
実施者名 森本商工会 （法人番号 4220005002172 ） 
金沢市 （地方公共団体コード 172014 ） 

実施期間 令和 2 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１）大型商業施設と共存可能な個店の競争力強化 

（２）新たな需要開拓と販路の拡大 

（３）生産性の向上と人材育成による経営基盤の強化 

（４）新商品開発及びブランド化の推進 

（５）円滑な事業承継と新規創業の促進  

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 

地域の経済動向に関する情報を調査分析し、その結果を事業計画策定に活用す 

るほか、小規模事業者に広く情報提供する。 

2.経営状況の分析に関すること 

経営分析セミナー、巡回・窓口相談、記帳指導を通して経営分析を実施するこ 

とにより、経営課題を把握し、経営力の強化につなげる。 

3.事業計画の策定支援に関すること 

事業計画策定セミナーや個別相談会の開催により事業計画の策定を促すとと 

もに、事業承継や創業についても、行政や専門家と連携し策定支援を進める。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

経営指導員によるフォローアップの強化や専門家と連携した訪問指導など伴 

走型支援を行うほか、国等支援制度を活用し生産性の向上に取り組む。 

5.需要動向調査に関すること 

商談会や個店で調査を行い、生のバイヤー評価や消費者志向を把握し、事業者 

にフィードバックすることにより、新商品の開発やサービス改善を支援する。 
6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

商談会への出展促進や共同販促事業の拡充などに取り組むとともに、森本地区 

ビジネス商談会を開催し、販売力強化や販路拡大を支援する。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域関係団体等と連携を密にし、賑わい創出イベントを開催するほか、交流施

設として森本駅東広場の利活用について検討を進め、地域経済の活性化を図る。 

 

連絡先 

森本商工会 

〒920-3116 石川県金沢市南森本町ホ５９－１ 

電話番号：076-258-0276 FAX 番号：076-258-0289 

ホームページアドレス：http://morimoto.shoko.or.jp/ 

メールアドレス ：morimoto@shoko.or.jp 

 

金沢市経済局産業政策課 

〒920-8577 石川県金沢市広坂１丁目１番１号 

電話番号：076-220-2204 FAX 番号：076-260-7191 

メールアドレス：sansei@city.kanazawa.lg.jp 

 

経営発達支援計画の概要 



１ 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１． 目標 

（１） 地域の現状及び課題 

【現状】 

（立地・沿革） 

  森本地区は、金沢市の中心から５～１０km離れた北部に位置し、金沢市の北の玄関口として、

北は河北郡津幡町、西は河北郡内灘町、東は富山県南砺市及び小矢部市と隣接する地区である。 

  旧森本町は、昭和２９年６月、河北郡大場村・八田村・花園村・三谷村・森本村の５村が合

併により誕生し、昭和３５年８月に森本商工会が組織された。その後、旧森本町は、昭和３７

年６月に金沢市に編入され、現在に至っている。  ※下記図参照 

 

   

 
（人口） 

  森本地区内の人口は、１万７千人あまりで、ここ１０年間で１，８７７人減少している。一

方で金沢市全体の人口が、この間１０、１５８人増加していることと比べると、当地区が中心

市街地から離れ、地区内の大部分を占める中山間地域における過疎化の進行や、宅地開発が進

まないことによる定住人口の減少が要因と考えられる。 

  ※金沢市・森本地区人口推移表 

平成21年１月(A) 平成26年１月 平成31年１月(B) 増減　(B)-(A)

金沢市 443,506 452,144 453,664 10,158

森本地区 19,237 18,643 17,360 ▲ 1,877
 

                               （金沢市統計データ） 

森本地区 
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（商工業の変遷） 

  昭和１２年、繊維機械製造業の㈱石川製作所森本工場が当地区において操業を開始、工場周 

 辺には金市（かないち）工業団地など、多くの下請け企業が集積し、企業城下町として発展を 

 遂げた。また、森本駅前を通る国道３５９号沿線には、商店街が形成され、住民や工場従業員 

 の暮らしを支えた。 

  しかしながら、平成１４年に㈱石川製作所森本工場が移転し、かなりの下請け企業が地区外 

 へ転出、加えて、地区周辺の国道８号等幹線道路沿いには、県外資本の大型商業施設や飲食店 

 が立ち並び、人の流れは国道周辺へと移り、森本中心部の空洞化がさらに進むこととなった。 

   

（道路整備と工業団地） 

  当地区では、「金沢の北の玄関口」として北陸自動車道や金沢東部環状道路（金沢外環状道

路の一部）など広域幹線道路が整備され、さらに、平成１６年の森本インターチェンジ完成に

より、各方面への所要時間が短縮されるなど、物流等の利便性が飛躍的に向上した。 

  この立地条件を生かし、金沢市は、新たな工業団地として金沢テクノパーク（平成４年分譲

開始）、金沢森本インター工業団地（平成２６年分譲開始）の造成を行い、企業誘致を進めて

いる。 

 

（歴史観光） 

  地区内には、加賀藩主の参勤交代に使われ、俳聖・松尾芭蕉も歩いたといわれる「北国街道」 

 があり、古くから交通の要所として栄え、松並木が残る街道沿いは、金沢市伝統環境保存地区 

 に指定されている。また、開湯１２００年の歴史を誇る深谷温泉や日本で唯一の香辛料の神様

を祀った波自加彌（はじかみ）神社など魅力的な観光資源があるが、全国的な知名度が低く、

集客力も弱いため、観光地金沢への通過点となっている。 

 

（業種別商工業者数の推移） 

業種別では、建設業の割合が最も高く、次いでサービス業、卸小売業と続く。 

事業所数全体では、この１０年間で１，１０６事業所から７４７事業所へと３５９事業所、

３２．５％減少している。 

これは地区内の人口減少や事業主の高齢化による廃業などが主な要因と推測される。当然の 

ことながら、当商工会の会員数も同じ１０年間で１０３事業所、１５．９％減少している状況 

である。 

※森本地区の業種別内訳 

増減

産業分類 事業所数(A) 内小規模事業者 事業所構成比 事業所数(B) 内小規模事業者 事業所構成比 (B)－(A)

