
経営発達支援計画の概要 

実施者名 新潟商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目  標 

中小企業及び小規模事業者が活動する地域(=市場)を活性化するために、定住人口の

減少を克服するとともに、観光振興等により交流人口を増加させることを中長期的な

目標とする。目標実現のため、新潟県、新潟市、その他支援機関等と連携して小規模

事業者の経営力向上や販路拡大など持続的発展につながる伴走型の経営支援事業を実

施するほか、創業・起業の支援についてもより一層強化する。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

従来から実施している景況調査の他、当該地域の特性（立地環境や年齢層など）を調

査する「地域特性調査」を実施し、それらの結果を地元小規模事業者（創業予定者も

含む）にフィードバックする。 

２．経営状況の分析に関すること 

経営指導員による巡回・窓口指導や各種セミナー等の機会を通じて、事業の継続・発

展のために経営状況の分析が重要であることを啓発して、経営分析を実施する小規模

事業者を掘り起こし、経営指導員及び各支援機関・専門家等との連携により各種経営

分析を実施する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営分析の結果に基づき、実効性のある事業計画書の策定を促し、それを経営指導員

がサポートする。また、創業や第二創業の希望者や事業承継を検討している経営者に

対しても、個別相談やセミナー等の機会を通じて事業計画の策定を働きかける。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画の策定を支援した小規模事業者等について定期的かつ継続的に情報交換し

て、経営状況を把握し、必要に応じて金融の斡旋や指導・助言を行う。特に創業者に

対しては開業直後から一定期間は接触頻度を高めるなど手厚い支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

相談者の売上や利益の確保・拡大に寄与するために、取扱商品等の強みや、顧客ター

ゲット層や競合状況等について把握した後、外部専門家や外部データベース等を活用

して、相談者の事業形態に見合った販路開拓等に関するアドバイスを行う。また、消

費トレンド等、需要動向に関するセミナーを適宜開催して最新情報を提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

販路開拓支援の一助として、他の中小企業支援機関とも連携して展示商談会を開催し

たり、商工会議所のネットワークを活用したビジネス商談会を実施したりして、新た

なビジネスチャンスを拡大する場を提供する。 

７．地域経済の活性化に資する取組 

地域経済の活性化を図る為、新潟県、新潟市、その他関係機関等と連携して、賑わい

を創出する各種イベントを開催するなどして観光振興により交流人口の増加を図る。

連絡先 

新潟商工会議所 中小企業振興部 経営相談課 

〒950－0078 新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル７階 

電話 025-290－4411    e-mail  soudan@niigata-cci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1 地域の現状と課題  

 
(1) 新潟市の概要 

新潟市は、本州日本海側唯一の政令指定都市であり、人口は約 80 万人で、当所の管内は市町村合併前

の旧新潟市域で人口は約 44 万人となっています。 

旧新潟市にある新潟港は、明治の開港五港の一つに選ばれるなど、江戸時代から北前船の交易により港

町として発展してきており、商業・金融の中心都市であり、現在でも第三次産業が８割を占めています。

また、新潟市は、我が国石油産業の発祥地であり、石油掘削から派生した鉄鋼・機械産業が発展し、現

在もその流れを汲む企業がディーゼルエンジンから鉄道車両、船舶、工作機械など多岐に渡る製品を製造

しています。これらの技術を活かし、国内トップシェアの企業をはじめ、機械・金属関連企業が多数集積

していることから、成長分野である航空機産業の振興を図るための「NIIGATA SKY PROJECT（ニイガタ ス

カイプロジェクト）」に産学官が連携して取り組んでいます。 

平成 17 年に周辺 13 市町村と合併したことにより水稲作付面積が全国の市で最も多くなり、市では田園

型政令都市を標榜し、国からは国家戦略特区の「農業特区」に指定されています。 

 

(2) 新潟市の産業構造 

平成 23 年度の新潟市の総生産額(名目)は約 3兆円。産業別にみると第 3次産業が約 2兆 4千億円と約 8

割を占め、第 2次産業が約 5,200 億円、第 1次産業が約 388 億円となっています。 

新潟市の民間事業所数は 35,817 事業所(平成 24 年度)で、産業別構成比をみると、第 3次産業が 8割を

超えています。なかでも｢卸売業・小売業｣が 28.3％と大きな割合を占めており、次いで「宿泊業、飲食サ

ービス業」(11.8%)、「建設業」(11.0%)となっています。 

従業員の産業別構成比についても第 3 次産業が 8 割近くを占めており、なかでも大きい割合なのは｢卸

売業・小売業｣(22.9%)、「医療、福祉」(12.0%)となっています。 

また、新潟市の中小企業事業所数は 98.9%、従業員数では 78.3%を占めています。 

平成 24 年の新潟市の製造業の事業所数(従業員 4名以上)は、1,098 事業所、従業員数は 36,376 人とな

っています。製造品出荷額等は約 1兆 400 億円、粗付加価値額は約 4,000 億円。業種別内訳では、コメを

活用した米菓や水産品を加工した練り製品など食品産業が中心となる「食料品製造業」が 229 事業所で

20.9%を占め、従業員数も 11,992 人、33.0%を占めています。製造品出荷額等についても、「食料品製造業」

(約 2,300 億円、22.3%)が最も多く、次に「化学工業」(約 2200 億円、20.2%)、「パルプ・紙・紙加工品製

造業」(約 1,500 億円、14.2%)となっています。 

平成 24 年の新潟市の卸売業・小売業の事業所数は 10,151 件、従業員は 78,223 人、年間商品販売額は

約 3兆 2100 億円となっています。そのうち、卸売業が占める割合は、事業所数が 29.7%、従業員数は 36.5%、

販売額は 74.1%を占めています。 

 

(3) 新潟市の課題 

商業面の課題として、大規模小売店の郊外出店が集中して大型店売場面積占有率が 85.5%を占めてお

り、中心商店街の地盤沈下が進んでいるため、中心市街地の活性化が喫緊の課題となっています。 

高速交通インフラ(上越新幹線、高速道路網、新潟空港など)が近隣県に比べ早くから整備されており、

観光面では、新潟市は、佐渡島への玄関口の機能を担っています。佐渡島の来訪者はピーク時には 123

万人(平成 3年)でしたが、平成 23 年には 53 万人に減少しています。観光客の減少が新潟市内の観光関連

業に多少なりとも影響しています。また、平成 16 年 10 月の中越大震災以降、急激な減少に転じましたが、

当所をはじめ関係機関との連携によりＪＲの大型誘客キャンペーンを三度も実施したこともありリーマ

ンショック前の水準に戻りつつありますが、北陸新幹線が 2015 年 3 月に開業することによる観光客の一

時的な減少等が懸念されています。 

また、新潟市では，15～19 歳の世代における学業を理由とした県外転出が顕著であり、この世代では

同様の傾向が続いています。 

有効求人倍率の推移を見ると、平成 21 年度から年々改善しているものの、職業を理由とした年齢階層

別県外転入・転出者数をみると、20～24 歳の転出が顕著であり、魅力ある産業・雇用の場の確保が大き

な課題となっています。 
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(4) 新潟市内の商工団体と当所の管内地域の概要 

