
経営発達支援計画の概要 

実施者名 長岡商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日（5年間） 

目標 

長岡商工会議所は、地域経済総合団体として、長岡地域経済を牽引し

ていくために、地域商工業者数の約 75％を占める小規模事業者の経営力

の向上と販売促進への支援を強力に推進していきます。 

小規模事業者が経営諸課題を解決していくため、需要動向や経済動向

等、きめ細かく状況分析を行い、基幹産業である機械加工業の全国的な

知名度の向上を図ることで、取引機会の拡大に向けた取り組みを強化す

るとともに、小売・商業サービス業については、消費喚起につながる事

業を積極的に展開することで、販売促進と地域経済の活性化につなげて

いきます。 

事業内容 

（１）小規模事業者の経営状況の分析 

  ・巡回訪問、課題対応セミナーの開催、事業所調査等を通じ、小規

模事業者の経営分析を行います。 

（２）小規模事業者の商品・サービスの需要動向、地域経済動向情報収

集・提供等 

  ・行政や業界組合等と連携し、四半期ごとに地域の景気動向を調

査・収集・分析・提供等により、課題の抽出を行います。 

  ・年４回、行政機関と連携し、長岡地域の雇用情勢を共有する。 

・行政・金融機関等と長岡地域における経済の安定化と発展に向け

た連携会議を毎月開催し、小規模事業者の抱える経営上の悩みや

経済動向等、相互の取り組みを共有していきます。 

（３）需要を見据えた事業計画の策定と、伴走型の指導・助言 

  ・事業計画策定セミナーの開催や各種補助金の申請支援等により、

小規模事業者の掘り起こしを行い、事業計画や融資のための資金

繰り計画の策定支援と策定後のフォローアップを行います。 

  ・概ね創業 5 年未満の事業者を対象にした「創業者クラブ」を平成

26 年から継続して開催し、創業後の経営計画へのフォローアップ

や先輩経営者との懇談会、税務や販売促進への支援を行います。

（４）広報、商談会・展示会等の開催・参加、ＩＴの活用等の需要開拓

  ・首都圏で開催される機械加工業界における要素・加工技術の日本

最大の専門展や鉄道分野の技術総合見本市への出展支援を行い、

機械加工業の販路開拓と知名度の向上を図ります。 

  ・地元の消費喚起を促すためのクーポン事業を７月～９月に開催す

るとともに、中心市街地での展示即売会を開催し、販売促進と地

域経済の活性化を図ります。  

連絡先 

長岡商工会議所 営業推進部 営業サービス課 

〒940-0065 新潟県長岡市坂之上町２－１－１ 

TEL 0258(32)4500  E-mail  keiei@nagaokacci.or.jp 

http://www.nagaokacci.or.jp   

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

・長岡市は、新潟県の中央に位置する人口約 28 万人の県下第二の都市で、福島県境付

近の守門岳から日本海までの広い市域に、日本一の大河：信濃川をはじめ豊かな自然

を擁しています。 

・製造業が主力産業であり、日本海側随一の集積地として、多様な分野の鉄工・鋳物・

精密機械産業が発達しており、多品種少量の部品生産から大型製造装置までの一貫生

産に対応できているほか、米菓・酒などの食品産業も産業界を牽引しています。 

・また、技術・デザイン・経営の 3 大学 1 高専が立地している利点を活かして、中小企

業の技術力・商品力・経営力を強化しているなど、産業・経済の発展に、優秀な人材

を育成することの重要性を説いた「米百俵の精神」が、幕末から現代まで脈々と市民

に受け継がれています。 

・交通アクセスは、東京まで上越新幹線で 90 分、関越自動車道で 150 分と利便性も高

く、関西圏にも 2015 年 3 月開業の北陸新幹線により、人と物流の交流が一層活発に

なることが期待されています。 

・一方、地域を取り巻く経済環境は、小規模事業者が地域商工業者の約 75％を占める中

で、全国の地方都市と同様に、仕入原材料やエネルギーコストの高騰、さらには個人

消費の低迷などにより、全般的に企業収益の改善が進んでいない状況にあります。 

・あわせて、人口減少社会を迎え、地域経済の発展には、規模の縮小に歯止めをかけて

いくための活性化策や若者の定住促進への取り組みが大きな課題になっております。

・上述のような地域としての強みや課題を踏まえ、これまで各種事業で連携を強化して

きた行政機関（新潟県・長岡市）、地元本店の金融機関（北越銀行・大光銀行・長岡

信用金庫）、政府系金融機関（日本政策金融公庫長岡支店・商工中金長岡支店）、3

大学 1 高専（長岡技術科学大学・長岡造形大学・長岡大学・長岡工業高等専門学

校）、公的支援機関のにいがた産業創造機構や各ＮＰＯ法人と、互いのノウハウを共

有しながら、長岡商工会議所が地域総合経済団体として長岡地域経済を牽引していく

ため、小規模事業者の経営力の向上と販売促進への支援を強力に推進していきます。

・小規模事業者が、経営諸課題を解決していくため、きめ細かく経営状況を分析し、需

要動向や経済動向等を踏まえ寄り添いながら支援を行い、特に、基幹産業である機械

加工業を中心としたモノづくり産業は、バラエティに富んだ技術集積があるにもかか

わらず、情報発信力が弱く全国的な認知度が低いことから、全国規模の展示会等で技

術力をアピールし、「技術力の長岡」としての知名度を向上させ、行政機関・業界団

体と協力しながら、販路拡大につなげていくことを目標といたします。 

・あわせて、消費税増税により、景気回復の腰折れが懸念されている中で、地域の消費

を喚起するお得なクーポン事業や中心市街地でのＰＲ・即売会等を積極的に展開し、

小売・商業者の販売促進と地域活性化につながる取り組みを実施していきます。 

・また、平成26年度から、当所と長岡市、日本政策金融公庫長岡支店、一般社団法人

新潟県起業支援センター 起業支援センターながおかの四者で構成している「創業応

援ネットワーク」の活動を強化するとともに、起業家や創業者から見て、活発な基幹

産業とまちの賑わいがあり、支援体制の整備された「魅力のある都市」を目指しなが

ら、年間20名の創業者支援を目標に取り組んでいきます。 

 



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 

 