建設業 321 275 29.0% 205 197 27.4% ▲ 116

製造業 217 170 19.6% 131 111 17.5% ▲ 86

卸小売業 268 221 24.2% 180 151 24.1% ▲ 88

運輸通信業 44 36 4.0% 23 19 3.1% ▲ 21

サービス業 231 182 20.9% 182 156 24.4% ▲ 49

その他 25 18 2.3% 26 13 3.5% 1

合計 1106 902 100.0% 747 647 100.0% ▲ 359

平成21年4月 平成31年4月

森本地区の業種別内訳

                         （石川県商工会連合会 商工会の現況） 
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【課題】 
（建設業） 

  地区内建設業は、小規模な事業者が多く、土木関係や建築関係がほとんどであり、土木工事業

者については、県、市からの公共事業が受注の大半を占め、売上高は増加傾向にあるが、入札競争

の激化により収益確保が非常に難しくなっている。 
また、人手不足や従業員の高齢化など施工能力の低下から、大規模工事の入札を見合わせるケー

スも見られる。 
  一方、建築業については、個人住宅の新築、増改築が主力であるが、受注については、地区周辺

の地元顧客からの紹介によるものが多く、販売力で優位に立つ大手ハウスメーカー等との競合が課

題となっている。 
  今後ますます収益力の低下、人手不足が予想される中で、熟練の自社技術の承継やＩＴを活用し

た生産性向上への取り組みが必要となる。 
 

（製造業） 
  地区内製造業は、従業員数２０名以下の小規模零細企業が多いが、製品品目は、金属部品、

プラスチック部品、金型製造、木製品製造など多様であり、県内外の取引先に納品している。 
  事業者の多くが、２次・３次の下請けであることから、取引先の発注量に業績が左右され、

またコスト削減や納期の短縮など業務の効率化が求められている。 
  現在、事業主や従業員の高齢化が進んでおり、事業承継に加え、従業員間の技能承継も課題

となっている。 
  今後は、販路開拓・事業拡大に向けて、自社の強みを生かして新分野への挑戦を進めるとと

もに、地区内の金沢市工業団地とのビジネスマッチングに取り組むほか、若手従業員の育成な

ども必要である。 
 

（小売業） 

  地元小売業を取り巻く環境は、国道８号沿線への相次ぐ大型商業施設の進出等により大きく

変化しており、来店客や売上高の減少が続いている。 

   森本商店街会員数も平成５年当時、８７店舗であったが、年々減少し、平成３０年では４０

店舗となり、商店街としての集客力や地元客の利用頻度も大きく低下している。 

  一方、小売業の中には、葡萄農家から洋菓子製造販売へと６次産業化に取り組み全国展開を

進めている企業や、加賀蓮根を原料とした焼酎の商品化に取り組む事業者も見受けられる。 

  今後、大型商業施設の進出等による悪影響も懸念され、自社固有の品揃えや接客サービスの

向上による競争力の強化などが課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※森本商店街会員数の推移（金沢市商店街連盟データ） 
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（飲食・宿泊業） 

 地区内飲食業は３５店であり、日本料理、洋食、スナックと多様で同業種間の競争も激しく、

さらに、国道８号沿線には大手ＦＣのファミリーレストランも数多く進出している。 

 現在、飲食店の中には、新規顧客の獲得に向けて、加賀蓮根料理やジビエ料理など、地元食

材を活用した新商品開発に取り組む動きもあるが、さらに多くの店が独自メニューの開発やＰ

Ｒに取り組み、集客力の強化を図ることが求められている。 

 宿泊業については、４社と少なく、２事業者が温泉旅館、２事業者が簡易宿泊所である。 

温泉旅館については、北陸新幹線の開業効果により観光客が増加しているが、今後さらに首

都圏や海外からの誘客を増やすため、観光行政と連携した情報発信が必要である。 

 ここ数年、両業種とも、後継者不足や人手不足が共通課題となっており、長期的な人材育成 

などの対策が必要である。 

 

（サービス業） 

  地区内のサービス業は、理美容、自動車修理販売、クリーニング店など、多くは小規模事業者

であり、地区内人口の減少が進む中で、いかに売り上げを維持拡大するかが課題となっており、介

護支援など一部業種では人手不足が深刻化している。 
  今後、サービス業者が、大手チェーン店等との差別化を進め、生き残りを図っていくには、顧客

目線によるサービス水準の向上と業務の効率化が不可欠である。 
 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
① １０年程度の期間を見据えて 

   今後、継続的な地区内の人口減少が想定されることから、ＩＣＴの活用など生産性向上や

自社技術を継承する人材育成や円滑な事業承継のための働き方改革に継続的に取り組むこ

とにより、社会変化に対応可能な事業の発展・育成を図っていく。 
   また、２０１５年３月の北陸新幹線開業により首都圏をはじめとした県外との交流人口が

大幅に増加していることを活かして、新たな販路の拡大・需要開拓として首都圏など地区外

へ、当地区内観光資源等のＰＲ強化に取り組むとともに、整備後の森本駅東広場の継続的な

活用により、金沢市の中心市街地に集中する観光客等を地区内に呼び込むことで、地区商店

街など小売業等の振興を図っていく。 
 

②金沢市の計画との連動 
イ. 金沢市新産業創出ビジョン（2018 年 10 月策定） 

  金沢市は、歴史に裏打ちされた産業分野での創造力、伝統工芸から現代美術の幅広い分

野を網羅する文化力、高等教育機関が集積する知力など、金沢が持つ資産やポテンシャル

を最大限に活用し、第４次産業革命に対応した新産業を創出し、併せて、働き方改革を推

進することにより、市民の快適な暮らしの向上と、地場産業の活性化に取り組むこととし

ており、ＡＩ、ＩoＴ等設備整備の促進のためのシステム導入に対する補助制度などを活

用することで、生産性の向上や新製品の開発につなげていく。 

  