新潟市内には、商工会議所（3）と商工会（15）が存在しています。 

新潟商工会議所は、主に中央区、東区、西区、北区の中小企業・小規模事業者の相談・

支援に対応しています。 

下記は商工会議所等の所在区一覧 

【商工会議所】中央区：新潟商工会議所 

       秋葉区：新津商工会議所 

       江南区：亀田商工会議所 

【商 工 会】西 区：新潟西商工会、赤塚商工会、黒埼商工会 

秋葉区：小須戸商工会 

江南区：酒屋町商工会 

北 区：豊栄商工会 

南 区：白根商工会、味方商工会、月潟商工会 

江南区：横越商工会 

西蒲区：岩室商工会、巻商工会、西川商工会、潟東商工会、中之口商工会

 
(5) 新潟商工会議所の現状 

明治 29 年の設立以来、会員事業所の繁栄及び地域経済の発展を目指して各種事業に取り組んでいま

す。 

特に近年では、「高度信頼性の確立」を役職員全員の共通認識として持ちながら、毎年度の当所事業計画

に反映させて各種の事業活動を展開しています。地域経済の根幹をなす中小・小規模企業の基盤強化の実

現や、中心市街地の再生、観光振興による交流人口の拡大、東日本大震災の教訓等を踏まえた太平洋側地

域のバックアップ機能の拡充、さらには当所自体の組織・財政基盤の強化といった観点から活動していま

す。 

会員数及び組織構造（平成 26 年 3 月 31 日現在） 
部会名 部会員数 

商業部会 1,272

工業部会 510

建設・不動産業部会 920

金融業部会 97

輸送業部会 155

観光業部会 192

情報・サービス業部会 891

教育福祉医療部会 208

合  計 4,245

 
(6) 管内地域の産業構造 

当所管内（北区、東区、中央区、西区）の現状は、以下の通りです。 

 
①経営組織別事業所数（平成 24 年） 

市内の 35,817 件の内、管内の事業所は、25,714 件となっています。 

そのうち、個人及び会社事業所数は 23,485 件（個人 9,365 件、会社 14,120 件）。 

 

②産業（大分類）別事業所数及び従業員数（平成 24 年）…【表 1】参照 

管内の産業構造の件数比率は、第一次産業 0.2％、第二次産業 14.4％、第三次産業 85.4％となって

います。 

特に第三次産業の内訳で占める割が高い産業は、事業所数からみると①卸売・小売業 32.9％、②宿

泊・飲食サービス業（飲食店等）15.1％、生活関連サービス・娯楽業（理美容等）11.8％となってい

ます。 
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【表 1】産業（大分類）別事業所数（民営）      平成 24 年 2 月 1 日現在  参考資料：新潟市事業所統計 

産業（大分類） 北区 東区 中央区 西区 合計 
総   数 2,844 4,850 12,938 5,082 25,714
第１次産業 18 6 9 11 44
農業，林業 18 6 5 10 39
漁業 － － 3 － 3
第２次産業 762 988 1,231 725 3,706
鉱業，採石業，砂利採取業 1 1 2 － 4
建設業 466 611 865 568 2,510
製造業 295 376 364 157 1,192
第３次産業 2,064 3,856 11,698 4,346 21,964
電気・ガス・熱供給・水道業 2 3 14 4 23
情報通信業 11 24 329 38 402
運輸業，郵便業 113 204 182 121 620
卸売業，小売業 706 1,470 3,626 1,421 7,223
金融業，保険業 27 54 375 87 543
不動産業，物品賃貸業 98 195 948 291 1,532
学術研究，専門・技術サービス業 84 147 721 199 1,151
宿泊業，飲食サービス業 240 416 2,130 527 3,313
生活関連サービス業，娯楽業 318 535 1,109 622 2,584
教育，学習支援業 86 155 415 248 904
医療，福祉 182 345 753 497 1,777
複合サービス事業 13 17 44 30 104
サービス業（他に分類されないもの） 184 291 1,052 261 1,788
 

③規模別事業所数（平成 21 年）…【表２】参照 

当所管内の事業所数 27,257 件の内、小規模・零細企業（1～19 人）の事業所数は、24,313 件と 89.2％

を占めています。 

【表２】規模別事業所数（民営）          平成 21 年 7 月 1 日現在  参考資料：新潟市事業所統計 

区分・区 総数 １～４人 ５～９人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100人以上  
派遣従業者のみ 

合計 27,257 15,588 5,438 3,287 1,142 841 548 309 104
北 区 2,983 1,780 537 341 127 93 63 24 18
東 区 5,116 2,841 1,011 669 248 164 107 67 9
中央区 13,796 7,775 2,832 1,677 573 443 264 165 67
西 区 5,362 3,192 1,058 600 194 141 114 53 10

 

２ 目標と達成のための方針 
地域の特徴や課題を踏まえ、小規模事業者が活躍できる地域(=市場)の活性化に向けて、人口の減少を

食い止める必要があります。そのためには、進学により流失した若年層が、就職を契機として地元に戻り、

定着することを中長期的な目標として設定します。 

その目標の実現のためには、若者が魅力を感じて働ける場所を増加させること、文化度の高い生活環

境を提供することが求められます。 

その一つとして、開業率の向上を図ることを目的に、新潟県、新潟市、その他支援機関と連携して、

若者の多様なニーズに応える都市型サービス産業などをはじめ、女性・若者・シニアに限らずあらゆる層

の創業・起業支援、開業後のマネジメント支援を継続していきます。 

あわせて、既存の小規模事業者の経営力向上や販売促進など成長・発達段階に応じた伴走型の支援を

継続して行っていきます。 

また、新潟市の拠点性と市場性を高めるために、観光振興等に注力して交流人口の拡大を図ります。

具体的には、コンベンション誘致等 MICE 需要の増加を目指して都市型観光を振興するとともに、2019 年

の佐渡金銀山世界遺産登録、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、観光入込客をより

一層増加させることを目指して諸々の活動を推進します。(2013 年の新潟市の観光入込客 1,714 万人) 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間  (平成２７年４月１日 ～ 平成３２年３月３１日) 

 

（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】 
 

【現状と課題】 

 

経営発達支援事業を遂行する上で重要なことは、地域の経済動向を把握することです。 

地域の経済動向を企業経営者が経営判断する際の一助とするため、下記調査を実施して取りまとめた結

果を記者発表し、また、その一部を当所会報・ホームページ上に掲載して、地域の小規模事業者を含む中

小企業等が随時内容を確認できるようにしています。 

課題としては、経済動向を把握する中で経営者からヒアリングした生の声を経営発達支援事業の施策に

反映させること、そして、調査結果を小規模事業者の経営指針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の参考

として活用してもらうために広く情報開示することです。 

 

 

【既存事業と改善点】 

 

(1) アンケート形式による各種景況調査の実施と結果の共有 

中小企業景況調査、日本商工会議所が主導する早期景気観測（LOBO）調査を実施して、売上・採算・

業況・仕入単価・従業員の増減等の状況について調査しています。 

改善点としては、これらの調査結果を通じて地域経済動向、需要動向を読み取り、個社の経営分析、

経営計画作成支援の際の参考とするほか、当商工会議所の内部で共有を図り、事業計画の立案、行政へ

の要望・施策へ反映させます。 

 