１．経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．小規模事業者の経営状況の分析【指針①】 

   小規模事業者の持続的発展に向け、長岡商工会議所の会員事業所への巡回訪問

や、課題対応セミナーの開催、地域内の事業所調査等を通じて、小規模事業者の経

営分析を行う。 

 

（事業内容） 

(1)巡回訪問【指針①】 

 より身近な商工会議所を目指し、平成26年度から実施している約2,250の全会員

事業所への訪問活動を、平成27年度以降も継続して行うことで、巡回担当をしてい

る専務理事以下20名の職員が、より深く事業所とのパイプを構築しながら、経営上

の課題や売上動向等を把握するとともに、商工会議所に対する意見の収集や各種施

策・事業の周知等を行いながら、小規模事業者の経営実態を把握していく。 

 

(2)課題対応セミナーの開催【指針①】 

  毎年、経営課題に対応した内容のセミナーや、職務遂行能力の向上を支援する内

容の実務研修セミナー等を年間で10回程度開催しながら、セミナー参加事業所の小

規模事業者をピックアップし、経営課題の把握を行っていく。 

 

(3)事業所調査【指針①】 

   商工会議所法に基づき、毎年8月に、地区内の事業所の実態を正確に把握するた

めの事業所調査を郵送にて実施し、返送により回答のあった事業所の概要データを

活用しながら、小規模事業者の事業概要を把握する。 

 

  (4)専門家と連携した経営分析【指針①】 

   上記(1)～(3)で把握した小規模事業者の経営課題の中で、専門知識を有する中小

企業診断士や税理士、弁護士等の専門家による分析が必要な場合は、当所の専門相

談員と連携し、販売力や財務力等について経営分析を行っていく。 

 

[分析を行う項目] 

  各事業所の概要の他、商品の売上構成、後継者の有無、売上の推移、現在の業況

及び景況感の見込、強みと弱み、経営上の課題・問題点、今後の事業計画等の項目

を基に経営分析を行う。あわせて、商工会議所への意見等を聞き取り、小規模事業

者の経営状況を把握する。 

 

 



[目標] 

  巡回訪問は、1会員事業所あたり年間2回以上訪問し、うち1回は、経営者もしく

は幹部社員と面会することを基本にしながら、訪問事業所との関係を深めていく。 

 なお、訪問については、全会員事業所を対象に行っていくものの、情報を収集し

ながら、分析の対象となる小規模事業者をピックアップしていく。 

また、訪問事業所数は、31年度2,400事業所を目標にして会員増強運動を行い、

年々、訪問件数を増やしながら、31年度には会員事業所の25％を目標として、小規

模事業者の経営状況を把握していく。 

   課題対応セミナーは、年度当初に、金融・税務・取引・労働・情報化等、多様な

経営課題に対応していくためのプログラム化を行い、業種・業態を問わず、多くの

小規模事業者を対象として参加者を募集していく。 

   事業所調査では、全ての基本となる事業所概要データ（企業名・代表者名・代表

者役職・所在地・電話番号・ＦＡＸ番号・Ｅ－ｍail・創業年月・法人登記年月・

従業員数・資本金額・業種・取扱い品目・サービス・売上高・決算期）を把握する

ために、毎年、創業と廃業の過不足を調べながら、会員事業所2,250件の他、非会

員事業所4,150件と新規法人50件を含めた合計6,450事業所に調査票を送付しデータ

収集を行っていく。 

 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

訪問事業所数 2,250社 2,300社 2,300社 2,350社 2,350社 2,400社

巡回訪問件数 3,000件 3,500件 3,750件 4,000件 4,250件 4,500件

セミナー開催回数 10回 10回 12回 13回 14回 15回

セミナー参加者数 300人 400人 500人 550人 600人 650人

事業所調査の対象数 6,450社 6,450社 6,450社 6,450社 6,450社 6,450社

経営分析件数 100件 200件 300件 400件 500件 600件

     

 

[目標達成に向けた手段] 

巡回訪問は、現状では、まだ顔つなぎ程度の関係しか構築されていない事業所が

多いことを踏まえ、27年度以降、より踏み込んだ内容の濃い巡回訪問を行っていく

ため、巡回訪問用のヒアリングシートを作成し、経営状況の把握を行っていく。 

なお、ヒアリングシートは、事業所毎に必要に応じた聞きたいテーマ等を追加

し、データを収集していく。 

セミナーは、年度当初に早めの周知を行い、参加者の掘り起こしを行うととも

に、セミナー当日の参加者アンケートや受講後のフォローアップを行い、経営課題

の深堀を行っていく。 

 

[分析結果の活用方法] 

  把握した経営状況は、経営指導員等が、毎週末に収集した情報を分析するととも

に、１事業所毎に、巡回訪問報告書（通称：よりそい通信）を作成し、職員間で認

識を共有していくため、誰でも閲覧可能で地域別かつ五十音別のファイリングを行

いながら、情報を共有していく。 



なお、セミナー参加後のフォロー等の中で、経営指導員では対応できない、より

高度で専門的な分析を行う必要のある事業所については、当所の専門相談員である

中小企業診断士と連携しながら、分析を行っていく。 

  以上の結果をもとに、小規模事業者の販売する商品や提供する役務の内容、保有

する技術やノウハウ、さらには従業員等の経営資源、財務内容等の経営状況を活用

し、経営課題を抽出しながら、必要な支援につなげていく。 

 

 

 

Ⅱ．商品・サービスの需要動向の情報収集、提供等【指針③】 

   小規模事業者の販売する商品等の需要動向を調査・分析することにより、小規模

事業者の事業を地域で持続的に行っていくためのサポートをする。 

 

 （事業内容） 

  (1)業界新聞による商品・サービス・技術情報の収集と情報提供【指針③】 

   消費者の多様なニーズと新商品開発等の最新動向をいち早く収集していくため、

日経流通新聞や日刊工業新聞などの業界新聞や商工サービス業の動向を掲載してい

る業界誌を活用し、需要動向の収集と分析を行い、小規模事業者の相談内容に応じ

た情報を提供していく。 

 

[目標] 

業界新聞や業界誌、インターネット等を活用しながら、商品・サービスの需要動

向を収集し、収集した結果は、情報の見出しインデックスを作成し、データを所内

で共有することで、相談対応時に素早く情報を提供していく。 

 

