
経営発達支援計画の概要 

実施者名 宝達志水町商工会（法人番号５２２０００５００５７６０） 

実施期間 平成 31年 4月 1日 ～ 平成 36年 3月 31日 

目標 

① 小規模事業者に寄り添った経営支援体制の確立 

② 新規創業者及び第二創業者が持続的に発展するための環境づくり 

③ 円滑な事業承継のための小規模事業者の持続可能な経営基盤の確立 

④ 農産物をはじめとする宝達志水町内の地域資源を活用した特産品開発の拡大 

⑤ 近隣地域（羽咋郡市）や県の行政、中小企業支援機関・金融機関等との連携体制

確立 

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】 

 小規模事業者が理解しやすい、業種ごとの景況感に関する情報を提供する。 

2.経営状況の分析に関すること 【指針①】 

 「経営分析セミナー」を通じ、経営分析の必要性・有効性を啓蒙する。 

 財務分析に加え、「ビジネスモデル分析」「SWOT分析」のような、決算書で把握

できない経営状況分析の手法を提供する。 

3.事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

 事業計画策定手法をレクチャーし実践いただくためのセミナーを開催する。 

 事業計画策定支援を強化し、特に事業承継・創業時の計画策定を重点支援する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

 全事業者を対象にした四半期ごとのフォローアップを実施する。 

5.需要動向調査に関すること 【指針③】 

 特産品製造業者を対象に、商品等の開発・改善に資する市場調査を実施・提供

する。 

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】 

 展示会への出展やホームページ、マスメディア向けプレスリリースの作成支援

情報発信の支援により販路開拓を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 当商工会がコーディネーターの役割を果たし、地域における関係者間での意

識・情報の共有が図られる仕組みを構築する。 

 既存のポイントカード会の活用を促進する。 

 創業・商品開発・販路開拓支援により地域資源の活用・収益化を進める。 

 近隣他地域の商工会等と連携し創業者を支援する。 

連絡先 

宝達志水町商工会 

〒929-1303 石川県羽咋郡宝達志水町河原ト 120番地 ネクサス内 

TEL：0767-28-2301 FAX：0767-28-8080 

E-mail hoshi@shoko.or.jp 
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経営発達支援事業の目標 
Ⅰ．現状分析 
１．地域（地理・人口）の現状 

（１）立地 
当町は、平成 17年 3月に旧志雄町、旧押水町の 2町が合併した町である。石川県のほぼ中央部に位置し、

県庁所在地の金沢市からのアクセスは車で 1時間弱（約 35キロ）である。北端は羽咋市、南端はかほく市、

東端は富山県氷見市に隣接し、西端は日本海に面する。西端の海岸線には、世界的にも珍しい砂浜の観光道路

「千里浜なぎさドライブウェイ」があり、全国から車愛好家やバイク愛好家などが訪れている。 

 

当町への交通は、金沢市から能登半島へ南北に縦断する道路及び鉄道が基幹となっている。海岸線に沿った

自動車専用道路（のと里山海道）、町の中央部を縦断する国道 159号線と広域営農団地農道、さらに、当町が

起点となり能登へ延びる国道 249 号線、同じく当町が起点となり富山県へ延びる国道 471号線を有するなど、

道路網に恵まれている。また、JR七尾線が南北に縦断しており、3つの駅（免田、宝達、敷浪）がある。 

 

（２）地域資源 
当町は、各種農産物資源を有する。各種農産物資源の源泉は、町南東部の宝達山を起点とし、町西部の日本

海へ扇状地が広がる、水に恵まれた土地である。例えば、宝達山の山麓では自生のくず根を加工し、菓子の原

料となる「宝達葛」を生産している。また、農耕が盛んに行われてきており、石川県が開発した高級ブドウの

ルビーロマンをはじめ、いちじく、花木は石川県内最大の生産地である。 

 

【主な農産物】 

       

【宝達葛】   【ルビーロマン】 【サンゴミズキ】 【ｻﾏｰｴﾝｼﾞｪﾙ】    【弘宝米】 

<宝達山麓で自生する葛を使用>  <１房１２０万円で落札＞  ＜産出額全国１位＞    ＜新品種のすもも＞  ＜宝達山の清流で育ったｺｼﾋｶﾘ＞ 

 豊富な農産物資源を背景に、当町の総世帯数に対する農業従事世帯の比率は、石川県全体よりも高い（次

表）。当町の農業従事者の多くは販売農家であり、農産品を直接消費者へ販売したり、農業協同組合等に卸し

たりしている。当町においては、農業者が加工や流通において付加価値を付けるような「六次産業化」はあま

り進展しておらず、農産物の収益化を担うのは製造業や卸・小売業である。 

(別表１)経営発達支援計画 
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（３）人口動態 
下表及び下図は、県庁所在地である金沢市と当町の人口及び人口構成（人口ピラミッド）の比較である。当

町の人口は、金沢市の 2.8%程度であり、世帯数は 2.2%程度である。また、当町の人口密度は金沢市の 11.9%

である。 

 

宝達志水町・人口ピラミッド（平成 27年）   金沢市・人口ピラミッド（平成 27年） 

 

【出典】総務省・国勢調査 

 当町の世帯当たり人数は、金沢市よりも多い。要因は、金沢市よりも学生や若年者などの単身世帯が少ない

ことと考えられる。また、人口ピラミッドの比較から、当町では生産年齢人口のうち特に 20代から 30代の人

口の割合が低く、15～19歳の人口との差が大きいことが読み取れる。当町出身の若者は、高校卒業後の進

学・就職等を期に金沢市や大都市圏に流出する傾向にあることが推測される。 

当町人口の将来展望としては、昭和 60年頃を境に人口減少傾向を辿ってきており、今後も減少が続くと想

販売農家数
石川県 宝達志水町

①主業農家 1,430 58

②準主業農家 2,440 80
③副業的農家 9,178 287
④計（①＋②＋③） 13,048 425
⑤総世帯数 453,469 4,448
⑥農業従事世帯比率
　（④÷⑤）

2.88% 9.55%

（出典：平成27年農林業センサス）
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定される（下図「宝達志水町の将来人口推計」参照）。2040年（平成 52年）の人口は、国立社会保障・人口

問題研究所の推計では 8,722人（平成 27 年比▲4,609人）、日本創成会議の推計では 7,999人（同▲5,332

人）となると見込まれている。 

人口減の主因は、少子高齢化の進展による自然減である。2040年（平成 52年）の老年人口割合は 45.0%ま

で上昇（平成 27年比＋9.0 ポイント）し、生産年齢人口割合は 47.0%まで低下（同▲7.0ポイント）する（下

図「宝達志水町の人口構成推移」）。これを受け、「宝達志水町まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28年 2

月策定）」では、2019（平成 31）年度に人口 12,600人を維持することを目標とし、出生数増加による自然減

抑制や雇用創出による社会減抑制を目指している。 
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２．産業の現状 
（１）地域内の経済循環の状況 
当町の域内総生産（GDP）の循環の状況を、石川県の県庁所在地である金沢市と比較する。当町の特徴は次

のとおりである。生産面では、付加価値額が域内総生産に占める割合は、第二次産業が圧倒的に多く、全体

の 71.5%を占め（金沢市 10.2%）、製造業・建設業等が基幹産業であるといえる。分配面では、雇用者所得に

着目すると、地域内在住の雇用者所得全体に対し、域内から得た所得の割合は 93.4%であり（金沢市

112.6%）、地域内在住者の雇用は概ね地域内で確保できているといえる。支出面では、民間消費支出に着目す

ると、地域内在住者の総消費額に対する地域内での消費割合は 62.3%であり（金沢市 118.1%）、地域内在住者

は地域外に依存した消費行動をとる傾向にある。一方、その他支出（政府支出額及び移輸出入収支額等）全

体に対する地域外からの支出の割合は 42.3%であり（金沢市 23.7%）、地域内で生産された商品が地域外へ販

売される割合が高いと推測される。 

宝達志水町・平成 22年（地域経済循環率：101.9%） 

 

金沢市・平成 22年（地域経済循環率：113.7%） 

 

【出典】環境省「地域産業連関表」、「地域経済計算」（地域経済分析システム「RESAS」により作成） 

※「地域経済循環率」とは、生産（付加価値額）を分配（所得）で除した値であり、地域経済の自立度を示す。 

（値が低いほど、他地域から流入する所得に対する依存度が高い。） 
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（２）域外からの企業誘致による雇用創出 
当町（合併前は旧志雄町、旧押水町）は交通網や地の利を生かして、昭和 30年代から企業誘致に取組んで

きた。企業誘致策の例として、企業が町内に工場等の事業所を新設又は増設する際に、その投資額の一部を

助成する支援（宝達志水町企業立地促進雇用拡大助成制度）等がある。結果として、参天製薬株式会社・能

登工場や、株式会社 NTN宝達志水製作所等の大手製造業の生産拠点の誘致に成功し、雇用創出に寄与してい

る。特に、現在の参天製薬株式会社・能登工場長は、当町出身であることの縁から、町内出身者の雇用に意

欲的である。 

累積での誘致企業数は 18社（建設 1社、製造 14社、サービス 3社）となっている。平成 27年度の当町の

従業者数は石川県全体の従業者数に対し 1.4%であるが、年間製造品出荷額は石川県全体の 4.6%を占める。1

事業所当たりの付加価値額（2,021百万円・石川県全体の約 5.4倍）並びに従業者 1人当たりの付加価値額

（70百万円・同約 6.１倍）は県内の他の自治体を大きく引き離している（出典：平成 27年度石川県統計

書）。企業誘致は町内の雇用創出にも貢献しており、町内の一人当たり雇用者所得（平成 22年）は 4.86百万

円と、石川県全体（3.83百万円）よりも 1百万円程度高い（出典：環境省「地域産業連関表」、「地域経済計

算」）。 

 

（３）小規模事業者数の減少 
当町の小規模事業者数（商工業者数）は年々減少している。昭和 55年 4月、合併前の旧志雄町・押水町の

小規模事業者数は合計 844件(商工業者数合計 893件)であったが、平成 28年度には 523件（商工業者数合計

576 件）になり、321 件（38.0%）減少している。また、会員事業所は 265件減少し、内訳は製造業が 187

件、卸小売業が 134件である。特に、製造業の減少が顕著である。特に最近 5年間の減少が顕著であり、商

工業者数は 76件減少（11.7%）、うち小規模事業者数は 72件（12.1%）となっている。減少の要因は、廃業件

数が開業件数を上回る状況が続いていることである。このことから、前述の通り、企業誘致は雇用創出に結

びついたものの、特に小規模製造業者の新規開業や持続的発展には効果を示していないことが推測される。 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