(2) 対面形式による景況感の把握と収集情報の共有 

小規模事業者と当商工会議所とのパイプ役である「小規模企業振興委員※」の地区別の会議を開催し、

各事業者の売上動向などの業況に加え、地域の特徴的な情報や業界動向について、ヒアリングを行って

います。 

改善点としては、市内小規模事業者の動向を統一的に把握するために、売上動向や採算等の項目に加

え、消費増税の影響度合い等トピックス的な項目を盛り込んだヒアリングシートを作成します。 

これらのヒアリング結果と、経営指導員等による巡回訪問時の聴き取り等の情報を職員間で共有して、

個社の経営分析、経営計画作成支援の際の参考とするほか、当商工会議所の事業計画の立案、行政への

要望・施策への反映に活用します。 
 ※小規模企業振興委員：市内の７地区から小規模事業者５４名を委嘱。商工会議所と地元の小規模事業者との間を取り持ち、各種施策等の情報

伝達や個別相談の取次等に対する協力をお願いしています。 

 

(3) 各種統計情報の収集及び活用 

「経済調査研究会」を主催し、下記の機関と連携して鉱工業生産指数や有効求人倍率、電力使用量等

の諸統計を毎月収集しています。 

改善点としては、これら収集した統計結果の共有を拡大するほか、ホームページ上にリンク掲載して

小規模事業者等が求める情報にアクセスしやすいように工夫して提供します。 

連携機関：新潟県、新潟市、新潟労働局、新潟財務事務所、日本銀行、東北電力、日本政策投資銀行、

     地元地銀、ハローワーク、（公財）にいがた産業創造機構、北陸信越運輸局、北陸農政局、

     ㈱東京商工リサーチ 

 

(4) 歩行者通行量調査の実施と結果の活用 

新潟市内の主要な商店街における「歩行者通行量調査」は新潟市商店街連盟が当所と連携して年１回
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実施して、結果を冊子にとりまとめ報告しています。 

改善点としては、今後は、その結果を創業予定者等に対しても情報提供を行っていくことに加え、過

去の推移を分析して、商店街や小売・サービス事業者の課題抽出や事業計画作成支援の際に役立てます。

 

(5) 経営諸課題実態調査の実施と結果の活用 

小規模事業者の経営上の課題を把握するために「経営諸課題実態調査」を年1回実施しています。 

改善点としては、景気認識や資金繰りの状況等の定型質問に加え、社会・経済の環境変化に応じて適

宜アンケートの質問項目の見直しを図ります。また、結果は会報・ホームページで公開して、個社の経

営分析、経営計画作成支援の際の参考とするとともに、当商工会議所の事業計画の立案、行政への要望

に盛り込み、施策への反映に活用します。 

 

(6) 「賃金改定経営者意識アンケート」の実施と結果の公表 

「賃金改定経営者意識アンケート」を年１回実施し、前年の賃上げ実績、期末手当支給の実績、今後

の賃上げ、期末手当支給の方針について調査しています。その結果を会報・ホームページに掲載して小

規模事業者の賃金改定の参考としていただき、人材確保・定着に寄与しています。 

そのほか、「賃金関係諸統計」を収集して冊子を作成し、説明会を開催するとともに冊子を希望者に

配布しています。 

改善点としては、この冊子の内容をホームページに掲載して、小規模事業者がいつでも情報を得られ

るようにします。 

 

【新規事業】 

 

(1) 地域特性調査の実施 

小規模事業者、特に小売業・サービス業においては、商圏の市場性や立地環境などが、経営状況を左

右する大きな要因となっています。創業・起業希望者等の出店先選定の判断の際に有効となる情報を提

供できるよう、新潟市等と連携して、市内商業の地域特性に関する調査を実施します。 

具体的には、新潟市の調査「年齢別・町名別人口」をベースに、地域の居住人口の年齢構成による市

場性や大型店やコンビニなどの出店状況等の当該地域の特性を整理して競合状況を客観的に把握する

基礎資料として取りまとめ、結果を閲覧を希望する小規模事業者等へ提供します。 

 

主要な調査の実施概要 

経済動向調査名 年間実施数 方法 対象数 備考 

中小企業景況調査 ４回 郵送 60 社 中小企業庁の受託事業 
新潟市早期景気観測(LOBO)調査 12 回 FAX 160 社  
経営諸課題実態調査 1 回 郵送 223 社  
賃金改定経営者意識アンケート １回 郵送 300 社  
経済変動等影響調査 随時 FAX 1,700社 円高、消費税率引上反動等

地区別小規模企業振興委員会議 4 回 54 社  

地域特性調査の実施 ３年に１度 各種統計結果を活用 

 
（目標）主要な調査の５か年の実施目標 

 

 

 

経済動向調査名 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
中小企業景況調査 4 4 4 4 4 4
新潟市早期景気観測(LOBO)調査 12 12 12 12 12 12
経営諸課題実態調査 1 1 1 1 1 1
賃金改定経営者意識アンケート 1 1 1 1 1 1
経済変動等影響調査 2 1 1 3 1 1
地区別小規模企業振興委員会議 4 4 4 4 4 4
地域特性調査の実施 0 0 1 0 0 1
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

【現状と課題】 

 

小規模事業者が持続的に経営を発展させていくためには、個々の商品・サービス別、顧客別の売上、利

益の状況等の把握が必要であり、いわゆる「どんぶり勘定」からの脱却が必須です。 

また、売上を伸ばしていくためには各々の小規模事業者が提供する商品・サービスの需要動向に基づい

た販路開拓の支援が必要不可欠となっています。 

しかしながら、自社の経営状況の分析を行い財務状況やその強み・弱みを明確に把握して、自らが持つ

強みをさらに伸ばしている事業者は極めて少ないのが現状で、経営の底上げを支援するために不可欠な経

営状況の分析を行う機会を今まで以上に増やすことが求められています。 

 

【既存事業と改善点】 

 

(1) 経営状況分析対象者の掘り起し 

現在は、経営指導員による巡回訪問のほか、金融・税務等の相談、各種セミナー等で、小規模事業者と

接触しています。 

改善点としては、下記手法等を通じて接触機会の増加を図るとともに、その都度、経営分析の必要性を

説いて、経営分析を行う小規模事業者の掘り起しを図ります。 

①経営相談や事業計画策定を働きかけるチラシ等を講習会・各種セミナーの際に配布 

②青色申告会や商店街の会議へ積極的に参加 

③日本政策金融公庫との帯同訪問の機会を増加 

③経営の持続的発展のために経営分析の必要性を会報及びホームページに掲載 

 

(2) 専門家を活用した経営分析 

経営状況の分析を進める過程において、専門家による支援が必要と判断した場合、「エキスパートバン

ク制度※」に登録している中小企業診断士等を活用して商品又は役務の内容、保有する技術・ノウハウ、

従業員等の経営資源の内容等の項目を元に経営全体にわたる分析を含む個別支援を実施しています。 

個別支援の強化策として、「(公財)にいがた産業創造機構」、「(公財)新潟市産業振興財団」、「新潟

県よろず支援拠点」、「みらサポ」などの支援機関との連携をより一層強化して、専門家の活用機会を増

やします。 

更にそれら外部専門家の派遣制度を活用して個別支援を行う際には、経営指導員が積極的に同席し、支

援能力向上のためのＯＪＴ研修の場とします。 
※新潟県の県単補助事業で、小規模事業者の経営課題を解決するための専門家派遣制度 

 

【新規事業】 

 

