促進を図り地域の活性化に取り組む。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）現状と課題 

     これまで内灘町、県商工会連合会、地元金融機関等と支援情報の提供や補助金申

請、専門家派遣等を通じて経営支援を行ってきた。しかし他の支援機関から得られ

る情報収集や分析、小規模事業者へ提供する情報としては不完全であり、今後伴走

型の支援を目指すためにはこれら機関との連携体制を組織化し、お互いの情報共有

を更に深める必要がある。 

 

（２）事業内容 

     伴走型支援の実施、小規模事業者間の交流によるビジネスチャンスの創出や創 

業支援のためには、より広範囲且つ専門的情報を収集する必要があるため、内灘町、

日本政策金融公庫、地元金融機関、石川県産業創出支援機構等による組織をつくり

各機関が保有する地域の経済状況、金融情報や支援ノウハウ、支援の現状、成果に

ついて情報交換を行う。そのことにより経営分析や需要を捉えた計画策定や伴走型

支援の実現のため支援スキルを強化する。 

【新規】 

 

内灘町 日本金融公庫 地元金融機関 石川県産業創出機構 

     

経営支援関係機関会議(年間２回開催)   

         

  

 

小規模事業者の現状や成功支援事例から見る、事業計画策定、創業支援、販売促進、新

商品開発等の支援メニューや各種調査等について情報交換を行う。 
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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 

   これまでは中小企業基盤整備機構、石川県商工会連合会等が主催する研修会や県主催

の経営に係わる説明会に参加し、巡回指導により知識や情報の提供を行ってきた。しか

し、経営支援に関するスキルや情報等を共有していない、指導員個人の力量に基づいた

支援策の提供と実施により支援計画の内容と実施状況・成果に格差がある。職員間の情

報共有がなされていないため、情報や経験値が活かされていない。各事業者の情報が一

元化されていないため継続的な支援が出来ないという課題がある。 

 

（２）事業内容 

   今後は、①経営指導員の資質向上、人事異動等に対応できる②指導ノウハウの引継・

共有による継続的・安定的な伴走型支援の実現、③事務局全体での情報共有とその活用

のため事務局長と経営指導員、補助員、記帳指導員（補助員、記帳指導員は原則として

隔月参加）による「経営力向上支援会議」を月１回開催するなど以下の取組を行う。 

 

 ＜経営力向上支援会議の開催について＞ 

  同会議では以下の事項について分析、検討等を実施する。 

①経営指導員の資質向上、②指導ノウハウの引継・共有に関する取組 

ⅰ 個々の事業計画の状況報告と分析、修正など（毎月） 

ⅱ 参加した研修会や講演会等の内容報告と共有（毎月） 

 

③組織内での情報共有とその活用 

ⅰ 地域の経済動向調査結果の分析と共有（各調査結果集計後） 

ⅱ 経営状況調査や需要動向調査結果の分析と共有（各調査結果集計後） 

ⅲ 記帳指導員や補助員からの個企業に関する決算情報等の情報収集 

以上の会議内容はそれぞれ事項別に専用ファイルを作成の上、常時閲覧可能とし経済

状況の変化や支援計画の実施状況等を蓄積し、その活用を図る。 

 

また、②指導ノウハウの引継・共有による継続的な伴走型支援実現するため、下記の

取組を行う。 

ⅰ 各事業所のカルテに従来の金融情報に加え、経営状況の分析シート、補助金申

請資料、記帳指導資料等各種の支援実績記録を加え一元管理する。 

ⅱ 事業所支援時には上記カルテを活用し、継続的・効果的支援を実現する。 

 

次に、日常業務の中で①経営指導員の資質向上のため下記の取組を行う。 

ⅰ ベテラン指導員と若手指導員（複数による経営支援）が一つの事例を担当し実

地に支援ノウハウを学び伝える。 

ⅱ 県の企業ドック等の専門家派遣制度を活用し、経営指導員が帯同し、支援ノウ

ハウの吸収を図る。 

ⅲ 支援困難事例や長期支援事例は、随時事例検討会を開催し支援方針・内容の見

直しや充実を図る。 
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上記のほか、県連や広域商工会協議会主催の研修会に参加し、その内容を本商工会で

共有を図るため上記支援会議で研修内容の報告をする。加えて研修資料のファイルを共

有しその活用を図る。また、経営指導員は中小企業診断士の資格取得を目指す。 

 

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）現状と課題 

   事業評価は事業報告という形式により理事会、総代会等で報告してきたが、きわめて

形式的な報告に終始しているため、PDCA サイクルの Check(点検・評価)、ACT(改善)が

十分に機能していない。 

そのため、年度毎の点検と改善が不足しており、また外部的な検証システムが無いた

め進歩や新しい事業が着手できない。今後は PDCA サイクルを機能させる仕組みづくり

が必要である。 

 

（２）改善方法 

   今後は計画、実行、評価、改善のシステムづくりを構築する必要から、外部有識者を

活用し「商工会発達計画推進委員会」を構成する。その委員会にて各種事業の経過並び

に成果を検証する会議を実施する。同時に会議の概要を公表する。 

 

（３）事業内容 

   経営発達支援計画を遂行するため、商工会発達計画推進委員会を下記のとおり構成

し、年 1回以上開催し評価・検証を行う。またその結果について理事会に報告し承認

をうける。さらに外部に公表するため評価・見直し事項を外部用として閲覧できるよ

うにする。また会報やホームページ等にも掲載する。 

【新規】 

 

 商工会理事会 

 

      承          報            経営支援関係機関会議 

                        

     認          告                             

                         支援情報等提供 

【商工会発達計画推進委員会】       

    (発達計画事業評価・検証)  