S55.4 H23.4 H24.4 H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4

893 652 632 617 599 590 576 553 550

844 595 576 558 543 536 523 497 496
631 413 398 383 379 376 366 365 357

建設業 101 121 120 117 118 115 115 114 109
製造業 259 86 81 77 76 77 72 72 68

卸小売業 214 94 87 81 79 79 80 77 75
サービス業 57 112 110 108 106 105 99 102 105

※S55は合併前の2町の合計値である。

＜商工業者数・小規模事業者数の推移＞

商工業者数

小規模事業者数

商工会員

＜近年の開・廃業件数＞
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

開業件数 3 3 4 3 5 3 1
廃業件数 9 16 21 9 15 9 10
【出典：石川県商工会連合会・開廃業報告】
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（４）小規模事業経営者の高齢化と後継者難 
廃業件数が開業件数を上回る状況が続いている要因は、小規模事業経営者の高齢化と後継者難であると考え

られる。本経営発達支援計画作成にあたり、小規模事業者 524社（回答数 124社、回答率 23.6％）を対象にア

ンケート調査を実施した。回答のあった経営者の年代を見ると、60歳代と 70歳代合わせて、約 60％にのぼ

り、経営者の高齢化が伺える。 

 

【経営発達支援アンケート調査結果・経営者の年代（H27.9）,N=124】                                     

 

また、主な経営課題の内容として、新規顧客の獲得・販路開拓（33.1%）、人材育成（24.2%）に次ぎ、後継

者の確保（19.4%）が挙げられている（下図）。経営者が高齢化している中、次代を担う人材の確保・育成に苦

慮していることが垣間見られる。 

 

【経営発達支援アンケート調査結果・主な経営課題の内容※複数回答可（H27.9）,N=124】 

 

 

後継者の有無については、「後継者あり」が 34%で、その内、親族内承継が全体の 31％を占めている。ま

た、「後継者無し」は 66%であり、今後について「未定（検討中）」が 31％で、「（自分の代で）廃業」が 34％

を占めている。 
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【経営発達支援アンケート調査結果・後継者の有無と承継先（H27.9）,N=124】 

 

３．商工会の現状 
（１）経営改善普及事業の推進 
当商工会は、巡回・窓口相談を通じて地区内事業者に対し経営改善普及事業を中心にスポット的な支援を実

施してきた。主に金融（資金調達支援）、記帳（帳簿付け）、税務（税務申告代理）、労務（労働保険申告納

付）等の支援で事業者の経営をサポートしてきた。近年はＩＴ活用、創業経営革新、補助金・助成金申請、事

業承継相談が増加傾向にある。 

 

（２）巡回強化 
全国商工会連合会のスローガン『行きます 聞きます 提案します』をモットーに、巡回を中心に企業の課

題解決を図ってきた。また、要望や状況に応じて、中小企業診断士や税理士等の専門家と連携したきめ細かな

企業支援を実施してきた。 

 

【出典】石川県商工会連合会と当商工会の現況 
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（３）行政や他団体との連携による創業支援 
宝達志水町が平成 28 年 5月に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けたことより、行

政、当商工会、金融機関、関係団体が連携して創業者支援に取り組んでいる。ただし、当町は県内で唯一、

創業に係る補助金や助成金が整備されていない自治体である。 

 

 

（４）地域活性化の取組 
地域内の商業振興・消費喚起を目的とした事業として、桜まつりの開催、オムライスの郷づくり、プレミ

アム商品券の発行、ポイントカード会新設などに取組んできた。 

特にポイントカード会について、域内 48 店舗が加盟する「ほっぴーさんカード（下図）」を運営してい

る。税抜価格 100円購入毎に 1ポイントを付与し、累計 500ポイント毎に、加盟店で使用できる 500円分の

買物券を発行している。年間取扱高は 642,247千円（平成 28年度）であるが、スーパーマーケット等の一部

の店舗に利用が集中している。 

 

 
ほっぴーさんカード 

 

 

 

 

 

 

 

＜当商工会の相談内容別巡回件数＞
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

経営一般 736 997 855 801 700 961 906

金融 23 37 26 45 15 47 67
税務・記帳 73 44 61 84 81 91 88

労務 161 216 210 71 35 52 61
その他 305 203 197 68 111 3 7

【出典】宝達志水町商工会・総会資料

＜当町の創業相談件数＞
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

当町の創業相談件数 4 3 7 0 3 9 23

石川県内市町村
平均創業相談件数

7.3 8.9 10.5 8.8 7.3 14.4 18

【出典】石川県商工会連合会・商工会の現況
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Ⅱ．課題認識 
域内の小規模事業者 524社（回答数 124社、回答率 23.6％）を対象にしたアンケート調査によれば、経営

課題の内容として、新規顧客・販路開拓、人材の育成、後継者の確保、設備投資、資金力不足等があった。 

 
【再掲・経営発達支援アンケート調査結果（H27.9）】 

 

新規顧客・販路開拓のためには、人材の確保・育成が不可欠である。人材確保のためには安定的な雇用創

出が必要であり、その源泉となるのは事業者の持続的発展である。これらアンケート調査の結果や地域及び

産業の現状を踏まえると、特に重点的に解決すべき課題として、以下の 4点が挙げられる。 

 

１．若手の定住による人口減の緩和 
 若手の定住人口増加により、人口減を緩和することが課題である。当町の人口減の要因としては、少子高齢

化のような自然減少だけでなく、他地域への転出超過による社会減少がある。他地域への転出超過の要因とし

て、2点が考えられる。第一には、地域企業の人材獲得力が弱いことである。特に建設業においては人手不足

が顕著であり、域外から人材を確保する力に乏しい。第二には、昭和 30年代以降誘致した企業における非正

規雇用者の増加である。例えば、大手製造業の現場作業員は非正規雇用者の割合が高く、また、全国から派遣

労働者を短期間雇用する傾向にあり、労働者の定住に結びつかないという問題が生じる。よって、域内の企業

が、ILAC （いしかわ就職・定住総合サポートセンター）などを通じ、求人情報を発信することで、若手正規

雇用者の確保・定住を図る必要がある。 

 

２．創業の促進による産業の新陳代謝の強化 
 新規創業を増加させることで、経営者の平均年齢上昇に歯止めをかけることが課題である。当商工会の調査

では、後継者不在の経営者の半数が廃業を検討しているという結果を得た。しかしながら、廃業に伴う事業者

数減少が地域経済へもたらすマイナス効果は大きく、放置すれば当地域の活力が失われる懸念が大きい。仮に

廃業を止められないのであるなら、廃業を上回る起業により新陳代謝を促す策が欠かせない。具体的には、創

業希望者が創業しやすい環境を整備するための取組みが必要である。 

 

３．事業承継の円滑化による事業者数の維持 
 事業承継を円滑化し、事業者数減少を抑制することが課題である。後継者がいる事業者については、承継後
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の安定的な経営のための後継者教育などを要する。後継者不在の事業者のうち、親族や従業員などの候補者が

いる事業者については、承継を現実的なものとするための事業再生などを要する。後継者が不在であり候補者

も不在である事業者については、取引先や同業他社等第三者への承継を検討する必要がある。 

 

４．農産物をはじめとした地域資源の活用と収益化 
 地域資源の活用と収益化が課題である。当町は、水に恵まれた地形を背景とし、地域ならではの各種資源を

有する。しかしながら、地域性を活かした特産物の商品化にはつながっていない。このため、宝達志水町企画

振興課は、地域資源を生かした特産品を開発する事業者に対して、開発及び商品化に係る経費の 3分の 2（上

限 300千円）を助成する「宝達志水町ふるさと産品振興事業」を実施し、特産品開発の促進を図っている。た

だし、同事業においては商品の試作・開発に係る経費の助成に留まり、販路確保や広告宣伝等の販売に係る活

動は補助されていない。故に、商品開発と販路開拓の両面から、地域資源の活用と収益化を支援する仕組みを

要する。 

 

 

Ⅲ．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
当商工会は、前述の現状・課題を踏まえ、以下の 3点を中長期的な基本方針として掲げる。 

【基本方針】 

① 多様な主体と連携し、地域の産業を面で支援する 

② 小規模事業者の減少を抑制し、雇用を維持・創出する 

③ 若者が憧れるような特徴ある店舗・商品づくりを支援する 

 

上記基本方針は、以下の宝達志水町の基本目標「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、地域の総合

的経済団体及び小規模事業者支援機関として果たすべき役割に着目し策定するものである。具体的には、特に

以下の①及び②、並びに④の後段の実現を図る。 

 

＜宝達志水町：まち・ひと・しごと創生総合戦略＞ 

① 地方における安定した雇用を創出する 

② 地方への新しいひとの流れをつくる 

③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

 

 

Ⅳ．経営発達支援計画の目標 
  本計画においては、現状と課題、及び当商工会の基本方針を踏まえ、以下のとおり目標を設定する。 

【経営発達支援計画の目標】 

① 小規模事業者に寄り添った経営支援体制の確立（基本方針②、③） 

② 新規創業者及び第二創業者が持続的に発展するための環境づくり（基本方針①、②、③） 

③ 円滑な事業承継のための小規模事業者の持続可能な経営基盤の確立（基本方針①、②） 

④ 農産物をはじめとする宝達志水町内の地域資源を活用した特産品開発の拡大（基本方針③） 

⑤ 近隣地域（羽咋郡・羽咋市）や県の行政や中小企業支援機関・金融機関等との連携体制確立

（基本方針①、②） 
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Ⅴ．経営発達支援計画の事業方針 
前述の目標達成に向け、本事業の基本的方針は、行政や金融機関、他地域の経済団体やその他関係団体と連

携することでノウハウや効率性を補完しながら、事業者に寄り添った伴走型支援を実施することである。具体

的な方針は以下のとおりとする。 

 

１．他地域・行政・金融機関との連携による創業・第二創業支援（目標①、②、⑤） 
宝達志水町では平成 28年 5月に産業競争力強化法に基づく創業支援計画を策定し、創業支援ワンストップ

相談窓口を設置しているほか、起業ノウハウをアドバイスするための「創業塾」を開催している。また、事

業ステージに応じた支援策を講ずるに際し、「創業者支援担当者連絡会(※)」を設置し、更なる創業者の発掘

や支援の在り方を検討し、地域産業基盤の強化を図っている。 

今後、当商工会は、他地域の商工会・商工会議所等経済団体との連携強化や、連絡会を通じた地域外への

新規取引仲介、町への創業補助金の整備の働きかけ等により、当町における創業への障壁を引き下げる。ま

た、昭和 30年代以降誘致した企業の退職者等に向け支援内容を訴求し、創業希望者を増加させる。 

(※)町担当課、商工会、地元金融機関、日本政策金融公庫で構成する創業・第二創業支援検討会である。 

 

２．事業者の持続的発展を前提とした事業承継支援（目標①、③、⑤） 
事業承継を支援するため、まず、小規模事業者に対して事業承継に関する調査を実施し、実態を把握する。