(1) 財務分析以外の定性的要因の把握について 

伴走型の支援を行っていくためには、安全性・収益性・成長性等の財務分析に加え、小規模事業者の詳

しい事業環境等の定性的要因を把握する必要があります。そのため、創業からの経緯、経営形態、従業員

の構成、商品販売構成、資金繰りや後継者問題などの項目を整理するヒアリングシートを作成して、経営

課題を抽出します。 

次のステップとして、必要に応じて外部専門家の支援を得て、事業者が提供する商品やサービスの商圏

分析、競合分析、販売分析、SWOT分析等を行い、売上の確保・拡大、販路開拓を目指して、マーケティン

グ、業務改善等について具体的なアドバイスにより経営の発達を支援します。 

 

(2) 経営分析を実施するにあたっての観点 

経営状況の分析は、自身の経営や市場における立ち位置を明確化する重要な支援プロセスです。経営状

況を分析するためには売上高や財務状況等の詳細を把握する必要があることから、経営者と経営指導員と

の信頼関係の構築が前提となります。そのため、担当者を固定し、定期的かつ継続的にコミュニケーショ

ンを図り、小規模事業者の心の障壁を取り除くとともに、さまざまな「気づき」を与えられるよう配慮し

ます。 

また、相談者と支援者の人間関係を深化させることで、次のステップ（経営革新に向けた事業計画作成

や需要分析、補助金の活用など）に取り組みやすい基盤づくりに努めます。 
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（目標）経営状況を把握するための方策及び経営分析件数 

 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

 1 既存事業者の支援  

 

 (1) これまでの取組 

小規模事業者の持続的発展を図るため、事業計画等に基づく経営の推進、需要開拓に向けた支援、新

事業展開や高付加価値化の支援等、売上や利益を確保して、経営の発達に資するよう伴走型の指導・助言

を行っています。 

具体的には、経営分析の結果を参考に、需要動向を勘案して事業者の経営ビジョンを明確化、具体化

するため、経営指導員または、必要に応じて中小企業診断士等と連携し、事業計画の策定を支援していま

す。 
また、当所は「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等支援機関に平成 25年 3月認定され、

中小企業・小規模事業者に対して、施策の情報提供に加えて、「ものづくり補助金」や「創業補助金」の

事業計画等の策定を支援しています。 
 

 (2) 策定を支援する事業計画の種類 

①事業計画書【(マル経融資申請時、補助金申請時(ものづくり・創業・小規模事業者持続化)】 

②経営改善計画【経営安定特別相談時】 

③経営革新計画【第二創業支援】 

④創業計画(※創業希望者支援は次に記述) 

 

 (3) 事業計画の策定を目指す小規模事業者の掘り起し方法 

①事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会を開催。 

②巡回、窓口相談、専門相談時に、事業計画策定のメリットを伝える。 

③経営革新計画の策定のメリットの理解をしていただくために経営革新塾を開催。 

④マル経融資制度や無料専門家窓口相談の案内を会報で周知。 
 
 (4) 目  標(26 年度以降は見込) 

項目 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画作成支援数 61 110 70 75 80 85 90 

経営改善計画書作成支援数 8 6 8 8 8 8 8 

事業計画策定セミナー開催回数 0 2 2 2 2 2 2 

経営革新(第二創業)塾開催回数   5 5 5 5 5 5 5 

経営革新(第二創業)塾参加者数 36 26 30 30 30 30 30 

会報による告知回数     2 2 2 2 2 2 2 

 ※26 年度に小規模事業者持続化補助金申請に伴う事業計画作成を支援したことで支援数が大幅に増加した。 

 

 2 創業希望者の支援  

 

 (1) これまでの取組 

新潟市において新たに事業を行う創業者を支援し、創業しやすく、安定的な経営が継続できる環境づ

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

経営指導員による巡回窓口相談件数 4,090 4,110 4,130 4,150 4,170 4,190 

講習会、各種セミナーの参加者数 2,752 2,800 2,850 2,900 2,950 3,000 

経営状況の分析件数 180 185 190 195 200 205 
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くりに取り組むことで、雇用の創出を図るため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を

実施する新潟市との連携を進めます。 
当所独自の取組として、県の補助金を得て創業塾を開催し、創業希望者の知識向上を図るとともに、実

際に事業計画を作成する支援を行っているほか、日本政策金融公庫(国民生活事業)等と連携して「創業支

援セミナー」を開催しています。 

また、当所は「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等支援機関に平成 25年 3月認定され、
創業希望者に対して、施策情報の提供に加えて、「創業補助金」申請時の事業計画策定を支援しています。

そのほか、「起業チャレンジ奨励助成金」(新潟県の単独補助事業)の申請支援・報告書作成支援を行って

います。 
創業後は下記 4-(3)のとおり、伴走型の支援を継続します。 

 

連携機関：日本政策金融公庫(国民生活事業)、(公財)にいがた産業創造機構、(公財)新潟産業振興財団、

新潟県社会保険労務士会 

 

 (4) 目   標 (26 年度以降は見込) 

項目 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾開催回数 6 6 6 6 6 6 6

創業塾受講者数 30 24 30 30 30 30 30

創業支援セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1 1

創業支援セミナー参加人数 9 28 30 30 30 30 30

創業相談対応者数 77 47 50 50 50 50 50

起業チャレンジ奨励助成金申請支援者数 32 15 20 20 20 20 20

創業補助金申請支援者 2 2 5 5 5 5 5

 

 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

 (1) 事業計画策定後のフォローアップ 

事業計画策定後に、6カ月に１度程度、現状を確認して、必要な指導・助言を行うとともに、国、新潟

県、新潟市、にいがた産業創造機構、新潟市産業振興財団等の行う支援策等の紹介・斡旋を行い、フォロ

ーアップを実施します。 

 (2) 「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用に向けた事業計画の策定支援とその後のフォローアップ 

売上の増加や収益の改善に取り組むための新たな事業の実施に必要な設備資金、及びそれに付随する

運転資金を必要とする小規模事業者に対しては、日本政策金融公庫が平成 27 年度から創設する予定の「小

規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を提案し、その為に必要な事業計画策定の助言等支援を行うと

ともに、事業計画の実施段階においては、継続的かつ定期的にフォローアップを実施します。 

 

 (3) 創業後のフォローアップ 

創業後は、安定的に経営を継続できるよう、伴走型の支援を継続します。具体的には担当の経営指導員

が３ヵ月～６ヵ月毎に経営状況を確認し、経営分析を行うとともに必要な指導・助言を行います。 

また、経理・税務面での指導を重点的に行うとともに、国、新潟県、新潟市、にいがた産業創造機構、

新潟市産業振興財団等の行う支援策等の紹介・斡旋を行い、フォローアップするほか、先輩経営者との交

流会等を開催して、創業者間のネットワークの強化とメンタル面での支援を行います。 

あわせて、創業後の売上の増加や収益の改善に取り組むための新たな事業の実施に必要な設備資金、及

びそれに付随する運転資金を必要とする小規模事業者に対しては、日本政策金融公庫が平成 27 年度から

創設する予定の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を提案します。また、融資に必要な事業計

画策定の助言等支援を行うとともに、事業計画の実施段階においては、継続的かつ定期的にフォローアッ

プを実施します。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

 

