
経営発達支援計画の概要 

実施者名 上越商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

当所は、地域の総合経済団体として「地方創生」のために強力なリーダーシッ

プを発揮するとともに、小規模事業者支援機関として上越市、地元信用金庫、

㈱日本政策金融公庫、中小企業診断士協会、社会保険労務士協会等と支援ネッ

トワークを構築している強みを活かして、小規模事業者や創業予定者が抱える

多種多様な経営課題について、各種専門家を交えながら小規模事業者等に寄り

添う伴走型の個者支援を継続的に行い、社会経済情勢の変化に対応し競争力の

ある小規模事業者が多い地域の構築を目標とする。 

事業内容 

１.経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．地域の経済動向調査の実施 

 小規模事業者に対して時宜を捉えた支援策を検討し展開していくため、地区

 内のおける経済動向調査、賃金実態調査を実施する。 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査の実施 

 小規模事業者に対して計画的な巡回訪問、各団体と連携したセミナーを開催

 し、小規模事業者の実態把握と経営状況等を収集するとともに経営課題の把

 握を行い、専門家と連携した経営分析や新産業分野と連携した需要動向の収

 集と分析を行う。 

Ⅲ．小規模事業者への事業計画の策定・実施支援 

 ワンストップ相談窓口（経営・金融・労働・税務・事業承継Ｍ&Ａ・創業・海

 外展開）により、事業計画の策定が必要な小規模事業者の掘り起こしを行い、

 経営指導員による指導・助言を行いながら事業計画の策定を支援する。必要

 に応じて、ミラサポ・よろず支援・エキスパートバンク等を活用して専門家

 による指導・助言も行う。また、事業計画策定に向けたセミナー等を開催し、

 小規模事業者持続化補助金や国等の補助金申請にかかる事業計画策定の支援

 を行う。 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）の支援 

 当所・上越市・日本政策金融公庫高田支店・地元信用金庫の 4機関で構成す

 る「創業支援ネットワーク」の機能を活かした創業塾を開催し、創業前・創

 業後のフォローアップを継続的に実施する。また、後継者不在等による廃業

 者（予定者含む）の設備と新創業予定者とのマッチング事業（仮称：事業引

 継ぎ紹介制度）による創業しやすい環境の整備を図る。 

Ⅴ.小規模事業者の販路開拓支援 

 北陸新幹線の開業を新たな販路開拓の機会と捉え、北陸新幹線沿線都市との

 商談会の開催や展示会等への参加を促進するための支援を行う。また、上越

 市が認証する制度「メイド･イン上越」の取得支援及び販路拡大にかかる支援、

 市内企業 9社が地域の新産業の創出と活性化を目的に連携して取り組む「上

 越難削材加工研究会」事業の受注開拓に向けた各種支援を行う。 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域経済活性化事業 

 北陸新幹線の開業を交流人口増加の機会と捉え、上田商工会議所（長野県）

 と連携し、地域の小規模事業者参画のもと相互共通の地域資源である戦国武

 将「上杉謙信（上越市）×真田幸村（上田市）」を活かした着地型旅行商品の

 造成を行い、交流人口の増加と地域経済活性化につなげる。 

連絡先 
上越商工会議所 中小企業相談所 

（TEL）025-525-1185 （FAX）025-522-0171 （mail）jocci@joetsu.ne.jp 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

・当地域は、城下町として栄えてきた商業地域の高田地区と陸海交通の要衝の直江津地

 区が合併し発展してきた都市である。しかしながら、この両地区の中間地点である上

 越インターチェンジ周辺では、土地区画整理事業等により宅地化と郊外型大型店の相

 次ぐ出店により市街地化が急速に発展したことで、当地域の小規模事業者を取り巻く

 経済環境は厳しい状況下におかれている。 

・平成 26 年 6 月に上越市が市内の中小企業者を対象に行った中小企業実態調査による 

 と、売上額は小売・サービス業を中心に低下傾向にあり、経営上の課題として「顧客・

 需要の減少」「価格競争の激化」が挙げられている。また、「人材不足、確保難」や「後

 継者の育成」も課題として多く、6割の企業が「後継者がいない」という状況にある

 ことから「人材育成・確保への支援」について要望が多いことが確認された。 

・一方、平成 27 年 3 月に開業する北陸新幹線により、交流可能圏域が首都圏は勿論の 

 こと関西や中京圏まで大きく拡大し、経済交流、誘客の促進の両面から大きなチャン

 スが訪れることから、販路拡大など新たな事業展開の絶好の機会を当地域は強みとし

 て備えている。 

・上述のような地域の課題や強みを踏まえ、上越市では「地方創生」の観点から上位計

 画において「力強く自立性の高い地域経済を構築するため、市内の企業や商工団体等

 の意欲のある取組への積極的な支援、新産業・ビジネス機会の創出に取り組むととも

 に、時宜を捉えた交流人口の拡大と雇用環境の改善」を基本方針とした産業政策を掲

 げている。 

・当商工会議所ではこの方針を踏まえ、地域の総合経済団体として「地方創生」のため

 に強力なリーダーシップを発揮するとともに、小規模事業者支援機関として上越市、

 地元信用金庫、㈱日本政策金融公庫、中小企業診断士協会、社会保険労務士協会等と

 支援ネットワークを構築している強みを活かして、小規模事業者や創業予定者が抱え

 る多種多様な経営課題について、各種専門家を交えながら小規模事業者等に寄り添う

 伴走型の個者支援を継続的に行い、社会経済情勢の変化に対応し競争力のある小規模

 事業者が多い地域の構築を目標とする。 

・上述の目標達成のために以下の項目を重点に取り組んでいくこととする。 

 ①「最初に相談したい中小企業支援機関」としての機能強化（ワンストップ相談窓口

  の充実強化、地域プラットフォームの活用） 

 ②創業者のための相談環境整備（創業支援ネットワークによる創業支援の充実強化）

 ③後継者不在等による廃業者（予定者含む）の設備と新創業予定者とのマッチング事

  業による創業しやすい環境づくり（仮称：事業引継ぎ紹介制度） 

 ④北陸新幹線開業を有効活用した販路開拓事業の展開と旅行商品のプロデュースに 

  よる地域活性化支援（北陸新幹線沿線地域との商談会、着地型旅行商品造成事業）

 ⑤地域資源や技術を活かした特産品といえる商品の開発と販路開拓の支援（メイド･ 

  イン上越認証品の推進事業） 

 ⑥製造業の企業間連携による新産業の創出と受注開拓に向けた取り組みへの支援（上

  越難削材加工研究会事業） 



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 

   （毎年、上越市・地元信用金庫・㈱日本政策金融公庫・中小企業診断士で形成し

    ている組織の地域プラットフォームにおいて支援内容、支援体制を精査するた

    め上記の期間とする） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 １．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．地域の経済動向調査【指針①、③】 