[情報収集を行う項目] 

商業・サービス業分野は、日経流通新聞と日経産業新聞、工業・製造業分野は、

日刊工業新聞と日経産業新聞により、日経ＰＯＳ情報サービスによるヒット商品の

売上ランキングや全国企業の新商品情報、大手企業の動向、地方都市での活性化に

向けた取り組み情報等について、経営指導員が交代制により、小規模事業者に役立

つ需要動向の情報を収集していく。 

あわせて、商工サービス業350業種の動向と最新情報が掲載されている「業種別業

界情報（経営情報出版社編）」の該当業種ページの情報を参考にして、情報収集を

行っていく。 

 

[情報の活用] 

経営指導員は、小規模事業者の相談対応時に、相談内容に応じた情報を随時、提

供していくとともに、商工会議所内でも、収集した情報を共有していくため、新聞

情報等の見出しインデックスのデータ化を図り、有効に活用していく。 

また、商工会議所会館の１Ｆ玄関口に、毎営業日の朝、朝刊五紙の１面をコピー

し、来館者へのタイムリーな情報提供を行っていく。 

 

 



Ⅲ．地域の経済動向に関する情報の収集、提供等【指針③】 

   地域内の経済動向を把握していくことにより、小規模事業者が経営の持続的発展

に資するための情報収集と提供を行う。 

 

 （事業内容） 

  (1)長岡市内景況調査【指針③】 

  当所と長岡市、㈱ホクギン経済研究所の三者により、共同で四半期ごとの地域事業

所の経済動向を調査・分析し、金融相談時に役立てていくとともに、地域内の施策

に反映させるため、行政機関や関係団体へ結果を提供し活用を図っていく。 

 

  (2)長岡市内賃金実態調査【指針③】 

  昭和51年から39年間継続して長岡市内事業所における従業員の賃金調査を実施し、

長岡地域の賃金水準並びに、新卒者の採用状況等の実態と変化を把握することによ

り、雇用・労務相談時に役立ていくとともに、地域雇用の安定に結びつけていく。 

 

(3)長岡鉄工業協同組合の景気動向調査の活用【指針③】 

  基幹産業である機械加工業における景気動向については、地域の機械関連119社が

加盟している長岡鉄工業協同組合のアンケート調査結果（年4回）により収集し、他

の調査結果と分析をしながら、業界における課題の抽出を行う。 

 

(4)長岡地域の経済・産業の安定化に向けた定例連絡会議による情報収集【指針③】

  行政や金融機関、地域商工会等の団体に呼び掛け、長岡地域における経済・産業の

安定化と発展に向けた定例会議「長岡経済・産業連携会議」を毎月1回開催し、小規

模事業者の抱える経営上の悩みや経済動向等、相互の取り組みを共有していく。 

 

(5)長岡地域の雇用の安定化に向けた定例連絡会議による情報収集【指針③】 

  当所と長岡市、ハローワーク長岡の三者により、労働力事情の変化に即応していく

ため、長岡地域の雇用対策に向けた定例会議「長岡市雇用対策協議会」を四半期に1

回開催し、地域における雇用情勢の把握や雇用促進に向けた相互の取り組みを共有

していく。 

 

 (6)振興委員連絡会議を活用した景況感の情報収集【指針③】 

  商工会議所と地域小規模事業者のパイプ役である小規模企業振興委員（30名）との

年間8回にわたる連絡会議を開催し、地区内の景況感や現状を意見交換し、小規模事

業者における課題の抽出を行う。 

 

[目標] 

長岡市内景況調査は、調査対象を1,500事業所としているが、回答事業所が約400

事業所（回収率25％）に留まっていることから、回収率を平成31年度までに500事業

所（回収率33％）まで高め、長岡市内賃金実態調査は、調査対象700事業所に対し、

回答事業所が約200事業所（回収率30％）であることから、同様に、回収率を平成31

年度までに300事業所（回収率43％）まで高め調査結果の精度を高めていく。 

 



 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

長岡市内景況調査の回収率 25％ 26％ 28％ 30％ 31％ 33％

長岡市内賃金実態調査の回収率 30％ 33％ 36％ 39％ 41％ 43％

経済・産業連携会議の開催 11回 11回 11回 12回 12回 12回

長岡市雇用対策協議会の開催 4回 4回 4回 4回 4回 4回

振興委員連絡会議の開催 7回 7回 7回 8回 8回 8回

     

  [調査項目] 

長岡市内景況調査は、四半期ごとの景気動向（現況・見通し、理由）や売上高・

経常利益の動向の他、在庫や資金繰り、設備投資、雇用、経営上の問題に至るまで

調査していくとともに、消費税増税後の影響など、現下の課題に対応した調査をタ

イムリーに実施していく。 

長岡市内賃金実態調査は、年1回12月時点の1年間の従業員賃金や昇給予定、役員

報酬、新卒採用予定と初任給、中途採用、定年制について調査していく。 

 

[回収率を高めるための手段] 

長岡市内景況調査は、調査票の対象事業所の選定をこれまでの行政から、商工会

議所にシフトしていくことで、相談等で構築された事業所とのつながりを活かすこ

とができ、あわせて、未回答事業所に督促状を送付し、回収率を高めていく。さら

に、未回答が続いた事業所の入替えを毎年行い、統計データとしての信憑性を確保

していく。 

長岡市内賃金実態調査は、未回答事業所への電話依頼による催促の他、日頃から

連携している税理士をはじめとする専門家にも協力依頼し、回収率を高めていく。 

       

  [収集データの活用方法] 

   長岡市内景況調査は、連携している三者により報告会を開催し、情報共有してい

くとともに、調査結果の要因について意見交換を行うことで、今求められている事

業所への支援策につなげていく。得た情報は、経営指導員で共有認識を図り、金融

相談や経営改善相談での個社支援の際に役立てていく他、巡回訪問時の情報提供に

も活用していく。また、地域内の業界団体をはじめ、行政やマスコミ、ＷＥＢ上で

も結果を公表し、地域内の事業所はもとより、広くデータの活用を行っていく。 

長岡市内賃金実態調査は、回答事業所に報告書を送付する他、希望者には、有料

（1冊3,300円）にて頒布し、小規模事業者の賃金実態や雇用対策等への課題の抽出

に役立てていく。 

 