小規模事業者は、資金、人材、商品開発力などの経営資源の制約から、価格競争力や販売力が弱く、構

造変化の影響を受けやすいという特性を有しています。他方で、小規模事業者は顔の見える信頼関係に基

づいた取引が強みであるため、大企業が応え切れていないニーズを捉え、価格競争に巻き込まれないよう

な様々な商品・サービスを開発・提供することにより、国内外の新たな需要を開拓する潜在的な力を有し

ています。さらに、インターネットの普及により、規模が小さい企業であっても、これまでの商圏を越え

て活躍する可能性は拡大しています。また、経済情報や商品トレンド等のデータについてはスマートフォ

ン等を通じて容易に入手することが可能にはなりましたが、小規模事業者の多くはそれらの情報やデータ

をビジネスに活用しきれていないのが現状であると考えます。 

小規模事業者の潜在的な対応力を最大限に発揮するため、自らの強みを把握したうえで、①既存需要の

掘り起こし、②新たな需要の創造、③IT の更なる活用、④新たな商品・サービスの開発・提供など、需

要を見据えた計画的な経営を促進する必要があります。 

 

【既存事業と改善点】 

 

(1) 需要動向に関する相談に対する対応 

小規模事業者から需要動向に関する相談を受けた場合、まずは、事業主に対してヒアリングを行い、売

上の状況をはじめ、商品又はサービス内容の持つ強み、想定している顧客ターゲット層や競合状況等につ

いて把握します。その後、日経テレコン等の外部データベースを活用して、多様化する消費者行動の最新

動向を相談者にフィードバックして、事業主の考え方を尊重しつつ、必要に応じて修正を促すなど課題解

決に向け伴走型支援によりサポートしています。 

改善点としては、売上や利益の確保・拡大に寄与するために、今後は「新潟県よろず支援拠点」のスタ

ッフ等の専門家と連携して情報提供を行うほか、国勢調査や経済センサス、家計消費状況調査等の統計を

活用して想定する商圏における潜在需要を分析し、その結果に基づいて、相談者の事業形態に見合ったア

ドバイスを創意工夫して行うなどして経営の持続的発展を支援していきます。 

 

(2) 専門家を活用した相談対応 

マーケティングや商品のブランド化等の相談内容で、当所の経営指導員で対応が難しい場合は、「エキ

スパートバンク制度※」に登録している中小企業診断士をはじめとした専門家による支援を行っていま

す。それらの専門家による支援終了後は、成果報告会を毎年開催し課題や解決方法の共有化を図ってフォ

ローアップに努めています。 

加えて、｢新潟県よろず支援拠点」や「ミラサポ」等と連携して、それらの専門家派遣制度を活用して

小規模事業者の経営の持続的発展を支援しています。 

改善点としては、経済社会の変化に伴う新しいニーズに応えられる専門的知識を備えた新しい人材を発

掘、登録して、事業者の相談内容の変化に対応していきます。 
※新潟県の県単補助事業で、小規模事業者の経営課題を解決するための専門家派遣制度 

 

(3) 需要動向セミナーの開催等 

関係機関の協力のもと、国内の消費動向、流通業界の動きや e-コマースの拡大状況、大きな消費トレン

ドについて情報収集するとともに、それら需要動向に関するセミナーを適宜開催して情報を提供していま

す。これらについては、新潟県の経営改善普及事業による強化と「新潟県よろず支援拠点」などとの連携

を深めながら継続して実施していきます。 

 

【新規事業】 

 

(1) 需要動向の先端トレンドを知識として備える 

食品系の国内最大級の展示会「Foodex」（フーデックス）や日本政策金融公庫が毎年主催する全国規模

の商談会等を先端事例として視察して需要動向の把握に努め、そのノウハウを蓄積し、小規模事業者の商

品・サービスに対するアドバイスに活かしていきます。 

地域レベルでは、若者向けタウン情報誌を毎月複数供覧し、新店情報やファッションやサービス、飲食
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のトレンドを定期的に知ることで、地域内の需要動向に敏感な組織文化を構築します。 

 

（目標） 

 

 

 

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】 
 

【現状と課題】 

 

小規模事業者ならではのニッチな商品やきめ細かいサービスの新しい販路を開拓するためには、商品・

サービスの認知度を上げることが最も重要です。 

中小企業・小規模事業者の販路拡大のため、新潟商工会議所は新潟市や(公財)にいがた産業創造機構、

(公財)新潟市産業振興財団等と実行委員会を組織して「にいがた BIZ EXPO」を開催してきており、小規

模事業者を対象に出展費を補助して積極的な参加を促しています。 

その他、より多くの人と知り合うことで取引拡大の可能性が高まることから、人と人を繋ぐ、いわゆる

交流する機会を増やしています。具体的には、26 年度から開業５年以内の小規模事業者を対象に自社を

PR する説明会を定期的に設けるなど商品やサービスのＰＲ強化を図るために下記の諸事業を展開してい

ます。 

改善点としては、拡大を続けるｅコマースの実態に関する情報提供を強化することや、商談の成約率を

高めるために自社商品のより効果的な PR 方法や、効果的なプレゼン資料の作成が重要な要素の一つであ

ることから、これらの強化を図るためセミナー等を開催します。 

 

【既存事業と改善点】 

 

(1) 新規客数を増加させるための認知度向上を目指す取組に対する支援 

 

① 各種販売促進セミナーの実施 

ａ．チラシ等の活用(新聞折込・ポスティング) 

ｂ．店舗施設(看板・店頭装飾等)による訴求 

ｃ．プレスリリースの活用(マスメディア：新聞・雑誌・WEB などへの記事掲載)  

ｄ．WEB の活用(ホームページ・ＳＮＳによる情報提供、ＳＥＯ対策、商品撮影のコツ) 

改善点としては、「新潟県よろず支援拠点」と協力して開催回数を増加します。 

 

② 新規取引の拡大を求める展示会等への出展促進 

商談会・展示会などのビジネスマッチングイベントは、市内のほか、県内外で活発に行われており、

金融機関や産業振興団体等と連携して開催しています。 

ａ．イベント・催事への出店(小売業・飲食業) 

ｂ．展示会への出店(製造業・卸売業) 

改善点としては、初出店の小規模事業者に対しては、「新潟県よろず支援拠点」等と協力して、成約率

を高めるための事前対策のレクチャーを行います。 

 

③ 海外市場の開拓を目指す取組みを支援 

小規模事業者に対する海外展開支援として、当所の国際ビジネス研究会等を通じて、国際ビジネスに

関連する情報提供をはじめ、ジェトロと連携して貿易実務講座の開催、海外取引の専門相談を実施して

います。 

項  目 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

需要動向に関する相談件数 120 120 120 120 120 120
需要動向の把握・分析件数 120 120 120 120 120 120
全国規模商談会の視察 0 2 2 2 2 2
需要動向に関するセミナー 1 2 2 2 2 2
地域需要動向に関する情報収集 0 12 12 12 12 12
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改善点としては、「新潟県よろず支援拠点」の販路開拓アドバイザー、中小企業基盤整備機構の海外支

援アドバイザー等と情報交換を密にし、海外との取引を希望する小規模事業者を支援する際に必要な具体

的な支援策の最新知識を習得します。 

 

④ 展示会等への出店補助情報等の周知拡大 

小規模事業者に対する販路開拓を目的とした展示会等への出展を支援する新潟県等による補助金の周

知については、パンフレット配布・会報への掲載による周知が中心でした。 
改善点として、他の支援機関等が実施している国際見本市等への出展情報を当所のホームページへの

掲載に加え、メール送信等による周知回数を増やすなどして広報を強化することで、速報性および周知

性の向上を図り、小規模事業者の海外展開の機会の拡大を図ります。 

 

