
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

 金沢商工会議所（法人番号 ５２２０００５００２１７１） 

実施期間  平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

〈小規模事業者支援の方針〉 

 ○北陸新幹線金沢開業に伴う経済波及効果を広く享受する為、小規模事業者の強靭な経営基

盤の実現を図る。 

 ○小規模事業者が抱える経営課題に対して、伴創・伴走（伴に創り、伴に走る）型支援をし

ていく。 

 ○行政や各種支援機関等との連携・協力体制を密接なものにし、小規模事業者に対する支援

策の効果を高めていく。 

〈中・長期的目標〉 

 ○小規模事業者ならではのキラリと光る「強み」、「優位性」、「魅力」を活かして、商品開発

や販売促進活動などの支援による新たな販路の開拓を目標とする。 

 ○ブランド商品（定番商品）づくり、後継者育成などの支援による経営基盤の改善・強化・

安定の実現を目標とする。 

 ○「金沢」の都市イメージ、ブランド力を利活用し、経営者としての基本的な知識習得の支

援を行い、創業意欲の醸成や金沢らしい創業の実現を目標とする。 

 ○競争力の向上や事業規模の拡大、新たな販路開拓などの支援により、安定した経営基盤の

構築を図り、当地における事業所増加の実現を目標とする。 

 ○各種誘客・創客イベントを積極的に開催し、交流人口の拡大、リピーターの増加を図るこ

とを目標とする。 

 ○定住人口の増大を図り、まちの賑わいやものづくり産業の活性化を図ることを目標とする。

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：景況･業況調査､景気ﾏｲﾝﾄﾞ調査､統計データ収集･提供等 

目標：当地の経済動向を調査・整理し、定期的あるいはタイムリーに小規模事業者へ提供

することにより、小規模事業者自身に「気付きの機会」を提供し、自社の状況を見

直す一助とすると共に、事業計画策定の第一歩とする。 

２．経営状況の分析:経営問診票、企業ドック、ミラサポ専門家派遣等 

  目標：小規模事業者の弱みや強み、課題等を洗い出し、その解決を図ると共に、健全な事

業経営を営む小規模事業者を増やしていく。 

３．事業計画策定支援：計画作成ｾﾐﾅｰ･個別相談会、補助金・制度融資利用時の計画策定支援等

  目標：小規模事業者における事業計画の策定･実行を普及させることで地元産業全体の底上

げに繋げていく。(H32 年度 事業計画策定者 250 名) 

４．事業計画策定後の実施支援：電話･巡回によるﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ、小規模事業者発達支援融資制度等

  目標：各種補助金申請、融資制度利用時の事業計画策定にも助言・指導し、計画策定後の

半年後を目安に計画の進捗状況を確認し、フォローアップしていく。 

５．需要動向調査：消費動向ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査、消費動向ﾓﾆﾀｰ会議等 

  目標：地域内外の消費者ﾆｰｽﾞの調査結果を個別具体的に活用し、小規模事業者が取り組む

事業計画の作成・実行や新たな商品開発、販路拡大等に役立て、経営の安定・拡大

に繋げていく。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業：ﾏｯﾁﾝｸﾞ商談会、ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、創業応援塾、創業

力向上ｾﾞﾐﾅｰﾙ等 

  目標：商談会や交流ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを継続開催することで、小規模事業者の事業展開エリアの拡大

や事業の継続・発展に繋げていく。（H32 年度 ﾏｯﾁﾝｸﾞ商談会 1 回 350 件、ﾋﾞｼﾞﾈｽ交

流ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 3 回 90 社） また、創業応援塾や創業力向上ｾﾞﾐﾅｰﾙ等を通して、創業に

関する基本的知識や心得などを教授し、地域内の事業者数の増加に繋げていく。

（H32 年度 創業応援塾 2回 50 名、創業力向上ｾﾞﾐﾅｰﾙ 1 回 30 名） 

【Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み】 

１．地域経済活性化事業：伝統工芸ﾌｪｱ､伝統工芸展､百万石まつり､ﾌｰﾄﾞﾋﾟｱ､芸妓稽古風景等 

  目標：当地の歴史･伝統･文化･風情に数多くの方々に触れて頂き、ﾘﾋﾟｰﾀｰはもちろん、新た

な「金沢ﾌｧﾝ」を創り出すことにより生まれる経済効果を波及させ、地域経済活性化

に繋げていく。（H32 年度工芸ﾌｪｱ 1 回 6 万人､百万石まつり 1回 55 万人など） 

連絡先 金沢商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 TEL 076-263-1161 
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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 

 

～「伴創」＆「伴走」（伴に創り、伴に走る）の支援を目指して～ 

 

１．当地の産業情勢の検証 

当地は、加賀藩時代から平和産業の奨励により、工芸品的手工業が栄え、現代に継承

され、金沢市の産業の特色をなしているが、明治以降は、気候や風土等の自然要件と殖

産奨励などにより、繊維工業が発達、それに関連する機械金属工業も盛んになっている。

一方、商業は、藩政時代から商業的機能と北陸の中心地という地理的条件から卸問屋

が発達、近年では、中心商業地には飲食業、観光関連の小売業も発展し、北陸随一の商

業都市を形成しており、現在では、第３次産業が８２．９％を占めている（中でも、卸

売業・小売業の割合が多い）。 

その意味では、時代の変遷により産業構造比率も変化してきているものの、長い歴史

の中で育まれてきた、全ての産業が絶妙のバランスで地域経済を支えており、どの産業

が欠落しても「金沢」の魅力向上、将来発展は有り得ないという地域特性となっている。

  

（当地の産業構造  ※ 事業所数）       

第１次産業 ０．２％ （ ０．６％）

第２次産業 １６．９％ （１８．９％）

第３次産業 ８２．９％ （８０．５％）

 ※ 括弧内は全国値 

 ※ 平成２１年経済センサス基礎調査より 

 

（第３次産業の業種別割合 ※ 事業所数） 
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※ 平成２１年経済センサス基礎調査より 
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また、当所管内（森本商工会地区除く）における商工業者の内、６６．１％を小規模

事業者が占めており、その中でも、当地の特性である卸売業・小売業が２５．８％、伝

統産業・食品産業に関わりが深い製造業が９．５％、観光関連に関わりの深い宿泊業・

飲食サービス業が１１．９％を占め、これらを合わせた割合が４７．２％と半数近くに

なり、当地の経済における支柱として位置付けられている。 

 

（小規模事業者の割合） 

事 業 所 数 ２７，５８９事業所 （４，２１３，１９０事業所） 

小規模事業者数 １８，２２６事業所 （３，６６５，３６１事業所） 

割 合 ６６．１％ （８７．０％） 

 ※ 括弧内は全国値 

 ※ 平成２１年経済センサス基礎調査より 

 

（当所管内の小規模事業者数） 
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サービス業（他に分類されないもの）

※ 小規模事業者数については、石川県小規模事業経営支援事業費補助金等交付要

綱に基づき、当所にて算出 

  ※ 基礎データは平成２１年経済センサス基礎調査 

 

しかしながら、長引く景気の低迷などにより、事業所数が減少傾向にあり、こうした

状況が続けば、将来的に当地の「地域力低下」が危惧される。 
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（事業所数・従業者数の推移） 

 平成２１年 平成２４年 減少率 

事業所数 ２８，５７４事業所 ２６，４７１事業所 ▲ ７．４％ 

従業者数 ２７７，９７７人 ２４８，５１１人 ▲１０．６％ 

※ 経済センサス基礎調査・活動調査より 

 

幸い当地においては、平成２７年３月１４日に北陸新幹線が金沢まで開通した。 

この北陸新幹線金沢開業は、交流人口の増加、販路の拡大、新たなビジネスチャンス

獲得などに結び付く「１００年に１度の好機」として、全ての業界が一丸となって、「新

幹線特需」への対応に取り組んでおり、期待以上の経済波及効果を産み出している。 

小規模事業者にとっても、個々の企業における経営基盤の強化、持続的且つ将来的発

展に繋がっていく、極めて、重要な時期との認識・機運が高まっている。 

 

   
 

 

 

 

（北陸新幹線金沢開業に伴う石川県内への経済波及効果） 

直接波及効果 約 ８１億円 観光客等の宿泊、飲食、土産、域内交通費等 

間接波及効果 約 ４３億円 直接効果で誘発される効果 

計 約１２４億円  

  ※ 日本政策投資銀行北陸支店による試算（平成２５年３月） 

 

兼六園              金沢駅・鼓門            金沢城・石川門 
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（数値で見る北陸新幹線金沢開業効果） 

Ｈ２７年４～６月 人 数 前年対比 

石川県内延べ宿泊数 ２０４．８万人 １１７％ 

兼六園入込み状況 １０５．０万人 １２７％ 

金沢２１世紀美術館入込み状況  ５６．５万人 １３５％ 

輪島朝市  ２０．７万人 １２９％ 

  ※ 出典：宿泊者数（観光庁「宿泊旅行統計調査」）、その他（各施設調べ） 

 

 

２．小規模事業者が抱える課題・悩み 

当地の小規模事業者に対する窓口相談・巡回指導時の経営に関する状況や課題、将来

見通しなどのヒアリングから浮き彫りとなってくるのは、売上の減少や仕入単価の上昇、

従業員の確保難といった日々の商売・事業の中での悩みは勿論、経営者の高齢化、長引

く景気の低迷、後継者問題、経営意欲の低下など、経営基盤の脆弱な小規模事業者を取

り巻く厳しい環境や抱いている課題と共に、大都市とは異なり、地方における気候・風

土・商慣習といった地域特性による課題、また、業種特有の人材確保難・発信力の弱さ

といった経営課題も存在していることは否めない。 

 

こうした状況の下、新たな「創客」に向け、当地独自の技術・商品・サービス提供を

目指した「創意・創造・創出」が喫緊の課題であり、その対応が急務とされているが、

社会・経済情勢の激変に対する対応力・即応力には、業種間に格差があることに加え、

経営基盤が脆弱な小規模事業者は、将来、経営を持続する上で、避けては通れない課題

に直面している。 

 

経営者の高齢化をはじめ、技術・技能の伝承や商品開発への意欲低下、資金調達力の

不足による市場開拓力の低下、人材の確保難、後継者の不足など、経営力の強化に必要

とされる要素が欠乏している現況は、日常の経営指導員による窓口相談や巡回相談・指

導時の面談・ヒアリングを通じても把握に努めており、当所における全経営指導員の共

通認識となっている。 

 

 