さらに、事業承継を課題とする事業者の事業承継計画や経営改善計画の策定を支援しながら、後継者候補の事

業への取り組み意欲の形成や後継者教育により、経営の持続を図る。後継者不在の事業者に対しては、石川県

事業引継ぎ支援センターなどとの連携のもと支援する。 

 

３．若手世代の従業員確保・定住のための取り組み（目標①、②、③、⑤） 
出生者の減少が予測される中、Uターン・Iターンによる移住・定住促進により、人口の増加を図ることが

不可欠である。具体的には、雇用を生み出す地域内企業を維持・育成し、企業や地域の魅力発信に努め、地

域外からの人口流入を増加させる。求職者への情報発信では、石川県が運営する ILAC （いしかわ就職・定住

総合サポートセンター）やジョブカフェ石川など外部機関と連携し、チャネルやノウハウを補完する。 

 

４．農商工連携推進による特産品の収益化支援（目標①、④、⑤） 
農産物資源などの地域資源の活用を促進し、収益化支援を図る。具体的には、地域資源を活用した商品（特

産品）の製造業者等に対し、商品開発支援に加え、販路確保・広告宣伝のための資源・ノウハウを補完するこ

とで、地域資源の持続的な活用を模索する。資源やノウハウの補完にあたっては、宝達志水町担当課との連携

を図り、特に販路開拓・広告宣伝を対象とした補助金の予算付けを依頼する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
〔１〕経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日） 

〔２〕経営発達支援事業の内容  

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 小規模事業者の経営判断や事業計画・事業承継計画策定、創業希望者の創業計画策定に有用な経済動向情報

を提供する。具体的には、当町内の景況感に関する簡素かつ有用な情報を、定期的に HP・会報等で提供する。

調査手法は、定期巡回時、商工会事務局や事業者・金融機関等で構成する会議においてのヒアリングである。 

 

（１）現状と課題 
＜現状＞ 

当商工会が実施する地域の経済動向調査は、全国商工会連合会の依頼を受けた中小企業景気動向調査のみ

である。四半期毎に 18社（建設 2社、製造 4社、卸・小売 5社、サービス 7社）を対象に 3年間（平成 25

年度、26年度、27年度）調査を実施してきた。当該調査は、企業の実態把握（売上・利益・資金繰り、DI景

況感）や地域経済の動向把握に重要なものであるが、その結果のフィードバックは調査対象企業に限られて

いた。また、調査項目は定量的な情報が中心であり、情報の分析力・応用力を必ずしも有さない小規模事業

者にとって、利用しにくいものとなっている。 

また、地銀・信金、日本政策金融公庫が参加する金融懇談会において、金融機関が実施している景気動向

調査や、中小企業庁、日本銀行、財務省北陸財務局など官公庁の調査、日本経済新聞社等報道機関やシンク

タンクの調査結果等を共有する機会を設けている。しかしながら、情報の提供は一部の限られた事業者に留

まっている。 

＜課題＞ 

以上の現状を踏まえ、課題として、簡素かつ有用な経済動向情報を、地域小規模事業者が随時活用できる

ような体制づくりを挙げる。具体的には、定性的な地域経済動向情報を、地元事業者や金融機関から把握

（収集・整理・分析）し、小規模事業者に定期的に提供する仕組みを作る。 

 

（２）事業内容（新たな取り組み） 
現状実施している中小企業景気動向調査は継続・維持した上で、追加として、小規模事業者にとって簡素

かつ有用な地域の経済実態情報を提供する。具体的な活用シーンとして、事業計画・事業承継時に実施する

将来の収益性分析 や創業計画の策定が想定される。地元事業者や金融機関の景況感等、外部環境に関する情

報を踏まえた事業計画の策定を促す。 

＜情報収集項目＞ 

 「地域内の経済動向に関する情報」として、地域内事業者から、「景況感」とその「理由」、及び「直近の

経済トピック」を収集する。また、「当町周辺自治体を含む広域の経済動向に関する情報」として、金融機関

から、「景況感」とその「理由」、「直近の経済トピック」、及び「金融斡旋実績」を収集する。 

＜調査・分析・整理の手段＞ 

調査の手段は次のとおりである。「地域内の経済動向に関する情報」は、定期巡回時や、商工会で定期的に

実施されている各種会議において参加者からヒアリングする。情報収集のため活用する各種会議は、当商工

会の役員会（年 8回程度開催）、業種別（工業、建設業、商業、サービス業）部会の役員会（年 2回開催、役

員数各 10名程度）である。また、「当町周辺自治体を含む広域の経済動向に関する情報」は、商工会で定期

的に実施されている金融懇談会において、参加金融機関から報告いただく。 

分析の手段は次のとおりである。収集した「景況感」とその「理由」、及び「直近の経済トピック」、「金融



13 
 

斡旋実績」について、事業者と金融機関それぞれの回答を突合し、項目間の因果関係や、事業者と金融機関

の回答の整合性を分析・考察する。また、分析結果を踏まえ、商工会職員による分析や所感をまとめる。 

 

＜成果の活用方法＞ 

各業種の「景況感」と「その理由」、「経済トピック」、及び「金融斡旋実績」と、商工会職員による所感を

公表する。報告形式は、石川県・小松商工会議所の小規模振興委員連絡会による「業種別景況報告」の内容

（以下）を参考とする。具体的には、小規模事業者が理解しやすいよう、難解な数値やグラフではなく、文

章での報告を試みる。また、情報を業種毎に整理し記載することで、明瞭性を担保する。 

 

小松商工会議所「業種別景況報告(平成 28年度下期)」より抜粋 

 

想定される提供チャネルは、当商工会が発行する会報、当商工会のホームページ上、経営指導員等の定期

巡回時等である。また、過去の提供実績を業種毎に蓄積し、必要に応じて提供する。調査結果については、

小規模事業者の事業計画策定や、計画に基づく経営推進のための経営判断材料としての活用が想定される。 
 

（３）目標 
経済動向調査結果報告を、地域の全小規模事業者（平成 30 年 4 月 1 日現在：496 事業者）に対し、会報や

ホームページを通じて半期毎（年 2 回）に提供する。 
 H31年度 

（目標） 

H32年度 

（目標） 

H33年度 

（目標） 

H34年度 

（目標） 

H35年度 

（目標） 

回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
事業者の経営実態について、簡易的に把握・分析できる仕組みを整備し提供する。把握・分析した情報を基

に、施策や支援を提案・実施し、経営力の強化だけでなく、職員のスキルアップにつなげる。 

 

（１）現状と課題 
〔現状〕 

当商工会では、補助金申請時、金融斡旋時、記帳システム（会計ワークス）による決算申告時、事業承継

の相談時等、要望に応じて経営分析を実施してきた。また、これまでは、決算書を提出いただき主に財務分

析等数値による定量分析を実施していた。しかしながら、決算書を提出いただけない事業者については支援

できていなかった。また、定量分析を実施した事業者についても、事業環境等定性情報に関する分析情報を

提供できていなかった。この結果として、事業者が経営状況の変化について気付きを得られる機会が不十分

であり、売上・利益向上の必要性を見いだせていない事業者が多いと考えられる。 

 

〔課題〕 

今後の課題は、経営情報を把握できる仕組みを提供することで、経営状況についての情報把握を支援する

ことである。この結果として、売上や利益面からの経営力向上を推進する。具体的には、当商工会からのプ

ッシュ型アプローチのもと、決算書から得られる情報だけでなく、定性的な情報をヒアリングし、決算書に

表れない経営資源に関する情報や外部環境の変化を把握できるようにする。 

特に、後継者が未定・検討中の事業所における経営分析に関しては、経営者交代後、現代表の残した資産

をいかに引き継ぐかという視点や、顧客の維持・拡大といった視点を踏まえて分析することが課題である。 

 

（２）事業内容 
 ① 経営分析セミナーの実施（新規事業） 

【対象者】経営力向上に関心のある当商工会管内の全ての事業者を対象に、商工会ホームページでの周知や巡

回・窓口相談等で個別に声がけし募集する。 

【手段・手法】経営分析を実施する事業者の掘り起こしのため、決算書・財務指標の読み方や事業環境分析の

考え方をお伝えするセミナーを年に 1回開催する。カリキュラム内容は、決算書のうち重点管理すべき指標（償

却前経常利益や売上総利益率）の読み取り方をお伝えしながら、定量面の経営分析の重要性を訴求する。実際

に手を動かして、重点管理指標を算出していただくものとする。加えて、SWOT 分析の手法やビジネスモデルの

整理の手法をレクチャーしつつ、自社の現状の事業環境を書き出して頂くものとする。想定参加者数は、1 開

催あたり、20社程度とする。最終的には②の経営分析を全体に周知・提案し、経営分析の重要性を理解してい

ただき、本格的な経営分析の実施につなげる。 

 

② 巡回・窓口相談等での経営分析（新規事業） 

【対象者】経営力向上に関心のある事業者。具体的には、巡回及び窓口相談での経営に関する相談者、各種

支援施策を利用する事業者、経営分析セミナー（①）の参加者等。 

【分析項目】定性面としてのビジネスモデル分析及び SWOT分析と、定量面としての財務分析の双方 

＜定性分析：ビジネスモデル、SWOT＞販売先・仕入先を含む商流・ビジネスモデル、自社の強み・弱み、外

部環境の機会・脅威。 

＜定量分析：財務情報＞収益性、安全性、生産性の視点から財務情報を分析。特に注視する財務指標とし

て、売上高営業利益率（本業の稼ぐ力：収益性を把握するため）、EBITDA有利子負債倍率（営業収入による実

質的な債務償還年数：資金繰りの安全性を把握するため）、労働生産性（従業員一人が生み出している成果：
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付加価値の生産性を把握するため）を想定。 

【分析手法】 

＜定性分析＞ビジネスモデル俯瞰図及び SWOT 分析表（次図）を作成し、当社の強みとなる箇所を把握する。 

＜定量分析＞決算書を頂き、経済産業省が提供する「ローカルベンチマークツール」を活用し分析。 

 

ビジネスモデル俯瞰図 

 

SWOT分析表 

 

 なお、巡回・窓口相談等の経営分析の対象者が事業承継面の課題を有する場合、事業承継の課題を抽出する

ための経営分析も併せて実施する。 

【対象者】代表者が高齢化し、事業承継を検討している事業者 

【分析項目】事業承継上の問題点及び課題 

【分析手法】事業引継ぎアンケートのフォーマット（下図）に記載いただき、事業承継上の問題点や引き継

ぐべき資産の見える化を図り、対策の優先順位検討に役立てる。 

 

 

事業承継アンケートの使用フォーマット 

末端顧客

直接顧客

当社 切削→研磨→板金→組立

○○精機 ○○商事

○○電機

○○自動車

仕入 〇〇マテリアル

○○製作所
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（３）成果の活用方法 

各経営分析結果については、把握・分析した情報を該当事業者にフィードバックの上、各種改善策や継続

的支援を提案・実施する。具体的には、事業計画策定・策定後支援の提案や、需要動向調査の提案、その他

各種支援施策等の提案が想定される。この結果、事業者の経営力の強化を実現する。 

また、分析結果は商工会内の共有データベースに保存することで、商工会職員のスキルアップに活用す

る。 

 