ロ. 金沢市ものづくり戦略２０１５（2015 年 3月策定） 

地域経済の担い手である中小企業を中心とした「ものづくり産業」を振興するため制定

した「金沢市ものづくり基本条例（2009 年制定）」の行動計画として策定した。    

基本方針として「①次代を担う産業人材の確保・育成」では、企業における技能の承継

や後継者養成に向けた取り組みを行い、「②事業基盤の強化と企業立地の促進」では、中

小企業の経営力強化や多様な連携の促進と工業団地の活性化を図り、「③新産業の創出と

起業支援の強化」ではＩＣＴを活用した新産業の創出を目指し、「新製品・新技術の開発
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と成長分野への展開支援」を行うとともに、「④販路開拓と海外展開支援」として、ブラ

ンド力を活かした販路拡大や国内外における見本市出展の促進の取組を積極的に支援す

ることとしており、創造産業都市・金沢の実現を目指して独創性と多様性に富んだものづ

くり産業の振興につなげていく。 

     

ハ.金沢版働き方改革推進プラン（2019 年 2 月策定） 

働きやすいまち金沢の将来像を見据え、高齢者をはじめ多様な人材が活躍するとともに、

労働生産性を高めながら、仕事と家庭さらには地域活動等との両立が促進される持続的な

街を目指して、『生涯にわたり働きやすいまち金沢』を基本理念に掲げている。 

基本方針の一つである「多様な人材の活躍促進に向けた環境づくり」で、重点事項とし

て「生涯現役社会に向けた高齢者の就労拡大」を掲げるほか、「女性や若者が活躍しやすい

環境の整備」等に取り組む。 

 

ニ.金沢市観光戦略プラン２０１６（2016 年 3月策定） 

  金沢の観光が目指す姿として、①「ほんものの日本」を継承し、創造するまち、②四季

折々何度でも訪れたいまち、③市民の暮らしが魅力的なまち、④日本海側のハブとして広

域観光をリードするまち、を掲げるとともに、「金沢」及び圏域全体の地域経済の活性化を

目指す。 

   

以上のとおり、金沢市の各プランやビジョンが目指す方針や取り組みの内容は、前項①で

述べた「１０年程度の期間を見据えた」振興のあり方に整合したものとなっており、今後も

金沢市と密接に連携し、具体的施策を活用しながら、小規模事業者の中長期的振興を目指し

ていく。 

 
③ 商工会としての役割 

石川県や金沢市、各種支援機関との連携をさらに強化し、支援制度等を有効に活用しな

がら、最も身近な支援機関として、小規模事業者の経営課題の解決や経営ビジョンの設計

等に、伴走型支援により共に取り組み、下記項目の実現を目指していく。 
・ＩＣＴの活用による業務効率化や顧客満足度の向上 
・地元ものづくり産業における「独創性・多様性」を活かした製品開発及びブランド化 
・新商品、新サービスの開発支援による個店の競争力強化 
・販路開拓につながる商談会等の出展促進やＰＲ活動の強化 
・個店の魅力向上による中心商店街の活性化 
・地域資源を活用した森本発特産品のブランド化と集客力の強化 
・地区内観光資源の知名度アップによる海外等からの誘客推進 
・新規イベントの開催などによる交流人口の拡大 

 
（３）経営発達支援事業の目標 

  地域の現状及び課題、振興の在り方を踏まえ、本商工会では以下の目標を掲げる。 

   ①大型商業施設と共存可能な個店の競争力強化 

②新たな需要開拓と販路の拡大 

③生産性の向上と人材育成による経営基盤の強化 

④新商品開発及びブランド化の推進 

⑤円滑な事業承継と新規創業の促進 
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（４）目標の達成に向けた方針 

  本商工会の目標達成に向けた方針は、以下のとおりとする。 

①経営体質の強化に向けて、事業計画の策定を通し、商品・サービスについて自社の強み 
を強化するとともに、ホームページやＩＴ活用による情報発信に取り組むことにより、 
新規の顧客を獲得する。 
 

②新たな需要を開拓するために、魅力ある店づくりや共同販促ＰＲ活動に取り組み、併せ 

てインターネットを活用した販売力の強化や県内外の商談会への出展を促す。 

また、地区内工業団地進出企業と地元事業者の新規取引を検討するため、ビジネス商談 

会を実施し、販路拡大を図る。 

 
③人手不足に対応するため、ＩＣＴや補助金などを活用し、生産性向上に取り組むととも 
に、関係機関と連携し、人材確保と職場定着を支援することにより、経営基盤を強化す 
る。 

 
④地域資源を活用した新商品の開発を進め、商品の認知度を高めるＰＲ活動に行政と連携 
して取り組むことにより、観光客や顧客の増加につなげる。 
さらに、商品パッケージやキャッチフレーズなど商品力強化に取り組み、地域特産品と 
してブランド化を支援する。 

 
⑤事業承継の課題等について小規模事業者の実態を把握するとともに、個別相談を実施す 
るほか、専門機関と連携し円滑な事業承継を進める。 

また、創業希望者については、身の丈にあった創業計画の策定支援を進め、行政や専門 
家による伴走型支援体制により、地区内の創業活動を促進する。 
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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（令和２年４月１日～令和７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  

 

（１）現状と課題 

【現状】   

これまで当商工会で実施してきた経済動向調査は、巡回･窓口相談時において口頭にて聞 

き取りする形であり、具体的な質問項目も決めていなかったことから、多分に感覚的な景況 

感の把握となり、傾向や課題の抽出に活用するためには不十分であった。よって、小規模事 

業者に対するフィードバックも実施されず、経営改善に活かされていなかった。 

【課題】   

上記の調査だけでは、事業者のための今後の経営の方向性の判断材料としては乏しいた 
め、より詳細な専門的分析が必要なことからビッグデータ等を活用し、事業者に示すことで 
経営に活かしていく。 

 

（２）事業内容 

 ① 国が提供するビッグデータ活用【新規】 

当地区において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を

集中投下し、効率的な経済活動を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済

分析システム）を活用した地域の経済動向分析を行い、公表する。 

 

・分析手法「地域経済循環マップ・生産分析」 ⇒ 何で稼いでいるか等を分析 

         「まちづくりマップ・From-to 分析」 ⇒ 人の動き等を分析 

         「産業構造マップ」 ⇒ 産業の現状等を分析 

                   ※上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

     ・実施回数 年１回実施 

 