   小規模事業者に対して時宜を捉えた支援策を検討し展開していくため、地区内の

   経済動向調査等を行う。 

   (1)経済動向調査【指針③】 

    地域の経済動向の把握・市場調査については、4半期毎に当所の会員事業所へ

    売上、採算、資金繰り、雇用動向の 4項目並びに円安の影響や消費税増税後の

    価格転嫁への対応状況などのその時点での経済動向への課題について会員事 

    業所へアンケート調査を行っている。 

    アンケート調査をした売上、採算、資金繰り、雇用動向の 4項目について小売

業・卸売業・建設業・製造業・サービス業の業種別で動向を分析している。（6

年前から現在までの動向を折れ線グラフにして推移が解るよう表示している）

    ・年 4回実施 

    ・調査件数は 700 社  

     （全会員企業数の業種毎の割合に応じ、小売業 164 社、卸売業 51 社、建設 

      業 165 社、製造業 87 社、サービス業 233 社） 

・調査結果は、当会議所全会員への会報および地元新聞紙面にて周知 

    （目標） 

    ・現状の実施内容を継続し、小規模事業者へ経営計画の指導・助言をする際の

     需要動向の資料として活用していく。 

    ・上越市長が座長を務める上越市経済対策会議等にて調査結果を報告し、上越

     市と連携した中で小規模事業者への支援を展開していく。 

 

   (2)賃金実態調査【指針①、③】 

    会員事業所の従業員の賃金実態をアンケート調査し、業種毎の給与・賞与、初

任給および男女別・年齢毎の賃金動向等を情報収集している。 

    ・年 1回実施 

    ・調査件数 500 社 

    ・調査結果は、調査対象事業所のほか上越市等行政機関を含め広く情報提供 

    （目標） 

    ・現状の実施内容を継続し、この情報を小規模事業者が従業員を採用する時や

     事業拡大や新分野へ進出の際の事業計画の作成等の指導に活用していく。 

 



 

  Ⅱ．経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

   ①小規模事業者の販売する商品、需要動向に関する情報の収集、整理、分析 

上記Ⅰの(1)と(2)で調査した地域の実態や経済動向の結果を踏まえ、以下の事

業内容で小規模事業者の実態把握と経営状況等の収集、分析をする。 

 

（事業内容） 

(1)巡回訪問【指針①、③】 

・小規模事業者の販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報の収

集については、経営指導員による計画的な巡回指導を実施。毎年、強化月

間を定め、各経営指導員が計画的に巡回地域を設定し小規模事業者の需要

動向や実態把握を収集する。【指針③】 

・各経営指導員は巡回指導で収集した小規模企業者が抱える販売する商品、

提供する役務の需要動向及び経営課題や相談事項を過去の相談事例を基に

分析する。必要に応じ指導経験が長い職員より分析の補助を受ける。【指針

①】 

・各事業者から吸い上げた経営内容や経営課題などの分析を当商工会議所が

独自にシステム会社へ依頼し作成したパソコンでのネットワーク化した相

談事項カルテに入力することで、販売する商品、提供する役務の需要動向、

分析結果が整理される。【指針③】 

 

    (2)各団体と連携したセミナーの開催【指針①、③】 

     ・各業種における需要動向や課題は異なるため、セミナーを開催する場合は、

商業関係、工業関係、サービス業関係の団体と連携し開催することとする。

それにより業界の課題を捉えたセミナー内容や職務遂行能力の向上を支

援する内容等の実践的な研修セミナーも含めて開催でき、多数の事業者が

参加し易くなる。【指針③】 

     ・全セミナーの開催時には、参加事業所にアンケート調査を実施し、各事業

所の需要や経営課題の把握と収集を行っていく。【指針③】 

・中小企業大学校三条校と連携を図り、製造業に特化した専門性の高い研修

の開催を通して、有識者である講師とともに経営課題の収集・分析を行い、

必要に応じワンストップ相談窓口やエキスパートバンクにつなげる。【指

針①、③】 

 

    (3)専門家と連携した経営分析【指針①】 

・上記の(1)や(2)で把握した小規模事業者の経営課題の中で、専門的な課題

等については、ワンストップ相談窓口（別表４－４）やエキスパートバン

ク、経営安定特別相談室、ミラサポ等を活用し、専門家や専門機関に分析

をして頂く。専門家や専門機関による指導を行う際には、経営指導員が立

ち会い OJT による経営指導員の資質向上を図るとともに事業者に対しての

フォローを行う。【指針①】 

 

 



 

    (4)新産業分野と連携した需要動向の収集、分析【指針①、③】 

・新たなビジネスチャンス拡大を図ることを目的に企業間連携が必要な案件

については、当所が事務局となり立ち上げた専門的な研究会で、企業間の

調整を行うとともに、他地域の動向等も調査しながら事業化の可能性、販

路調査を行う。 

      当地域は、製造業を中心に新産業の創出、販路開拓や高度な技術習得等の

      要望が多いため、それに特化した研究会を立ち上げたので、事業化に向け

た需要動向を収集・分析する。【指針③】 

    ・上越難削材加工研究会  → 難削素材の受注獲得、販路拡大に向けた

需要収集及び加工技術の習得 （別表４－１） 

    ・上越国際ビジネス研究会 → 海外取引を始めたい事業者や輸出による

販路拡大の展開に際し、関係機関と組んだ研究会で事業者が海外展開し

たい商品や役務の需要動向を分析し、提供する。（別表４－２） 

    ・上越ニュービジネス研究会 → 新産業の創出、植物工場の運営・販路

拡大について、研究会や関係者で需要動向の収集や分析を行う。 

   （別表４－３） 

 

（分析を行う項目）【指針①】 

     ・上記の(1)巡回訪問(2)セミナーの開催(3)専門家と連携した経営分析(4) 新

産業分野と連携した需要動向の収集を通して各事業所の分析を行う項目

としては、小規模事業者の概要、現在の業況、売上の推移、売上商品構成、

後継者状況並びに経営上の課題や問題点と今後の事業計画を基にした分

析を行う。 

 