（４）目標 

 H30年度 

（見込） 

H31年度 

（目標） 

H32年度 

（目標） 

H33年度 

（目標） 

H34年度 

（目標） 

H35年度 

（目標） 

①経営分析セミナー開催回数 - 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

②巡回・窓口相談等での経営分析件数 - 25 件 25 件 28 件 30 件 30 件 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
経営分析実施企業等、経営力向上に関心のある事業者を対象に、製品やサービスをより強化するための実行計

画たる事業計画の重要性を啓蒙し、事業計画書策定を支援する。事業計画には、経済動向調査・経営分析で得ら

れた情報を反映する。 

 

（１）現状と課題 
〔現状〕 
当商工会では、創業相談、経営安定特別相談、金融斡旋、経営革新計画の認定申請、各種補助金申請時等

に、事業者の求めに応じ、長期的な「経営計画」の策定を支援している。しかしながら、「製品やサービスを

いかに改良するか」や、「営業・販売活動をいかに強化するか」などといった視点からの「事業計画」に特に

フォーカスした支援はこれまで十分とは言えなかった。 

また、当町では後継者難を課題とする事業者が比較的多い。その要因として、自社の製品やサービスの独自

性や社会的必要性について、後継者やその候補者が十分に理解していないことや、製造・販売の持続可能性が

不透明なことが挙げられている。商工会アンケート調査で 10 年後の売上予測を調査したところ、10 年後の売

上が「増加する」が 10%で、「維持する」が 33％、「減少する」が 49％であった。「増加」事業者の内、後継者

有は 46.2％、後継者無しは 38.5％。「減少」事業者の内、後継者有が 25％、後継者無が 66％を占めている。後

継者難の事業者ほど、将来予測が厳しい傾向にある。 

このように、事業者が自社の製品やサービスの将来を見出すための機会が十分でないという現状がある。 

 

〔課題〕 

企業の内外環境を踏まえ、更には商品やサービスの持続的発展を見据えた事業計画の重要性について周

知・啓発し、事業計画の策定支援に注力することが課題となる。当町内人口の長期的な減少傾向を中心とし

た経済社会情勢の変化が見込まれる中で、事業者自らが顧客ニーズや自らの強み・弱み・機会・脅威を把握

し、自らのビジネスモデルを再構築することで生存の方途を見出す必要がある。そのためには、それらを踏

まえた事業計画に基づいた製造・販売活動を推進することで、地域の活力の維持や次世代への引継ぎに資す

る、独自性・社会的必要性の高い、競争力のある製品・サービスを育てていく必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 
 前述のように製品・サービスの競争力向上のため、事業計画書の策定は非常に重要であるが、これまで事業

計画を策定した経験のない事業者にとってはそのハードルは高いと考えられる。よって、計画策定手法をレク

チャーしつつ、経営指導員によるフォローや専門家派遣制度も周知し、事業計画策定に対する心理的ハードル

を取り払う必要がある。これにより、「２．経営状況の分析に関すること」の「②巡回・窓口相談等での経営分

析」で経営分析を行った事業者の 8 割以上が事業計画を策定することを目指す。 
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 併せて、当商工会の長期的目標も鑑み、「事業承継」や「創業」のタイミングでの事業計画策定も支援する。

経営者としてのキャリアの初期段階から、製品・サービスの競争力向上のための事業計画策定に取り組んでい

ただけるようにすることも重要と考える。 
 
（３）事業内容 
当商工会の経営指導員が主体となり、不足するノウハウについては外部専門家の活用等により補完しつつ、

以下 3 点の事業を実施する。 
①「事業計画策定セミナー」を契機とした事業計画作成支援（新規事業） 

【支援対象】経営分析を実施した事業者等、経営力向上に関心のある事業者を対象に、商工会ホームページ

での周知や巡回・窓口相談等での個別の声がけにより募集する。 

【手段・手法】事業計画策定を動機づけるセミナーを年に 1回開催する。カリキュラム内容は、製品・サー

ビスの競争力向上のためには、将来像をよりどころにした絶え間ない改善活動が基本であることを啓蒙・啓

発した上で、身近な事例をいくつかお伝えする。「２．経営状況の分析に関すること」で実施した経営分析の

結果も基に、実際に手を動かして、まずはご自身で事業計画を作成していただく。セミナー実施後、当商工

会の経営指導員がフォロー訪問し、空欄となった箇所や検討が浅い箇所につき伴走的に再検討し、事業計画

完成を支援する。経営分析を実施した事業者の半数程度の参加を目標とし、具体的には、1開催あたり、10

社以上の参加を見込む。 

 

② 外部専門家を活用した事業計画の策定支援（既存事業の改善） 

【支援対象】経営分析を実施した事業者等のうち、より本格的に経営力向上を目指す事業者を対象に、巡

回・窓口相談等で個別に声がけし提案する。 

【手段・手法】個別相談により「3ヵ年事業計画」の作成を支援する。計画策定着手から 3回から 5回程度の

打ち合わせを実施する。普遍的な事業計画の策定ノウハウをお伝えするだけでなく、業種・業界別、職種別

のノウハウを補完し、より個別具体的で高度な改善活動のための事業計画の策定を支援する。当商工会の経

営指導員が主体となり支援に当たるが、具体的で高度な事業計画策定のためには、より高度なノウハウが必

要となる場面が想定され、外部専門家のサポートが必要となると考えられる。この点について、当商工会経

営指導員はコーディネーター的な役割を担う。具体的には、事業者の事業課題の概要を整理・把握し、優先

順位を検討した上で、各専門家の選定や、複数の専門家を活用した場合には意見の集約・調整の役割も果た

す。 

また、事業承継上の課題（未だ顕在化していない潜在的課題も含む）があると認められる事業者について

は、事業計画策定の上で事業承継計画の策定が必要であるため、事業計画に付加して「事業承継計画」の作

成を支援する。現経営者が培ってきた資産（人材やノウハウ・仕組み、仕入先・販売先等社外との繋がり

（知的資産）を含む）を棚卸ししながら、製品・サービスの競争力維持のため、後継者がどのようにそれを

引き継いでいくか、という視点からの事業承継計画策定の重要性を啓蒙する。 

  

 ③ 創業時事業計画策定支援（既存事業の改善） 

【支援対象】事業計画策定セミナー等を受講した新規創業者等を対象に、経営指導員から個別に声がけし提

案する。 

【手段・手法】 

新規創業時の製品・サービス・ビジネスモデルの競争ポテンシャルを見極め、事業萌芽期から成長期の活

動指針を定める。個別相談により、計画策定着手から 3回から 5回程度の打ち合わせを実施する。新規創業

者には経営分析を実施できていないが、人口減や事業者数減が著しい当町内の活力の向上に不可欠な存在で
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あることから、注力支援する。 

 

（４）目標 
5 年間で、当町内の小規模事業者 496 社のうち、20%超の 114 社（22.9%）の策定を目指す。 

 H29年度 

（実績） 

H30年度 

（見込） 

H31年度 

（目標） 

H32年度 

（目標） 

H33年度 

（目標） 

H34年度 

（目標） 

H35年度 

（目標） 

事業計画策定件数 

（①②③合計） 
15 件 15 件 20 件 20 件 22 件 25 件 27 件 

うち事業計画策定セミナー

を契機とした事業計画策定

件数（①） 

- - 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

うち外部専門家を活用した

事業計画の策定件数（②） 
15 件 13 件 8 件 8 件 10 件 13 件 15 件 

うち創業時事業計画策定件

数（③） 
0 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 事業計画策定事業者全員を対象としフォローアップを実施する。改善活動の定期的な振り返りを行うと共

に、進捗状況に応じ、企業ドックやミラサポ等の専門家と連携した支援や、後述の需要動向調査に取り組む。 

 
（１）現状と課題 

 〔現状〕 
経営安定特別相談で作成した「経営改善計画」策定事業者に限り、四半期毎にモニタリング（進捗確認）を

実施し、計画との乖離が大きい場合は専門家派遣でフォローアップしている。一方、製品・サービスや営業活

動にフォーカスした「事業計画」の策定支援はこれまで十分に実施できておらず、モニタリングやフォローア

ップも十分に実施されていない。 

 〔課題〕 

今後は、事業計画策定事業者全てを対象にフォローアップを実施 することが課題となる。定期的な振り返り

や新たな対策の検討等を通じ、絶えず PDCAサイクルを回すことで、事業計画の実効性を向上させる必要があ

る。 

 

（２）事業内容 
〇 事業計画策定後のフォローアップ（新規事業） 

事業計画を策定した全事業者 に対し、事業者ごとに支援担当者（経営指導員）を決め、巡回訪問により四

半期毎のフォローアップ（進捗状況把握）を計画策定後 1年間、以降は原則半期ごとのフォローアップを 2

年間実施する。計画 2年目以降頻度を落とす理由としては、事業者の自主性と自走力を醸成することであ

る。経過が順調で自身で PDCAサイクルを回せると判断される事業者については頻度を落としつつ、密に伴走

が必要な事業者については引き続き四半期ごととする。特に経過が芳しくない場合や達成が困難な場合は専

門家（石川県企業ドック、ISICO よろず支援拠点、ミラサポ、中小機構や石川県事業引継ぎ支援センター等の

登録専門家）と連携し計画遂行や課題解決を支援する。 

密なフォローアップのための仕組み整備のため、巡回訪問時のヒアリング・提案用フォーマットを整備す

る。進捗管理の面では、職員による聞き取り内容を標準化する。具体的には 売上、粗利の予実及び行動計

画の進捗状況をヒアリングするためのフォーマットを作成する。また、新たな施策の提案の面では、より経

営力を高めるための提案を行うフォーマット（支援提案書・次図）を整備する。 

 

支援提案書のフォーマット 

フォローアップにおいて、特産品を開発・販売する事業者については、当町の活力向上のため、特に重点的

にフォローする。特に新商品開発を検討している場合には、計画に基づく製品開発・販路開拓に関する支援を
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実施する。必要があれば、当町の「ふるさと産品振興事業助成金」の活用申請を支援する。「ふるさと産品振興

事業助成金」は、当町の地域の資源や特性を活かして開発される商品で、町の魅力発信につながる「名物・お

みやげ品」としてふさわしい商品の開発及び商品化を行う者に対し、宝達志水町がその経費の一部として予算

の範囲内において最大 30万円を交付する事業である。 

 

（３）目標 
事業計画を策定した事業者の全てを対象 とし、事業計画の定期継続的な振り返りを通じて計画の実効性検

証と経営力の向上を図る。フォローアップの頻度は、計画 1年目は四半期毎、2年目から 3年目は原則半期毎

とする。密に伴走が必要な事業者については引き続き四半期ごととするが、不確実性が高い要素であるため目

標上盛り込まないこととする。 

 