 

Ⅳ．需要を見据えた事業計画の策定・実施に係る伴走型の指導・助言【指針②】 

   小規模事業者が経営課題を解決していくため、上記Ⅰ～Ⅲの経営状況の分析、需

要動向、経済動向等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び、資金繰りや補助金申

請等の個別相談、創業後の指導・助言を伴走型で一緒になって行い、小規模事業者

の事業の持続的発展を図る。 



 

 （事業内容） 

  (1)事業計画策定に関するセミナーの開催【指針②】 

  事業計画策定等に関するセミナーと終了後の個別相談会の開催により、自社の経営

資源やビジネスプランを見直し、事業計画の策定を目指す小規模事業者の掘り起こし

を行い、事業計画の策定と着実な実施に向け、寄り添いながら支援していく。 

 

(2)資金繰り相談や各種補助金の申請支援【指針②】 

  金融機関への融資依頼時や金融機関との良好な関係と定期的な自社経営の状況を説

明する際に役立てるとともに、ものづくり補助金や小規模持続化補助金等の競争力の

向上と経営課題の解決に有効な各種施策の申請書類時に必要となる事業計画の策定を

目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

  あわせて、経営発達支援計画認定後は、小規模事業者の持続的発展のため、支援に

有効な「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を勧奨し、要件である事業計画

の策定を目指す小規模事業者の掘り起こしから、策定支援、その後の進捗状況の確認

等のフォローアップを行う。 

 

  (3)巡回・専門相談における策定支援【指針②】 

  税理士等の専門知識を有する専門家による相談会や経営指導員の巡回指導時に、小

規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘

り起こしを行う。 

 

  (4)事業計画策定後のフォローアップ支援【指針②】 

  策定後の事業計画に対する支援については、毎月1回開催している専門窓口相談や

専門知識を要する課題解決に対応した専門家派遣を活用し、計画の実践に向けた助言

を行う。 

  経営指導員のフォローアップは、上記専門家との連携時への寄り添いの他、3か月

に1度巡回訪問を行い、小規模事業者に「意識改革と行動」を促しながら、進捗状況

の確認を行うとともに、需要動向・地域の経済動向に関する情報提供など、必要な指

導や助言を行い、事業計画の実効性を高めていく。 

  あわせて、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用者には、３か月ごとのヒ

アリングの他、年１回報告書の作成等のフォローアップを行う。 

 

  [支援に対する考え方] 

   事業計画は、経営の根幹をなすもので、融資や補助金の申請等の他、応用範囲も

広く、日頃からしっかりとした事業計画を立てて実行していくことが求められてい

るものの、現実は、経営者の頭の中で漠然と考えている小規模事業所が多いのが実

態であることから、事業計画の必要性並びに、小規模事業者に自社の経営環境への

理解を促しながら、持続的な経営の実現に向けた支援を行う。 

 

  [支援対象] 

年間2回にわたり、3回シリーズの策定支援セミナーを開催し、事業計画書の策定

を目指す小規模事業者の掘り起こしを行うとともに、毎月1回開催していく資金繰り



相談会への参加者並びに小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資制度）へ

の融資斡旋事業者、さらには、補助金施策説明会の開催等により広く施策情報の提

供と申請サポートの受付をＰＲし、小規模事業者の掘り起こしを行う。 

あわせて、窓口指導や巡回指導、専門相談等において、事業計画策定の支援を説明

しながら対象者を増やしていく。 

  [手段・支援内容] 

   事業計画策定セミナーは、半年に１回、専門知識を有する中小企業診断士を講師

に招き、事業計画の策定意義から経営分析、経営戦略の方法について学ぶ内容で開

催していく。 

 

  [目標] 

    セミナーや相談会等の事業による掘り起こしを図りながら、平成31年度には現

状の4倍にあたる400社へ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

セミナー開催回数 1回 2回 2回 2回 2回 2回

セミナー受講者数 35名 60名 80名 80名 80名 80名

資金繰り相談会開催回数 12回 15回 15回 15回 15回 15回

補助金施策説明会参加者数 50名 60名 70名 80名 100名 130名

補助金申請支援件数 30件 40件 50件 65件 80件 100件

事業計画策定事業者数 100社 150社 200社 250社 300社 400社

策定後のフォローアップ件数 30件 50件 75件 100件 125件 150件

  

 

 

Ⅴ．創業後の伴走型の指導・助言【指針②】 

地域の将来を担う起業家の成長と創業後の事業の成功を支援していくため、創業

応援ネットワークを行政・金融機関と構築・連携し、創業支援を行っていく。創業

後は、平成26年度から始動している創業5年未満の事業者を対象とした場を活用し、

伴走型の支援を実施していく。 

 

 （事業内容） 

  (1)創業支援事業「創業応援ネットワーク」による支援【指針②】 

 当所と長岡市・日本政策金融公庫・一般社団法人新潟県起業支援センター 起業支

援センターながおかの四者で創業希望者・創業者に対し、創業に向けた個別相談や

創業塾、専門家派遣等の支援を行う。 

 

  (2)創業者クラブの開催【指針②】 

 ネットワークや経営資源に乏しい、概ね創業後5年未満の事業者を対象にした「長

岡地域：創業者クラブ」を平成26年度から継続して開催し、創業後の事業計画への

フォローアップや先輩経営者との懇談会、税務や販売促進への指導・助言を行う。 

 



  [支援に対する考え方] 

 開業率が廃業率を下回っている状況の中で、長岡地域でも行政や大学をはじめとし

た各機関が創業支援事業に取り組んでいるものの、創業前の事業計画の甘さや企業経

営の経験不足等から、創業3年以内に70％の創業者が廃業すると言われているため、

各機関と連携・協力しながら、それぞれの専門性やこれまでの事業成果を踏まえた創

業支援を行う。 

 

  [支援対象] 

 創業応援ネットワークは、主に創業前の希望者に対する支援を中心とし、各機関で

役割を分担しながら支援を行うとともに、創業者クラブは、当所が主体となって、概

ね創業5年未満の創業者を対象として、人脈形成と情報交換の「場」づくりを行いな

がら、経営継続のための支援を行う。 

 