（分析結果の整理及び活用方法）【指針③】 

     ・分析結果を当商工会議所が独自にシステム会社へ依頼し作成したパソコン

でのネットワーク化した相談事項カルテに入力することで、経営概況や経

営課題等の分析結果が整理されるため、各経営指導員が小規模事業者への

指導の際に情報を活用し助言できる。 

 

     （目標及び目標に向けた手段） 

    ・巡回訪問の月間目標件数を設定し、各経営指導員(7 名)は毎月 4件の経営分

     析を行い、その中で専門性の高い案件は専門家相談につなげる。 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30 年度 31 年度

巡回訪問件数 911 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

個別相談件数 205 250 250 250 250 250

セミナー開催回数 14 15 15 15 15 15

経営分析件数 282 336 336 336 336 336

 

 

 



 

  Ⅲ．小規模事業者への事業計画の策定・実施支援【指針②】 

   事業者の経営課題を解決するため、ワンストップ相談窓口（別表４－４）にて各

種専門家と連携し、上記Ⅰ．の経済動向調査、上記Ⅱ．の経営分析・需要動向調

査の結果を踏まえた中で、小規模事業者への課題解決に向けた支援・事業計画策

定支援・補助金申請や資金繰りなどきめ細やかな指導・助言を行い、小規模事業

者の持続的発展と社会経済情勢の変化に対応できる経営体質の強化に向けた伴

走型の支援を行う。 

 

   (事業内容) 

   (1) 当商工会議所のワンストップ相談窓口は現在、経営・金融・労働・税務・事

業承継 M&A の 6 部門の窓口を設置しているが、小規模事業者の課題の解決を

図ることが伴走型の支援の最初の入り口であることから、今後は創業と海外

展開の 2部門を増加し、「最初に相談したい中小企業支援機関」として相談体

制の強化を図る。 

相談を受ける中で事業計画策定が必要な小規模事業者の掘り起こしをおこな

う。【指針②】 

 

(2)事業計画策定を行う小規模事業者に対して、経営指導員による指導・助

言を行うとともに、一緒になって計画の策定にあたる。また、専門的な事項

についてはワンストップ相談窓口やミラサポ、よろず支援、エキスパートバ

ンク等を活用して専門家による指導・助言も行う。【指針②】 

 

(3)小規模事業者持続化補助金等にかかる事業計画策定に向けたセミナー等を開 

     催し、小規模事業者が事業計画を策定する際の支援を行う。【指針②】 

    

(4)認定支援機関としての強みを活かし、国などの補助金の申請にかかる事業計

画の策定に対する支援も行う。また、金融に関する相談については資金繰り

を含めた経営計画の策定についても支援を行う。【指針②】 

 

      (5)経営発達支援計画が認定された際は、上述の(2)(3)(4)で売上の増加や収益の

改善などの相談を受け事業計画策定の指導を行った小規模事業所で、事業の

持続的な発展のために設備資金並びに運転資金が必要となった場合は、「小

規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する。その際は、(6)のと

おり定期的に資金繰り等を含めたフォローアップを行う。本融資制度の一定

条件である対応も図れる。【指針②】 

 

   (6)事業計画策定後に、国・県・(公財)にいがた産業創造機構・市等の支援策の 

     情報提供などフォローアップを実施する。【指針②】 

 

   (7)事業計画策定後は、6ヶ月に 1回は巡回訪問をし、進捗状況の確認を行うとと

         もに、必要に応じて専門家による指導・助言を行う。【指針②】 

 



   （事業実施に向けた取組手段） 

・経営指導員 7 人は、金融相談、労働相談、法律相談、海外展開相談などそれ

ぞれワンストップ相談窓口を担当しており、専門的な知識も有している。且

つ、工業関係と商業関係の業務においても携わる担当が区分されている。 

経営計画策定の対応についても各経営指導員で対応する。 

専門的な経営計画策定の対応については、小規模事業者へ専門的な指導する

ことが有効であることから、経営計画策定の内容によりそれぞれの部門を担

当している経営指導員が指導する体制で支援する。【指針②】 

   （目標） 

   ・巡回指導およびワンストップ相談窓口の充実強化を図り、事業計画の策定を目

    指す小規模事業者の掘り起こしに努め、毎月 2件～3件の事業計画策定支援を

    行っていく。 
支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

ワンストップ相談窓口相談件数 52 60 72 78 84 90

ミラサポによる相談指導件数 8 12 12 12 12 12

事業計画策定セミナー等開催回数 3 5 5 5 5 5

事業計画策定事業者数 25 30 30 30 30 30

策定事業者への巡回訪問・指導等

フォローアップ件数 

－ 30 30 30 30 30

 

 

 Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援【指針②、④】 

  ①.上越市が行った中小企業実態調査で創業 25 年以下の開業数が年々減少してお

り、廃業率が開業率を上回る現状である。地域の活性化、雇用の創出につなげ

ていくため、当商工会議所、上越市、㈱日本政策金融公庫高田支店、上越信用

金庫の 4機関で「創業支援ネットワーク」（別表４－５）を構築した。 

       当商工会議所で毎年「創業塾」を開催しており、創業支援ネットワーク機関に

創業の相談があった場合には、「創業塾」の受講を促す。 

「創業塾」は地元金融機関を始め、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士

など多様な講師より指導して頂いており、創業前から開業に至るまでアドバイ

スを受けている。創業後も講師より様々な相談に対応して頂くフォローアップ

の体制で伴走型支援を行う。【指針②】 

 

 (事業内容) 

    (1)創業塾の開催：毎年 3か月間、毎週土曜日・全 10 回開催し、創業に関わる

     基礎的な知識の修得、事業計画の立て方、資金繰り計画など、創業全般の支

     援を行う。創業塾の最終日には、各受講生が指導を受け作成した創業計画の

発表会を実施している。受講生が創業の計画を金融機関や取引先などへ説明

するためのプレゼンテーション訓練の一環として実施している。【指針②】

   

      (2)創業時：開業資金等借入をする際には、産業競争力強化法に基づく創業支援

     事業計画の認定を受けた上越市で新たに設けられる利子補給の制度により 

     支援を行う。【指針②】 



  

      創業時：商業やサービス業で創業し中心市街地エリアの商店街の空き店舗に

出店する際は、上越市で設けている改装費の一部が補助される「空き店舗の

利用促進補助金制度」により支援を行う。 

 

     創業時：新たな取り組みとして、創業予定者が実験的に店舗営業を試み、経

験し新規顧客獲得を図りたい場合は、当商工会議所が平成 14 年 10 月に「チ

ャレンジショップ事業」を実施した際に取得した施設を短期間活用する支援

を行う。 

 