 

(2) 他の支援機関との連携を図ることにより需要開拓に効果的な取組 

新潟市等と共同して実行委員会を組織し、下記の【展示・商談会】を開催しています。 

 

① 「にいがたＢＩＺ ＥＸＰＯ」 (開始年次：平成 9年) 

新潟市に本社を置く商工業者を主な出展者とする展示・商談会で、当所では小規模事業者支援として出

店補助を実施。 

 

② 「フードメッセ in にいがた」 (開始年次：平成 21 年) 

新潟市の特徴である豊かな農産物を活用した「食品製造業」の販路開拓と認知度の向上を目指す展示・

商談会。当所では主に出展者募集ならびに来場者の募集に協力しています。 

 

③ 「日報 住まいのリフォームフェア」(開始年次：平成 25 年)  

地元有力新聞社が主催するイベントに建設業・不動産業部会員を対象に、専用ブースを当所負担で設営

し、小規模事業者の出店を募集しています。 

 

(3) 目  標 

項  目 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
販売促進等セミナーの開催 5 6 8 8 8 8 8

補助金等支援策の電子媒体を

活用した周知 
10 20 30 30 30 30 30

展示会、商談会開催回数 3 3 3 3 3 3 3
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

【現状と課題】 

 

小規模事業者の振興は地域経済の活性化と表裏一体の関係にあることから、小規模事業者の活力向上に

は、個々の事業者に対する支援を行うことに加えて、小規模事業者が活動している地域全体で支援してい

くことが必要です。 

新潟県は、中小企業の振興、とりわけ小規模企業の振興を通じて、地域経済の活性化及び県民生活の向

上の実現に取り組むため、「新潟県小規模企業の振興に関する基本条例」を 2014年 12月 25日に公布・
施行しました。この条例は、小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとと

もに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ継続

的に推進し、成長発展のみならず、事業の持続的発展を図り、もって地域経済の活性化及び県民生活の向

上に寄与することを目的としており、県内の商工会議所、商工会に対しては小規模企業者の経営の向上・

改善に資するための積極的な支援と相互連携を図ることとしています。 
また、新潟市は、「新潟市中小企業振興基本条例」を 2014年 10月 1日に施行しました。この条例は、
自主的な努力をしてもなお、経営力の低下が懸念される中小企業の経営基盤の強化及び健全な発展を促進

し、地域産業、地域社会の発展に寄与することを目的に制定されました。 
新潟商工会議所はこれまでも新潟県や新潟市と歩調を合わせて中小企業及び小規模事業者の振興を通

じて地域経済の活性化を図ってきました。今後も、これら条例の趣旨に則り、経営発達支援計画を策定し、

計画を実現していくために、(公財)にいがた産業創造機構ならびに「新潟県よろず支援拠点」、(公財)新潟
市産業振興財団等の支援機関との連携を一層密にして小規模事業者の経営支援に効果的な事業を展開し

ます。 
 
【既存事業と改善点】 

 

(1) 中心市街地の活性化に向けた賑わい創出の取組み 

新潟市では大規模小売店の郊外出店が集中して大型店売場面積占有率が 85.5%を占めており、その影響

を受け中心商店街の地盤沈下が深刻化しており中心市街地の活性化が喫緊の課題となっています。 

当所は、にぎわい創出のため、地域の伝統行事ある「新潟まつり」の開催に加え、2000 年 3 月にＴＭＯ

構想を策定し、インターネットポータルサイトや大型ビジョンによる情報発信事業、「新潟総踊り祭」、

「古町音楽祭」、「ART MIX JAPAN 2015」、等のイベントによる“街なか賑わい創出事業”、インキュベ

ーター施設運営や空き店舗情報発信サイトの運営等による“創業者創出・支援事業”、中心市街地への誘

客を促す買物循環バス運営や駐車場の空車満車等案内サイト運営による“交通対策事業”など、様々な事

業を展開してきています。 

改善点としては、「賑わいあるまちづくり」に向けて商店街関係の組織、新潟観光コンベンション協会

等と連携して市内各地域の特性・特色を活かした四季折々のイベントや祭りを開催する他、新潟市の魅力

である歴史・文化・自然・食等の地域資源を活かした新潟のブランド化を図り、商品開発、観光振興、交

流人口拡大、インバウンド観光客の誘客を促進してきます。 
 

(2) 消費喚起のためのプレミアム商品券事業の取組み 

地域振興策であるプレミアム付き商品券事業については、当所と新潟市商店連合会、新潟市商店街連盟

が実行委員会を組織し、新潟市からの補助を受けて平成 26 年度に 11 億円(1 割のプレミアム)を発行しま

した。平成 27 年度についても地方創生、地域経済の活性化の観点から消費喚起策のため国等の補助を受

け、55 億円(1 割のプレミアム)を発行しました。 

 
(3) 観光振興に向けた取組み 

新潟市は、観光面では「佐渡島」への玄関口の機能を担っています。「佐渡島」の来訪者はピーク時に

は 123 万人(平成 3年)でしたが、平成 23 年には 53 万人に減少しています。「佐渡島」への観光客の減少

が新潟市内の観光関連業に多少なりとも影響しています。 

新潟市の観光客数は、平成 16 年 10 月 23 日の中越大震災以降、急激な減少に転じました。当所をはじ

め関係機関との連携によりＪＲの大型誘客キャンペーンを三度も実施したこともありリーマンショック

前の水準に戻りつつありますが、北陸新幹線が 2015 年 3 月に開業したことによる観光客の一時的な減少

等が懸念されています。 
改善策としては、新潟市の拠点性と市場性を高めるために、コンベンション誘致等 MICE 需要の増加を
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目指して都市型観光を振興するとともに、平成 32 年の東京オリンピックを契機にインバウンドの獲得に

取り組むため、「佐渡島」の金銀山を世界産業遺産に登録すべく新潟県、新潟市と共に活動を強めていま

す。 

 

(4) 地域資源を活用した観光振興の取組み 

200 年以上の歴史を持つ「新潟古町芸妓」が新潟市のブランド・財産として、平成 20 年度に国の地域資

源全国展開プロジェクトの採択されたのを受けて、東京や福岡などでのＰＲキャラバンや、広域コンベン

ション・イベント等への派遣、食と踊りをセットにした料亭での体験会、小・中・高等学校への派遣、オ

リジナルスイーツの開発などの事業を展開し、現在も継続しています。 

これに関連して、三味線や唄、お囃子を担う地方（じかた）と呼ばれる芸妓の数が高齢化により少なく

なってきたことから、これらの技芸を若い芸妓に修得させる「古町芸妓育成支援事業」を平成 25 年度か

ら開始しました。 

 

【新規事業】 

 

(1) 商工会議所観光ネットワークの活用 

日本商工会議所が主導して全国の商工会議所に観光担当の職員を設置することから、同ネットワークを

活用し、他会議所、他機関との共同による情報発信、イベント実施、広域観光ルートの策定等に取組みま

す。 

 

(2) 国家戦略特区「農業分野」指定を受けた新たな動き 

政令指定都市の中で水田耕作面積が全国一位という新潟市の特色を活かして、国家戦略特区の農業分野

に平成 26年に指定されたことから、特区制度を活用した新事業を展開支援するため、関係機関と連携し
小規模事業者の農商工連携・６次産業化に努めるほか、地元大学と連携し産学連携による新たな事業展開