[手段と支援内容] 

 創業応援ネットワークは、構成機関がそれぞれの役割を分担し、四半期に1回、創

業支援事業の成果や課題等の情報交換を行っていく。 

創業者クラブは、2か月に1回の割合で懇談会を開催し、創業者としての課題を抽出

しながら、実効性の高い支援を行っていく。なお、創業者のニーズとして高かった、

ビジネス交流や先輩経営者との懇談の他、補助金や資金繰り相談を重点的に行い、事

業計画（経営計画）作り等、伴走型の支援を行っていく。 

特に、創業後のフォローアップは、巡回相談等での掘り起こしを含め、創業者クラ

ブを活用しながら、創業時の事業計画とのギャップや課題を把握し、需要動向や地域

経済動向の情報とあわせて、補助金情報を提供するなど、必要な指導や助言を行い、

事業計画の実効性を高めていく。 

 

[目標] 

   各機関と連携した創業者支援と創業者クラブでのフォローを行いながら、平成31

年度には現状の2倍にあたる100名の創業応援により、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

創業応援ネットワークの開催 4回 4回 4回 4回 4回 4回

創業者クラブの開催回数 4回 8回 8回 10回 10回 12回

創業支援者数 50名 70名 75名 80名 85名 100名

事業計画策定事業者数 5社 10社 15社 20社 25社 30社

計画後のフォローアップ件数 0件 10件 15件 20件 25件 30件

 

 

 

Ⅵ．機械加工業における需要の開拓【指針④】 

小規模事業者が新たな需要の開拓を進めるうえで、上記Ⅰ～Ⅴの結果を踏まえな

がら、地域の基幹産業である機械加工業における、全国的な知名度を向上させ取引

機会を拡大させる取り組みを強化し、販路の開拓と販売促進につなげていく。 

 



 （事業内容） 

 (1)機械要素技術展（Ｍ－ＴＥＣ）への出展【指針④】 

   年1回、東京ビッグサイトとインテックス大阪で開催される、機械加工の要素技

術に特化した日本最大の専門技術展に向けて、長岡市とＮＰＯ法人長岡産業活性化

協会と連携して、小規模事業者に対する出展支援と出展後の営業フォローアップを

行い、機械加工のモノづくり集積地としての認知度の向上と販路開拓を図る。 

   当所は、出展者の募集と出展後のフォローアップを中心に支援し、長岡市は出展

者の調整、長岡産業活性化協会はブースの設営を分担しながら、地域一体となって

基幹産業に対する需要の開拓を支援していく。 

 

  (2)鉄道技術展への出展【指針④】 

   2年に1回、幕張メッセで開催される、鉄道をキーワードにした幅広い産業の技術

や製品が集まる国際見本市の出展に向けて、小規模事業者に対する出展支援と出展

後の営業フォローアップを行い、国策として世界規模で大きな成長が見込める鉄道

分野への参入を目指し、「鉄道技術の長岡市」としての認知度の向上と販路拡大を

図る。 

 

(3) 長岡ものづくり技術を掲載した企業ガイドブックの作製と配布【指針④】 

   長岡地域の鉄工・鋳物・電機関連のモノづくり企業135社の得意とする技術力や

製品、主要設備を掲載したガイドブックを5,000部作成し、全国の有力企業や展示

会出展時に配布等による情報発信を行い、全国的な知名度の向上と取引機会の拡大

を図る。 

 

  [支援に対する考え方] 

長岡地域の機械加工業は、多品種少量で単品生産を得意とする企業が多く集積

し、鋳物から板金加工、精密部品、組み立てまで地域内で一貫して対応できる強み

があるものの、下請型で自社製品をもたない小規模事業者が多く、マーティング力

が弱いウィークポイントの克服を目指すため、全国規模の展示会に「長岡モノづく

り企業ブース」としてグループで出展し、1社単独ではアピールできないことも、

地域全体でまとまったブースとすることで、モノづくり集積地としての認知度を高

めながら、受注促進につなげていく。 

あわせて、ブース内に商談スペースを確保し、より的を絞った具体的な商談を行

いながら販路拡大を図っていくとともに、商談につながらなくても、顧客との直接

的な対応による情報収集だけでなく、展示会期間中は、他の出展企業との比較を自

社の市場でのポジションや不足している技術力などを明らかにでき、将来的な需要

の開拓につなげていくための支援を行う。 

 

  [支援対象と内容] 

長岡地域の鉄工業界、鋳物業界、木型工業界など機械加工関連のモノづくり製造

業を対象に、これまで展示会や商談会に出展した経験の浅い小規模事業者並びに、

新たな業界との取引の拡大を希望する意欲の高い小規模事業者に対して、展示会ま

での諸準備から展示製品・配布パンフレット・当日の対応方法・終了後のフォロー

アップ等を支援し、販路の開拓を図っていく。 



 

  [目標] 

地域として出展経験のある首都圏での展示会への支援を中心に行うが、医療や航

空産業などの新たな成長分野への展示会の情報を収集し、出展を目指していく。 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

機械要素技術展への出展支援者数 8社 10社 15社 15社 20社 20社

鉄道技術展への出展支援者数 8社 10社 10社 12社 12社 15社

企業ガイドへの掲載事業者数 135社 140社 145社 150社 160社 170社

新たな産業分野への展示会出展 なし 検討 1回 1回 2回 2回

 

 

 

Ⅶ．小売・商業サービス業における需要の開拓【指針④】 

小規模事業者が新たな需要の開拓を進めるうえで、上記Ⅰ～Ⅴの結果を踏まえな

がら、地域の小売・商業における、消費喚起につながる事業を積極的に展開し、販

売促進と地域活性化につなげていく。 

 

 （事業内容） 

 (1)お得なクーポン事業の実施【指針④】 

大型店やインターネットを活用した買物が増えている中、長岡地域で一年を通じ

て一番人出が多い7月～9月の約2カ月間にわたり、地域の小売・商業サービス業等の

小規模事業者の売上増加につながるクーポン事業を行うことにより、地域の消費喚

起を図る。 

 