    (3)創業後：創業後に状況確認等を行い個別フォローアップの中で、専門性の高

          い相談については、ワンストップ相談窓口（別表４－４）、エキスパートバ

ンクやミラサポなど専門家派遣制度を活用し、伴走型支援を行う。【指針②】

 

創業後：当所が保有している地元ケーブルテレビの番組枠を活用し、平成 27

年度より新たに創業塾卒業生の事業 PR や店舗紹介を行う取り組みを行い創

業者の認知度向上を支援する。（週 1回、1日 5回、約 3分）【指針②、④】

 

(目標) 

創業支援ネットワークを組んでいる金融機関のほか中小企業診断士、税理

士、社会保険労務士等で創業前から創業後もフォローアップする指導体制を

とることで、創業後短期間で廃業することが無いような創業者の創出を図

る。 

・創業相談支援者目標数：毎年 45 人 

・創業、第二創業者目標数：毎年 16 人 

開催年度 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾の開催回数 10 10 10 10 10 10

創業相談支援者数 18 45 45 45 45 45

創業、第二創業者数 8 16 16 16 16 16

 

 

   ②. 後継者不在等による廃業者（予定者含む）の設備と新創業予定者とのマッチ
ング事業による創業しやすい環境の整備（仮称：事業引継ぎ紹介制度）。 

     【指針②、④】 

 

(1)上越市が行った中小企業実態調査で、6 割の事業者が後継者不足・不在と回

答していることから全国でも例がない当商工会議所の新たな取り組みとし

て、後継者不在等による廃業者（予定者含む）と同業種の従業員で独立・創

業希望者や第二創業・多角経営を図る小規模事業者を当所および創業支援ネ

ットワークにて情報収集しマッチングにつなげる事業を計画する。廃業者に

とっては機械や作業場の廃棄、従業員を解雇することがなく、創業・第二創

業者にとっては資源を活用することで初期投資費用が少額で済み持続的な

経営展開が図られる。【指針②、④】 



 

(目標） 

        ・後継者不足を解消する対策と廃業率の減少、開業率の増加および小規模事業

 の育成と技術の継承、雇用の維持拡大へつなげていく。 

 

開催年度 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業引継ぎマッチング登録件数 0 4 8 10 12 15

事業引継ぎ紹介件数 0 2 4 6 8 10

事業引継ぎマッチング成立件数 0 0 2 2 3 4

  

 

 Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援【指針②、④】 

   平成 27 年 3 月に開業する北陸新幹線を新たな販路開拓の機会と捉え、首都圏を 

   はじめ北陸圏や関西圏での見本市や展示会への参加や商談会を開催し、ビジネス

   交流の促進を図る。 

   また、上越市（上越ものづくり振興センター）が認証する制度「メイド・イン上

   越」（別表４－６）の取得に向けた支援を小規模事業者に対して行い、地域内外 

に認証品を発信し、販路開拓・販売促進につなげていく。 

   さらに、市内企業 9社が地域の新産業の創出と活性化を目的に連携して取り組む

   「上越難削材加工研究会」（別表４－１）の事業に対して、新潟県工業技術総合

研究所や、上越市と連携し、受注開拓に向けた商談会・展示会等や支援を行う。

 

   (事業内容) 

(1)北陸新幹線沿線の都市との商談会を開催する。製造業に対しては商談会の他、

  機械要素技術展等への出展を促進することで販路開拓につなげる。【指針④】

 

(2)上越市が優れた工業製品や特産品等を認証する制度「メイド・イン上越」の 

      取得に向けた製品開発等に対して、ワンストップ相談窓口（別表４－４） 

やミラサポ等の専門家派遣制度を活用し支援を行い、小規模事業者の認証取 

得に寄与する。 

   また、認証された製品等については、上越市と連携を図り広域的な PR を行い、

   販路開拓・販売促進につなげるとともに、新商品開発や販路開拓にかかる金 

  融支援のための事業計画策定など一貫した伴走型支援を行う。【指針②、④】

 

(3)食品製造業については、上越市が掲げる「発酵のまち上越」の地域ブランド 

   構築のための事業等に対して上越発酵食品研究会（別表４－７）と連携をし、

食品に特化したセミナーの開催や展示会・商談会への参加を促進することで 

新商品開発や販路開拓と認知度の向上を図る。 

  また、農業関係者が 6次産業化を目指す取り組みについても、新商品開発や 

  販路開拓にかかる金融支援のための事業計画策定の支援を行うとともに、県 

   や市と連携を図り、展示会・商談会への参加を促進し事業の発展につなげる 

  支援を行う。 



 

 具体的には、「ふき」や「みょうが」など「上越野菜」といわれる農産物の生

 産者が加工した食品(漬物等)を商品化するにあたり、販売計画や資金計画な 

 どの策定支援を行うとともに、物産イベントの機会を提供するなどして販路 

   開拓の支援を行う。【指針④】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)上越難削材加工研究会（別表４－１）（市内企業 9社の企業連携体）は、 

航空機産業、医療福祉産業分野をはじめとした先端加工分野への進出を目指 

し、新潟県工業技術総合研究所等から指導を受け加工技術の確立に向け取り 

組んでいる。当所では、受注開拓のための展示会への出展支援、設備導入に 

かかる金融相談と事業計画策定の支援等きめ細やかな支援を展開し、個別企 

業の経営発展と地域の新産業創出につなげる。【指針②、④】 

                             

 

 

 

 

               

   (目標) 

   ・商工会議所のネットワークを活かし商談会開催地域を選定し、開催回数と参 

    加企業数の増加を図り、販路開拓につなげる。 

   ・展示会については、工業製品の他に食品関連の展示会等にも参加する機会を増

    加し、情報発信と販路開拓につなげられるよう出展に関する支援を行う。 

   ・「メイド・イン上越」認証について積極的に支援を行う。 

   ・上越難削材加工研究会の受注開拓・増加を図る。 

 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

商談会開催回数 1 2 3 3 3 3

商談会参加企業数 10 20 30 35 40 45

製造業等の展示会参加回数 2 2 2 3 3 3

製造業等の展示会出展支援数 未実施 3 6 9 9 9

メイド･イン上越認証支援企業数 未実施 2 2 3 3 3

難削材加工研究会の受注開拓企業数 0 0 1 2 3 4

 

 

 

※発酵食品の一例 

      
 上越味噌を使用した塩糀   上越みょうがの漬物 

※難削材加工の一例 

  
 チタン合金を高速切削加工し仕上げた製品 



 