② 森本商工会景気動向アンケート調査【新規】 

     当商工会管内の各業種から抽出した小規模事業者を対象に、アンケート調査を実施

し、地区内の経済動向の実態を把握することにより、経営分析及び事業計画策定などに

活用する。   

 

・調 査 項 目 売上高、仕入れ価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資など 

・対象事業者 卸･小売業 １０社  サービス業 １０社  飲食業１０社 

            建設業   １０社  製造業   １０社          （計５０社） 

・調査方法等 郵送により記入後返送 年２回   

・分 析 手 法 経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う。 
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 （３）成果の活用  

・調査、分析結果は当会ホームページに掲載し、広く事業者等に周知するとともに、経営

分析及び事業計画策定に活用する。 

・経営指導員が巡回、窓口相談を行う際の参考資料とする。 

 

 （４）目標   

支援内容 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①国ビッグデータ活用の 

公表回数 
― １回 １回 １回 １回 １回 

②景気動向アンケート調 

査の公表回数 
― 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

 

 
２．経営状況の分析に関すること 

 
（１）現状と課題 

【現状】  

これまでの経営分析は、金融支援の際に金融機関に提出するための資料や、補助事業申請 

のための事業計画作成支援時に簡易的な経営分析資料を作成する程度であり、計画的な経営 

改善を導くための経営分析は行っていなかった。 

【課題】  

今回、当商工会にて小規模事業者を対象に「小規模事業者経営発達支援計画策定に関する 

アンケート調査」（平成３０年５月）を実施したところ、経営の分析を行っていない事業者 

は、７９件中４２件（５３．２％）、そのうち半数が経営分析の指導を求めている。  

  ①経営状況を分析済みである              ３７件 構成比４６．８％ 

  ②経営状況の分析はしておらず、分析作業の指導を要する ２１件 構成比２６．６％ 

  ③経営状況の分析はしておらず、分析の必要はない    ２１件 構成比２６．６％ 

                      （対象事業者１００件 有効回答７９件） 

 

今後は、経営分析に取り組む小規模事業者の掘り起こしを行い、経済・社会情勢の変化に 

対応し、問題に直面する前に計画的な経営改善に取り組むためのツール、及び今後の事業計

画策定に活用できるようにする必要がある。 

 

（２）事業内容   

① 経営分析セミナーの開催【新規】 

      経営分析を実施していない事業者を対象にセミナーを開催し、経営分析の手法や経

営指標の見方を学び、現状把握、課題抽出を図ることにより、経営分析の必要性を認

識させると共に対象者の掘り起こしを行う。 

  

    ・期  間 ２日間コース ※年１回 

   ・講  師 中小企業診断士、税理士等 

   ・内  容 自社の現状分析（定性面）、決算書等から見る自社の現状（定量面） 

   ・募  集 当会ホームページ、募集チラシにて広く周知 

   ・参加対象 地区内小規模事業者  
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② 経営分析セミナー参加者・記帳継続指導先に対する経営分析【新規】 

 経営分析セミナー参加者、記帳継続指導先を対象に、分析ソフトを活用し、定期的 

な財務診断に基づく経営分析を行う。 

     また、定量面の分析だけではなく、事業主へのヒアリングシートを活用し、市場環 

境や自社の強み・弱みのなど定性面の把握にも努め、経営課題の抽出につなげる。 

    ・対  象 経営分析セミナー参加者で販路開拓を考えている事業者  

          記帳継続指導先 

    ・分析方法 公的機関がつくった自己診断システム等を活用 

 

③ 巡回・窓口相談による経営分析【新規】 

       巡回・窓口での様々な経営相談の機会を活かし、小規模事業者へ経営分析の必要性・

有効性を説き、分析ツールを活用した定量評価を行うほか、事業主へのヒアリングシー

トを活用し、定性的な分析を行い、経営課題を見出す。 

    ・対  象 巡回・窓口相談事業者 

     ・分析方法 ローカルベンチマーク（経済産業者提供ソフト）等 

 

   ＊上記②③の経営分析項目 

   〔定量面〕 

    ・収益性（売上高総利益率、総資本営業利益率、債務償還年数など） 

    ・効率性（総資本回転率、売上債権回転日数、棚卸資産回転日数など） 

    ・生産性（一人当たり売上高、一人当たり有形固定資産額、一人あたり経常利益など） 

    ・安全性（自己資本比率、流動比率、固定長期適合比率など） 

    ・成長性（前年比増収率、総資本回転率、自己資本比率増減など） 

   〔定性面〕 

    ・顧客、自社、競合の分析を実施 

    ・小規模事業者の S:強み、W:弱み、O:機会、T:脅威に対する現状分析を行い、市場に

おけるビジネス機会を把握 

 

 （３）成果の活用  

・分析結果については事業者へフィードバックし、経営課題の発見、販路拡大につな   

げる。 

    ・分析結果や個社データは、職員間で共有を図り、経営指導員が経営計画策定支援 

     の際に活用する。 

 

 （４）目標 

 支援内容 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①セミナー開催回数 ― １回 １回 １回 １回 １回 

②セミナー参加者・記帳 

指導先の経営分析件数 
― 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

③巡回・窓口指導による 

経営分析件数 
― 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

④分析件数合計 ― 40 件 40 件 40 件 40 件 40 件 
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３．事業計画の策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

これまで策定してきた事業計画は、融資や補助事業申請時に策定していた限定的な計画で 

あり、また、経営力向上などの取り組みを促す指導も不十分であった。 

また、平成３０年５月に実施した「小規模事業者経営発達支援計画策定に関するアンケー 

ト調査」によると、事業計画の未策定事業者は７７件中５７件（７４．１％）にも達し、こ 

のうち３１件（４０．３％）が必要ないと回答しており、事業者の意識改革が必要である。 

   

    ①事業計画を作成済みである       ２０件  構成比２５．９％ 

    ②事業計画の作成の指導を要する     ２６件  構成比３３．８％ 

    ③事業計画の作成の必要ない       ３１件  構成比４０．３％ 

                    （対象事業所１００件 有効回答７７件） 

【課題】 

事業計画策定の必要性や事業効果などを紹介するセミナーの開催により、事業計画策定へ 

の意識を高め、事業計画の策定を促す。さらに、個別相談会を開催し、計画策定に当たって 

の疑問点や課題の対応策などをわかり易く説明・指導するとともに、自社に適した事業計画 

策定を進め、小規模事業者の経営体質の強化を図る。 

 