  (2)中心市街地での展示即売会の開催【指針④】 

   中心市街地の衰退が叫ばれているものの、長岡駅周辺の「まちなか」は、地代が

高いことが影響し、郊外の小規模な飲食店や小売業者には憧れの地域であることか

ら、夏と秋の年2回、中心市街地で展示即売会「長岡まちなかマルシェ」を開催

し、小規模事業者の売上増加と中心市街地の活性化を図っていく。 

 

(3)中心市街地での個店の魅力向上を目指した取り組み【指針④】 

   各商店が講師となり、店主の専門知識や情報、コツを無料で受講者であるお客に

伝える「まちゼミ」を年2回開催し、各店舗のファンづくりと中心市街地の活性化
を推進していく。 

 

  [支援に対する考え方] 

長岡地域の小売・商業サービス業は、商圏人口約80 万人の消費を支える広域的な

商業拠点が形成されているものの、大型店の郊外出店や中心市街地の大型・小売店

の閉店が相次ぎ、小規模事業者の売上も年々規模が縮小傾向に置かれていることか

ら、地域全体における期間限定の売り出しセールを「クーポン事業：ながおか愛モ

ールクーポン」や中心市街地での展示即売会「長岡まちなかマルシェ」、各店舗の

ファンづくりを支援する「まちゼミ」を開催し、地域の消費喚起と小規模事業者の



売上確保を図っていくための支援を行う。 

また、多くの小規模事業者は、独自でのＰＲを行った経験が少ない現状を踏ま

え、事業を通じて、自社の存在を広く市民に知らしめ、認知度を高めることにもつ

ながる気付きを与えていく。 

なお、当所単独事業ではあるが、より効果的な取り組みにしていくため、長岡市

と長岡市商店街連合会にも事業に対する後援協力を得て、地域一体となった支援を

行っていく。 

 

  [支援対象と内容] 

消費者にとっての魅力を高めていくため、地域の小売・飲食・サービス等はもと

より、住宅建築や工務店、自動車の板金・塗装業者等、直接、消費者に販売する業

種の小規模事業者を対象にし、クーポン事業では、各社の独自サービスを付加した

クーポンチラシを作成し、長岡市内への新聞折り込みや集客施設で周知を図るとと

もに、事業に参加した事業者に対し、「のぼり」と「登録店ステッカー」の設置の

他、消費者ニーズにあったサービスへの対応や販売促進につながる事例、終了後の

フォローアップ等を支援していく。展示即売会では、対面販売による自社の魅力向

上にむけた接客方法や強みをアピールする事例を紹介する等の支援をしていく。ま

ちゼミでは、各店舗に開催までの事前説明を徹底して行う他、参加市民の声をフィ

ードバックするなど、事業の成功にむけた支援をしていく。 

 

  [目標] 

   市民へのＰＲの拡大と参加事業者のサービスの向上を図りながら、平成31年度に

は、現状の約2倍の成果を目標に取り組んでいく。あわせて、長岡地域内での新た

な商談会や展示即売会についても、業界組合等と連携し開催を検討していく。 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

クーポン参加者数 160社 200社 220社 250社 280社 300社

クーポン利用数 8,000枚 10,000枚 12,000枚 14,000枚 17,000枚 20,000枚

マルシェ参加者数 28社 35社 45社 50社 55社 60社

まちゼミ参加店舗数 40店 50店 60店 70店 80店 80店

まちゼミ参加市民数 400名 500名 600名 700名 800名 800名

新たな商談会の開催 なし 検討 1回 1回 2回 2回

 

 

 

Ⅷ．販路開拓やサービスの提供など商売繁盛に繋がる事業への助成【指針④】 

小規模事業者が、新たな前向きな取り組みを行う事業に対し、きっかけを促すた

めの助成を行いながら、需要の開拓と企業の成長に向けて支援していく。 

 

 （事業内容） 

 (1)ビジネス活動への支援事業【指針④】 

小規模事業者が、自ら行う意欲的な取り組みとして、新製品や新サービスの開

発・販売促進、イベントの開催等、これまで取り組んだことのなかった事業に対し



て助成をするとともに、経営指導員が成功に向けた支援を行うことで、販路開拓と

経営力の強化につなげていく。 

 

  [支援に対する考え方] 

国・県・市の補助金は、年々、手続きが簡素化されているとはいえ、書類作成等

の煩わしさや時間的な余裕が無いことを理由に、申請することを最初から諦めてし

まっている小規模事業者が依然として多いことから、補助金へのイメージを払拭す

るとともに、時代の変化に対応しながら、前向きな取り組みを行うきっかけにして

いくための支援を行う。 

 

  [支援対象・内容] 

小規模事業者自らが提案していく前向きな取り組みに対し、申請内容を長岡市・

日本政策金融公庫・中小企業診断士で構成した審査会で説明を受け、採択した案件

には、10万円～20万円の事業費を助成していく。 

対象となる助成事業としては、販路開拓やサービスの向上、販促ツールの作成、

商品開発など、自社にとって商売繁盛に向けた新たな需要の開拓につながる内容に

ついて支援していく。 

あわせて、前向きな取り組みを支援していくため、全ての案件について申請段階

から事業完了後まで、継続して経営指導員が寄り添いながら、事業の成功に向けて

サポートを行っていく。 

 

  [目標] 

   より多くの事業者から利用してもらうため、1回限定の利用とし、これまで4年間

で62事業を支援してきた。引き続き、新たな事業への支援を行うとともに、これま

でに採択した62事業についても、成功まで継続的にサポートし、事業化に結び付け

る取り組みを強化していく。 

項目 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

支援事業者数 15社 15社 20社 20社 25社 25社 

事業化した事業者数 10社 15社 20社 25社 30社 35社 

 

 

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

Ⅰ．地域活性化事業 

(1)地域資源：長岡野菜の普及促進への取り組み 

長岡地域の小規模な食品加工製造業者９社が、大手ホテルや新潟県、長岡市、長

岡野菜ブランド協会から助言を受けながら、食品加工業者としての立場で、地域資

源に認定されている「長岡野菜」の持続可能な生産体制を維持していくためのグル

ープ『長岡野菜加工研究会』を平成 22 年 9 月に設立し、当所は、同研究会の総合

調整を研究会事務局と一体となって行い、平成 23 年 2 月には、グループ代表企業

による経済産業省・農林水産省「地域産業資源活用事業」認定取得を支援した。 



伝統野菜でもある長岡野菜は、長岡の郷土料理に欠かせない食材ではあるもの

の、年々、野菜生産者の減少により、存続の危機に陥っていたことから、単独では

限界のある加工食品の販売連携及び、普及・広報活動をグループで取り組み、野菜

そのものの需要拡大と地域経済の活性化に向けた認知度のアップを図っていく。 

 