３．小規模事業振興に向けた今後の方向性（あり方） 

経営基盤が脆弱な小規模事業者における振興のポイントとなるのは、経営の安定、事

業の継続、事業の承継と創業者の育成であり、当所としては、既存の支援ツールに加え、

社会・経済情勢を見極め、新たな方策や商工会議所としての機能を最大限に活かし、こ

れらのテーマに対処していきたい。 

小規模事業者の持続的発展を目指す為には、小規模事業者が抱える様々な課題を一つ

一つ解決し、現況を打破していく強靭な経営基盤づくりを支援していくことが重要であ

る。 

また、金沢市の産業が競争力の維持・強化を進めるためにも、その個性・強みである

伝統産業、食品産業、観光・サービス関連産業の基盤をなす小規模事業者の事業継続、
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成長発展を支援していく。 

 

 

４．小規模事業者支援の方針と目標 

 ① 小規模事業者支援の方針 

○ 北陸新幹線開業効果を地域全体に享受する為、小規模事業者の強靭な経営基

盤の実現を図る。 

○ 小規模事業者が抱える経営課題に対し、伴創・伴走型支援をしていく。 

○ これまで以上に、石川県や金沢市、各種支援機関との連携・協力体制を密接

なものにし、小規模事業者に対する支援策の効果を高めていく。 

 

以上の状況を踏まえ、金沢商工会議所としては、キーワードとして「創
つくる

（創 

意・創客・創業・創造・創出）」を掲げ、石川県、金沢市、各種支援機関、金融 

機関等と連携・協力しつつ、常に、身近な経営相談相手であることは勿論、「伴 

創」・「伴走」を行なう、身近なビジネスパートナーとして、小規模事業者の維持・

継続・発展に向け、経営全般に関する支援を当所単独での実施は勿論、常に、関

係機関と一体となり進めていく。 

 

≪中期的振興策≫ 

約１２４億円とも言われる北陸新幹線金沢開業に伴う経済波及効果を地域全体

で広く享受する為、小規模事業者が新たな市場・時代に一歩踏み出すことの出来

る環境・土壌づくり、個々の企業における強靭な経営基盤の実現を図る。 

また、事業の持続的発展に必要とされる安定した経営基盤の構築、事業規模の

拡大、円滑なる事業承継の実現を目指し、経営計画の策定から事業の実施まで、

一貫して小規模事業者と二人三脚で進めていく支援を展開する。 

 

前述の通り、人口減少、少子高齢化、長引く景気の低迷などの影響を受け、経

営基盤の脆弱な小規模事業者は、新商品の開発・サービスの提供・新たな販路の

開拓などに関する取り組みを小規模事業者が単独で行ったとしても、外部経済環

境の影響を強く受けやすく、対応が難しいというケースが多く見られる。 

国内需要が低迷する中で、需要喚起していく取り組みを支援し、元気な地域経

済を維持していくためには、新たな視点をもって地域における雇用機会の創出、

魅力ある地域の創造が欠かせない。  

 

地域経済全体の維持・将来発展を見据え、当所が主体になって実施している販

路開拓を目的とした「かなざわマッチング商談会」をはじめとする様々な事業や

支援策には、管内商工業者の６６．１％を占める小規模事業者の存在がベースと

なっている。 

その意味でも、先ずは、小規模事業者の経営維持・持続的発展に不可欠とされ

る「人・モノ・金・情報」という経営資源を確保し、供給サイドとして創客して

いくことが大きな課題であり、将来の発展に向けた実施事業の効果・成果を広く
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波及させ、地域経済の活性化に結び付けるための取り組みは、極めて、重要な要

素となってくる。 

従来からの経営方針、提供する商品やサービスの範疇に留まることなく「創
つくる

 

（創意・創客・創業・創造・創出）」をキーワードとして、金沢の伝統を活かし 

た魅力ある地域産業の創出が、地域総合経済団体「金沢商工会議所」としての役

割・使命である。 

 

また、成長発展を目指す小規模事業者ばかりではなく、地域の雇用を底支えし、

地域内の需要にきめ細かく対応するなど、今日まで、持続的に事業展開してきた

小規模事業者も地域特有の課題解決を図り、成長していくことで、その存在意義

を更に高めていくべきと考える。 

 

それら小規模事業者が抱える多種多様で複雑化した経営課題に対し、時には、

各種データ提示やＩＴを活用した「デジタル方式」、また、ある時には、膝詰め、

ｆａｃｅ－ｔｏ－ｆａｃｅといった「アナログ方式」により、じっくりと耳を傾

け、共に考え、伴創・伴走（伴に創り、伴に走る）型支援をしていくことを目指

していく。 

 

  ≪長期的振興策≫ 

    地域経済の活性化や都市の繁栄には、当所管内における小規模事業者等の永続

的な維持・継続・発展があってこそ実現するものである。 

地域総合経済団体である金沢商工会議所としては、「都市存続の前に小規模事 

業者の持続的発展あり」を念頭に置き、途切れの無い伴創・伴走型支援を実施し

ていかねばならない。 

  

その意味でも、既に、構築されている石川県や金沢市、各種支援機関、金融機

関等との連携・協力体制を一層、強靭・密接なものにしつつ、常に、前述した中

期的振興策の見直しを図ると共に、経営指導員の資質向上は勿論、関係機関との

支援ノウハウや支援事例に関する情報交換・情報共有などに結び付く交流を活発

化させながら、小規模事業者に対する支援策の効果を高めていくことを目指して

いかねばならない。 

 

引き続き、関係機関と一体となり、小規模事業者が描く、安定した経営基盤の

実現、販路・需要の確保、そして、自社の将来を見据えた後継者の育成・成長を

具現化に導くことが必要である。 

 

 ② 中・長期的目標 

○ 小規模事業者ならではのキラリと光る「強み」、「優位性」、「魅力」を活かし

  商品開発、販売促進活動などの支援を目指す。 

○ ブランド商品（定番商品）づくり、後継者の育成などに力点を置いた支援を

行い、経営基盤の改善・強化・安定の実現を目指す。 
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○ 「金沢」の都市イメージ、ブランド力の利活用を促し、金沢らしい創業の実

現目指す。 

○ 競争力の向上、事業規模の拡大、新たな販路開拓などの支援により、安定し

た経営基盤の構築、当地における事業所増加を目指す。 

○ 各種誘客・創客イベントの開催を通じ、交流人口の拡大、リピーターの増加

を目指す。 

○ 交流人口の拡大から定住人口の増大を促進し、まちの賑わいやものづくり産

業の活性化を目指す。 

 

   北陸新幹線金沢開業という好機を逃すことなく、且つ、その経済波及効果を一

過性に留めることなく、小規模事業者個別のニーズに沿った支援・指導の充実・

強化を図り、更なる地域経済活性化に繋げていかねばならないものと認識してい

る。 

 

１）北陸新幹線金沢開業効果の享受 

既存の小規模事業者に対して、現時点における最大のビジネスチャンスとなっ

ている「新幹線特需」を享受できるよう、当所の全経営指導員がリーダーシップ 

を発揮し、小規模事業者のパートナーとして導いていきたい。 

  ≪中期的目標≫ 

 長年に渡り蓄積してきた、それぞれの小規模事業者ならではのキラリと光る「強

み」、「優位性」、「魅力」を活かして、商品開発（新商品開発・既存商品の見直し）、

人材の確保、販売促進活動（見本市・展示会への出展、ＩＴ活用）などの支援に

よる新たな販路の開拓を目標とする。 

 

≪長期的目標≫ 

石川県工業試験場をはじめとする連携・協力機関からの支援も得て、将来に向

けた事業の維持・発展に必須とされるブランド商品（定番商品）づくり、後継者

の育成などに力点を置いた支援による経営基盤の改善・強化・安定の実現を目標

とする。 

 

２）創業者支援 

更に、当地での創業に関心を示している若者等々（ＵＩＪターン者含む）が小

規模事業者と成り得ることも推測されることから、創業希望者に対しても、同様

の支援を実施していかねばならない。 

≪中期的目標≫ 

   金沢市（産業競争力強化法による「創業支援事業計画」認定自治体）をはじめ

とする連携・協力機関からの支援も得て、「金沢」の都市イメージ、ブランド力の

利活用を促し、当地の地域資源、商慣習や商圏情報、消費者ニーズ、資金調達方

法など、経営者としての基本的な知識習得の支援による創業意欲の醸成や金沢ら

しい「店づくり（経営方針）・商品づくり・サービス提供」を念頭に置いた創業の

実現を目標とする。 
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≪長期的目標≫ 

    一般社団法人石川県中小企業診断士会をはじめとする連携・協力機関からの支

援も得て、競争力の向上や事業規模の拡大、新たな販路の開拓などの支援により

持続力・成長力のある安定した経営基盤の構築を図り、当地における事業所増加

の実現を目標とする。 

 

３）地域経済の活性化 

加えて、地域経済の活性化を目指す上では、北陸新幹線金沢開業という千載一

遇の機会を活かし、その恩恵を地域全体に波及させていく必要がある。 

≪中期的目標≫ 

各種誘客・創客イベントを積極的に開催することにより、関係機関と連携・協

力の下、交流人口の拡大、リピーターの増加を図ると共に、「人・モノ・金・情 

報」という経営資源の確保を目標とする。 

 

≪長期的目標≫ 

交流人口の拡大から定住人口の増大を図っていくと共に、関係機関と連携・協

力の下、新たな商品開発、サービスの提供を推進するなどし、まちの賑わいやも

のづくり産業の活性化を目標とする。 

 

 

【 総  括 】 

 地域の課題を克服するためには、小規模事業者の経営維持・持続的発展という

中長期的な小規模事業者支援の考え方の下、本計画においては、「新幹線特需」 

を享受し、小規模事業者の売上・利益が増加するよう「創
つくる

(つくる)（創意・創 

客・創業・創造・創出）」といった方針により、「伴創」＆「伴走」（伴に創り、 

伴に走る）という目標を掲げて事業を実施していく。 

 

 

５．経営発達支援事業の連動性 

○ 基本方針に基づく、６つの事業を旨く連動させ、効果的に小規模事業者の経

営安定・改善・継続・発達並びに域内事業者数の維持・増加に努めていく。

 

当地では、これまでの都市形成や産業情勢の過程において、「北陸新幹線金沢開 

業」を契機とした、極めて、大きなターニングポインを迎えていると言っても過言

ではない。 

 当地の将来発展を左右するのは、地域経済の下支えとなっている小規模事業者で

あり、当所としては、各種事業の実施を通じ、課題解決から事業計画作成、計画遂

行、目標達成に至るまで、経営指導員の伴創・伴走による支援を行い、社会・経済

情勢の変化に対応出来るよう、小規模事業者個社に対してもＰＤＣＡサイクルによ

る事業計画の見直しなど、フォーローアップに取り組んでいく。 
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（連動イメージ） 
 