（２）支援に対する考え方 

一過性の売上アップではなく、継続的に顧客を獲得できるようになることを目指し、前 

向きに売上増加に取り組もうとする意欲のある小規模事業者の事業計画の策定を支援す 

る。併せて、小規模事業者持続化補助金の申請を契機として経営計画の策定を目指す事業 

者の中から、実現性の高いものを選定し、事業計画の策定につなげていく。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定セミナーの開催【新規】 

経営分析を実施した事業者等を対象に事業計画策定セミナーを開催し、事業計画の必

要性、有効性をアピールすることにより、事業計画の策定を促す。 
   

 ・対  象 経営分析を実施した事業者等 

 ・募  集 当会ホームページ、募集チラシにて広く周知 

・期  間 ２日間コース 

・講  師 中小企業診断士、企業経営者  

  ・内  容 １日目 事業計画の必要性、顧客・市場ニーズ把握、 

        ２日目 目標の設定と売上計画、利益計画作成ポイント 

 

②事業計画個別相談会による計画策定支援【新規】 

事業計画策定セミナー受講者を対象に定期的に個別相談会を開催し、事業計画策定に

当たっての疑問点や課題の対応策について、専門家活用による説明・指導の実施とあわ

せ、経営指導員が各事業者に張り付き、事業計画策定までを支援する。 

 

   ・対  象 事業計画策定セミナー参加者等 

   ・募  集 当会ホームページ、募集チラシにて広く周知 



１１ 
 

   ・開催回数 年２回 

   ・内  容 経営指導員が個社にマンツーマンで張り付き、中小企業基盤整備機構の「経

営計画つくるくん」や個別計画モデルを活用した計画策定個別相談を実施 

   ・講  師 中小企業診断士等 

 

（４）目標 

支援内容 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

事業計画策定件数 － 30 件 30 件 30 件 30 件 30 件 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

     【現状】 
これまでは、訪問回数が少なく、また、小規模事業者持続化補助金等の補助事業や融資 

申請時に作成した事業計画書、経営改善計画書について、実施状況に対するフォローアッ 
プが継続的に実施されず、事業計画の進捗状況については、十分に把握していなかった。 

【課題】 

事業計画策定後の進捗状況等について、定期に巡回指導を行い、小規模事業者の疑問や 
課題に対応し解決を図るとともに、事業計画の修正や見直しが必要な場合、専門家による 
指導を行う。また、人手不足等などにより、作業の効率化が必要な場合には、生産性向上 
や人材確保について、適宜、国等支援制度を活用するなど、伴走型フォローアップを実施 
する。  

 
（２）事業内容 

経営指導員によるフォローアップ 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪

問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減ら

しても支障がない事業者とを見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。事業計画

策定３０社のうち、５社は毎月１回、１０社は四半期に一度、他の１５社については年

２回とする。ただし、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。  

なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合

には、外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応

方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。 
 

（３）目標 

支援内容 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

フォローアップ対象事業者 

数 
－ 30 件 30 件 30 件 30 件 30 件 

頻度（延べ回数） － 130 回 130 回 130 回 130 回 130 回 

売上３%以上の増加目標事業

者数 
－ 20 件 21 件 22 件 23 件 24 件 

利益率３%以上の増加目標事

業者数 
－ 20 件 21 件 22 件 23 件 24 件 
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５．需要動向調査に関すること 

 
（１）現状と課題 

【現状】 
これまでは、小規模事業者に対し、需要動向調査を実施していない。 

【課題】 

小規模事業者の販売する商品・サービスは、顧客ニーズが捉えられておらず、事業者側 

の独りよがりになってしまうことがあった。今後は、事業者に「マーケットイン」の考え 

方を浸透させたうえで商品開発を行い、受注獲得のために需要動向調査を実施する必要が 

ある。 

  

（２）事業内容 

①地元特産品の加賀野菜（加賀れんこん、金時草など）等を活用した新商品を開発するため、

地元信用金庫が開催する「しんきんビジネスフェア」において、来場するバイヤーに対し、

試食やアンケート調査を実施する。 

【サンプル数】 

来場者５０人   

【調査手段・手法】 

事業計画策定後の実施支援を行っている事業者や会報・ホームページを見て出店希

望する事業者に対し、毎年秋に開催される「しんきんビジネスフェア」にて、経営指

導員が同行し、バイヤーに対し聞き取りの上、アンケート調査を実施する。  

【分析手段・手法】 

調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞き、経営指導員が分 

析する。  

【調査項目】 

①味、②硬さ、③色、④大きさ、⑤価格、⑥見た目、⑦パッケージ、⑧取引条件 等 

【分析結果の活用】 

調査終了後、速やかに報告書をまとめ、当該事業者に対して 経営指導員が直接説明

する形でフィードバックし、商品の開発・改良に活かしていく。 

 

②新商品や新サービスの開発等における事業計画策定中の事業者に対して、開発しようとす

る商品等が想定したターゲットにとって、どの程度のニーズやウォンツを有するかを日経

テレコンや日経流通新聞等を活用して調査する。  

【分析手段・手法】  

イ．｢総務省の家計調査」 

ロ.「日経テレコンのＰＯＳ情報」 

ハ.「日経流通新聞の消費トレンド情報」 

等により取得した情報を基に、必要に応じてよろず支援拠点の販路開拓等の専門家に 

意見を聞き、経営指導員が分析する。  

【調査項目】  

イ．家計収支、家計貯蓄･負債、家計消費指数等  

ロ. 新商品が属するジャンルの消費動向、売れ筋等ビジネスに直結する情報等 

ハ. 一歩先読みした流通・消費動向情報等 
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【分析結果の活用】  

調査した内容は、速やかに報告書をまとめ、当該事業者に対して経営指導員が直接

説明する形でフィードバックし、商品の開発・改良に活かしていく。 

 