 ２．地域経済の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域経済活性化事業 

   ①着地型旅行商品造成事業【指針④】（別表４－８） 

     平成 27 年 3 月の北陸新幹線開業に向け、平成 26 年度より長野県の上田商工 

     会議所と連携し、地域の小規模事業者から参画頂きながら、相互共通の地域 

     資源である戦国武将「上杉謙信（上越市）×真田幸村（上田市）」の着地型 

     旅行商品を造成し、各種広報活動を通じた交流人口増によって地域経済活性 

     化を図る。 

 

（事業内容） 

(1)当所、上田商工会議所、専門家、並びに両市の参画事業者・観光コンベンシ 

   ョン協会、オブザーバーとして上越市（観光振興課）で構成する「必勝祈願！

   最強 2大武将にあやかる観光ルート調査事業委員会」を設置し、計 4回の会 

   合を行い、経済波及効果の裾野が広い観光産業による地域経済活性化（並び 

に地域交流）の方向性について検討する。 

 

(2)観光産業の充実に向け、両商工会議所は小規模事業者による地域に新しいビ

ジネスを創出するための仲介役を担い、地域内においては住民・事業者・行

政との間を結びつけ、広域においては地域間の連携の要として多様な業種を

結びつける。 

      （例：新土産開発、昼食メニューの開発、オプショナル体験等の創出） 

 

(3)地域を売り込むことで人を持続的に呼び込み、小規模事業者への経済波及効

果を獲得していくため、地域資源のパンフレット化やマスコミを通じたＰＲ

活動を実施する。【指針④】 

 

年度 事業スケジュール 

現状 旅行商品造成に向けた調査研究事業を実施 

27 年度 旅行商品のモニターツアーを実施 

28 年度 商品造成 

29 年度 旅行商品の見直しと充実 

30 年度 旅行商品の見直しと充実 

31 年度 旅行商品の見直しと充実 

   

     （目標） 

    ・平成 28 年度の旅行商品造成時、旅行商品に組み込む小規模事業者の商品およ

     びサービス件数を 10 件とする。 

 

 

 

 



３．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り組み 

Ⅰ．他の支援機関と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)経営安定特別相談室において、倒産のおそれのある中小企業からの緊急かつ 

     困難な相談に応ずるため、商工調停士や弁護士・税理士などの専門相談員の 

         役割とともに経営指導員についても、その資質が求められる。このため年 1 

         回、専門相談員と経営指導員との研修会を通じて、支援ノウハウを学ぶとと 

     もに情報共有をする。 

 

      (2)創業支援ネットワーク（別表４－５）を組織している当所、上越市、㈱日本 

政策金融公庫高田支店、上越信用金庫の 4機関で、「創業セミナー」や「創業

塾」のカリキュラム、各機関が保有する起業・開業・新分野展開など支援制 

度、創業後の経営フォローアップの役割分担等について年 2回情報交換会を 

行い共有している。 

 

   (3)地域プラットフォームを形成している地元の 3金融機関（上越信用金庫、新 

     井信用金庫、糸魚川信用組合）および中小企業診断士協会とともに、個店指 

     導に向けた専門家による「支援事例の紹介」や「経営支援に役立つツールの 

         紹介」など支援ノウハウの向上を図る研修会を年 3回開催している。 

          

Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

    ①経営指導員等の資質向上の仕組 

    ・新潟県商工会議所連合会が主催する経営力強化や事業再生、事業承継等の内

容の 1日研修に年間 4回経営指導員が出席し、事業計画策定などの個者支援

への能力向上を図っている。 

    ・当所が開催する営業力強化や経営革新等のセミナーについて、経営指導員は

極力参加することとしており、小規模事業者支援の経営力強化に向けた支援

能力の向上を図っている。 

    ・新たに中小企業診断士協会より、定期的に中小企業診断士を招いて、経営革

新やマーケティング把握手法や経営分析方法など毎回テーマを変えて、経営

指導員の勉強会を新たに開催し、中小企業診断のスキルを習得し、小規模事

業者等への売上拡大や販路開拓の指導能力の向上に繋げる。 

    ・各専門家を派遣した制度を活用した場合は、必ず経営指導員が同行すること

とし、専門家の指導、助言事項の支援ノウハウを習得するとともに、その後

の小規模事業者等への指導に際し、一貫性のある適切な指導に繋げている。

    ・当所が開催する創業塾や簿記講習会に新任経営指導員や今後経営指導員とな

りうる若手職員を参加させ、マーケティングや創業事業計画書作成の知識を

習得させ、個者指導の能力の向上を図っている。 

    ・金融支援については、地元金融機関が主催する研修会に経営指導員経験 5年

以内の職員を参加させ、資金繰り表やキャッシュフロー計算書の作成にかか

る指導能力の向上を図っている。 

    ・税務署主催の研修会に支援担当者が積極的に参加し、毎年改正する税務知識

の習得とともに事業承継にかかる指導能力の向上につなげている。 



 

    ②支援ノウハウを等を組織内で共有する体制 

    ・当商工会議所が平成 17 年 4 月よりパソコンシステム会社に依頼し独自に作

成した、「事業所からの相談指導事項の管理システム」に日々経営指導員が

対応した相談内容と対処した指導・助言事項を入力することにより、過去の

事業所からの相談日と内容や指導・助言事項、対応担当者が各指導員のパソ

コンで指導事項を確認し共有することで事業者へ繋がりのある指導が出来

る。また、各指導員が過去の案件の処理内容を確認することで、どういう助

言が的確な指導方法なのかの支援ノウハウも併せて共有できる。また、各指

導員の資質向上にも繋がる。 

    ・ワンストップ相談窓口での受けた小規模等事業者の相談事項と専門家からの

指導事項や経営分析結果を記述した相談シート票を各経営指導員に回覧し、

ファイリングすることで支援ノウハウを共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ．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・検証を行う。 