 

①経済動向調査・提供           ④事業計画の実施支援 
 

経済動向、経済環境の把握            事業計画策定・実行の普及 
（気付きの機会）              と地元産業の底上 

                        （計画の進捗チェック） 
 
  
 
 
                                        
                       
    ②経営状況の分析             ⑤需要動向調査・提供 
  
   個々の現況や課題の把握           顧客ニーズ、売れ筋商品の把握 

                      （気付きの機会） 
                                         
 
 
                            
 
 
                             

③事業計画策定支援            ⑥新たな需要開拓事業 
                        【販路開拓支援】 
   事業計画の策定・実行の           事業範囲の拡大、事業の継続発展、 
   普及と地元産業の底上げ           新商品開発 

【創業支援】 
                          域内事業者数の増加 
 

改正小規模事業者支援法の下に示された小規模事業者の経営の改善・発達を支援

するための４つの基本指針に基づく以下に示す経営発達支援に向け、上図における

連動する６つの事業を効果的に小規模事業者の経営の安定・改善・継続・発達並び

に域内事業者数の維持・増加に活かしていく。 
 

① 地域の経済動向調査・提供（景況・業況調査、景気マインド調査、各種統 
計データ）【指針③】 
② 経営状況の分析（経営問診票、企業ドック、ミラサポ専門家派遣）【指針①】

③ 事業計画策定支援（事業計画策定セミナー・個別相談会、補助金・制度融 
資利用時の計画策定支援）【指針②】 
④ 事業計画策定後の実施支援（電話・巡回によるフォローアップ、企業ドッ 
ク、小規模事業者発達支援融資制度）【指針②】 

進捗度合に

より修正

活用・修正

活用 

活

用 
活

用
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⑤ 需要動向調査・分析・提供（景気マインド調査、民間調査機関によるピッ 
 クアップ調査、小規模事業者経営実態向調査）【指針③】 
⑥ 新たな需要の開拓に寄与する事業（マッチング商談会、ビジネス交流ミー 
 ティング、創業応援塾、創業力向上ゼミナール）【指針④】 

 
（支援イメージ） 

北陸新幹線金沢開業効果を全小規模事業者へ享受 

巡回・個社支援の強化【指針①】

経営問診票による個社経営分析【指針①】

事 業 計 画 作 成 ・ 実 行 【 指 針 ② 】

各種調査の実施・分析【指針③】

各種データ・情報の提供【指針③】

ビジネスチャンスの提供【指針④】

地域イベントによる集客【指針④】

 

目指すは、小規模事業者の経営維持・持続的発展！ 

金沢商工会議所 
 
 
 

関係支援機関 

小規模事業者

意 識 啓 発

土壌づくり

 
単
独
支
援 

連
携
支
援 

○ 事業計画の具現化 

○ 経営基盤の強化 

○ 販路・需要開拓・商品開発

○ 地域経済の活性化 

 
伴創・伴走
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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２８年４月１日～平成３３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】 

≪現状（概要）≫ 

    当所が実施する景況・業況調査（景況感・売上高・雇用状況ほか）、景気マイ 

ンド調査（景気の現状、先行きほか）等に加え、国や県等の各種経済調査を活用

し、分析・整理することにより、当地の景況・業況といったマクロな視点による

動向を調査・分析している。 

また、ライフスタイルの変化による消費者マインドやそれに対応した小規模事

業者の販売商品、役務の提供、サービス等の動向については、上記調査でスポッ

ト的に設問を設定し、ミクロな視点での動向を調査・分析している。 

    調査・分析した調査結果については、以下の方法で当所管内の小規模事業者に

対し、提供している。 

・マスコミへの公表 

・会議所会報誌（毎月発行）に掲載 

 

≪充実・強化の内容≫ 

○ 調査・分析結果については、今後、窓口相談時や巡回訪問時における提供、

当所ホームページへの掲載、メールマガジンの配信で周知していく。 

 

小規模事業者を取り巻く経済環境は、その時々で変化しており、そうした情報

を迅速且つ的確に把握し、柔軟な対処していかねばならない。 

前述の両調査・分析結果の公表については、従来、マスコミへの公表や当所会

報への掲載に留めていたが、今後は、当所窓口相談時や巡回訪問時における提供

はもとより、当所ホームページへの掲載やメールマガジンでの配信を行い、広く

小規模事業者へ周知していく。 

 また、小規模事業者の事業活動に関連する国や行政等の各種統計データや指標

などについても、当所の各種広報ツールを通じて、当所管内の小規模事業者に周

知していく。 

 

≪事業内容（目的・手段）≫ 

（１） 当所の議員・評議員企業（約３００社）を対象に、最近の景況・業況調査

（景況感、売上高、雇用状況ほか）を四半期ごとに実施し、地域の経済動向

を調査・分析する。 

調査結果は、マスコミや当所会報など、各種広報ツールを通じて（経営指
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     導員による窓口相談時、巡回訪問時含む）公表し、当所管内の小規模事業者

等に経済情勢の情報を提供することにより、小規模事業者を含めた地元企業

の事業展開に役立てていく。 

〔調査項目〕 景況感・売上高・売上単価・資金繰り・採算性・経営上の問

題点など 

 

  （２） 身近な景気動向を察知し易い小規模事業者の従業員（５０人＝消費者）を

対象に、景気マインド調査（景気の現状、先行きほか）を四半期ごとに実施

し、消費のマインド動向を調査・分析する。 

調査結果は、マスコミや当所会報など、各種広報ツールを通じて（経営指

     導員による窓口相談時、巡回訪問時含む）公表し、当所管内の小規模事業者

     等に消費ニーズの傾向に関する情報を提供することにより、小規模事業者を

含めた地元企業の事業展開に役立てていく。 

〔調査項目〕 景気の方向性・景気の先行き・個人消費動向・スポット調査

など 

       

（３） 国、県、市、地域プラットフォーム構成団体が保有する統計データの収集・

整理に加え、インターネットによる情報収集・整理等を行い、必要とする当 

所管内の小規模事業者等に対し、当該事業者から求められている的確なデー 

タを提供することにより、小規模事業者を含めた地元企業の事業展開に役立 

てていく。 

〔具体的なデータ〕 

     ・経済センサス、中小企業白書（経済産業省・中小企業庁） 

     ・地域産業構造分析システムによるコネクターハブ企業のデータ 

・日本銀行金沢支店の北陸短観（企業短期経済観測調査） 

・日本商工会議所のＬＯＢＯ調査（早期景気観測） 

     ・石川県の商業統計、工業統計、観光統計など 

     ・金沢市の歩行者通行量調査、観光調査など 

     ・各種補助金、助成金情報など 

     他 

 

     尚、これら各種データの提供にあたっては、データの持つ意味に関し、経営

指導員から小規模事業者等に平易な説明を加えると共に、疑問点の解消にも努

める。 

事例 

 皮製品の製造・販売を営む小規模事業者に対し、当所経営指導員が石川県

の各種統計書を基に、競合する業種（地域別）や年間販売額のデータを提供

すると共に、消費者ニーズ（需要）の把握について支援。 

商品開発に関しては、交流事業を実施している石川県工業試験場の研究員

に分析・助言を求められるよう仲介。 

本格的な市場展開に向けて、ターゲット層の絞り込み、広報のあり方など

販売戦略を検討中。 
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≪目標・効果≫ 

○ 経済動向の分析結果を公表することにより、小規模事業者に「気付きの機会」

を提供し、自社の状況を見直す一助、事業計画策定の第一歩としていく。 

○ 今後の商品づくりや販促活動のあり方、利用可能な補助金等に関する助言を

行なう基礎データとしても活用していく。 

 

当地における経済動向の分析結果を小規模事業者や各関係機関等に定期的、時

には、タイムリーに公表することにより、小規模事業者自身に「気付きの機会」

を提供し、自社の状況を見直す一助として、また、事業計画策定の第一歩として

いきたい。 

 更には、経営指導員が小規模事業者の業種別状況を把握することにより、窓口

相談・巡回訪問（指導）時に、対象となる小規模事業者を取り巻く環境、つまり

は、「人・モノ（新商品開発）・金・情報」といった経営基盤が脆弱か否かをしっ

かりと把握した上で、同業種の現況・課題、消費動向、顧客ニーズなどを的確に

説明し、今後の商品づくりやターゲット層の選別、販促活動のあり方、利用可能

な補助金・助成金等に関する助言・申請支援を行なう基礎データとしても活用し

ていくと共に、当所管内の小規模事業者が、激変する社会・経済情勢の荒波を乗

り切り、時代の潮流に沿った事業活動に導く為に必要とされる、より効果的な支

援体制が構築出来るよう、当所経営発達支援計画の見直し等にも活用していきた

い。 

 

  ≪数値目標≫ 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32 年度

景況・業況調査 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

提供事業者数 8,400社 8,400 社 8,400社 8,400 社 8,400社 8,400 社

※ 上記の提供事業者数は、当所が保有する小規模事業者（ＦＡＸ有り）のデー 

タ数 

その他の小規模事業者に対しては、マスコミへの公表や経営指導員による窓 

口相談時、巡回訪問時に提供 

※ 国や行政等の各種統計データや指標などについても、当所の各種広報ツール 

（経営指導員による窓口相談時、巡回訪問時含む）を通じて、随時、提供 

   

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

≪現状（概要）≫ 

小規模事業者の多くは、地域内需要の獲得が中心であり、売上拡大、販路開拓 

に悩みを抱えているケースが多い一方で、大企業、中堅中小企業等と比較して、 

資金的にも人材的にも経営基盤は脆弱であり、借入金依存体質といった傾向も強 

い。 
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 当所の窓口相談でも資金繰りや制度融資利用についての相談が多く、ヒアリン 

グを通じて、現在の経営状況を分析し、当該事業者に相応しい資金調達方法や制 

度融資などを助言・支援している。 

 専門的、或いは、難易度の高い相談については、専門家派遣制度であるミラサ 

ポ（国制度）や企業ドック（県制度）を活用して支援している。 

また、資金力をはじめ、経営基盤が脆弱な小規模事業者は、売上拡大や販路拡 

大等を目指しても、外部の経済環境要因や資本体力、時間の制約等から、絶好の

ビジネスチャンスを逃していたり、目先の資金繰りに追われ、中長期的な事業計

画を明確に持てないケースが多く見受けられる。 

その背景には、小規模事業者が、自社の強み、他社製品と比較しての自社製品 

の特徴を把握しておらず、自社の経営分析が不十分であったり、収益に乏しく、

後継者不足、疲弊していく地域の現状を目の当たりにして、明るい未来を描けな

い事業者も増加傾向にある。 

    一方、大企業、中堅企業には出来ない、きめ細やかなサービス・役務の提供や、

ニッチな課題へのアプローチ、金沢の歴史・文化やもてなしの設え、当地ならで 

はの特色を活かしたサービスなど、小規模事業者だからこそ可能となるサービス 

の特色があり、その強みは個々の事業者（自助努力含む）によって異なるもので 

ある。 

 