（３）目標  

項 目 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①調査対象事業者数 ― 2 社 2 社 3 社 3 社 4 社 

②調査対象事業者数 ― 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

 

 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 
商店街店舗等が、販促チラシ「※北金沢ショップ」によるＰＲ活動に取り組んでいるが、 

  配布範囲も地区内と狭く、効果は限定的である。また、ネット販売や商談会の出展は僅かで 
  あり、これら販促活動、商談会出展への事前・事後のフォローが不十分であった。 
    ※北金沢とは…森本地区が金沢の北部に位置し、「森本」よりも「金沢」という地名の方 
          が全国的に知名度は高いため、「北金沢」という地名を使用している。 

【課題】 
商工会が、事業計画を策定した事業者に対して、より広域的なＰＲ活動、商談会出展への 

支援を行うことにより、事業者の販路開拓につなげることである。 

具体的には、魅力ある店舗づくりや情報発信力の強化等により需要の拡大を図るととも 
に、インターネットショッピングサイトへの出品やホームページの開設などネット販売力の 
強化を進め、新規需要を開拓する。さらに、商談会の出展を積極的に支援するほか、工業団 
地進出企業との懇談会を新たに開催し、地元事業者の新規取引を拡大する。  
 

（２）事業内容 

①商談会への個別相談と出展支援 【新規】 

 当会ホームページ等により商談会の情報提供を進め、事業計画を策定した事業者に対し

て、出展希望の内容や目指す商談会等について、個別相談を行う。また、出展に伴うチラシ

や試供品などＰＲ関係の準備支援を進め、成約に至らなかった場合は、改善点等を分析・助

言し、次回出展につなげる。 

 

【出展予定の主な商談会】 

イ．「森本地区ビジネス商談会」（ＢｔｏＢ） 
森本地区内の金沢テクノパークと金沢森本インター工業団地の進出企業と地元事業者

による商談会を森本商工会主催で開催し、ニッチ分野での新たな需要の開拓につなげる。 
・主   催 森本商工会 
・商 談 分 野 小売、サービス、建設、工業等 
・買い手企業 １２社参加 （令和元年度実績）※進出企業側 
・売り手企業 ２８社参加 （令和元年度実績）※地元事業者側 
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ロ．「かなざわマッチング商談会」（ＢｔｏＢ） 
     北陸３県の商工会、商工会議所が連携して行う「完全事前調整型」の商談会への出展 

を支援し、新たな需要の開拓につなげる。 
    ・主   催 北陸３県商工会議所 
    ・商 談 分 野 製造業、小売業、卸売業等 
    ・参加企業数 ２５７社  （平成３０年度実績） 
    ・商 談 件 数 ３６６件  （平成３０年度実績） 
 

ハ．「しんきんビジネスフェア 北陸ビジネス街道」（ＢｔｏＢ） ※隔年開催 
北陸３県１６信用金庫が合同で開催するビジネスマッチング商談会への出展を支援

し、新たな需要の開拓につなげる。 
・主   催 一般社団法人 北陸地区信用金庫協会 
・商 談 分 野 製造業、ＩＴ産業、食品、住宅、衣料、観光、農業分野等 
・参加企業数   ３０２社 （平成２９年度実績） 
・来 場 者 数 ３，２００人 （平成２９年度実績） 
・商 談 数 ２，７３７件 （平成２９年度実績） 

     
②大型商業施設と共存可能な魅力ある店づくり【新規】 

他店との差別化を図り、また、個店の魅力を向上させるため、必要な仕掛けや工夫につい

ての勉強会を開催し、特徴ある品揃えやサービスの開発、魅力ある店づくりを支援する。 

 

●販促チラシ「北金沢ショップ」を活用した販路拡大【既存拡充】（ＢｔｏＣ） 

   ・販促チラシ作成 商工会が共同販促チラシを作成、掲載店が協調してセールやクーポ

ン等の特典をつけ実施 

・配布範囲等   中心部から以北（商工会区域外含む） 年２回（新聞折り込み） 

   ・配布予定数   約４０，０００枚×２回分 

・募集対象    事業計画を策定した事業者 

   ・情報発信    販促に加えて、イベント情報などを掲載 

 

③インターネットによる販売力強化支援【新規】 

 インターネットの活用により、商品・サービス等の認知度が飛躍的に高まり、また、取引

先の開拓についても、全国的な展開が可能となることから、インターネット販売を敬遠して

いる小規模事業者に対し、当初の手続きからインターネット販売の開始・運用に至るまでの

支援を行い、インターネット販売力の強化を図る。 

 

●ネットショッピングサイトへの出品販売（ＢｔｏＣ） 

出品に関心がある小売、飲食、サービス業等の事業計画を策定した事業者に対して、

全国商工会連合会が運営しているインターネットショッピングサイト「ニッポンセレク

ト.com」などへの出品を促し、売り上げ拡大に向けて販売促進支援を行う。 
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（３）目標 

支援内容 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

（以下、ＢｔｏＢ） 

①イ．森本地区ビジネス商談会 

参加事業者数 
－ 35 社 40 社 40 社 45 社 45 社 

イ．成約件数 － 3 件 5 件 5 件 7 件 7 件 

①ロ．かなざわマッチング商談会 

参加事業者数 
－ 2 社 3 社 4 社 5 社 6 社 

ロ．成約件数 － 2 件 3 件 4 件 5 件 6 件 

①ハ．しんきんビジネスフェア 

参加事業者数 
－ － 1 社 － 3 社 － 

ハ．成約件数 － － 1 件 － 3 件 － 

（以下、ＢｔｏＣ） 

②販促チラシ「北金沢ショップ」 

記載事業者数 
－ 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社 

②１社あたりの売上額 － 2 万円 3 万円 5 万円 5 万円 7 万円 

③ネットショッピングサイト出 

品事業者数 
－ 2 社 3 社 4 社 5 社 5 社 

③１社あたりの売上額 
－ 1 万円 2 万円 3 万円 4 万円 5 万円 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題  