   ①上越市、地元信用金庫、㈱日本政策金融公庫、中小企業診断士の外部有識者で

構成した経営発達支援計画評価委員会において各事業の数値目標に照らして

事業の実施状況、改善点および個者支援の成果状況について評価・検証して頂

き、事業や目標値並びに実施体制の改善点や見直し案の提示を行う。 

     （数値目標を含め評価戴く項目） 

     ・達成度 ― 各事業で設定した目標件数による達成度並びに目標数の改善

     ・必要性 ― 売上増加、販路拡大へ貢献した事業としての必要度 

     ・妥当性 ― 小規模事業者のニーズと事業の合致度 

     ・連携性 ― 関係機関との連携による事業の必要度並びに連携先拡充策 

   ②外部有識者で構成した評価委員より、正副会頭会議において事業の改善点や見

直し案を提示して頂く。 

   ③正副会頭会議において、評価委員会からの提言を踏まえ、評価・改善事項・見

直しの方針を決定する。 

   ④事業の評価・改善事項・見直しの結果については、常議員会で事業報告し承認

を受ける。 

      ⑤事業の評価・改善事項・見直しの結果は、当所のホームページ（http://www.jocci.jp/）

および会報への掲載と併せ当所の掲示板にて計画期間中公表する。 

 

  （見直しの展開） 

 

    Ｐｌａｎ   ⇒   Ｄｏ    ⇒  Ｃｈｅｃｋ  ⇒ Ａｃｔｉｏｎ 

    （計画）      （実行）      （評価）     （改善） 

              

      ③    ④⑤            ①         ②    
    正副会頭会議にて        小規模事業者へ        経営発達支援計画     経営発達支援計画 
    改善事項・見直し         経営発達支援事         評価委員会におい         評価委員より、正 
      案の決定           業の実施         て、事業の実施状       副会頭会議にて事 

                                   況、改善点、成果      業の改善点や見直し 

                                状況等を評価・検      案を提示して頂く 

                                証して頂き見直し 

                                案等の提示を行う 

 

 

 

 

 



（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 26 年 12 月 31 日現在）

（１）組織体制 

  ・小規模事業者へ伴走型の経営発達支援事業を確実に実施するためには、常日頃事

業所の様々な経営相談に携わっている職員の方が適切な指導が出来る事から、経

営指導員７人を中心として対応する。 

補助員と記帳専任職員も部門的な相談を日頃対応している事から、必要に応じて

補佐する体制を取る。よって当所では中小企業相談所で対応する組織体制とする。

現在、金融相談や労働相談及び海外展開等のワンストップ相談窓口を各経営指導

員が担当しており、また中小企業度相談所の部署は経営指導課は工業系の業務、

企業振興課は商業・サービス業の業務に携わっていることから、その専門的な知

識を小規模事業者へ指導することが有効で効果があるため、専門的な相談事項に

ついてはその部門を担当している経営指導員が指導を行う推進体制で対応する。

※当所が経営発達支援計画を基に小規模事業者に対して伴走型支援を行っている

 ことを周知する事が重要なため、地元新聞紙などマスメディアやホームページ、

 会報にて随時周知し、小規模事業者から利用してもらう環境を整える。 

 

    

（1名）

（0名）

（22名）

庶務係 会員サービス係 経営指導課 企業振興課

（平成26年12月末　2010事業所）

　新幹線開業対策等選任係

総務課 中小企業相談所

上越商工会議所　組織図

会頭

副会頭

議員総会

常議員会

顧 問

相談役

参 与

監 事

専務理事

理 事

12部会

青年部 女性会

会 員

４委員会

経営発達支援計画評価委員会

 
   職員数 

   
区分 経営指導員 補助員 記帳専任職員 記帳指導職員 総務課職員 傭員 計

人数 7 2 1 1 7 4 22  
 

 

 

 

 



 

（２）連絡先 

   上越商工会議所 中小企業相談所   

    郵便番号： 943-8502 

    住  所： 新潟県上越市新光町１丁目 10 番 20 号 

    電話番号： 025-525-1185 

    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ： http://www.jocci.jp/ 

    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： soudan@joetsu.ne.jp 

 

 

 

 

 



（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
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 68,859 67,878 65,300 65,300 65,300 65,300

 

 
中小企業相談所 

貿易振興費 

ニュービジネス事業費 

地域振興費 
地域力活用新事業∞ 

全国展開プロジェクト事業費 

 

63,299

150

2,000

－

3,410

 

63,000

150

2,000

909

1,819

 

63,000

150

2,000

150

－

 

63,000 

150 

2,000 

150 

－ 

 

63,000 

150 

2,000 

150 

－ 

 

63,000

150

2,000

150

－

 

 

調達方法 

国補助金（∞プロジェクト）、新潟県補助金、(公財)にいがた産業創造機構補助金、 

上越市補助金、講習会受講料、会費収入 



（別表４－１） 

 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 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 

 

【上越難削材加工研究会】 

市内の9企業が地域の新産業の創出と活性化を目的に連携して取り組む｢上越難削材加

工研究会｣の事業に対して、新潟県工業技術総合研究所や上越市と連携し、受注開拓に

向けた商談会・展示会等支援を行う。 

連携者及びその役割 

（連携者）新潟県工業技術総合研究所：所長 野中敏 

    〒950-0915 新潟市中央区鐙西 1-11-1 TEL 025-247-1301(代:総務課企画管理室) 
   新潟県工業技術総合研究所上越技術支援センター：センター長 横田優治 

     〒943-0171 新潟県上越市藤野新田 349-2 TEL025-544-6823(代) 

（連携者）上越市：上越市長 村山秀幸 

     〒943-8601 新潟県上越市木田 1-1-3 TEL025-526-5111(代) 

（役 割）各連携者の役割については連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 
 



（別表４－２） 

 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 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査 

 

【上越国際ビジネス研究会】 

海外取引を新たに始める、または輸出による売上拡大に向けて取り組む市内の中小企業者に

対して、貿易実務のノウハウ並びに現地法人への仲介等の情報を提供し、国際ビジネス参入

を支援する。 

連携者及びその役割 

（連携者）上越市（産業観光部 産業立地課）：上越市長 村山秀幸  

     〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3 TEL025-526-5111(代) 

（連携者）日本貿易振興機構（ジェトロ）新潟貿易情報センター：所長 中島紳行 

    〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町16-4 荏原新潟ビル5階 TEL025-284-6991 

（連携者）新潟県知事政策局：輸出入促進担当参与 木村 誠 

    〒950-8570  新潟県新潟市中央区新光町4-1  TEL025-285-5511（代） 

（役 割）各連携者の役割については連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 



（別表４－３） 

 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 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査 

 