の可能性拡大を図ります。 
 

（目標）新潟市の観光入込客数の増加 

項 目 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

新潟市の観光入込客数 1,845万人 1,876万人 1,908万人 1,940万人 1,973万人 2,000万人
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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 

 
商工会議所間の支援ノウハウの情報交換として、北陸信越ブロック(新潟・長野・富山・石川)の商工

会議所中小企業相談所長が集まる「北陸信越ブロック商工会議所中小企業相談所長会議」において、25

年度から特別に時間を設け、支援ノウハウ、支援の現状、各地域の経済動向等について情報交換を行っ

ています。 

また、新潟県内の商工会議所中小企業相談所長会議やエキスパートバンク実績報告会等を通じて、小

規模事業者支援事業に関して、専門家派遣の実績や専門家の技量・適性等に関する意見交換を行ってい

ます。これらの取組を継続して実施して、より効果的な専門家派遣の実現を図っていきます。 

その他、新潟県内の支援機関を対象とする「にいがた中小企業支援ネットワーク」が主催する「実務

研修」において、支援の現状、支援ノウハウ、支援策について情報交換を行うととともに、新潟県よろ

ず支援拠点との連絡会議において、支援の現状、支援ノウハウ、支援策について情報交換をしています。

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

【現状と課題】 

 

従来、経営指導員は、当所が幹事となり新潟県商工会連合会と共同開催する「経営指導員研修」や中小

企業大学校の研修、日本商工会議所が主催する「支援能力向上研修」に参加して、相談者の売上や利益の

確保・拡大を重視した支援能力の向上を図り、支援現場で活かしてきました。 

しかしながら、担当者が各々で経営支援を行っているケースが多く、経営状況の分析結果等を共有する

明確な仕組みが十分に構築されてこなかったために、支援ノウハウを共有しづらい状況でした。 

 

【既存事業と改善点】 

 

(1) 経営指導員の研修実態と研修内容の共有 

当所が幹事となり新潟県商工会連合会と共同開催する「経営指導員研修」に経営指導員が全員参加して

います。また、中小企業大学校が実施する「専門研修」や中小企業基盤整備機構が主催する「人材育成研

修会」、日本商工会議所が主催する経営発達支援事業に資する「問題発見・課題抽出法」や「マーケティ

ング」等の研修・事例報告会等には最低一名を以上派遣し、国などの中小企業振興策の最新情報や個社の

売上増加や利益の確保・拡大に関する専門知識を習得しています。 

研修内容の共有方法としては、原則報告書の供覧で行っています。また、経営指導員等で構成する「部

内会議」を四半期に一度開催して、支援手法の先進事例や新しい補助制度などの情報を共有するほか、巡

回相談の進捗の確認を行っています。 

改善点としては、連絡事項伝達の意味合いが大きい「部内会議」を小規模事業者の経営発達に資する事

柄の比重を高め「経営支援研究会」として、開催頻度を増やします。具体的には、研修内容の説明を受け

て最新情報の共有化を図ることに加え、各経営指導員が個々に得た地域や個々の事業者が持っている強み

や弱み等の情報や、小規模事業者の売上増加、利益の確保のための経営発達支援に用いた具体的なノウハ

ウや知見を共有して、若手の経営指導員等の人材育成を図り、もって組織の全体的な支援能力の向上につ

なげます。 

 

(2) 実践的な経営指導能力の向上のためのＯＪＴの実施 

当会議所では、若手の経営指導員の割合が高まってきていることから、経験の浅い経営指導員の指導能

力を向上するために Off-JT と OJT の連動により組織全体の経営支援能力の向上を図っています。 

具体的には、経験の浅い経営指導員や補助員については、経営革新・マーケティング・資金繰りなどの

課題解決においてベテラン指導員とチームを組み、OJT により支援ノウハウを学ばせ、多くの事例を経験

することにより問題解決スキルの習得を図っています。 

また、当所のエキスパートバンク事業やミラサポの専門家派遣に帯同することで、専門的な相談に対す

る対応方法を学ぶとともに、小規模事業者に対する経営支援の経験を重ね、実例に基づくアドバイスに接

することで、効率的に支援手法を習得しています。 

改善点としては、前述の「経営支援研究会」において、実際のマル経の推薦書や経営改善計画書に基づ
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き、経営状況の分析結果等の共有を図ります。併せて、事例の課題、改善点を説明することで「説得力あ

る提示能力」を養うことも図ります。 

 

(3) 主催セミナー等を知識習得のために活用 

経験の浅い経営指導員等には当所が主催する創業、経営革新、売上向上、販路拡大などをテーマとする

各種経営セミナーの担当者に任命しています。出席者と一緒に聴講した研修の内容を整理した「実施報告

書」の作成を義務付けており、それらのレジュメやセミナーの内容を職員間で供覧することで知識の共有

化を図り、小規模事業者の売上向上、利益の確保のためのアドバイスの際の一助に繋げています。 

 

(4) 職員全体の資質向上の取組み 

経営指導員はもちろんのこと、若手の一般職員の自己研鑽を促進するため、簿記や販売士、ビジネス実

務法務、ファイナンシャルプランナー、PC 検定等、小規模事業者の経営支援の基礎となる知識の習得を促

進する為、資格取得促進制度を実施して組織全体の資質向上を図っています。 

改善点としては、経済社会の変化に伴い新設される資格で小規模事業者の支援に役立つと思われるもの

については、適宜対象資格に加えて、職員の資格取得意欲を継続させるよう適宜制度の見直しを図ります。

 

【新規事業】 

 

(1) 需要動向の先端トレンドを知識として備える(再掲) 

食品系の国内最大級の展示会「Foodex」（フーデックス）や日本政策金融公庫が毎年主催する全国規模

の商談会等を先端事例として視察して、需要動向の把握に努め、そのノウハウを蓄積し、小規模事業者の

商品・サービスに対するアドバイスに活かしていきます。 

地域レベルでは、若者向けタウン情報誌を毎月複数供覧し、新店情報やファッションやサービス、飲食

のトレンドを定期的に知ることで、地域内の需要動向に敏感な組織文化を構築します。 

 

(目標) 

 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

経営指導員一人あたりの外部研修の年間受講時間 20 24 24 24 24 24 

経営支援研究会の開催回数 0 6 6 6 6 6 

 

 

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) これまでの取組 

経営改善普及事業の専門家派遣事業であるエキスパートバンク事業については、地元大学の教授、新潟県の

産業政策課長等で構成する実績報告会において、専門家派遣の実績内容と利用者からの３段階評価によるアン

ケートを集約した結果を併せて報告し、事業内容の総合的な評価を得ています。 

また、経営安定特別相談事業については、新潟県信用保証協会の役職者や地元の経済状況に詳しい中小企

業診断士等を委員とする報告会において、その処理方法等の内容の検討を行っていただき、その妥当性につい

て評価を頂いています。 

各種経営セミナーの事業評価については、受講者からのセミナー内容等の５段階評価の書面アンケートを収集

して、次年度以降のテーマ設定や講師選定の参考としています。 

また、中小企業振興部の事業全般に関しては、毎年度、小規模企業振興委員※の連絡会議において、事業の

実施状況と成果を報告し、受益者の立場から事業内容等についてご意見を伺っています。また、毎年 10 月前

後に、地区別の連絡会議を実施して、半期の事業報告ならびに下期の事業計画について説明し、事業内容等に

ついてご意見を伺っています。 

 