 H30年度 

（見込） 

H31年度 

（目標） 

H32年度 

（目標） 

H33年度 

（目標） 

H34年度 

（目標） 

H35年度 

（目標） 

フォローアップ 対象 事業者数 

（当該年度内にフォローアップを開始

することとなった事業者数） 

15 社 20 社 20 社 22 社 25 社 27 社 

フォローアップ 実施 事業者数 19 社 39 社 59 社 77 社 87 社 94 社 

（当該年度内にフォローアップを実施

中の事業者数とその内訳※1） 

H29年度計画策定分：4社※2    

H30年度計画策定分：15社   

 H31年度計画策定分:20社  

  H32年度計画策定分：20社 

   H33年度計画策定分 22社 

    H34年度計画策定分：25社 

     
H35年度計画 

策定分：27社 

フォローアップの頻度（延数）（※3） 68回 118回 158回 198回 224回 242回 

※１．例・事業計画を平成 30年 6月に策定した事業者のフォローアップのイメージ 

   事業計画 1年目：平成 30 年 9月、12月、平成 31年 3月、6月 

         ⇒平成 30年度、平成 31年度の実施社数としてカウント 

   事業計画 2年目：平成 31 年 12月、平成 32年 6月 

         ⇒平成 31年度、平成 32年度の実施社数としてカウント 

   事業計画 3年目：平成 32 年 12月、平成 33年 6月 

         ⇒平成 32年度、平成 33年度の実施社数としてカウント 

   ∴フォローアップ実施年度は、平成 30年度、31年度、平成 32年度、平成 33年度 

※２．現状では、平成 29年度計画策定事業者のうち、経営安定特別相談で作成した経営改善計画策定

事業者 4社に限りフォローアップを実施している。今後は、平成 30年度以降計画策定事業者の

うち全事業者につきフォローアップを実施することとする。 

※３．各年度のフォローアップ回数内訳について 

平成 30 年度：平成 29年度策定分 4社×2回、平成 30年度策定分 15社×4回、計 68回 

平成 31 年度：平成 29年度策定分 4社×2回、平成 30年度策定分 15社×2回 

       平成 31年度策定分 20社×4回、計 118回 

平成 32 年度：平成 29年度策定分 4社×2回、平成 30年度策定分 15社×2回 
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       平成 31年度策定分 20社×2回、平成 32年度策定分 20社×4回、計 158回 

平成 33 年度：平成 30年度策定分 15社×2回、平成 31年度策定分 20社×2回 

       平成 32年度策定分 20社×2回、平成 33年度策定分 22社×4回、計 198回 

平成 34 年度：平成 31年度策定分 20社×2回、平成 32年度策定分 20社×2回 

       平成 33年度策定分 22社×2回、平成 34年度策定分 25社×4回、計 224回 

平成 35 年度：平成 32年度策定分 20社×2回、平成 33年度策定分 22社×2回 

       平成 34年度策定分 25社×2回、平成 35年度策定分 27社×4回、計 242回 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
事業計画を策定した事業者のうち、特に農産物をはじめとする特産品の開発・販売を実施する事業者を対象

に、開発中の新商品のテストマーケティングや既存商品の効果測定を個別に支援する。当該事業者の経営指標

改善やビジネスモデルの盤石化を目的として、商品そのものの改良、販売ターゲットやチャネルの選定、粗利

益を最大にするための値付け、効果的な販売促進等に役立つ情報の収集・分析を支援する。 

 

（１）現状と課題 
〔現状〕 
 当商工会では、本経営発達支援計画の基本方針・目標として、農産物をはじめとする宝達志水町内の地域資

源を活用した特産品開発の拡大を掲げている。しかしながら、小規模事業者による新商品開発は、事業者（作

り手・売り手）の想いのみによって進められることが多く、買い手の視点（マーケットインの考え方）に欠け

ることがある。この背景として、買い手の嗜好や行動を見据えた調査が不足し、顧客のニーズや要望を捉えき

れていないことが考えられる。この点、当商工会としても、事業者に買い手の視点を醸成するための取り組み

が不十分であるという反省がある。 

〔課題〕 

今後の課題は、小規模事業者が顧客のニーズや要望等、買い手の視点を把握し、事業者の想いとすり合わせ

ることで、顧客に受け入れられる商品・サービスづくりができるようにしていくことである。 

 

（２）事業内容 
 〇 特産品等の開発・改良のための需要動向調査（新規事業） 

【調査対象事業者】事業計画を策定し、定期的なフォローアップを実施している事業者のうち、新商品・サ

ービスの開発を実施・検討している事業者（個社）、特に農産物をはじめとする特産品の開発を進める事業者

を対象とする。 

【調査の目的】開発中の新商品のテストマーケティングや発売済みの既存商品の効果測定の実施を通じて、

買い手の視点・反応を把握し、売上拡大に繋がるように商品を改良していくことを目的とする。 

【調査手段・手法・サンプル数】調査手法としては、サンプリング調査（試食・試用等）を実施する。ま

た、調査手段について、調査を実施する場所は、当該新商品や既存商品・サービスの想定ターゲットを踏ま

え決定する。当町では、地域内で生産された商品が地域外へ販売される割合が高い故に、特に地域外への販

路開拓に注力する観点から、以下のような場所において消費者にサンプルを提供し、アンケートやヒアリン

グを実施する。事業者の課題や製品・サービスのターゲットを踏まえ、適切な調査場所を 1カ所ないし複数

カ所選択し実施する。 

想定販路・商圏 調査の場所等（例示） 

金沢市在住の消費者 

 JR金沢駅等人の往来が多い場所の街頭（金沢駅の 1日当たり乗降客数：

22,895 人/2017年、想定サンプル数：～100名程度） 

⇒近隣の商業施設の出入り口付近の公道等で実施する。 

 のと里山海道の志雄パーキングエリア（1日当たり POSレジ通過人数：165

人/2016 年、想定サンプル数：～100名程度） 

⇒特に車の往来が多いゴールデンウイークやシルバーウイーク等長期休暇中

に実施する。県内ナンバー車から降りてきた方をターゲットとする。 

 石川県商工会連合会職員や登録専門家 への試食・試用品提供（職員及びエキ

スパートバンク登録専門家合計：75人、想定サンプル数：～30名程度） 

⇒連合会職員や専門家に試供品を送付する方法等により実施する。 
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大都市圏（首都圏、

中京圏、近畿圏）在

住の消費者 

 JR金沢駅構内（金沢観光案内所）の観光案内所「能登デスク」（金沢駅の 1

日当たり乗降客数：22,895人/2017年、想定サンプル数～50名程度） 

⇒「能登デスク」に試食・試用ブースを設け、実施する。 

 全国商工会連合会主催の ニッポン全国物産展（東京都豊島区）での試食・試

用品提供（例年 11月頃実施、1日当たり来場者数：50,000人/2017 年、想定

サンプル数：～100名程度） 

⇒事業者に出展頂き、連合会職員等が補助の上実施する。 

 宝達志水関東ふるさと会会員 への試食・試用品提供（会員数：300人、想定

サンプル数：～50名程度） 

⇒会員や事務局へサンプルを送付し実施する。 

 のと里山海道の志雄パーキングエリア（1日当たり POSレジ通過人数：165人

/2016年、想定サンプル数：～100名程度） 

⇒特に車の往来が多いゴールデンウイークやシルバーウイーク等長期休暇中

に実施する。県外ナンバー車から降りてきた方をターゲットとする。 

 

【調査項目】調査項目の設計については、事業者の課題に応じて、以下のイ～二の項目を選択・組み合わせ

実施することとする。 

イ 製品・サービスそのものについて 

試食・試用品への評価（特徴の有無や嗜好に合うか否か等）を調査する。質問項目の例として、商品の

「味」や「色合い」、「におい」、「ボリューム」、「パッケージ」それぞれの良否についての評価（良い～悪

い、強い～弱い、多い～少ない等）等が考えられる。 

 

サンプリング調査の分析結果例 

ロ 価格について 

当該製品やサービスにつき「安いと思い始める価格」「高いと思い始める価格」、「安すぎて品質が疑わしい

と思い始める価格」、「高すぎて買えないと思い始める価格」の 4つを回答いただく。それぞれの累積比の曲

線を求め、各曲線の交点を基に、商品が市場で許容される最適な価格を導出する（PSM分析）。 

 

最適価格調査の分析結果例 

ハ 商品とマッチする情報発信媒体や発信内容について 
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試食・試用品について、マッチすると感じる情報チャネル（媒体）や情報発信内容の調査等を実施する。

例えば、アンケート調査の際に、「消費者が当該商品に関する情報を得るために適する情報媒体」等を、選択

肢方式や自由回答方式で回答いただく。 

 

二 販路に関する感度や選好 

試食・試用品がマッチする販路・売り場を調査する。例えば、「当該製品やサービスを普段購入する場所」

や「販売場所として適すると考えられる場所」を回答いただく。 

 

適する販路の調査の結果例 

 

【分析手段・手法】調査手段・手法の選定や調査項目の設計、調査票の集計・分析については、経営指導員が

主体となり支援しつつも、不足するノウハウについては販路開拓等を得意とする外部専門家の支援の下実施

し、「需要動向調査報告書」を取りまとめる。調査結果の解釈や回答のバイアス（偏り）の有無について、第

三者の立場からの意見を反映することを目的として、報告書中には経営指導員や外部専門家からの所感や提案

を盛り込むこととする。特に提案については、経営分析時や事業計画策定時に把握した事業者の強みを最大限

活かすことができるようにする。 

 

【成果の活用方法】需要動向調査報告書を当該事業者に提供し、経営指導員及び調査を設計した外部専門家が

内容について直接説明・フィードバックし、新商品開発や既存商品の改良に役立てていただく。この結果、ビ

ジネスモデルの盤石化や経営指標の改善を実現し、事業計画達成の実現に寄与する。また、調査結果を職員間

で共有し、業種や市場毎の需要動向や販路開拓に関するノウハウを蓄積する。 

 

＜需要動向調査の実施イメージ＞ 

 需要動向調査は、本経営発達支援計画の基本方針・目標である「農産物をはじめとする宝達志水町内の地

域資源を活用した特産品開発の拡大」のために有用と考えられ、本経営発達支援計画の最重要骨子の一つと

認識している。需要動向調査につき、平成 30年度に実施したため、以下にその結果の概要を示す。具体的な

内容は以下の通りである。 

  

【需要動向調査報告書】 

①調査対象企業の概要 

 調査対象企業は、当町に本社を構える茶葉製造販売業である。当町内において、茶葉の栽培から販売

までを一貫して自社で行っている。 

②調査の目的 

 調査の目的は、既に発売されている商品（ほうじ茶ティーバッグ）の効果測定の観点から、消費者の
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知覚価値と実売価の乖離を把握し、適正価格を設定し、売上及び粗利益の向上を図ることである。当社