【上越ニュービジネス研究会】 

上越市内の製造業企業9社が互いの持つ技術を出し合い、新産業を創出することで上越市の

産業の活性化と雇用の安定化を図ることを目的に活動する。 

当面の目標としては、自然エネルギーを活用した植物工場の運営を目指し、植物工場ユニッ

トの開発と野菜栽培技術の向上に向け、実験棟の設置や試作機の開発に取り組んでいる。 

連携者及びその役割 

（連携者）上越ニュービジネス研究会：会長 小林清作（ウエカツ工業株式会社 代表取締役） 

     〒943-0225 上越市三和区1261-5 株式会社セライズ内 TEL025-529-2003 

（役 割）野菜工場運営にかかる各種事業の実施主体 

（連携者）上越市（上越ものづくり振興センター）：上越市長 村山秀幸  

     〒943-0171 新潟県上越市藤野新田333-2 TEL025-545-2933 

（役 割）補助金による支援ほか 

（連携者）新潟県工業技術総合研究所上越技術支援センター：センター長 横田優治 

     〒943-0171 新潟県上越市藤野新田349-2 TEL025-544-6823 

（役 割）植物工場開発にかかる技術的指導・助言、関連セミナー等の情報提供 

連携体制図等 

    
上越ニュービジネス研究会　連携体制イメージ図

　

　

目的：上越市内の製造業者9社が連携し、自然エネルギーを活用した植物工場装置と野菜栽培技術の向上などの研
究開発等の取り組みを通して、上越市の新たな産業と雇用の創出を目標として活動していく。

キャビネット型水耕栽培装置
開発班

・工場野菜の普及に向けたツール

・家庭向け植物工場キットの開発

植物工場班
（筒方小学校跡地活用）

・野菜栽培技術の確立

・工場野菜の量産化

上越ニュービジネス研究会

補助事業 単独事業

植物の適正にあった環境を自動制御しながら、消
費者が望む安定価格で、安心・安全な野菜を提供
できる体制を構築する。

植物工場の確立、販売先の確保

新産業の創出、雇用の創出

上
越
商
工
会
議
所

・事務局機能

・補助金申請

・事業費補助

上
越
市

（
上
越
も
の
づ
く
り
振
興
セ
ン
タ
ー
）

・補助金支援

・小学校施設貸与

・活動PR 

連携

地域産業の活性化

新
潟
県
工
業
技
術
総
合
研
究
所

上
越
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー

・技術指導・助言

・セミナー等情報提供

 



 

（別表４－４） 

 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 

１．経営発達支援事業の内容 

 Ⅱ．経営分析・需要動向調査        Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援    Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 

【ワンストップ相談窓口】 
当所は、「最初に相談したい中小企業支援機関」となりうる身近な相談相手になるべく、事業者の悩みや課題に対応

するワンストップ相談窓口を設置し、先ずは経営指導員で対応、高度化、専門家的な相談事に対しては、毎月定例

日時を決め各種専門家を招いての個別相談で対応し、課題の解決に繋げまたアフターフォローしている。 

連携者及びその役割 

 
ワンストッ

プ相談窓口 
連携者・団体 代表 住所 電話番号 連携の内容・役割 

経営 

上越信用金庫 

新井信用金庫 

糸魚川信用組合 

中小企業診断士 

理事長 笠原和博 

理事長 横山孝雄 

理事長 黒石 孝 

田村 昌美 

上越市中央1-11-1 

妙高市栄町2-3 
糸魚川市南寺町1-8-41

十日町市本町3寅甲1 

025-543-3184 

0255-72-3101 

025-522-9880 

0257-57-2211 

専門的な事項は、エキスパートバンク、経営

安定特別相談、ミラサポで専門家より事業再

生・革新支援など課題が解決するまで指導す

る。 

税務 
関東信越税理士会

高田支部 
支部長 金子 茂 

上越市本町5-2-3 

 アイコービル２階 
025-523-6557 

消費税増税による価格転嫁対策等とキャッシ

ュフロー表作成等の個者支援 

労働 
新潟県社会保険労

務士会上越支部 
支部長 小林俊幸 

上越市黒井623-4 

ｶｻ・ﾃﾞ・ｱｽｶｰﾙ 202
025-543-3970 

各種助成金、就業規則、社会保険等の労働全

般について個者指導し課題が解決するまで指

導する。 

法律 弁護士 朝日 啓 上越市本町3-3-3 025-520-8801 

売掛金回収、金銭消費貸借、相続等の専門的

な個者指導により課題の解消まで導く指導を

する。 

金融 
㈱日本政策金融公

庫高田支店 

支店長兼国民生活事

業統轄 松尾彰夫 
上越市大町3-2-1 025-524-2340 

事業資金、設備投資、創業資金等の柔軟な対

応で安定経営に繋げる 

事業承継 

・Ｍ＆Ａ 

㈱新潟事業承継パー

トナー（中小企業診断

士を派遣） 

代表取締役 小川 健 新潟市東区豊2-6-52 025-270-4668 
事業承継対策・事業再構築・合併・譲渡等を

相談で廃業と解雇者の減少に繋げる。 

海外展開 

上越市 

新潟県 

 

ジェトロ新潟 

市長 村山秀幸 

知事政策局輸出入促

進参与 木村 誠 

所長 中島紳行 

上越市木田1-1-3 
新潟市中央区新光町4-1

 

新潟市中央区新光町16-4 

025-526-5111 

025-285-5511 

 

025-284-6991 

売上拡大などに向け輸出や海外展開につい

て、連携機関より現地法人へ橋渡しをするま

で個者支援を行う。 

創業 
別添の創業支援ネ

ットワーク参照 
   

創業・第２創業に向け事業計画書の作成から

ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰまでを関係機関で指導する。創業後

もｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰし指導・支援する 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

経営：上越信用金庫、新井信用金庫、 

糸魚川信用組合、中小企業診断士

税務：関東信越税理士会高田支部 

労働：新潟県社会保険労務士会上越支部 

法律：弁護士 

金融：㈱日本政策金融公庫高田支店 

事業承継・Ｍ＆Ａ：㈱新潟事業承継 

         パートナー

海外展開：上越市、新潟県、ジェトロ新潟 
創業：上越市、上越信用金庫、 

  ㈱日本政策金融公庫高田支店

小規模事業者 

上越商工会議所 
（ワンストップ相談窓口）

目標：最初に相談したい中小企業支援機関として課題の解決まで導く 
      個者支援をして小規模事業者を持続化経営させる 

悩み・課題を相談



（別表４－５） 

 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 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援 

 

【創業支援ネットワーク】 

新規創業、第 2創業者を対象とした創業塾の開催 

 創業を志す者、或いは第二創業を図ろうとする者に対して集中的な講座を開催し、 

 経営に関わる基礎的な知識の習得、事業計画の立案、資金繰り計画等知識の向上を図

り、計画策定の支援を行う。 

連携者及びその役割 

（連携者）上越市：上越市長 村山秀幸  

     〒943-8601 新潟県上越市木田 1-1-3 TEL025-526-5111(代) 