  [事業内容] 

   野菜生産者との情報交換にも取り組みながら、長岡野菜を一年中、美味しく味わ

うことができるように、年 1 回、長岡野菜を用いたお菓子や漬物、惣菜等の即売会

「長岡野菜クオ―レ祭り」を長岡駅前にて開催し、多くの消費者に食べてもらうこ

とで、加工品の販売促進だけでなく、長岡の食文化の継承にも取り組んでいく。 

   ①新潟県から協力を得て、野菜生産者との情報交換を年 1 回開催し、加工業者と

してのニーズと生産者からの要望をすり合わせし、相互連携を深めていく。 

   ②加工食品の販売促進と長岡野菜の普及・ＰＲを行うための「長岡野菜クォーレ

祭り」を、ＪＲ長岡駅前のアオーレ長岡で年 1 回以上開催するとともに、今

後、首都圏でも開催を検討し、賑わいの創出に取り組んでいく。 

 

[今後の地域の方向性] 

これまでの活動により、長岡市でも長岡野菜をテーマにした市民向けセミナーの

開催や、長岡野菜の調理レシピパンフレットを作成するなど、地域全体で長岡野菜

を活用した各種取り組みの輪が広がってきている。 

なお、長岡野菜は、山古志かぐらなんばん・長岡巾着なす・だるまれんこんをは

じめ、現在では、16 品目認定されており、長岡が誇る地域ブランドとして定着して

きている。 

 

  [目標] 

   現在は、地域内での活動に留まっているが、平成 31 年度には、地域内 2 回、首

都圏等 1回、合計 3回の「クオ―レ祭り」を開催し、普及に向け取り組んでいく。 
項 目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

生産者との情報交換 年 1回 年 1回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

クオ―レ祭りの開催 

       来場者数 

       出展者数 

年 1回 年 1回 年 2回 年 2回 年 3回 年 3回 

1,000 人 1,000 人 2,000 人 2,000 人 3,000 人 3,000 人 

9 社 9 社 12 社 12 社 15 社 15 社 

広報活動 ホームページ・パンフレットによるＰＲ 

 

 

  (2)祭りを通じた観光振興 

   長岡市には、四季ごとの祭りを当所と長岡市、(一社)長岡観光コンベンション協

会の三者が中心となり、地域経済の活性化に向けて開催している。中でも、長岡ま

つり前夜祭と長岡雪しか祭りは、当所が主体に運営している。 

 

   ①長岡まつり前夜祭（8月1日） 

    起源は、昭和20年8月1日の長岡空襲からの復興を願い、翌年8月1日に「長岡復

興祭」を当所が開催したことにあり、以来、空襲で亡くなられた方々への慰霊と



鎮魂、長岡再興に尽力した先人への感謝、また恒久平和への願いを込めて、毎年

８月１日に「前夜祭」、２日・３日に世界一の「大花火大会」を開催している。

    前夜祭は、市民・企業参加型のイベントとして、8,700名（平成26年）が参加

し、大民踊流しに企業・市民団体から54団体5,000名が参加、越後長岡神輿渡御

には28団体3,000名が参加し、観光振興に大きく貢献していく。 

 

   ②長岡雪しか祭り（2月第2土・日曜日） 

    雪を苦にせず、雪と親しみ、雪の恵みを活かす都市を目指し、地域イメージの

向上と冬期間における誘客促進を図る地域活性化イベントとして、昭和61年から

継続して開催しており、現在では毎年60,000人の来場者を数える冬の一大イベン

トの企画・運営を行っていく。なお、雪しか祭りも、長岡まつり同様に、25％が

企業協賛で運営され、多くの企業や団体の参加を得ながら実施していく。 

 

   [目標] 

   長岡市等と連携し、地域経済の活性化に向けた取り組みを継続して行っていく。

項 目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

長岡まつり前夜祭入込客数 5 万人 5万人 5.5 万人 5.5 万人 6 万人 6 万人 

雪しか祭り入込客数 6 万人 6万人 6.5 万人 6.5 万人 7 万人 7 万人 

 

 

  (3)健康・医療・福祉研究会の開催 

   長岡地域における新たな成長産業群の創出と育成、さらには地域産業の活性化を

目指し、平成26年5月に「健康・医療・福祉研究会」を立ち上げ、医療・福祉関係

の事業者をはじめ、製造業、卸小売業、建設業など、多業種にわたり約150社が参

加し、２か月に１回、新サービスの研究や、新製品の提案などを通して、高齢化社

会に対応した産業化とまちづくりを目指した事業を行っていく。 

   [目標] 

    医療機関と連携を深めながら、企業の取り組みを支援していく。 

  項  目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

例会開催回数 4 5 5 5 5 5

医療分野進出事業者数 なし 1 2 3 4 5

 

 

 

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)長岡経済・産業連携会議の開催 

   長岡地域における行政機関や支援機関等に呼び掛けし、地域経済・産業の安定化

や金融動向等の相互の取り組みを共有していくとともに、緊急時における対策を連

携しながら協議していく目的により、平成20年より毎月1回情報交換を実施。 



   構成団体には、当所・長岡市・新潟県・ハローワーク長岡・日本政策金融公庫長

岡支店・商工組合中央金庫長岡支店・新潟県信用保証協会長岡支店・にいがた産業

創造機構・ホクギン経済研究所・長岡地域商工会連合の10団体の代表者の他、地域

の中核企業を招いて需要の動向を把握するなど、経済状況に応じた内容で意見交換

を行いながら、経済動向や地域の小規模事業者の抱える経営上の悩み、支援の現

状・ノウハウ・対応方法等に関して情報交換し、持続的な連携を強化していく。 

       