製品は石川県内に加え、大都市圏においても販売されている。地元の消費者の知覚価値と大都市圏の消

費者の知覚価値は異なる可能性がある。特に今後の大都市圏での拡販を進めていく観点から、大都市圏

の消費者の知覚価値を踏まえ、価格設定の検証・見直しを図ることとしている。 

③調査概要 

 ・対象者：調査ターゲット（大都市圏在住者）15名 

 ・調査方法：サンプリング調査 

商品サンプル（ほうじ茶ティーバッグ）を配布 

調査日は平成 30 年 7月 7日、調査場所（サンプル配布場所）は JR金沢駅近郊である。 

サンプルの試用・試飲後、アンケートに回答いただく方法とした。 

アンケート内容は、味覚面での商品イメージ、及び知覚価値（価格感度）である 

※事業者を特定する情報の公開を避ける観点から、知覚価値の調査結果のみを記載する。 

 ・調査手法：知覚価値（価格感度）について PSM分析による価格感度調査を実施した。 

※PSM分析とは、消費者が求める価格を導き出し、製品やサービスの適正価格を分析する手法である。

具体的には、当該製品やサービスにつき「安いと思い始める価格」「高いと思い始める価格」、「安すぎて

品質が疑わしいと思い始める価格」、「高すぎて買えないと思い始める価格」の 4つを回答いただき、そ

れぞれの累積比の曲線を求め、商品が市場で許容される最適な価格を導出する方法である。 

④調査結果 

  

実売価 864円（税込）に対し、妥当価格帯は 600円～800円との結論を得た。商品そのものの知覚価値

は実売価よりもやや低い水準にあると考えられる。大都市圏において商品の規格そのものを変えること

なく現在の価格を維持するために、パッケージの改良や情報発信内容の改善など、ソフト面の施策によ

りブランド力を向上させていくことが望まれる。 

 

（３）目標 
    平成 31年度 

（目標） 

平成 32年度 

（目標） 

平成 33年度 

（目標） 

平成 34年度 

（目標） 

平成 35年度 

（目標） 

調査対象事業者数 3 件 4 件 5 件 5 件 5 件 
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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】 
新たな販路開拓の機会を作り出すことを目的として、事業者の情報発信を支援する。需要動向調査実施事業

者や事業計画策定事業者のうち、特に特産品製造・販売事業者を対象に、展示会・商談会への出展支援や、金

融機関を通じた引き合い対応への支援、ホームページ・プレスリリースによる広報・情報発信の支援を行う。 

 

（１）現状と課題 
〔現状〕 
物産展、展示会、ビジネスマッチング等について、希望を募り出展を支援してきたが、新たな需要開拓につ

き目立った成果は得られていなかった。 

〔課題〕 

需要動向調査を実施した事業者や事業計画フォローアップ事業者を主にして、小規模事業者に寄り添いなが

ら、成果獲得を第一として 新たな販路開拓を支援する必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

当町は長期的な人口減の脅威に曝されており、町内の小規模事業者が生存するためには、町内だけに留まる

のではなく、都市圏への販路開拓を進めることが重要である。一方、小規模事業者の多くは、大都市圏市場を

含む地域外への商流・情報チャネル獲得に関するノウハウに乏しい。このため、当商工会が介在し、販路開拓

に必要な情報の提供や商談に向けた準備等の支援をすることが効果的であると考える。 

 

（３）事業内容 
① 展示会出展を通じた大都市への販路開拓支援（BtoC、BtoB販路開拓） 

 大都市（特に首都圏）での展示会への参加・出店を支援する。出展の目的は、大都市圏市場への情報発信

を通じて、大都市の消費者に認知いただき、需要の創造を図ることである。地域資源である農産物を活用し

た特産品（食品）を前提とし、全国商工会連合会主催の「ニッポン全国物産展」へ出展を想定する。 

【支援対象】 

特に特産品を製造・販売する事業者で、需要動向調査を実施した事業者や、事業計画に基づき販路開拓の

強化を必要とする事業者を中心に支援する。 

【個別事業の支援に対する考え方】 

 大都市での展示会への出展は、遠方での実施であり、人手を要する上、企画や陳列、接客、フォロー等多

くのタスクが要求される。故に、展示会に不慣れな事業者にとってはハードルが非常に高いものとなってい

る。このため、当商工会が事前・事後の出展支援を行うとともに、出展期間中には陳列、接客等人手を要す

る業務についてもきめ細やかに伴走支援を行う。 

 【展示会の名称】ニッポン全国物産展（主催：全国商工会連合会） 

※事業者のスケジュール等の都合によりニッポン全国物産展への出展が難しい場合は、FOODEX JAPAN等、他

の食料品関連の展示会への出展を支援する。 

【展示会の概要】例年 11月前後に池袋サンシャインシティ（東京都豊島区）で開催されるイベントである。

全国 47都道府県から名産品・特産品を製造・販売する事業者およそ 350社が一堂に会し、3,000 点以上の特

産品が集まる国内最大級の物産展である。例年 3日間開催され、延べ 15万人（一般消費者、食品関連商社、

飲食業者等）が来場する。 

【支援の方法】 

出展等にあたっては、事前に事業者と経営指導員とで売上目標や商談件数目標等を協議し、販路開拓にあ

たっての計画策定を支援する。経営指導員が主体となり実施しつつ、不足するノウハウに関しては外部専門
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家を活用し補完する。出展成果最大化のための具体的支援については、以下のような内容を、事業者の課題

や出展の目的に応じて選択適用する。 

 出展前支援 出展後支援 

BtoC 販路開拓支援 

・各物産展やアンテナショップとの

マッチング（客層・売れ筋商品などの

情報収集・提供）支援 
・出展時に使用する POP・チラシ・

パンフレット等作成支援 
・展示・陳列方法など出展ブースのレ

イアウト・陳列支援 

・販売実績の集計・分析支援 
・来場者の反響を踏まえた商品・サー

ビスの改善支援 
・専門家を活用したパッケージの改

良など商品の総合力向上のための支

援 

BtoB 販路開拓支援 

・商談会への申込み手続き及び商談

資料（商談シート）の作成支援 
・効果的なプレゼンテーションのた

めの資料作成・面談スキル向上支援 

・商談したバイヤーへのフォローア

ップ支援 
・バイヤーからの引合いに対する事

後支援（取引条件、取引価格等） 
 

② 新規創業者等の新規販路開拓支援（BtoB販路開拓） 

宝達志水町主催の創業者支援担当者連絡会（金融機関等他の支援機関が参加）を通じ、他の支援機関と連

携しながら地域外への販路開拓を支援する。 

【支援対象】 

特に創業時事業計画を作成している新規創業者を支援対象とする。 

 【個別事業の支援に対する考え方】 

 創業者は、日常生活からの問題意識や斬新なアイデアを糧に新規創業することも多い。独自性のある製

品・サービスを有する一方で、営業・販売面の資源（特に顧客基盤や引き合い情報）に乏しいと考えられ

る。このため、当商工会や連携先機関が営業・販売活動につき情報共有等の支援を実施することで、より盤

石な事業活動が可能になると考えられる。 

【支援の方法】 

創業者支援担当者連絡会に参加の金融機関に商品の情報やサンプルを提供つつ、支援対象企業の営業面の

課題把握や、製品・サービスの特徴・顧客価値の整理等、引き合い先に第一に提出するための情報整理（パ

ンフレット作成：A4・1枚程度）を、当商工会経営指導員が主体となり支援する。この結果として、地域内外

の引き合いとのマッチングや販路開拓の成功に繋げる。 

 

③ インターネットを活用した域外への情報発信支援（BtoC、BtoB 販路開拓） 

【支援対象】 

 事業計画を策定した事業者で、地域外販路の開拓を目指す事業者を支援対象とする。 

【個別事業の支援に対する考え方】 

 インターネットを活用した販路開拓は、小規模事業者があまりコストを掛けずに取り組める需要開拓手段

であるが、特に代表者が中高年層である事業者においては、ノウハウ不足や心理的ハードルにより、効果的

な活用ができていない例が少なからずある。この点、当商工会がノウハウを補完しつつ、伴走的にコンテン

ツの作成や更新を実施することで、心理的ハードルを取り払い、有効活用の途が広がると考えられる。 

【支援の方法】 

特に BtoC向けの販路拡大を目的として、情報発信用のホームページの作成を支援する。作成に当たって

は、全国商工会連合会が推奨するホームページ作成支援ツールである「SHIFT」を活用する。「SHIFT」を利用
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することで、HTMLタグ等 Web作成に必要な知識がなくともホームページ作成・更新ができる。更に、オンラ

インショップや予約システムの作成も標準装備されており、遠方への通信販売や遠方からの飲食・宿泊予約

の対応にも便利である。 

ホームページ作成に当たり、当商工会として支援する内容の具体例は以下の通りである。 

事前的支援 事後的支援 
【SHIFT ページ公開前】 
・システム、操作方法説明 
・情報発信ターゲットの選定支援 
・商品情報（特徴）の整理と方針・目標設

定支援 
・商品のセールスポイント・PR コメント

等の記事制作支援 

【SHIFT ページ公開後】 
・目標に対する実績と課題の把握 
・専門家を活用した商品及び販売方法の改

良支援 
・ホームページの更新作業支援 
・検索エンジン最適化（SEO）支援 
・消費者からの問い合わせ対応支援 

 

④ 報道機関向けプレスリリース作成・配信支援（BtoC、BtoB販路開拓） 

【支援対象】 

 事業計画を策定した事業者や需要動向調査を実施した事業者のうち、新規の取り組みを開始する事業者を

支援対象とする。具体的には、新製品・新サービスを発売する事業者や販売促進のためのキャンペーン・イ

ベントを実施する事業者等が想定される。 

【個別事業の支援に対する考え方】 

 企業の情報発信手段はインターネットを介したものが主流となりつつあるが、特に中高年の消費者を中心

に、新聞やテレビ等マスメディアの影響力は依然根強い。一方で、広告手法によりマスメディアを活用する

ためには多額の費用が必要となり、小規模事業者にとって現実的でない。このため、報道機関向けのプレス

リリースを発信し、新たな取り組みを記事として取り上げていただくことが有効である。小規模事業者はマ

スメディア向けの情報発信には不慣れであるため、当商工会が支援することが必要である。 

【支援の方法】 

報道機関向けの情報発信のため、商品・製品開発や新たな取り組み等についての報道機関向けプレスリリ

ース資料の作成・配信を支援し、企業・製品の認知度とイメージの向上を図る。 

プレスリリース作成・配信に当たり、当商工会として支援する内容の具体例は以下の通りである。 

事前的支援 事後的支援 
【プレスリリース作成前】 
・情報発信ターゲットの選定支援 
・商品情報（特徴）の整理と方針・目標設

定支援 
・プレスリリース原稿の作成支援 
・専門家を活用したプレスリリースのブラ

ッシュアップ支援（研修会等を開催） 

【プレスリリース作成後】 
・情報提供先報道機関の選定支援 
・報道機関担当者との折衝支援 
・目標に対する実績と課題の把握 
・報道機関からの取材対応支援 
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（４）目標 