（連携者）(株)日本政策金融公庫高田支店：支店長兼国民生活事業統轄 松尾彰夫 

〒943-0833 新潟県上越市大町 3-2-1 TEL025-524-2340 

（連携者）上越信用金庫：理事長 笠原和博  

     〒942-0001 新潟県上越市中央 1-11-1 TEL025-543-3184 

（役 割）各連携者の役割については連携体制図に記載 

連携体制図等 

 



（別表４－６） 

 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 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 

 

【メイド・イン上越推進事業】 

上越市が優れた工業製品や特産品等を認証する制度「メイド･イン上越」を活用すること

で、小規模事業者の新たな販路の開拓につなげ経営力の強化と発達を図るとともに、上越

市の産業の活性化に寄与する。 

連携者及びその役割 

（連携者）上越市（上越ものづくり振興センター）：上越市長 村山秀幸  

     〒943-0171 新潟県上越市藤野新田 333-2 TEL025-545-2933 

（役 割）メイド･イン上越認証制度の運営実施主体、補助金による支援ほか 

連携体制図等 

 

「メイド・イン上越」認証

　①見本市等出展事業補助金
　②専門家からの売れる商品化支援
　③認証商品の発表会、展示会の開催
　④認証のブランド化
　⑤上越市ホームページ等によるPR
　⑥上越市の優先利用
　⑦北陸新幹線上越妙高駅での認証品販売
　⑧インターネット上のアンテナショップでの
　　 PR

メイド・イン上越推進事業 支援体制イメージ図

小
規
模
事
業
者

製
品
・
新
商
品
化

ニーズ調査

企画・デザイン

研究・開発

試作品・製品化

テストマーケ

ティング調査

新産業創造支

援事業

補助金

新市場開拓・商

品化事業

特産品（おみや

げ品）開発支援

事業

商品として全国に発信するにふさわしいと認められる商品を「メイド・イン上越」と認証し、市場開拓販路

拡大に向けた総合的な支援を行う。

見本市等出展

事業補助金

新商品開発に向けた事業計

画の策定・実施に係る伴走

型の指導・助言

商品化や販路開拓にかかる

専門家派遣制度を活用した

指導・助言

販路開拓・販売促進につな

げるための広報、展示会・商

談会の参加や開催

経営の発達に向けた金融相

談等の経営相談・指導

上越商工会議所

上越市（上越ものづくり振興センター）と連携を密にし、小規模事業者の持つ技術を活かした商品開発

のための事業計画の策定支援、販路拡大への助言・指導、経営維持発展のための経営指導を行う。

新規販売先の獲

得、売上増加、経

営の発展

地域経済の

活性化

連携



（別表４－７） 

 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 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 
 

【上越発酵食品研究会】 
 上越市に古くから根付き受け継がれてきた発酵食品による地域ブランドづくりを通じて「発酵の

まち上越」を地域内外へ発信しイメージを確立させ、地域の活性化を図ることを目的に、既存商

品の磨き上げ、商品開発、情報発信などの事業に取り組んでいる。 

連携者及びその役割 

（連携者）上越発酵食品研究会：会長 小林 元（株式会社武蔵野酒造 代表取締役）  

     〒943-0171 新潟県上越市藤野新田 333-2 上越ものづくり振興センター内 TEL025-545-2933 

（役 割）発酵食品の広報や啓蒙活動、商品開発に向けた助言・指導などブランド化に向けた支援 

（連携者）上越市（上越ものづくり振興センター）：上越市長 村山秀幸  

     〒943-0171 新潟県上越市藤野新田 333-2 TEL025-545-2933 

（役 割）上越発酵食品研究会事務局機能、補助金による支援ほか 

連携体制図等 

     

上越発酵食品研究会 イメージ図

既存商品の磨き上

げ

上越市に古くから根付き受け継がれてきた発酵食品による地域ブランドづくりを通じて「発酵のまち上

越」のイメージを確立させ、地域活性化を図る。

新商品開発に向けた事業計

画の策定・実施に係る伴走

型の指導・助言

商品化等にかかる専門家派

遣制度を活用した指導・助言、

セミナーの開催など

販路開拓・販売促進につな

げるための広報、展示会・商

談会の参加や開催

経営の発達に向けた金融相

談等の経営相談・指導

上越商工会議所

上越市（上越ものづくり振興センター）と上越発酵食品研究会と連携を密にし、小規模事業者が発酵食品を

テーマに商品化しようとする取り組みのついて、商品化にかかる事業計画の策定支援、販路拡大への助

言・指導、経営維持発展のための経営指導を行う。

ブランド化

販路拡大

経営の発展

地域経済

の活性化
連携

上越発酵食品研究会

小規模

事業者
発酵食品の開発

商品化

新商品開発への助

言・指導

発酵食品の広報・

啓蒙・情報発信
観光分野との連携

調整

特産品開発、見本

市出展事業等補

助金

「発酵のまち上越」の構築、地域産業の活性化

 



（別表４－８） 

 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 

２．地域の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域活性化事業 

 

【着地型旅行商品造成事業】 

裾野が広い観光産業による地域活性化（並びに地域交流）を目指し、新潟県上越市と

長野県上田市の共通地域資源である戦国武将を活用した着地型旅行商品を造成する。

また、小規模事業者から参画頂く中で、お土産開発やオプショナル体験など地域に新

しいビジネスの創出による地域活性化に寄与する。 

連携者及びその役割 

（連携者） 
 専門家 梅川 智也   公益財団法人日本交通公社研究調査部長 
           〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 17F 

           TEL03-5255-6095  役割：コーディネーター 

 宮地 義之  ㈱日本経済研究所ソリューション本部環境・防災部研究主幹 

           〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 3F 

 TEL03-6214-4686  役割：地域振興策の助言 

 熊谷 圭介  長野大学准教授   

   〒386-1211 長野県上田市下之郷 658-1 

           TEL0268-39-0001  役割：観光まちづくりの助言 

 浅倉 有子  上越教育大学教授  

   〒943-0815 新潟県上越市山屋敷町 1 

           TEL025-522-2411   役割：歴史背景の助言 

 

 上田商工会議所 会頭 宮下 茂 

 〒386-8522 長野県上田市大手 1-10-22 

           TEL0268-22-4500 

         

※一部役割については、連携体制図に記載 

連携体制図等 

 