  ≪充実・強化の内容≫ 

○ 「経営問診票」を取り入れ、客観的視点による小規模事業者の経営分析に役

立てていく。 

 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員による巡回訪問・窓口相談の面 

談・ヒアリングを通じて、先ずは、小規模事業者の経営状況を個別具体的且つ定

期的に把握し、以下の点を整理する。 

 尚、その際は、当所独自の「経営問診票」を取り入れ、客観的視点による小規

模事業者（個社）の経営分析に役立てていく。 

〔問診内容〕 

・売上高や経費、収益状況、資金繰り（債務状況）、従業員数（人材確保）、後継

者の有無など個社の運営状況把握 

・内部経営資源の把握 

・自社製品・サービスの消費（需要）動向 

   ・他社製品・サービスとの比較による自社製品・サービスの特徴の把握 

   ・描いている将来ビジョン（事業計画の有無） 

・外部環境要因の把握 

など 

 

改めて、自社の実情や課題等を浮き彫りにし、現況を小規模事業者と伴に考え、

小規模事業者自らが自社の経営課題や強みに気付き、自助努力の喚起、所謂、「や

る気」を引き出し、未来に通じる経営に繋がることに「気付き」を与えていく。

    複雑で専門的な課題等については、ミラサポ（国制度）、企業ドック（県制度）
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による各種専門家派遣事業（弁護士・税理士・中小企業診断士等）の活用や石川

県よろず支援拠点、地域プラットフォームの構成機関（当所は中小企業応援セン

ターいしかわ、かが能登かなざわ中小企業支援プラットフォームの２つの地域プ

ラットフォームに参画）、中小企業基盤整備機構北陸本部、石川県工業試験場等 

と連携・協力し、小規模事業者の抱える経営上の悩み解決や将来ビジョンの具現

化に対応する。 

  

≪事業内容（手段）≫ 

（１） 経営指導員の窓口相談や巡回訪問時において、先ずは、「経営問診票」を活

用した事前（簡易）分析、そして、財務諸表等による詳細な経営状況（資金繰

り、経営課題ほか）を分析・把握した上で、経営指導・支援を実施すると共に、

小規模事業者個々の相談内容に応じて、専門家派遣事業であるミラサポ（国制

度）、企業ドック（県制度）や経営安定特別相談室（県事業）、及び当所独自事

業の法律や経営・税務の定例専門相談、納税相談会等を通じて、適切な助言・

指導・支援を実施する。 

 

 （経営問診票） 

 
 

  （２） その他、特許、海外展開、商品成分分析・試作品製作などは、石川県工業

     試験場、ＪＥＴＲＯ、石川県発明協会等の各種専門機関と連携・協力しサポ

ートする。 
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≪目標・効果≫ 

○ 事業者の弱みや強み、課題等を洗い出し、その解決を図り、健全な事業経営

を営む小規模事業者を増やしていく。 

 

経営状況の分析や課題解決等を通じて、小規模事業者個々の直近の現況や直面

する課題などを把握すると同時に、窓口相談・巡回指導や専門家派遣等を通じて、

経営分析を行い、当該事業者の弱みや強み、課題等を洗い出し、その解決を図る

と共に、小規模事業者が必要とする各種情報・データについて、前述した地域経

済調査等を活用し、各々に最も適した事業計画作成に繋げる指導・助言・支援を

していくことにより、健全な事業経営を営む小規模事業者の着実な増加を図って

いく。 

 

≪数値目標≫ 

項 目 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

巡回訪問件数 2,300件 3,400件 3,400件 3,400件 3,500件 3,500件

窓口相談件数 3,483件 3,500件 3,500件 3,500件 3,500件 3,500件

      

項 目 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

企業ドック利用件数 50 件 70 件 70 件 100 件 100 件 100 件 

    

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  ≪現状（概要）・目的≫ 

これまでの「賢者は、歴史に学ぶ」ではないが時代が求めた商品やサービスが

何であったか、どのように創出されたのかといった視点をもって、自社の事業計

画策定の重要性を認識している小規模事業者は一般的に少ないのが現状である。

しかし、事業計画書は、事業者自身が自社の将来発展を目指した経営ビジョン

   を描いたものであり（ビジョンの再認識、再設定）、理想とする将来像に向けて、

どの様な取組みを行うのか、必要な資金はどれだけか、不足する人材・情報は何

かなど、現存する経営資源を見つめ直す、契機の一つでもある。 

無計画な取組みや資金計画、人材確保・管理、情報収集では、事業は継続せず、

市場動向を見誤ることにも繋がりかねない。 

自社を取り巻く、このような環境や体制などの重要性を理解してもらい、自社

の置かれている状況を客観的に理解出来れば、小規模事業者にとって無理のない、

中長期的な視点での経営計画を描くことが可能となる。 

当所では、経営指導員がこれらを十分に認識し、経営課題に悩む小規模事業者 

に対し、「上記１」経済動向調査、「上記２」経営分析などを踏まえて、事業計画

策定支援を実施する。 
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≪事業内容（手段）≫ 

  （１） 新商品の開発や販路拡大、販売促進、当地での創業など、個々の目的に応

じた事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会を複数回開催し、事業計

画づくりの重要性を広く周知すると同時に、事業計画策定を目指す小規模事

業者を経営指導員の伴創・伴走により支援する。 

また、具現化に向けた事業計画（アクションプラン）策定・実施に至るま

でも経営指導員の伴創・伴走により支援する。 

 

  （２） 窓口相談、巡回指導時においても、その都度、事業計画の重要性を説明し

て浸透させていき、小規模事業者から上記の相談等を受け、事業計画策定を

目指す小規模事業者を同様の体制で支援する。 

 

  （３） 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、各種補助金（創業補

助金、持続化補助金）などの申請時に事業計画策定を支援する際には、内容

によっては専門家派遣事業を活用すると共に、地域における経営革新等認定

支援機関（当所は、平成２５年３月２１日に認定）とも連携・協力していく。

 

≪目標・効果≫ 

    小規模事業者における事業計画の策定・実行を普及させることで、地元産業全

   体の底上げにつなげていきたい。 

  また、小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種補助金申請、融資制度利

 用時における事業計画策定にも助言・指導し、事業計画づくりを定着させていき

たい。 

 

≪数値目標≫ 

支援事業内容 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

計画作成セミナー 

参加者数 

１回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

46 名 100名 100名 100名 100名 100名 

個別相談会 

参加者数 

１回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

９名 ２０名 ２０名 ２０名 ２０名 ２０名

計画策定者数 108 名 150名 150名 200名 200名 250名 

 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  ≪現状（目的）≫ 

伴創・伴走型支援を実施する中で、小規模事業者自身がビジョンを見つめ直し、

「やる気」をもって“誰のために”、“何のために”を明確にして事業に取り組む
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ことの契機になれば、事業計画の策定は、極めて、有効な「好機」となる。 

そして、その中から把握された多様化・複雑化・専門化する課題については、 

当所のこれまでの実績、支援ノウハウを活用するほか、各種専門家・専門機関等 

との連携・協力を得て、具現化に向けた伴創・伴走型の指導・助言を行い、小規 

模事業者が展開する事業の持続的発展を図る。 

 

≪事業内容（手段）≫ 

（１） 事業計画策定後の半年程度経過後を目安に、電話・巡回や金融機関から計

画具現化に向けた進捗状況を確認し、フォローアップを実施する（問題解決

に至っていない場合は、専門家派遣事業等を活用してフォローアップを実施

する）。 

 

（２） 事業の持続的発展を目的として策定した事業計画の実施に際し、資金調達

（設備・運転資金）の必要性が生じた場合は、日本政策金融公庫における低

利の融資制度「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を促し、資金繰

りの安定化を支援する。 

    また、同融資制度の利用希望事業者に対して、事業計画策定の支援を行な

うと共に、融資実行後のフォローアップにも努めていく。 

 

≪目標・効果≫ 

    小規模事業者における事業計画の策定・実行を普及させることで、地元産業全

   体の底上げにつなげていきたい。 

  また、小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種補助金申請、融資制度利

 用時における事業計画策定にも助言・指導し、事業計画づくりを定着させていき

たい。 

 

≪数値目標≫ 

支援事業内容 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

フォローアップ ０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】  

≪現状（概要）≫  

    これまで当所では、景気動向や経営実態など各種の調査を実施し、その結果に

ついて、マスコミや当所会報等の公表に加え、小規模事業者の事業計画策定、実

行に対する支援にも活用してきた。 

 しかしながら、小規模事業者の新商品開発や販売促進を図る上での貴重なデー

タとなる業種・業態・地域特性を踏まえた個別具体的な消費者ニーズの把握・提

供については不足していた。 

こうした状況を踏まえ、小規模事業者の事業活動を維持・継続・成長させる経

営発達支援事業の実施にあたり、需要動向の把握について、以下の充実・強化を
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図っていく。 

 

≪充実・強化の内容≫ 

① 地域内消費者ニーズの把握（新規） 

② 地域外消費者ニーズの把握（新規） 

③ 首都圏における売れ筋商品（地元産品）の情報収集（新規） 

 

 「こんな物（商品・サービス）いいな」、「出来たらいいな（サービス・技術）」、

「あったらいいな（商品・サービス・技術）」といった消費者の欲求を「衣・食・

住」の分野別に明確化する為、新たに、以下の事業を実施する。 

 

≪事業内容（手段）≫ 

（１）【調査・情報収集・分析・整理・蓄積】       

    