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

①展示会出展を通じた大都市への販

路開拓支援事業者数 
2 社 2 社 3 社 3 社 3 社 

卸売成約件数／1社あたり 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

小売売上額／1社あたり 15 万円 15 万円 15 万円 15 万円 15 万円 

②新規創業者等の新規販路開拓支援

事業者数 
1 社 2 社 2 社 3 社 3 社 

成約件数／1 社あたり 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 

③インターネットを活用した域外へ

の情報発信支援事業者数 
1 社 1 社 2 社 2 社 3 社 

卸売成約件数／1社あたり 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

小売売上増加額／1 社あたり 15 万円 15 万円 15 万円 15 万円 15 万円 

④報道機関向けプレスリリース作

成・配信支援事業者数 
1 社 2 社 2 社 2 社 3 社 

取材件数／1 社あたり 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 

卸売成約件数／1社あたり 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

小売売上増加額／1 社あたり 5 万円 5 万円 5 万円 5 万円 5 万円 

※①の「展示会出展を通じた大都市への販路開拓支援」について、BtoC 販路開拓を前提とした事業であるが、

食品商社や外食企業等のバイヤーが来場することも想定されるため、「卸売成約件数」も目標として設定する。 
  



31 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．現状と課題 
（１）現状と課題 
① 地域内での経済循環活性化のための取り組み 
 当町在住者の消費行動は、地域外に依存していると言える。地域内在住者の総消費額に対する地域内での消

費割合は 62.3%であり、約 4割の需要が地域外に流出している。具体的に、最寄品の需要は、近隣のかほく市、

羽咋市、中能登町へ、買回品・専門品の需要は、かほく市、金沢市にそれぞれ流出しているとみられる。この

状況の中、地域内での消費を促進することを目的として、平成 27年 10月に宝達志水町ポイントカード会「ほ

っぴーさんカード」事業が発足した（加盟店 48店舗）。しかしながら、最寄品のうち特に日用雑貨関連の加盟

店が少ないこともあり、当初想定されたような成果は得られていない。 

 

② 地域資源の活用のための取り組み 

当町は農業の盛んな地域である。例えば、県が開発した高級ぶどう「ルビーロマン」をはじめ、いちじ

く、花木は県下最大級の生産地である。近年、世界農業遺産（のと里山里海）にも認定され、平成 27年 8月

には「世界農業遺産スタディツアーin宝達志水」が開催されたことにも象徴される。各種農産物資源の産地

として、当町は優れた商品を生み出すポテンシャルを持つが、一方で小規模事業者が自ら地域農産物の活

用・収益化を実現するまでには至っていない。 

 

③ 事業者数減少抑制のための取り組み 

高齢化による廃業等、町内において事業者数は一貫して減少している。事業者数減少を抑制するため、新

規創業者を増加させる取り組みを実施している。具体的には、起業ノウハウを指導する「創業塾」がある。

しかしながら、一般的な創業ノウハウの指導に留まり、個別具体的な商品開発・販路開拓に関する支援は必

ずしも十分ではない。 

 

（２）改善方法 
当商工会の特性（強み）として、行政や企業との関係が比較的強固なことが挙げられる。具体的には、年

に１回、商工会役員と行政（宝達志水町長、町議会議長、企画振興課長）との懇談会を開催し、地域の活性

化等をテーマに、地域経済振興発展の意見交換を実施している。また、年に１回、地域外からの誘致企業と

の懇談会を開催し、県・町・商工会の取組や誘致企業の現況、地域の経済情勢について意見交換を実施し経

済活性化を検討している。 

地域経済をより活性化させるためには、当商工会がこれらの強みを生かし、地域経済のコーディネーター

の役割を果たすことが効果的と考えられる。各主体間で情報を共有し、主体毎の支援をコーディネートし提

供できるようにする。この結果として、地域内での経済循環活性化によるにぎわい創出、農産物等地域資源

のブランド化等を実現する。 

  

２．事業の内容 
（１）仕組みの概要（多様な機関に対する地域の方向性の共有方法） 
 当商工会がコーディネーターの役割を果たし、地域における関係者間での意識・情報の共有が図られる仕組

みを構築する。具体的には、①当商工会の理事会（役員会）に事業者の状況や要望を汲み上げ、行政や他の支

援機関に対し政策・施策を提言すること、②行政や他の支援機関の既存施策をコーディネートし、事業者に提

案することである。これらの観点から、以下（２）から（４）の事業を実施する。 
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（２）地域のブランド化のための地域資源（農産物・特産品）活用事業（新規事業） 
① 農産物等を活用した特産品開発の支援（下イメージ図） 

宝達志水町ふるさと産品振興事業助成金による助成対象は、これまで製品開発のみであった。そのため、

行政に対して、販路開拓や販売促進事業にも対象を広げるよう働きかける。加えて、商工業者だけではな

く、農業者への告知を図る。特に、意欲のある農業者に本助成金を活用するよう働きかけることで、農業

者、JA部会等の異業種団体との関係性構築を図る。 

また、宝達志水町ふるさと産品振興事業助成金（町の事業）の利用後、小規模事業者持続化補助金（国の

事業）、いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド（チャレンジ支援ファンド・平成 30年度より呼称変更）、

ふるさと名物応援事業補助金（JAPAN ブランド育成支援事業補助金・国の事業）等の利用を提案し、多様な主

体からの継続的な資金調達を可能にする。この結果、商品の更なる収益化と自立的・持続的発展の支援が可

能となる。 

 

 

 

 

多様な主体からの継続的資金調達による特産品開発支援のイメージ 

 

② 農産物加工事業者の創業支援 

当町以北の能登地区は、世界農業遺産に登録されており、農商工連携や 6次産業化で起業しやすい環境に

ある。行政や他の支援機関に依頼し、当町を含む能登地区での創業を PR頂くことで、潜在的な創業需要を取

り込むことを模索する。 

 

（３）にぎわい創出のための商業振興事業（既存事業の強化） 
町内での消費拡大を狙いとして、ポイントカードの活用促進を図る。ポイントカード会は地域の小規模小

売店舗の団体であり、消費は町内で循環される為、カードの価値を高め、消費者により利用されるシステム

づくりを支援する。具体的には、行政との連携の下、コミュニティバスやデマンドタクシーその他の行政の

施策と、ポイントカード事業の連携の方途を模索する。 

 

（４）その他の地域経済活性化事業 
 創業塾の強化及び開催の効率化を図る。具体的には、創業塾を近隣の商工会（中能登町商工会、羽咋市商工

ふるさと産品振興事業助成金

小規模事業者持続化補助金

チャレンジ支援
ファンド

JAPANブランド
育成支援事業

補助金

訴求力の高い特産品 

行政と連携し、 

使い勝手を向上 

（販路開拓も対象とする） 当商工会が 

持続的な資金調達

を仲介・支援 

若者が憧れるような商品 

・地域ブランドの確立 
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会など）と共催とし、創業希望者同士のネットワーク構築への寄与はもちろん、創業者が創業塾に参加できる

機会を提供する。 
また、引き続き商工会役員と行政との懇談会、誘致企業や金融機関との懇談会を開催し、地域経済の現

況、誘致企業の業況、国・県・商工会の施策について情報交換する。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
（１）現状と課題 

 ＜現状＞ 
① 課題案件の対処時にその都度関係支援機関と連絡調整・協議し、協力を求め対応してきた。しかしなが

ら、定期的な情報交換、経営課題への対処、計画的な事業者支援の為の連携にまで至っていない。 

② 石川県立宝達高校と小規模事業者との連携による新たな商品開発の取り組みを支援してきた。 

③ 日本政策金融公庫、地元金融機関、金融審査委員（商工会幹部と町担当課長）との間で、意見交換会を開

催し、地域の経済・金融の現状把握をしている。 

＜課題＞ 

① 産業構造を踏まえた域外からの情報収集 

当町の経済循環の構造として、地域内で生産された商品が地域外へ販売される割合が高いことが挙げられ

る。いわば当町は、他自治体に対して「輸出超過自治体」である。一方で、当商工会では「輸出先」を理解す

るために必要な他の地域の経済動向に関する情報や、その他経営支援ノウハウを散発的にしか得られていない

ことが問題と考えられる。 

 

② 組織的なノウハウ共有・蓄積 

 当商工会は、行政やその他の支援機関、中小企業診断士・税理士等外部専門家との間において、担当者同

士の個別の情報交換などは行ってきている。一方で、職員間での情報共有体制は、必ずしも万全とは言えな

い。これにより、商工会職員間でノウハウや情報の格差が生じる恐れがあるという問題がある。また、ノウ

ハウや情報が属人化し、組織に蓄積されない恐れがあることも問題である。 

 

（２）目的（狙い）の考え方と改善方法 
上記課題を踏まえ、当町の産業構造を踏まえた域外からの情報収集や、組織的なノウハウの共有・蓄積を目

的（狙い）として、他の商工会や支援機関、専門家等が参加する「経営発達支援ネットワークチーム」を編成

する。経営発達支援ネットワークチームの役割は、地域間連携による新たな需要の創出・開拓である。具体的

には、地域を超えた情報交換、情報共有・蓄積の基盤構築を担う。 

 

（３）事業内容（情報交換を行う相手先・頻度・方法） 
① 経営発達支援会議の設置（新規事業） 

地域内外の主体により構成される経営発達支援会議を新設し、地域経済動向等に係る情報を交換する。

頻度は半期毎である。併せて新たな経営支援ニーズ等を把握し、支援ノウハウについて意見交換する。 

＜経営発達支援会議メンバー＞ 

宝達志水町、石川県産業創出支援機構（事業引継ぎセンター、よろず支援拠点含む）、石川県商工会連合

会、ILAC、日本政策金融公庫、北國銀行、のと共栄信用金庫、JAはくい、外部専門家、宝達志水町商工会

指導員等の経営支援に必要なメンバー 

経営発達支援会議は、主に各支援機関の情報交換、小規模企業が地域の中核企業に成長するためのアドバ

イス機関としての位置づけとする。半期毎の地域経済動向調査が整理された段階で開催する。経営発達支援

会議では、事業者の商品開発、新たな販路開拓等の新たな取り組みや事業の課題解決の支援ノウハウについ

て、各参加者の報告の方法により情報交換する。また、参加者から、地域内外からの引き合いや新たな需

要・ニーズの情報を収集し、取引仲介につなげる。 
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② 羽咋市、志賀町、富来、当町が参加する商工会連絡会組織（羽咋郡市広域商工会協議会）の会議や研修会