【現状】 

少子高齢化の進行や国道沿線の大型店進出により、森本商店街や周辺の小規模小売店は、厳

しい経営状況が続いている。 
一方、森本駅では、平成１４年に駅再整備事業により、駅舎が建て替えられ、現在は、金沢 

 市により駅東広場整備事業が進められている。 
 
【課題】 

地元では、地域の活性化に向けて、商工会、森本商店街、そして地域住民が一体となり、夏

の「北金沢夏まつり」、秋の「食とアートの交流展」など、各種交流イベントを開催している

が、マンネリ化しており、見直しが必要になっている。 
また、地区内には３０ha に及ぶ県の未利用地があり、長年にわたり地元町会が恒久的な活

用を求めてきている。平成３０年７月には、連合町会や商工会も含めた「県有地（二日市地内）

開発促進同盟会」が組織され、精力的に要望活動を進めた結果、県は活用策の検討に向けて地

盤調査を開始した。 

 今後の活用策の策定と早期事業化が、地域活性化に大きくかかわることから、本会としても 

交流拠点となる施設整備の実現を目指している。 

 

（２）今後の方針 
小規模事業者の持続的発展には、その経済活動の基盤となる地域経済の活性化が何より重要

であることから、交流人口の拡大を図るため、地域の特色を生かした取組をさらに進めていく。 

当地区では、当商工会並びに森本地区の５町会連合会、社会福祉協議会等による森本地区町

会長全員協議会が組織され、毎年、石川県、金沢市と意見交換や協議を進めており、引続き、

地域の活性化に資する交流広場の整備を進めるとともに、交流イベントなどソフト対策の強化

を推進していく。 

さらに、観光客誘致や販路開拓を進めるため、森本地区の観光施設や特産品について、首都

圏等への情報発信に取り組んでいく。 

 
≪森本駅東広場配置図≫ 

  
 賑わいイベント機能、憩い・交流機能、交通結節機能 

≪森本駅東口≫ 
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≪地元野菜採れたて朝市      

｢森本駅 2階ｺﾝｺｰｽ｣にて≫ 

（３）事業内容 

①「森本商工会行政金融連絡会議」の開催 

地区内の経済・金融動向や公共事業の進捗、地域資源の活用、観光産業の活性化など、森

本地区の活性化を協議するため、「森本商工会行政金融連絡会議」を下記のとおり開催する。 

商工会は、連絡会議の事務局を担うとともに、森本地区内の活性化の中心的な役割を果た

していく。 

  ・開催回数    毎年１回 

  ・参加機関    金沢市（産業政策課、都市計画課、企業立地課）、 

日本政策金融公庫金沢支店、地域金融機関２行３庫、 

森本商工会（正副会長および業種別部会長） 

 

②『食とアートの交流展』 飲食店と芸術家のコラボレーションによる地域活性化事業  

 

当地区を活動拠点にしている陶芸･織物･漆芸など 

の作家による芸術活動と飲食をマッチングさせた

｢食とアートの交流展｣を開催。 

〝北金沢〟ブランドの定着化を目指すこのイベン 

トは、本年で１４回目を迎えるが、作家と飲食の組み 

合わせが固定化していることもあり、今後は、多様な 

コラボレーションを検討するとともに、地区外への情 

報発信にも力を入れていく。 

≪参加者が造る作品を指導する陶芸家   ・開催回数    毎年１回 

｢食とアートの交流展開催飲食店｣にて≫  ・連携機関    金沢市、森本地区飲食店、 

                              森本地区芸術家団体、 

                              森本商工会 

 

③『並行在来線活性化事業』 森本駅等利活用促進による地域活性化事業                 

 

金沢駅より２駅隣に位置する森本駅は、北陸新幹 

線金沢開業に伴い、ＪＲから経営分離された並行在

来線（ＩＲいしかわ鉄道）が行き来する駅であり、

当商工会は、森本商店街振興会、金沢市及びＩＲい

しかわ鉄道と連携し、森本駅利用促進や森本駅周辺

の活性化を目的とした事業を実施している。 

・開催回数    毎年１回 

                    ・参加機関    森本商店街振興会、 

                             金沢市、ＩＲいしかわ鉄道 

                             森本商工会 
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④『北金沢夏まつり』 地域住民や学生との連携による地域活性化事業  

 

北金沢夏まつりは、地域が一丸となり開催してい

るイベントであり、地元の高校や特別支援学校から

全面協力を得て、行っている。 

会場には、商工会をはじめとし、町会、地元金融

機関等が焼きそばやかき氷などで出店しており、地

域の恒例行事として親しまれている。 

今後は、北金沢ならではの特色を生かした催しを

増やすことにより、集客力の向上に取り組む。 

                    ・開催回数    毎年１回 

                    ・連携機関    森本商工会、森本地区各町会、 

≪北金沢夏まつりﾎﾟｽﾀｰ≫              地元金融機関等 

 

 

⑤『森本駅東広場利活用計画策定事業』 賑わい交流広場整備に伴う地域活性化事業 

 

令和３年春に完成予定の森本駅東広場の活用策

について、金沢市や森本商店街と連携し、定期的

な賑わい創出イベントの開催や交流広場としての

活用などを検討する。 

当商工会においても「森本駅東広場利活用策」 

                     を重点事業と位置づけ、当会商業部会が中心とな 

                     り、勉強会等を実施している。 

今後、金沢市との調整を行いながら、具体案を

絞り込み、運営主体等についても検討を進める。 

・開催回数    年２回 

・参加機関    金沢市、ＩＲいしかわ鉄道、 

                              各町会、森本商店街振興会、 

                              森本商工会等 

 

 

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 

現状は、下記連絡会等に参加し、知識を深めているが、最新の金融情報や新しい支援手法な

どの知識を更に深めていくことが課題であり、下記の連絡会議等へ積極的に参加し、支援力の

強化を図っていく。 

 

（２）事業内容 

①商工会経営支援連絡会議（年４回開催） 

   石川県商工会連合会が主催。県内全商工会の経営指導員と各商工会管内の小規模事業者の 

現状および動向･各種施策･支援事例等について情報共有･意見交換を行う。  
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  ②小規模事業者経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会（年２回開催） 

   日本政策金融公庫が主催。県内全商工会の経営指導員と日本政策金融公庫の担当者を交え 

て、経営改善貸付の現状、融資制度の概要、各商工会管内の景況等について情報の共有や意 

見交換を行う。 

 