① 地域内消費者ニーズの把握 

 ⅰ.「消費動向モニタニリング調査」の実施 

 当所の議員・評議員企業（約３００社）の従業員を消費動向モニター

に登録し、年２回のアンケートによる「モニタリング調査」を実施する。

また、事業計画を作成する小規模事業者が取り扱っている特定の商品

       に関する情報が必要な場合は、消費動向モニターに対し、「ピンポイント

       調査」を実施することにより、当該商品に関する消費者ニーズの情報収

集・分析を行なう。 

〔調査対象者〕 議員・評議員企業の従業員約３００名（消費動向モ

ニターとして登録） 

       ・モニタリング調査 

〔調 査 方 法〕 アンケート形式 

〔サンプル数〕 １５０（回収率５０％） 

〔調 査 項 目〕 ○ 属性：性別、年齢層 

○ 商品・サービス等の選定時に重視する点：流行・

ブランド・価格・品質・安全性等 

○ 利用している店舗やサービスの評価：気に入っ

ている点・物足りない点等 

        〔調査対象物〕 「衣・食・住」の分野別に関心を寄せている商品等

・ピンポイント調査 

〔調 査 方 法〕 アンケート形式 

〔サンプル数〕 登録モニターから５０～１００を抽出 

〔調 査 項 目〕 ○ 属性：性別、年齢層 

○ 消費動向モニターによる特定商品の評価：買う・

買わない・評価する点・評価出来ない点等 

〔調査対象物〕 事業計画作成、又は、実行する小規模事業者が取り

扱う商品等 
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ⅱ．「消費動向モニター会議」の開催 

年１回、消費動向モニター３０名程度による会議を開催。 

消費動向（トレンド、期待される商品・サービス・技術）や特定商品

に関する意見交換を通じて、情報の分析・蓄積を図っていく。 

〔参 集 者〕 ３０名程度（モニター登録者から、適宜、抽出） 

        〔調 査 方 法〕 意見交換によるヒアリング形式 

〔調 査 項 目〕 個々の消費動向モニターがキャッチしている動向 

        ○ トレンド 

○ 期待される商品・サービス・技術 

○ 特定商品の評価：買う・買わない・評価する点・

評価出来ない点等 

 

② 首都圏における売れ筋商品（地元産品）の情報収集 

「石川県アンテナショップ（東京）における売れ筋商品」の情報収集 

店舗名：石川県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」

 所 在：銀座２丁目 

 開設日：平成２６年１０月８日 

商 品：地元産品約７００アイテム 

来店者：年間約３３万人 

売 上：年間約３億円 

石川県アンテナショップの売れ筋商品情報等を収集し、首都圏での販

路拡大や金沢での首都圏客に対する販売増加を目指す小規模事業者の支

援に活用。 

・売れ筋商品 

〔情報収集方法〕 当該アンテナショップ運営事業者から年２回（上

半期・下半期）ヒアリングを実施 

〔情報収集項目〕 食品・伝統工芸品・酒類等、商品群ごとに売れ筋

商品の特徴や顧客の評価等ついて調査 

・顧客アンケート調査 

〔調査対象者〕 当該店舗に訪れた首都圏の消費者 

〔情報収集方法〕 石川県の協力を得て、年２回（上半期・下半期の

一週間）、来店者を対象としたアンケート形式 

        〔サンプル数〕 ３００ 

〔情報収集項目〕 ○ 属性：性別・年齢層・居住地・職業 

○ 購買動機 

○ 商品評価 

 

（２）【各種調査・情報収集結果の利活用】 

 

① 上記（１）の各種調査の結果を分析・整理・蓄積して個社支援の基礎デ

ータとし、「伴創・伴走型」の支援を実施する事業計画策定支援事業者に対

して、当該事業者の業種・業態・取扱商品等に応じたデータを抽出・加工・
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提供することにより、事業計画の策定・実行・修正等に活用していく。 

 

② 各種調査による統計的調査結果は、マスコミや当所会報（当所会員の小

規模事業者は、約４，０００事業所あり）など、各種広報ツールを通じて

公表すると共に、セミナーや経営指導員による窓口相談時、巡回訪問時に

も小規模事業者に提供する。 

活用モデルのイメージ：「衣」のケース 

 アパレル関係の販売を営む小規模事業者から「既製品に付加価値を付

けたい」との相談があった場合、当所経営指導員が消費動向モニタニリ

ング調査等で得られた「冬季に向けて、手軽な首回りの防寒対策商品が

欲しい」とのデータを抽出。 

各種調査結果や情報収集によるトレンド商品情報からマフラーよりも

ＴＰＯに拘らず着用可能な「ネックウォーマー」に着目。 

「色々な柄があるから、その日の気分でコーディネート出来る」点や

「家の中（家の中でマフラーを着用することは少ない）でも外でも気軽

に着用出来て便利」な点を活かし、ダウンジャケット等の購入者にセッ

トで勧めることを助言。 

これにより、顧客年齢層の拡大と売上アップに繋げる。 

 

（３）【その他、需要動向調査を補強する事業】 

      

① セミナーの開催 

        消費動向やトレンド、消費者の求める商品・サービスなどに関するセ

       ミナーを開催し、アップ・トゥ・デイトな情報を提供すると共に、小規

模事業者に消費者ニーズに関する「気付き」と「意識喚起」の機会と販

路拡大、市場開拓に向けて「一歩踏み出す」環境づくりを行なう。 

〔対 象 者〕 事業計画の作成に取り組む小規模事業者 

新商品開発・販路開拓を計画している小規模事業者 他

〔テーマ例〕 「次代のトレンドを読む」 

「消費者購買意識の変化」 

       「ヒット商品の作り方のコツ」 など 

 

② 公表統計データの活用 

 インターネットを活用し、行政（国・県・市）や地域プラットフォー

ム構成団体、民間調査機関等が公表している統計データを収集・分析・

整理し、前述の個社支援に関する基礎データに加え、小規模事業者の事

業計画作成・修正、事業展開に役立てていく。 

〔データ事例〕 

・消費者意識基本調査（消費者庁） 

・歩行者通行量調査（金沢市、金沢市商店街連盟） 

・トレンドウォッチポータルサイト（日経ＢＰ社） 

・業種別審査辞典（㈱きんざい） 



２２ 
 

・各種業界専門紙（日経ＭＪ 他） など 

       

  ≪目標・効果≫ 

○ 地域内外の消費者ニーズの調査結果を個別具体的に活用し、小規模事業者が 

取り組む事業計画の作成・実行や新たな商品開発、販路拡大等に役立て、当 

該事業者の経営の安定・拡大に繋げていく。 

 

前述した地域内外の消費動向調査等により、その調査結果や情報を収集・整理・

蓄積し、当所が個社支援を行なう小規模事業者の業種・取扱品目に応じた情報を

提供し、事業計画の作成・実行、今後の商品づくり、新たな販路開拓等に役立て

ていく。 

 また、これらの情報を経営改善や販売ターゲット層の明確化、販促活動等にも

活かし、個々の小規模事業者に寄り添った継続的な支援・助言・指導を実施。 

更には、次項で掲載の「かなざわマッチング商談会」や関西地区・北陸新幹線

沿線の商工会議所が開催する商談会への参加等、新たな需要を開拓する取組みを

支援し、当所が個社支援を行なう小規模事業者の収益アップと事業の安定・拡大

に繋げていく。 

 

≪数値目標≫ 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32 年度

消 費 動 向 モ ニ タ 

リ ン グ 調 査 
０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

ピンポイント調査 ０回 必要時 必要時 必要時 必要時 必要時 

消費動向モニター会

議 の 開 催 
０回 １回 １回 １回 １回 １回 

アンテナショップか

ら の 情 報 収 集 
０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

セ ミ ナ ー 開 催 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

公表統計データ活用 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

提 供 事 業 者 数 150 社 150 社 200 社 200 社 250 社 250 社 

※ 上記の提供事業者数は、当所が支援した小規模事業者による事業計画策定者数。

※ その他の小規模事業者に対しては、マスコミへの公表や経営指導員による窓口

相談時、巡回訪問時に提供。 

※ 国や行政等の各種統計データや指標などについても、当所の各種広報ツール（経

営指導員による窓口相談時、巡回訪問時含む）を通じて、随時、提供。 

 

 

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 販路・需要開拓支援 

≪現状（概要）・目的≫ 
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小規模事業者においては、経営の安定に向け、販売促進の実施と販路の維持・

拡大が大きな課題であり、加えて、販売先の発掘・アプローチがネックになって

いるケースも少なくない。 

そこで、前述の事業計画策定事業者はもとより、当地域における小規模事業者

の販路・需要開拓を支援するため、限られた地域・商圏だけではなく、北陸三県

の商工会議所・商工会が連携し、スケールメリット（北陸三県の小規模事業者数

は、９９，２７８事業所）を活かした企業間でのマッチング商談会（北陸三県縦

断ビジネスチャンス創出プロジェクト）の開催を通じ、県境を越えた広域的な販

路・需要開拓を図ると共に、異業種企業が集う「かなざわビジネス交流ミーティ

ング」により、新たなビジネスチャンスの発掘に努めている。 

 

（かなざわマッチング商談会：県別参加申込企業数） 

 第８回（２７年度） 第７回（２６年度） 第６回（２５年度）

富山県 ７１事業所 ６８事業所 ５１事業所 

石川県 １２３事業所 １０７事業所 １０８事業所 

福井県 １１６事業所 ７８事業所 ２５事業所 

合 計 ３１０事業所 ２５３事業所 １８４事業所 

 

（北陸三県における小規模事業者の割合） 

 富山県 石川県 福井県 

事業所数 ３７，８５６事業所 ４３，９２２事業所 ３１，４７２事業所

小規模事業者数 ３２，８３５事業所 ３８，６２７事業所 ２７，８１６事業所

割 合 ８６．７％ ８７．９％ ８８．４％ 

  ※ 中小企業白書２０１４より 

   

  ≪充実・強化の内容≫ 

○ 日本政策金融公庫、商工中金、農林中央金庫等の周知・協力を得て参加企業 

の拡大を図る。 

○ 「北陸・関西連携会議」が組織されたことを機に、関西エリアの企業との商 

談システムも構築していく。 

 

   かなざわマッチング商談会での参加（エントリー）企業数が、新たなビジネス

チャンスの可能性や成果の大小にも大きく関わってくることから、新たに、日本

政策金融公庫、商工中金、農林中央金庫等の周知・協力を得て参加企業の拡大を

図る。 
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 また、今年度、北陸（金沢・富山・福井）と関西（大阪・京都・神戸）の６商

工会議所からなる地域間連携の促進に向けた「北陸・関西連携会議」が組織され

たことを受け、今後、関西エリアの企業との商談システムも構築していく。 

 