を活用し、支援ノウハウ等の情報を共有する。頻度は年 4回である。（既存事業の強化） 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（１）現状と課題 

 ＜現状＞ 
① 現状の経営指導員等の資質向上の方法は、個人の裁量に任せた研修の受講と自己研鑽が主なものである。

具体的には、石川県商工会連合会・石川県商工会議所連合会が共催で実施している経営指導員の一般研修・

特別研修、全国商工会連合会が実施している WEB研修、中小企業大学校での研修、中小機構が実施する小規

模事業者支援研修、専門家派遣時に専門家に同行しノウハウを享受すること等である。 

 

② 経営指導員の固有ノウハウや、専門家派遣時等に専門家から見聞きしたノウハウについては、経営指導員

に属人化しており、組織内で共有されにくい状況であった。 

 

＜改善方法（取組に対する考え方）＞ 

① 経営指導員等個人の資質向上については、必須研修等の設定や、資格取得の奨励など、組織としての管

理・支援策を導入する。 

 

② 経営指導員に属人化したノウハウは、定期的な指導員間会議の開催により、商工会内で共有する。 

 

（２）事業内容（支援能力向上に関する取組） 
① 個人の外部研修参加の強化（既存の取り組みの強化） 

経営指導員研修（石川県商工会連合会）への参加を必須化する。経営指導員研修には、一般コース（国及

び県の講じている中小企業施策の普及を目的、年 1回）と特別コース（より高度かつ実践的なノウハウ習得

による支援能力の向上を目的、年 3回）があるが、共に必須参加とする。 

加えて、各支援機関主催の研修（小規模企業経営指導力強化事業「特別強化研修」・「企業診断の実務研

修」、経営指導員向け小規模事業者支援研修「個者支援型」、消費税転嫁対策窓口相談事業 経営指導員向け研

修等）の受講を奨励する。 

 

② 公的資格の取得奨励（既存の取り組みの強化） 

石川県商工会連合会が取得を推奨している国家資格（中小企業診断士、社会保険労務士等）の取得を特に

奨励し、経営に関する幅広い知識の習得を図る。また、日本商工会議所が主催する簿記検定、販売士検定等

各種認定資格や、ファイナンシャルプランニング技能士検定、情報処理技術者試験等の取得を奨励し、個別

具体的な支援ノウハウの習得を図る。 

 

③ 支援ノウハウの共有化の取組み（既存の取り組みの強化） 

四半期に 1 回、経営指導員による経営指導員会議を開催し、小規模事業者の支援事例や活用施策などにつ

いての情報を交換する。また、会議内において、石川県商工会連合会で表彰された「経営支援事例」等を元

に「ケーススタディ」を行うことで、個人、チームの資質の向上を目指す。 
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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 

 本経営発達支援計画の実施にあたり、個別事業や計画全体の評価及び進捗管理、並びに見直しや修正を図る

ための仕組みを導入する。 
 
（２）事業内容 

 毎年度、事業の評価・見直しを実施する。具体的には、年 2 回開催される「経営発達支援会議」のうち 1回

を利用し、当該年度の経営発達支援事業（Ⅰ．１～Ⅱ、Ⅲ）の実施状況を報告し、事業の評価及び見直しを図

る。「経営発達支援会議」には、事務局長、経営指導員、当商工会の幹部役員の他、金融機関や外部専門家等の

外部有識者を招聘し、公正かつ中立な評価を頂く。 

 また、事業の成果、評価、見直しの結果を、当商工会の会報やホームページを通じ小規模事業者に公表する

ことで説明責任を果たすとともに、広く評価・改善提案を募り、チェック機能を高める。 
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経営発達支援事業の実施体制 

（平成 30 年 11 月現在） 
（１）組織体制 
 主に 3 名の経営指導員により実施し、事務局全体でフォローすることとする。また、経営発達支援会議によ

り事業の進捗確認と評価・見直しを図る。 
 

事務局（7 名） 
事務局長（1 名） 西山 俊英 
経営指導員（3 名） 今西 真、石尾 真由美、合田 昇平 
補助員（2 名） 藏岡 正美、備後 文惠 
記帳専任職員（1 名） 土肥 美香 

 
経営発達支援会議（13 名） 

組織名 役職 氏名 
宝達志水町企画振興課 課長 一家 剛 
石川県産業創出支援機構 経営支援課長 井口 広明 
日本政策金融公庫 課長 板橋 健史 
北國銀行 羽咋支店長 西村 直喜 
のと共栄信用金庫 押水・志雄支店長 山本 勝栄 
JA はくい 常務理事 宮本 満 
石川県商工会連合会 商工会支援課 課長補佐 西村 道博 
ILAC 定住・人材活用推進課長 高橋 雅彦 
宝達志水町商工会 会長 市村 昭代史 
宝達志水町商工会 副会長 坂本 邦夫 
宝達志水町商工会 副会長 松田 健一 
宝達志水町商工会 専務理事 中山 真一 
株式会社迅技術経営 中小企業診断士 西井 克己 

 
（２）役割 

 役割等 
経営発達支援会議 ・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（評価） 

事務局長 ・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（報告） 

経営指導員 

・地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
・経営状況の分析に関すること【指針①】 
・事業計画策定支援に関すること【指針②】 
・事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
・需要動向調査に関すること【指針③】 
・新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
・地域経済の活性化に資する取組 
・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 
・経営指導員等の資質向上等に関すること 

(別表２)経営発達支援事業の実施体制 
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・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（報告・見直し） 

補助員 
記帳専任職員 

・経営状況の分析に関すること【指針①】 
・地域経済の活性化に資する取組 
・経営指導員等の資質向上等に関すること 
・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（報告） 

 
（３）連絡先 

〒929-1303 
石川県羽咋郡宝達志水町河原ト 120 番地（ネクサス内） 
宝達志水町商工会 
TEL 0767-28-2301 FAX 0767-28-8080 
E-mail hoshi@shoko.or.jp 
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（単位：千円） 
 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 
必要な資金の額 1,410 1,510 1,770 1,930 1,930 
①地域の経済動向調査に

関すること 
（経済動向郵送） 

130 130 130 130 130 

②経営状況の分析に関す

ること 
（経営分析セミナー） 

100 100 100 100 100 

③事業計画策定支援に関

すること 
（事業計画策定セミナー） 

200 200 200 200 200 

④事業計画策定後の実施

支援に関すること 
（専門家派遣） 

330 330 490 650 650 

⑤需要動向調査に関する

こと 
（市場動向調査費） 

300 400 500 500 500 

地域経済の活性化に資す

る取組 
（地域資源活用事業・創業

塾） 

350 350 350 350 350 

 
資金の調達方法 

石川県小規模事業指導費補助金、宝達志水町補助金、商工会会費、手数料収入、事業受託収入、その他の収

入を以って充てる。 
 

  

(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 
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（１）連携する内容 
① 地域の経済動向調査に関すること 

当町の経済動向の相対的な把握のための他地域の情報の共有や、能登地方・石川県・北陸地方といった広域

での経済動向の把握の観点から連携する。 
② 経営状況の分析に関すること 

他地域における主要経営指標の傾向・推移の把握や、地域内外の市場環境の動向・変化の共有の観点から連

携する。 
③ 事業計画策定支援に関すること 

能登地方・石川県・北陸地方といった広域での事業機会の共有や、当商工会だけでは不足するノウハウの補

完・外部専門家情報についての共有の観点から連携する。 
④ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

当商工会だけでは不足するノウハウの補完・外部専門家情報についての共有の観点から連携する。 
⑤ 需要動向調査に関すること 

 当商工会だけでは不足するノウハウの補完・外部専門家情報についての共有、調査対象者のリクルートの

観点から連携する。 
⑥ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

当商工会だけでは不足するノウハウの補完・外部専門家情報についての共有、出展展示会情報の共有、地域

内外からの引き合い情報共有、他地域でのインターネット・プレスリリース活用事例の共有の観点から連携

する。 
⑦ 地域経済の活性化に資する取組について 

 政策提言を目的とした地域内の事業者の状況・要望の共有、既存施策のコーディネートを目的とした行政

や他の支援機関の施策整備・利用状況の共有、地域内外の特色ある企業や取り組みについての情報交換の観

点から連携する。 
 

（２）連携者及びその役割 

名称（代表者等） 所在地 連絡先 役  割 

(独)中小企業基盤整備機構 

北陸本部 

（本部長 占部 治） 

〒920-0031 

金沢市広岡 3-1-1 

金沢パークビル 10Ｆ 

TEL 076-223-5546 

FAX 076-223-5762 

 

事業遂行時のアドバイス、

情報提供 

宝達志水町 

（町長 寳達 典久） 

〒929-1492 

宝達志水町子浦そ 18-1 

TEL 0767-29-8250 

FAX 0767-29-4623 

経営発達支援事業評価、 

情報交換 

石川県商工会連合会 

（会長 田上 好道） 

〒920-8203 

金沢市鞍月 2-20 

県地場産業振興センター新館 

TEL 076-268-7300 

FAX 076-268-9933 

専門家派遣、経営発達支援

事業評価 

石川県産業創出支援機構 

（理事長 谷本 正憲） 

〒920-8203 

金沢市鞍月 2-20 

県地場産業振興センター新館 

TEL 076-267-1244 

FAX 076-267-3622 

よろず支援拠点、事業引継

ぎセンター専門相談 

日本政策金融公庫金沢支店 

（国民生活事業統轄 田中 裕之） 

〒920-0919 

金沢市南町 6-1 

朝日生命金沢ビル 4F 

TEL 076-263-7192 

FAX 076-224-0754 

創業、金融支援、ビジネス

マッチング 

(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 
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北國銀行羽咋支店 

（支店長 西村 直喜） 

〒925-0034 

羽咋市旭町ア 33-8 

TEL 0767-22-1188 

FAX 0767-22-6295 

金融支援、景況調査提供 

支援機関情報交換、ビジネ

スマッチング 

のと共栄信用金庫押水・志雄支店 

（支店長 山本 勝栄） 

〒929-1425 

宝達志水町子浦ﾚ 186 

TEL 0767-29-3155 

FAX 0767-29-3154 

金融支援、景況調査提供 

支援機関情報交換、ビジネ

スマッチング 

ＪＡはくい本店 

（代表理事組合長 山本 好和） 

〒925-8588 

羽咋市太田町と 105 

 

TEL 0767-26-3333 

FAX 0767-26-3334 

 

６次産業化 

いしかわ就職・定住総合サポート

センター・ILAC 

（センター長 清水 克弥） 

〒920-0935 

金沢市石引 4丁目 17

番 1号  

石川県本多の森庁舎

1 階 

TEL 076-235-4538 

FAX 076-235-4539 

若手人材の採用支援、情報

交換 
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（３）連携体制図 
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