  ③森本商工会行政金融連絡会議（年１回開催） 

当商工会が主催。金沢市(産業政策課･都市計画課･企業立地課)各課担当者、日本政策金融 

公庫･地域金融機関２行３庫の各支店長、当商工会正副会長・業種別部会長・経営指導員な

どにより、森本地区の経済・金融動向や地域資源の活用、観光産業の活性化等について協議

し、情報の共有や意見交換を行う。 

 

   ④金沢市雇用対策協議会（年１回開催） 

   金沢市、金沢商工会議所、産業界、国行政機関等が参画する「金沢市雇用対策協議会」に 

  出席し、金沢市の最新の雇用情報等の収集を図るとともに、雇用対策のノウハウを共有する 

  ことで事業所向け支援力の向上に努める。 

    

⑤産業振興連携協力に関する協定 

当商工会と５信用金庫間において、小規模事業者の経営改善や経営支援について、連携や 

  協力を行うことを目的に、「産業振興連携協力に関する協定」を平成２７年２月に締結した。 

しんきん特別融資、ビジネスマッチング支援、企業立地の促進等に関して、相互の情報や 

支援ノウハウを共有し、人的及び知的資源などを効果的に活用し、支援を推進。 

 

 

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、研修会参加等により、経営指導員の資質向上を図っているが、求められる支援内容の

多様化に対応するため、下記の事業を実施することにより、経営指導員の資質向上と事務局内

の情報共有を進め、経営指導員だけではなく、組織全体の支援能力・連携力の更なる向上を図

る。 

 

 （２）事業内容 

①外部研修会等への参加 

中小企業基盤整備機構主催の小規模事業者支援研修会（年３～５回）や、石川県商工会連

合会及び石川県商工会議所連合会共催の経営指導員研修会(原則年２０時間以上)、共済事業

や税務等に関する研修会に参加し、実務能力や支援能力を高める。 

参加した職員は、研修会報告書を作成し、全職員に回覧し、さらに重要事項は口頭でも伝

えることで、情報共有を徹底する。 

  

②支援事例合同勉強会への参加 

   毎年１回、当商工会職員と周辺のかほく市、内灘町、津幡町の各商工会に所属する職員が、

具体的な経営支援事例を持ち寄り、支援の進め方や考え方等について意見交換を行い、支援

能力の向上を図るとともに、情報共有を進める。 
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  ③公的資格取得による自己啓発 

   職員各々が自己研鑽により、中小企業診断士･社会保険労務士などの公的資格取得を目指

す。また、関係機関等が主催する資格取得に係る研修について積極的に参加する。 

 

④事務局全職員による情報交換会の開催 

   毎週、事務局全職員による情報交換を行い、支援状況の把握、今後の進め方等について、

情報や支援ノウハウの共有化を進め、組織の機能向上に取り組む。 

 

 

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)本計画に記載の事業の実施状況及び成果等について、下記により評価及び見直しを毎年度

行う。 

【経営発達支援計画】PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)外部有識者を交えた「経営発達支援事業評価委員会」を年１回以上開催し、評価･見直し方

針を決定する。  

【経営発達支援事業評価委員】  中小企業診断士（外部有識者） 

金沢市産業政策課担当者（市） 

小規模事業者代表（２名） 

森本商工会会長 

石川県商工会連合会担当者 

法定経営指導員         以上 7 名 

 

(3)評価･見直し方針に基づき、事務局において改善方法を検討、事業実施に反映する。 

 

(4)事業の成果･評価･見直し等については、役員会に年１回以上報告し、承認を受ける。 

 

(5)事業の成果･評価･見直し等の結果については、当商工会ＨＰや会報誌（年６回発行）等に

て掲載することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 

    Plan 
【支援計画策定】 
   役員会 

   Action 
【改善】 

  事務局 

Do 
【実行】 
事務局 

Check 
【評価・意見】 
経営発達支援事業

評価委員会 
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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 

（令和元年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

    連携 

 

 

 

 

 

報告 評価・意見          連携 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営発達支援事業評価委員会】 
・中小企業診断士 
・金沢市経済局産業政策課担当者 
・小規模事業者代表（２名） 
・森本商工会長 
・石川県商工会連合会担当者 
・法定経営指導員 

森本商工会事務局 
事務局長    １名 
法定経営指導員 １名 
経営指導員   １名 
補助員     １名 
一般職員    １名 

 

金沢市経済局 
産業政策課 

【経営発達支援事業の実施主体】 

【連携先】 
・石川県 
・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 
北陸支部 

・石川県中小企業診断士会 
・森本商店街振興会 
・深谷温泉観光協会 
・日本政策金融公庫金沢支店 
・北國銀行森本支店 
・北陸銀行東大通支店 
・金沢信用金庫森本支店 
・興能信用金庫柳橋支店 
・のと共栄信用金庫森本支店 
・石川県商工会連合会 



２２ 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

◆氏 名：加納 渉 

  ◆連絡先：森本商工会 電話番号 076-258-0276 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援事業の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、 

事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

森本商工会 

〒920-3116 石川県金沢市南森本町ホ５９－１ 

電話番号 076-258-0276 FAX 番号 076-258-0289 

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

メールアドレス morimoto@shoko.or.jp 

 

②関係市町村 

金沢市経済局産業政策課 

   〒920-8577 石川県金沢市広坂１丁目１番１号 

   電話番号 076-220-2204 

   メールアドレス sansei@city.kanazawa.1g.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

必要な資金の額 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

 

 

経済･需要動向調査費 

 

講習会等開催費 

 

販路開拓支援費 

 

地域活性化対策費 

 

支援能力向上対策費 

 

300 

 

1,000 

 

1,000 

 

0 

 

100 

 

300 

 

1,000 

 

1,000 

 

0 

 

100 

 

300 

 

1,000 

 

1,000 

 

0 

 

100 

 

300 

 

1,000 

 

1,000 

 

0 

 

100 

 

300 

 

1,000 

 

1,000 

 

0 

 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

国補助金、県補助金、市補助金、会費収入、手数料収入、各種受託料収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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