≪事業内容（手段）≫ 

（１） 北陸三県の商工会議所・商工会が連携し、「北陸三県縦断ビジネスチャン 

ス創出プロジェクト」として、金沢・富山・福井の３商工会議所の事務局に

より、事前にマッチングを行なう完全事前予約型の商談会を開催し、参加企

業から好評を得ている。 

 当地の「かなざわマッチング商談会」では、例年、多様な業種から２５０

社程度の事業者がエントリーし、３日間で約２００件の商談が行なわれ、参

加企業へのアンケートでは、約８割から、「本商談会は有益」との回答を得て

いる。 

 参加企業の募集にあたっては、公益財団法人石川県産業創出支援機構の情

報発信サイト「ＤＧｎｅｔ」へ募集案内を掲載しているほか、商談会場に同

機構の専用ＰＲコーナーを設けるなど、同機構との連携・協力を保ちながら

開催している。 

また、今年度からは、北陸三県の商工会議所・商工会に加え、新たに、日

本政策金融公庫などとも連携・協力し、これまで以上に、枠組みを広げ、更

なる、マッチング機会の拡充を図っている。 

〔連携・協力機関〕 

 北陸三県の商工会議所・商工会、石川県産業創出支援機構、日本政策金融

公庫、商工中金、農林中央金庫 

※  ８月は金沢市で「かなざわマッチング商談会」 

１０月は福井市で「ふくいビジネス商談会」 

３月は富山市で「とやまビジネスドラフト」 

    

（２） セミナーや参加企業が個社ＰＲを行うプレゼン会において、参加者同士で

情報・名刺交換を行う「かなざわビジネス交流ミーティング」を開催し、新

規受注開拓に向けた企業間の交流拡大を図る。 

※ 今年度より「かなざわビジネス交流会」から名称を「ビジネス交流ミー

ティング」に改称。 

従来の「自社ＰＲ」と参加企業がフリーに情報交換を行う「交流会」に

専門家の講話による「研修」機能を加え、内容を充実・拡大させた。 

 

上記の事業等を通して、販路・需要拡大を支援すべく、当所ホームページ

     内に「販路拡大応援ネット」を開設しており、関係する情報を広く発信して

いるほか、全国の商工会議所会員の為の商取引支援サイト「ザ・ビジネスモ

ール（中でも、ザ・商談モール）」並びに海外からの引合い情報等掲載サイ 

ト「ＣＣＩ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｏｐｐｏｒ

ｔｕｎｉｔｉｅｓ」や石川県のビジネスマッチングサービス「ＩＴクラウド」

へのリンク集など、国内のみならず、海外も含めた販路・需要開拓に資する
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情報も掲載して、情報提供に努めていく。 

 

（かなざわマッチング商談会） 

 
  

≪目標・効果≫ 

○ 今後も継続開催することで、地元小規模事業者の事業展開エリアの拡大や事 

業の継続・発展につなげていく。 

 

販路・需要開拓支援事業に多くの小規模事業者が参加され、数多くの商談・交

流を通じて、収益増加につながるよう、適宜、内容の充実を図り、今後も継続開

催することで、地元小規模事業者の販路・需要開拓を支援し、事業展開エリアの

拡大や事業の継続・発展につなげていきたい。 

 

≪数値目標≫ 

支援事業内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

マ ッ チ ン グ 商 談 会 

商 談 件 数 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

192 件 333 件 350 件 350 件 350 件 350 件 

ビジネス交流ミーティング 

参 加 者 数 

１回 3回 3回 3回 3回 3回 

27 社 90 社 90 社 90 社 90 社 90 社 

 

 

② 創業支援 

  ≪現状（概要）・目的≫ 

当地での創業に関心を示している若者等々（ＵＩＪターン者含む）が小規模事

業者と成り得ることも推測されることから、創業希望者に対しても、同様の支援

を実施していかねばならない。 

創業を志す人は、「夢」実現に向けた強い思いや斯業経験はあるものの、マネ 
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ジメント面の経験が未熟なことから、資金繰りや販路（顧客・取引先）確保、人

材管理などの運営面に関する知識不足、また、創業前後に直面する課題として人

的ネットワークの狭さ、浅さから、気軽な相談相手が居ないといった課題・悩み

を抱える人も少なくない。 

当所では、窓口相談はもとより、創業応援塾などを通じて、創業に関する基本

的な知識・流れ・心得などを教授すると共に、専門的な相談に際しては、「ミラ 

サポ」（国制度）や「創業エキスパートバンク」（県制度）を活用した専門家派遣

による助言・支援を行っている。 

 

  ≪充実・強化の内容≫ 

○ 女性ならではの感性や視点を活かした創業を増やしていくため、創業応援塾 

に「女性コース」を新設。 

○ 創業後、半年を目安にフォローアップを実施し、安定した事業運営、更なる 

ステップアップへ助言・指導を行う。 

 

当地では、夫婦共働きや女性による起業も多く、女性の社会進出が高い土壌が

形成されていることから、女性ならではの感性や視点を活かした創業を増やして

いくため、今年度、創業応援塾に「女性コース」を新設した。 

 また、創業指導・支援事業者に対しては、創業後、半年を目安にフォローアッ

プを実施し、創業計画の進捗状況等について確認・把握・助言・指導を行い、安

定した事業運営、更なるステップアップへの支援を実施する。 

加えて、入門コース、専門コースなど、複数の創業講座（金沢創業応援塾）を

開講し、スキルアップを支援しつつ、いずれの講座でも、座学のみならず、ビジ

ネスプランの策定、ブラッシュアップを行うことで、個別支援を行なう。 

そして、創業者が集う「創業力向上ゼミナール」において、受講者のみならず、

支援機関の担当者も加えた出会いの場となる交流会も設定し、人的交流の促進を

支援している。 

更には、石川県、金沢市、日本政策金融公庫と連携・協力し、地域の創業動向・

創業事例の紹介、創業時に活用可能な制度融資などの情報提供を行い、創業意欲

の醸成を図り、創業後については、巡回訪問や電話などでフォローアップを行い、

場合によっては、企業ドック（県制度）などの専門家派遣制度を活用し、伴創・

伴走型の支援を行っている。 

 

  ≪事業内容（手段）≫ 

（１） 金沢創業応援塾（全２回開講）を開催し、創業希望者の知識向上を図り、

    創業計画の策定支援を行うことにより、創業を支援する。 

 

（２） 創業力向上ゼミナール（全１回開講）を開催し、創業経験者の体験談や、

課題解決事例を紹介するなどし、人的ネットワークの構築を支援する。 

 

   （３） 石川県、金沢市、日本政策金融公庫との連携・協力により、創業に際して

の参考情報や創業関連融資制度の紹介、共催によるセミナーの開催など、官
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民一丸となった支援の場を構築する。 

 

  （４） 創業後の半年程度経過後を目安に、巡回訪問・電話などで創業計画の進捗

状況や経営課題等をヒアリングし、フォローアップを行うほか、企業ドック

などの専門家派遣制度を活用し、伴創・伴走型の支援を実施する。 

 

創業の増加は、地域内における話題性の創造や賑わいの創出につながる面もある

と共に、地域商工業の「新たな風」となるポテンシャルを秘めており、地域の注目

度向上にも結び付けていく。 

 

≪目標・効果≫ 

○ 創業に関する基本的知識や諸手続き（流れ）・心得などを教授し、地域内の事

業者数の増加に繋げていく。 

 

  創業応援塾や創業力向上ゼミナール、窓口相談・巡回訪問等を通して、男女を

問わず、志を持つ、多くの方に必要とされる創業に関する基本的知識や創業計画

の作成方法、創業までの諸手続き（流れ）・心得などを教授し、創業意欲の醸成と

創業に対する不安感を払拭できるように支援体制を充実させ、地域内の事業者数

の増加に繋げていきたい。 

 

≪数値目標≫ 

支援事業内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

創 業 応 援 塾 

参 加 者 数 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

40 名 50 名 50 名 50 名 50 名 50 名 

創 業 ゼ ミ ナ ー ル 

参 加 者 数 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

29 名 30名 30名 30名 30名 30名 

創 業 指 導 事 業 者 181 社 200社 200社 200社 200社 200社 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  県民・市民の長年の悲願であった北陸新幹線金沢開業（３月１４日）で、首都圏 

からの大勢の来訪が見込まれ、これに伴う新幹線開業効果に大きな期待が寄せられ

ている。 

   このような情勢下、行政（石川県・金沢市をはじめとする関係市町）や各産地組

合と連携・協力し、当地の伝統的工芸の新たな販路開拓、新商品開発、各産地内の 

活性化の場としては勿論、業種の異なる各産地の垣根を越えた結束力を発揮する一策
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となっている「いしかわ伝統工芸フェア（東京）」や「石川県伝統工芸展（政令指定

都市等）」を今後も継続的に開催していく。 

そして、当地の貴重な地域資源の一つでもある工芸職人の技術・技能伝承を支援し

ていくと同時に、「工芸王国石川」の技術、魅力を発信し、啓発普及、活用方法のＰ

Ｒなどを通じて、バブル景気崩壊後、低迷を続ける業界の回復を目指し、伝統工芸の

魅力向上、地域経済の活性化につなげる努力をしていく。 

 

（石川県内伝統的工芸品産業の生産額の推移 ３６品目）       単位：百万円

 
※ 生産額はピーク時（Ｈ２）の２５％に減少 

※ 生産額：Ｈ２（１，０６７億円）、Ｈ２５（２６８億円） 

 

（石川県内伝統的工芸品産業の従事者数の推移 ３６品目）        単位：人

   
※ 従事者数はピーク時（Ｈ４）の３９％に減少 

※ 従事者数：Ｈ４（１４，１６３人）、Ｈ２５（５，５５５人） 

※ 石川県商工労働部作成資料から抜粋 
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（いしかわ伝統工芸フェア）        

    
 

                     
 

また、石川県や金沢市、金沢市観光協会、市内商店街等との連携で、当地の初夏

を彩る一大イベント「金沢百万石まつり」を開催しており、これまで以上に、当地

の歴史・伝統・文化を国内外からの観客にアピールすることはもちろん、次世代を

担う年代層に対する「ふるさと教育」の一環として位置付けると共に、まつり会期

中の集客力を活かし、中心市街地の活性化にも役立てていく。 

 

（金沢百万石まつり） 
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        （フードピア金沢） 

 
 

さらに、当地の食文化や風土を広く体験・認知してもらう一策として、「フード 

ピア金沢」を開催し、冬季における金沢の魅力向上を図る。 

また、伝統芸能の振興、金沢芸妓の育成等を兼ね、県民・市民・観光客に「非日

常的空間」を体感してもらう「金沢芸妓お稽古風景事業」を実施しており、当地の

伝統文化の魅力や奥深さを固定された年代層ばかりではなく、新たな年代層にも拡

大を図る。 

 