  ※小規模企業振興委員とは 

市内の７地区から小規模事業者５４名を委嘱。商工会議所と地元の小規模事業者との間を取り持ち、各種施策

等の情報伝達や個別相談の取次等に対する協力をお願いしています。 

 

 (2) 評価・見直しの結果の取扱いについて 

事業評価の反映方針としては、５段階評価の場合は評価２以下、３段階評価の場合は評価 1 となった事業につ
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いては、事業内容の見直し又は廃止を検討します。 

また、頂戴した意見は、同年度の事業執行の際に反映すると共に、次年度の小規模事業者支援に関する事業

計画策定に際して参考としています。 

また、評価・見直しの結果については、新潟商工会議所の事業報告に記載し、総務委員会、常議員会、議

員総会の議決を経て、求めに応じて自由に閲覧可能とするため新潟商工会議所の事務所内に常備します。
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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 27 年４月現在）

（１）組織体制 

 
１ 新潟商工会議所全体の組織、経営指導員数、補助員・事務職員数等 

①職員総数   ３２人    ②経営指導員数 １６人 専門経営指導員 ２人 

③補助員     ３人    ④事務員数   １１人 

 

２ 新潟商工会議所内において、経営発達支援事業を確実に実施するための組織概要 

①担当部署 中小企業振興部  ②経営指導員数 １６人 専門経営指導員 ２人 

③補助員    ３人     ④事務員数   １人 

 

※新潟商工会議所の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 

新潟商工会議所 中小企業振興部 経営相談課 

 

〒９５０－００７８ 新潟県新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル７階 

電話０２５-２９０－４４１１  URL http://www.niigata-cci.or.jp 

e-mail   soudan@niigata-cci.or.jp 

 

 

専務理事 

総 務 部 

中小企業振興部 

総合政策課(3 人内経営指導員 3人)      地域振興・観光振興・販路開拓

まちづくり支援課(3 人内経営指導員 2人) 商店街振興・イベント開催 

事 業 部 

広域経営支援センター(2 人内専門経営指導員 2人) 経営発達支援事業全般

会員サービス課(6 人内経営指導員 3人)   販路開拓 

事務局長 

経営相談課(8 人内経営指導員 6人 経営改善普及事業・ 経営発達支援事業

総 務 課(7 人内経営指導員 2人)     販路開拓 

専務理事 

総 務 部 

中小企業振興部 

総合政策課(3 人内経営指導員 3人)      地域振興・観光振興・販路開拓

まちづくり支援課(3 人内経営指導員 2人) 商店街振興・イベント開催 

広域経営支援センター(2 人内専門経営指導員 2人) 経営発達支援事業全般

会員サービス課(6 人内経営指導員 3人)   販路開拓 

事務局長 

経営相談課(8 人内経営指導員 6人 経営改善普及事業・ 経営発達支援事業

総 務 課(7 人内経営指導員 2人)     販路開拓 

事 業 部 

専務理事 

総 務 部 

中小企業振興部 

総合政策課(3 人内経営指導員 3人)      地域振興・観光振興・販路開拓

まちづくり支援課(3 人内経営指導員 2人) 商店街振興・イベント開催 

広域経営支援センター(2 人内専門経営指導員 2人) 経営発達支援事業全般

会員サービス課(6 人内経営指導員 3人)   販路開拓 

事務局長 

経営相談課(8 人内経営指導員 6人 経営改善普及事業・ 経営発達支援事業

総 務 課(7 人内経営指導員 2人)     販路開拓 

事 業 部 

専務理事 

総 務 部 

中小企業振興部 

総合政策課(3 人内経営指導員 3人)      地域振興・観光振興・販路開拓

まちづくり支援課(3 人内経営指導員 2人) 商店街振興・イベント開催 

広域経営支援センター(2 人内専門経営指導員 2人) 経営発達支援事業全般

会員サービス課(6 人内経営指導員 3人)   販路開拓 

事務局長 

経営相談課(8 人内経営指導員 6人)経営改善普及事業・ 経営発達支援事業

総 務 課（7人内経営指導員 2人）  販路開拓 
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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） 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 279,522 280,000 280,500 281,000 281,500 282,000

 

 

中小企業相談所特別会計 

 

一般会計事業費 

 

まちづくり事業特別会計 

 

160,710 

 

88,230 

 

30,582 

 

161,000

88,230

30,770

161,100

88,400

31,000

161,300

88,500

31,200

 

161,600 

 

88,600 

 

31,300 

 

162,000

88,700

31,300

（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 

 

 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、各種事業収入 

 

 

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

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

連携事業 【展示・商談会】の開催 ⇒イベント名 「にいがたＢＩＺ ＥＸＰＯ」 

事業内容 新潟市に本社を置く商工業者を主な出店者とする販路拡大を目指した首都圏等バイヤーとの商談型

産業見本市で、当所では実行委員会に参画、併催講演会の企画・運営を担当すると共に、出展者募

集並びに出店費用の一部補助。また、市内企業を中心に来場者の募集を担当。 

別表(1)の記載場所 

  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】の(2) 他の支援機関との連携を図ることにより需要

開拓に効果的な取組みに記載している事業 

連携者及びその役割 

実行委員会構成団体 代表者 住所 

新潟市 篠田 昭 新潟市中央区学校町通 1-602-1（新潟市役所 産業政策課内） 

（公財）新潟市産業振興財団 浜田栄治 新潟市中央区西堀通 6-886NENT21-12 階 

新潟商工会議所 福田勝之 新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 7階 

(公財)新潟市開発公社 鈴木 亨 新潟市中央区白山浦 1-613-69 新潟市開発公社会館 4階 

(公財)にいがた産業創造機構 泉田裕彦 新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 9階 

新潟経済同友会 池田 弘 新潟県新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル 14F 

新潟市異業種交流研究会(協) 早福孝憲 新潟市中央区学校町通 1-602-１（新潟市役所 商業振興課内） 

新潟市ソフトウェア産業協議会 山谷政晴 新潟市中央区学校町通 1-602-2（新潟市役所 商業振興課内） 

(協)新潟県異業種交流会センター 佐藤健之 新潟県長岡市坂之上町２丁目５－８ 

㈱北越銀行 荒城 哲 新潟県長岡市大手通二丁目 2番地 14  

新潟信用金庫 阿部 隆 新潟市中央区西堀通５番町８５５－１ 

※役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 
実行委員会構成メンバーと役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

新潟地域産業見本市実行委員会 

イベント名：にいがた BIZ EXPO 

新潟市経済部 

☆開催経費の負担 

新潟商工会議所 

◆出展者の募集 

  (出店費用の一部補助) 

◇来場者の募集 

▲同時開催講演会の企画・運営 

(公財)新潟市産業振興財団 

◇事務局 

◆会場提供◇来場者の募集 

事業目的：新潟地域の産業の活性化、ビジネスチャンス・販路拡大 

(公財)新潟市開発公社 

(公財)にいがた産業創造機構 

新潟経済同友会 

新潟市異業種交流研究会(協) 

新潟市ソフトウェア産業協議会 

㈱北越銀行 

新潟信用金庫 

◆出展者の募集 

◇来場者の募集 
(協)新潟県異業種交流会センター 

◆出展者の募集◇来場者の募集

▲同時開催講演会の企画・運営 

 事業受託団体： 

   (一社)新潟ニュービジネス協議会 