   委員構成           報告・実行    事務局   

   ・総務委員メンバー(８名)            

・中小企業診断士(１名)             公 開 

・内灘町地域振興課(1 名)               

   ・事務局(４名)               小規模事業者 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 4 月現在）

（１）組織体制 

  ・経営発達支援事業を実際に実施する人員 

    事務局長   １名、経営指導員 ３名 

 

  ・内灘町商工会組織 

    事務局長   １名  

    経営指導員  ３名  

    補助員    ２名  

    記帳指導職員 １名  

（２）連絡先 

  内灘町商工会 

    石川県河北郡内灘町鶴ヶ丘 2-161 ℡076-286-4200 fax076-286-4290 

    ホームページアドレス http://uchinada.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） 

 
平成 29 年度 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 10,000 11,500 13,000 13,000 14,500

 

小規模企業対策事

業費 
1.人件費等 

2.事業費･事務費等 

3.地域振興事業費 

4.創業支援事業費 

5.新商品開発・販売

促進事業費 

6.セミナー開催費 

  

 

 

3,000

2,000

3,000

1,000

1,000

 

 

4,000

2,000

3,500

1,000

1,000

5,000

2,500

3,500

1,000

1,000

 

 

5,000 

2,500 

3,500 

1,000 

 

1,000 

6,000

3,000

3,500

1,000

1,000

（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。 
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調達方法 

1.人件費等        →県補助金、町補助金 

2.事業費･事務費等    →県補助金、町補助金、県連助成金、会費収入、委託料収入

3.地域振興事業費     →県補助金、町補助金、委託料収入 

4.創業支援事業費     →国補助金、県補助金、町補助金、会費収入、委託料収入 

5.新商品・販売促進事業費 →国補助金、県補助金、町補助金、会費収入、委託料収入 

6.セミナー開催費     →国補助金、県補助金、町補助金、会費収入、委託料収入 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

<連携の内容> 

Ⅰ.各種関係機関が実施した地域特性・経済動向調査に基づき現状分析の提供。 

Ⅱ.経営分析セミナーの開催に伴う専門的知識の情報提供と講師の斡旋。 

Ⅲ.業界ごとの市場動向の情報提供 

Ⅳ.事業計画策定セミナー実施に伴う専門知識の情報提供と講師の斡旋 

Ⅴ.創業支援に伴う市場動向情報、事業計画策定講座、専門家派遣、資金調達 

補助金情報について 

 Ⅵ.空き店舗、空き工場、空き事務所等の情報提供と斡旋 

Ⅶ.新商品開発、販売促進、販路開拓、特産品開発に伴う専門家派遣と情報提供 

Ⅷ.資金提供全般に対する情報提供と資金斡旋 

Ⅸ.消費者アンケート調査の実施と商品トレンドについての情報提供 

Ⅹ.地域経済の活性化に伴うイベント等の支援と情報提供 

 

連携者及びその役割 

①石川県商工労働部 

 部長 田中 新太郎 

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1  

電話：076-225-1316 

県制度金融、専門家派遣制度、商店街活性化プラン策定支援 

 

②全国商工会連合会 

会長 石澤 義文 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号有楽町電気ビル北館19階  

電話：03-6268-0088 

小規模事業者の販路拡大支援、小規模事業者持続化補助金、全国展開支援事業補助金等 

 

③石川県商工会連合会 

会長 田上 好道 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月2-20  

電話：076-268-7300 

小規模事業者持続化補助金、専門家派遣制度、経営支援窓口、経営指導員研修 

 創業塾、経営革新計画 

 

④石川県産業創出支援機構 

理事長 谷本 正憲 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月2-20  

電話：076-267-5918 
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 創業促進補助金、活性化ファンド補助事業、専門家派遣事業、よろず支援拠点、事業引継

ぎセンター 

 

⑤中小企業基盤整備機構(北陸本部)（ﾐﾗｻﾎﾟ） 

本部長 占部 治 

〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル10 階  

電話：076-223-5761 

専門家派遣事業、地域活性化パートナー事業、地域中小企業応援ファンド助成金 

 

⑥石川県工業試験場 

場長 山下 孝明 

〒920-8203 石川県金沢市鞍月2-20  

電話：076-263-7194 

 新商品開発、公的検査 

 

⑦日本政策金融公庫金沢支店 

支店長 大屋 英樹 

〒920-0919 石川県金沢市南町6-1  

電話：076-263-7192 

新規開業資金、新創業融資制度 

 

⑧内灘町地域振興課 

 課長 下村 利郎 

〒920-0292 石川県河北郡内灘町大学1-2-1 

電話：076-286-6708 

創業補助金、空き家バンク制度、中小企業経営支援利子補給制度、地域統計調査 

 

⑨地元金融機関(北國銀行、福井銀行、金沢信用金庫、興能信用金庫、のと共栄信用金庫) 

 

⑩農事組合法人河北潟酪農組合 

組合長理事 川上 充紀 

〒920-0263  石川県河北郡内灘町湖西274-2 

電話：076-286-3000 

特産品開発事業、地域資源活用、６次産業化連携 
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連携体制図等 

 

 

 

 

内灘町管内小規模事業者

 
・全国商工会連合会 
・石川県商工会連合会 
・中小企業基盤整備機構 
・石川県産業創出支援機構
・石川県発明協会 
・石川県工業試験場 
 

 
・石川県商工労働部 
・内灘町地域振興課 

 
・日本政策金融公庫 
・地元金融機関 

 
・農事組合法人 
河北潟酪農組合

＜支援機関＞ ＜行 政＞ 

＜その他＞ ＜金融機関＞ 

内 灘 町 商 工 会