（金沢芸妓お稽古風景事業） 
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   加えて、石川県工業試験場の協力を得て、製造分野の小規模事業者が持つ、長年

の経験に基づく卓越した技術・技能を活かした新商品開発などの「ものづくり」を

支援し、地域経済の活性化に繋げていく。 

 

 （事業内容） 

（１） 石川県に現存する伝統的工芸品３６業種（当地には２６業種）が一堂に会

した「いしかわ伝統工芸フェア（平成７年～）」を大消費地である東京で開 

催することにより、啓発普及はもちろん、消費ニーズの把握、バイヤーとの

パイプ強化を図っていく。 
＊ 一地域における伝統的工芸品業種が一堂に会する催事は、当フェアが全国で唯一

と言われている。 

※ 石川県伝統産業合同見本市実行委員会（構成：当所・石川県伝統産業振

興協議会・石川県・金沢市・関係市町・各産地組合、事務局：当所）が実

施主体となり、伝統的工芸品のＰＲ、販路拡大、売上増加を目指すと共に、

当地の魅力向上に努力し、関係する小規模事業者に対する商品をＰＲする

場の提供や商品開発意欲の向上、売上の向上、後継者の育成などに向けて

関係者一丸となり取り組んでいる。 

 

  （２） 国・県指定伝統的工芸品や未指定伝統的工芸品などをＰＲするために、政

令指定都市などで「石川県伝統工芸展（昭和５２年～）」を開催しているが、

今後は、各種イベント会場、集客施設でも開催し、幅広い普及を図っていく。

※ 石川県伝統産業振興協議会（構成：当所・石川県・金沢市・関係市町・ 

各産地組合・個店、事務局：当所）が実施主体となり、様々な地域・会場

等で開催することにより、裾野の広い認知度アップを狙うと共に、関係す

る小規模事業者に対する商品をＰＲする場の提供や商品開発意欲の向上、

売上の向上、後継者の育成などに向けて関係者一丸となり取り組んでいる。

 

  （３） 加賀藩祖前田利家公が金沢城へ入城し、金沢の礎を築いた偉業を偲んで開

催している「金沢百万石まつり（昭和２７年～）」であるが、毎年、趣向を凝

らし、観光戦略の一つとしても位置付けられており、「全国区」のまつりとし

ての確立を目指し、魅力向上を図っていく。 

※ 金沢百万石まつり実行委員会（構成：当所・国・石川県・金沢市・警察・

観光関連団体・マスコミ・商店街・各種団体、事務局：当所）が実施主体 

となり、前田利家公役に俳優を起用するなど、毎年、新たな企画を投入し、

話題性や誘客・創客力の向上に努めている。 

        一般市民の参加も多く、中心市街地活性化の一策として、誘客・創客に

よる来訪者の増加、賑わいの創出に繋げることにより、関係する小規模事

業者に対する自社商品やサービスのＰＲ、売上の向上に寄与出来るよう、

関係者一丸となり取り組んでいる。 

 

（４） 「食」をテーマに据え、老舗料亭での食談義や茶屋街を舞台とした雪見の

うたげなどを主軸として「フードピア金沢」を開催し、当地の閑散期である



３２ 
 

     冬季の誘客・集客を図っていく。 

※ フードピア金沢開催委員会（構成：当所・石川県・金沢市・金沢青年会

議所、観光関連団体、協力：金沢老舗百年會・金沢伝統芸能振興協同組合・

市内飲食店、事務局：当所）が実施主体となり、当地の食文化や伝統芸能

をＰＲすると共に、冬の金沢における魅力を発信し、誘客・創客による来

訪者の増加、賑わいの創出に繋げることにより、関係する小規模事業者に

対する自社商品やサービスのＰＲ、売上の向上に寄与出来るよう、関係者

一丸となり取り組んでいる。 

 

（５） 県民・市民や観光客に当地が誇る「伝統芸能」や「金沢芸妓」に親しんで

もらうために、「金沢芸妓お稽古風景事業」を夏季に開催しており、風情や 

優雅さを身近に感じてもらう意味でも、継続し、魅力向上を図っていく。 

※ 金沢伝統芸能振興協同組合（構成：当所・石川県・金沢市・芸妓衆・各

種団体・一般企業、事務局：当所）が実施主体となり、当地の芸能・文化・

風情の奥深さを認知してもらうと共に、一般市民の参加も多く、中心市街

地活性化の一策として、誘客・創客による来訪者の増加、賑わいの創出に

繋げることにより、関係する小規模事業者に対する自社商品やサービスの

ＰＲ、売上の向上に寄与出来るよう、関係者一丸となり取り組んでいる。

 

（６） 既存の商品や取り組みに固執することなく、多様化する消費者ニーズ、時

代の潮流に対応していく為、他業種とのコラボレーションも念頭に置いた新

商品や高付加価値商品の創造に取り組み、使用者に対する利便性や訴求力を

高めていくと共に、当地における「ものづくり」のレベル向上を図っていく。

   また、当地の魅力である地域資源の活用を推進する意味では、「金沢ブラ 

ンド」の発信に繋げるための取り組みも重要であり、事業実施に際し、「い 

しかわ産業化資源活用推進ファンド（略称：活性化ファンド）」による助成 

金の活用を促し、商品開発・ものづくりに必要とされる資金繰りの安定化を

支援する。 

    尚、同ファンドの利用希望事業者に対して、事業計画策定の支援を行なう

  と共に、助成実行後のフォローアップにも努めていく。 

 

 

（目  標） 

   当地の歴史・伝統・文化・風情に数多くの方々に触れて頂き、リピーターはも

ちろん、新たな「金沢ファン」を創り出すことにより、生まれる経済効果を波及

させ、地域経済の活性化に繋げていく。 

単位：人 

事業名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

伝統工芸フェア １回 １回 １回 １回 １回 １回 

来場者数 58,767 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
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                                単位：人 

事業名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

県伝統工芸展 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

来場者数 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

 

                                  単位：人 

事業名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

百万石まつり １回 １回 １回 １回 １回 １回 

観客数 522,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

     ※協賛事業を除く。 

 

                                  単位：人 

事業名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

フードピア金沢 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

参加者数 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

 ※H26 度より延べ参加者数で一番多かったﾌｰﾄﾞﾋﾟｱﾗﾝﾄﾞ事業が廃止。 

 

                                単位：人 

事業名 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

お稽古風景 ９回 ９回 ９回 ９回 ９回 ９回 

観客数 303 270 270 270 270 270 

  ※1 回あたり 30 名が定員だが、毎年、定員オーバーしている（３会場有り）。 

 

 

 

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 

石川県や金沢市、石川県よろず支援拠点（公益財団法人石川県産業創出支援機構）

石川県工業試験場、独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部などの公的支援機

関や地域プラットフォーム構成機関（地銀・信金等も参画）、日本政策金融公庫、商

工中金、農林中央金庫、各種支援機関（特に、ＴＭＯ：㈱金沢商業活性化センター）

などとの交流・連携（協力）を通じ、公的施策の理解や支援状況、支援手法、直面

する課題などの共有を図る。 
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（参考） 

    石川県・金沢市・日本政策金融公庫とは、各種融資制度の認定・斡旋による

   小規模事業者に対する資金繰りの安定化に連携（協力）・対応。 

石川県・金沢市・石川県よろず支援拠点（公益財団法人石川県産業創出支援

    機構）、独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部、専門家（診断士会・税理

士会・弁護士会等）、地域プラットフォーム構成機関とは、企業ドック・創業エ

キスパートバンク（県制度）やミラサポ（国制度）をはじめとする専門家派遣

事業により、小規模事業者が抱く多様化・複雑化する経営の諸問題解決に連携

（協力）・対応。 

  また、金沢市は、産業競争力強化法による「創業支援事業計画」認定自治体

 であることから各種創業支援に関する連携（協力）・対応。 

石川県工業試験場とは、ものづくりや新商品開発などの支援を通じ、小規模

    事業者の商品開発、販路開拓に連携（協力）・対応。 

日本政策金融公庫とは、創業・経営セミナーの開催（共催）により、国の融

    資制度や施策等を周知すると共に、かなざわ商談会への参加企業の紹介、経営

改善普及事業連絡協議会の開催（年１回開催）により、小規模事業者の課題や

支援策の共有に連携（協力）・対応。 

  商工中金・農林中央金庫とは、かなざわ商談会への参加企業の紹介などによ

り、小規模事業者の販路拡大に連携（協力）・対応。 

㈱金沢商業活性化センターとは、金沢市中心部への出店希望者に空き店舗情

    報や出店助成制度を紹介する「まちなか出店サポートセンター（まちサポ）」の

構成団体の一員として、小規模事業者の出店促進に連携（協力）・対応。 

 

石川県内における商工会議所・商工会・中央会の経営指導員等を対象とした「経

  営指導員研修会」において、各支援機関の支援ノウハウ、支援の現状、新しい施策

などについて、意見交換を行ない、各種情報を共有する。 

   また、「北信越ブロック商工会議所中小企業相談所所長会議」や「福井・金沢・富

山商工会議所経営改善普及事業運営会議（３商工会議所の輪番制による独自事業）」

などにおいて、役職員や経営指導員の情報共有、会議所事業などについての情報交 

換を行い、小規模事業者への支援策や地域経済活性化策についての情報を共有する。

 

   これらの取り組みを通して、各支援機関の支援メニューや消費者及び業界ニーズ

等に関する情報をいち早く、地元小規模事業者に提供することにより、事業者が抱 

いている課題解決や経営改善に役立てると共に、経営基盤の強化・安定化、新たな 

需要開拓に役立てていく。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   自己研鑽は当然であるが、既存の日本商工会議所や中小企業大学校が主催する経

  営指導員研修会の参加はもちろん、新たに、石川県が平成２７年度に実施する「経

営指導員の指導力強化研修」への積極的な参加に加え、石川県商工会議所連合会（幹

事：金沢商工会議所）と石川県商工会連合会が共催する経営指導員研修会の継続実
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施や参加を通じ、直近の国・県・各種支援機関における施策情報をいち早く取り入

れ、経営指導員の資質向上を図り、伴創・伴走型の支援能力の向上を図る。 

※ 石川県商工会議所連合会（幹事：金沢商工会議所）と石川県商工会連合会が

  共催する経営指導員研修会では、毎年、一般コース（１日５時間必須）、特 

別コース（各連合会が２０時間以上の研修メニューを企画）を開催し、県内

経営指導員に２０時間以上の受講を義務付けている。 

 

  また、小規模事業者と接点が多い、日常業務において、若手（新規）経営指導員 

には、ベテラン経営指導員との巡回・窓口相談への同行・同席を通し、小規模事業 

者に対する面談手法、課題の引き出し方などを身につけ、組織内での情報やノウハ 

ウを共有する体制を構築すると共に、専門家による相談に同席することによって、 

指導・助言のあり方を習得するなど、ＯＪＴによる伴創・伴走型の支援能力向上に 

努めていく。 

 

  更に、石川県工業試験場における技術者との交流を一層、深めることにより、小 

規模事業者の経営面ばかりでなく、ものづくりや新商品開発の支援力向上を目指す 

など、他分野の連携（協力）機関のノウハウ等を学び、スキルアップを図り、小規 

模事業者のオリジナル商品や個性的なサービス提供など、事業の維持・持続・拡大・

増収、創客（新たな顧客確保）に繋がる、指導力・助言力を習得する。 

 

 

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 

   毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行い、より効果的なＰＤＣＡサイクルの構築を目指す。 

  

① 「経営発達支援計画」の評価・検証・見直しについては、先ず、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傾向、支援状況・進捗

状況、成果の評価等について、担当課により集約し、見直し項目の洗い出しを行

なう。 

 

② 外部専門家等の有識者（当所では、専門家派遣等の各種事業実施を通じ、既に、

連携・協力体制が構築されている「一般社団法人石川県中小企業診断士会」を想

定）や石川県・金沢市の担当者等に対し、事業の実施状況、成果の評価・見直し

案の提示を行い、現況下における小規模事業者の支援方法として適しているか客

観的視点から提案・助言を受ける。 

  

③ 「経営発達支援計画」の評価・見直しの方針については、上記②での提案・助

 言や経済環境等を踏まえ、当所中小企業相談所内部会議（専務理事以下、全課長

 クラス、担当課スタッフで構成）において、議論・検討の上、決定する。 

  

④ 事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議へ報告し、承認を

受けることにより、当所における改正「経営発達支援計画」として位置付ける。
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⑤ 上記の過程を経て、「経営発達支援計画」に基づく事業の成果・評価・見直しの

結果を金沢商工会議所のホームページ（http://www.kanazawa-cci.or.jp）で計 

画期間中公表する。 

 

（事業の評価・見直し等の流れ） 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課による現状集約

石川県 金沢市 診断士会 

提
示 

助
言 

中小企業相談所内部会議（議論・検討・決定）

報
告 

ＨＰ掲載 

正副会頭会議 

承
認 
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【ＰＤＣＡサイクルによる事業実施スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

外部専門家等の有識者に

よる評価 
・石川県 
・金沢市 
・中小企業診断士会 

評価依頼 

実行 

Ｄｏ 

改善 

Ａｃｔｉｏｎ 

評価結果をもとに 
事業内容を見直す 

正副会頭会議 

ホームページで公表 

計画 

Ｐｌａｎ 

●計画の評価を公表し、外部意見も

計画に活かす 
●支援事例等で成果を「見える化」

し、小規模事業者のやる気を引き出

す 

金沢商工会議所 
小規模事業者が抱えている経営課題や支援

メニューの傾向、支援状況・進捗状況、 
成果の評価等について集約。見直し項目の洗

い出しを行う。 評価・意見

評価 

Ｃｈｅｃｋ 

（実施は以下イメージ図参照） 

中小企業相談所内部会議（議論・検討・決定） 

創(つくる)（創意・創客・創業・創造・創出） 

をキーワードに伴走型支援を実施 

・商品開発（新商品開発・既存商品の見直し） 

・新たな販路開拓の実現 

・ブランド商品（定番商品）づくり 

・後継者の育成などに力点を置いた支援による経営基盤の改

善・強化・安定化の実現 

⇒小規模事業者のキラリと光る強み、優位性、魅力を引き出す 
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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 1 月現在）

（１）組織体制 

   中小企業相談所は、経営支援課、産業振興課、専門指導課で組織され、その中 

に、商業振興室、伝統芸能振興室、国際交流室がある。事業実施人数２４名。 

    

   金沢商工会議所の組織は、上記の他、総務課、経理課、管理課、地域振興課 

  会員サービス課、共済推進課がある。 

   経営指導員２１名、補助員３名、事務局役職員７名で構成される。 

 

（２）連絡先 

   石川県金沢市尾山町９番１３号 

   金沢商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

   TEL076-263-1161 FAX076-224-7079 

      URL:http://www.kanazawa-cci.or.jp/ 

 

 

（３）組織体制フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専務理事

常務理事

事務局長

中小企業相談所 
・経営支援課 
・産業振興課 
・専門指導課 
・商業振興室 
・伝統芸能振興室 
・国際交流室 

総務部 
・総務課 
・経理課 
・管理課 

地域振興部 
・地域振興課

会員サービス部 
・会員サービス課 
・共催推進課 
・地域ｼﾞｮﾌﾞ･ｶｰﾄﾞｾﾝﾀｰ
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法            （単位：千円） 

 H27 年度
(H27 年 12 月

以降) 
H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

必要な資金の額   52,750  211,000  211,000  211,000  211,000  211,000 

 

小規模事業経

営支援事業費 

 

内人件費 

 
内商談会事業費 

 
内企業ﾄﾞｯｸ事業費 

 
内経営安定特別

相談室事業費 

 
内その他事業費 

 

内旅費 

 

内事務費等 

 

  52,750 

 

  41,300 

 

  725 

 

1,000 

 

  750 

 

   6,313 

 

     625 

 

2,037 

 

 211,000 

 

 165,200 

 

2,900 

 

4,000 

 

3,000 

 

 25,250 

 

2,500 

 

8,150 

 

 211,000 

 

 165,200 

 

2,900 

 

4,000 

 

3,000 

 

  25,250 

 

   2,500 

 

   8,150 

 

 211,000 

 

 165,200 

 

2,900 

 

4,000 

 

3,000 

 

  25,250 

 

   2,500 

 

   8,150 

 

 211,000 

 

 165,200 

 

2,900 

 

4,000 

 

3,000 

 

  25,250 

 

   2,500 

 

   8,150 

 

 211,000 

 

 165,200 

 

2,900 

 

4,000 

 

3,000 

 

  25,250 

 

   2,500 

 

   8,150 

 ※ 記載金額は、平成２７年度予算に基づき作成。 

 

調達方法 

 会費、県補助金、市補助金、事業委託費など 

 

※ 不足分については、新たな補助金にて充当。 
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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（協力）する内容 

 

・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及び各種支援機関

との連携・協力体制で対応。 

・制度融資、創業支援、地域経済活性化事業等については、行政機関、金融機関等との

連携を図る。 

 

連携（協力）者及びその役割 

 

・石川県（制度融資、各種補助金、専門家派遣） 

  石川県金沢市鞍月１－１  石川県知事 谷本正憲 

 

・金沢市（制度融資、各種補助金、創業者支援） 

※ 産業競争力強化法による「創業支援事業計画」認定自治体 

 石川県金沢市広坂１－１－１  金沢市長 山野之義 

 

・石川県よろず支援拠点（専門家派遣） 

 ※ 公益財団法人石川県産業創出支援機構 

  石川県金沢市鞍月２－２０  理事長 谷本正憲（石川県知事） 

 

・石川県工業試験場（ものづくり支援、分析・検査・技術指導）   

  石川県金沢市鞍月２－１  場長 塚田勝之    

 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部（各種データ活用、専門家派遣） 

  石川県金沢市広岡３－１－１  本部長 占部 治 

 

・地域プラットフォーム（ミラサポで活用する専門家派遣） 

  中小企業応援センターいしかわ（代表機関：公益財団法人石川県産業創出支援機構）

   石川県金沢市鞍月２－２０  理事長 谷本正憲（石川県知事） 

かが能登かなざわ中小企業支援プラットフォーム（代表機関：㈱北國銀行） 

 石川県金沢市広岡２－１２－６  取締役頭取 安宅建樹 

 

・専門家（専門家派遣） 

※ 診断士会、税理士会、弁護士会等 

 一般社団法人石川県中小企業診断士会 

  石川県金沢市鞍月２－２０  会長 村田憲泰 

 北陸税理士会 

  石川県金沢市北安江３－４－６  会長 平野 豊 
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 金沢弁護士会 

石川県金沢市丸の内７－３６  会長 川本藏石 

 

・金融機関（資金調達、認定経営革新等支援機関としての連携） 

 ※ 特に、日本政策金融公庫・商工中金・農林中央金庫とのかなざわ商談会での連携

（協力）強化 

  ㈱日本政策金融公庫金沢支店 

   石川県金沢市南町６－１  支店長 大屋英樹 

  ㈱商工組合中央金庫金沢支店 

   石川県金沢市本多町３－１－２５  支店長 宮内正司 

  農林中央金庫富山支店 

   富山県富山市新総曲輪２－２１  支店長 松尾秀利 

 

・各種支援機関（ＴＭＯ等）（各種データ活用、空き店舗情報） 

  ㈱金沢商業活性化センター 

   石川県金沢市南町４－４７  代表取締役 篠田 健 

 

連携（協力）体制図等 

 

 

 

 

 

                 別紙参照 

※ 当計画の実施主体は、金沢商工会議所単独によるものであり、記載してある各種支 

援機関とは、既に、連携体制が構築されている為、「協力」という位置付け。 
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【連携（協力）体制図】 

金沢商工会議所「伴創」＆「伴走」を目指して 

 

経営状況分析支援 

事業計画の策定・実行支援 

市場調査支援 

需要開拓・販路開拓支援 

 

 

小規模事業者  経営指導員 

 

各種支援メニュー 

総合的・先進的経営アドバイス 

各支援機関の連携支援 

適切な支援機関の紹介 

 

 

            

        

 

 

        

 

 

 

 

 

  

コーディネートによる支援体制の構築 

自助努力の喚起 経営基盤の改善・強化 事業計画の実行・具現化 

 

 

 

 

 

 

経営状況分析支援 

事業計画の策定・実行支援 

市場調査支援 

需要開拓・販路開拓支援  

各種支援メニューの活用 

総合的・先進的経営アドバイス

各支援機関の連携支援 

適切な支援機関の紹介  

連携・協力  

地域プラットフォーム  
専門家（診断士会・税理士

会・弁護士会等）  
金融機関（政府系・民間）

各種支援機関（ＴＭＯ等）

石川県  
金沢市（県内市町含む）  
石川県よろず支援拠点  
石川県工業試験場  
中小機構北陸本部  

伴
走 

伴
創 

展示会

等参加  

創意創客  

創業  

市場  
参入  

海外  
展開  

販売  
促進  

創造

創出

地域経済の活性化  