  (2)創業支援事業「創業応援ネットワーク」の構築 

   当所と長岡市・日本政策金融公庫・一般社団法人  新潟県起業支援センター 起

業支援センターながおかの四者で、それぞれの強みを活かしながら、創業希望者や

創業者に対し、個別相談や創業塾、専門家派遣等の支援を地域一体となって行う。

   平成26年10月に産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受け、

年間20件の創業を目標に、創業支援に向けた情報交換を行い、連携を深めていく。 

 

(3)長岡市：地域総合経済団体リンケージ会議の開催 

   市町村合併により同じ行政区域となる13商工会との経済動向や支援ノウハウ等の

情報交換を行い、柔軟な連携を図る目的により、年1回、各商工会長との意見交換

会を開催し、連携基盤の構築を図っていく。 
 

  (4)中越地区商工会議所との連携強化 

   近隣地区の４商工会議所において、各地域の景況感や動向、小規模事業者への支

援事業、直面している課題等について情報交換を行い、ノウハウや効果的な事業の

推進方法について共有していく。 

   あわせて、基幹産業である機械加工関連のモノづくり業界の活性化に向け、年１

回、中越地区４商工会議所と県央地区２商工会議所の工業支援担当者で集まり、各

地域の工業界の動向や工業振興事業について情報共有している。 

 

 

 

Ⅱ．経営指導員等の資質向上に関すること 

   日本商工会議所、新潟県商工会議所連合会が主催する研修に加え、中小企業大学

校の主催する研修、民間の人材育成会社が主催するセミナーや当所で企業向けに企

画したセミナー等に、経営指導員が年間2回以上参加することで、企業の売上や利

益につながる支援ノウハウの習得と支援能力の向上を図っていく。 

 

(1)キャリアアップ研修制度による資質向上 

   平成22年10月より「職員研修規程」を創設し、職員の能力開発・育成に努めてお

り、各自が目標を定めながら、経験年数と階層別に各機関の研修に参加し、資質向

上を図る。 

 

 

 

 



 

             ＜職員階層別の研修イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)共済制度の普及活動を通じた営業ノウハウの習得 

   共済制度の加入推進を行う際に、アクサ生命保険会社と連携し、年間４か月間に

わたり、保険会社の営業推進員と職員が同行で事業所を訪問することで、事前準備

から契約まで一連の営業テクニックやノウハウをプロから学び、経験を積んでいく

ことで、支援能力の向上を図っていく。 

 

  (3)経営指導員連絡会議による支援能力の習得 

     若手経営指導員や経験の少ない経営指導員の相談対応能力を高めるとともに、お

互いの相談案件を情報開示しながら、組織内で得たあらゆる情報を共有するための

連絡会議を毎週１回開催し、指導や助言内容、情報収集方法等を学ぶためのＯＪＴ

の場だけでなく、小規模事業者への効果的な課題解決策や伴走型の支援力の向上を

図っていく。あわせて、１週間ごとに相談対応した内容を記録し、ファイリングす

ることで、過去の相談事例をいつでも確認できる仕組みを継続して行っていく。 

 

 

 

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、本計画に記載した事業の実施状況や成果・見直し案について、以下の方

法により、評価・検証を行う。 

   

  (1)中小企業診断士、行政機関、金融機関等の有識者により、事業の実施状況、成

果の評価・見直し案の提示を行う。 

 



  (2)事業評価は、事業の効果を判断するため、数値目標に照らした評価を行う。  

    ・妥当性…小規模事業者のニーズとの合致、課題解決策として有効性 

    ・有効性…事業による目標達成度、小規模事業者に利益への貢献度 

    ・効率性…効果的な資源の活用性 

    ・持続性…効果の事業終了後の持続性 

 

  (3)客観性と透明性を確保し、評価の質を高めるため、「事業評価・改善会議（仮

称）」を設置し、評価・見直しの方針を決定する。 

 

  (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。 

 

  (5)事業の結果を長岡商工会議所のホームページ（http://www.nagaokacci.or.jp）

と会報で計画期間中公表していく。 

 

 

＜事業の評価及び見直し・改善の仕組み＞ 

 

サイクル 内 容 
事業評価・改善会議（仮称） 

役割 時期 

Ｐｌａｎ 
計画 

（事前段階）

・事業計画、事業目標 

・予算編成 

・組織の見直し 

■事業の実施前に、妥当

性、計画内容、効果等

を協議 

３月 

 
  ・当該年度の計画と前回からの改善・改良点を公表 

  → ホームページ、会報 
 

Ｄｏ 
実行 

（実施段階）

・目標達成に向けた事業の遂行 

・効率的、効果的な現場対応 

■計画に基づく事業進捗

の確認 

４月～

３月

 
  利用者へアンケート   

Ｃｈｅｃｋ 
評価 

（事後段階）

・成果の把握 

・事業目標、進捗状況の把握 

・課題の把握、方向性の明示 ■事業の効果、効率性、

持続性を検証 

 

■事後評価後は、次年度 

への教訓・提言を確認 

６月・

９月・

１２月

 
  反映 

Ａｃｔｉｏｎ 
改善 

 （ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ）

・事業の構成、優先順位の検討 

・事業計画の見直し 

・実施プロセスの改善・改良 

 

 

 

毎
年
度
サ
イ
ク
ル 



（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1月15日現在）

（１）組織体制 

   経営発達支援事業を確実に遂行していくため、営業推進部長を総責任者とし、現

在、経営改善普及事業を担当・実施している部所属の経営指導員９名により、計画の

目標達成に向け、業務に取り組んでいく。 

                                ※経営指導員 

   総責任者：事務局次長兼営業推進部長    長谷川和明 

   リーダー：営業推進部営業サービス課長  ※平澤 広栄（担当：指針①～④） 

   担当者 ：営業推進部営業サービス課主幹 ※石橋 弘明（担当：指針①④） 

        営業推進部営業サービス課係長 ※片桐 康成（担当：指針①②③） 

           同  上     係長 ※渡邉  聡（担当：指針①③④） 

           同  上     係長 ※笠井 絢子（担当：指針①④） 

           同  上     係長 ※木村 英恵（担当：指針①②） 

           同  上        ※上村 美和（担当：指針①②③） 

           同  上        ※渡貫 大介（担当：指針①④） 

           同  上        ※小林 雅典（担当：指針①②③） 

 

           ＜長岡商工会議所 事務局体制図＞ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正副会頭 

専務理事 

事務局長 

総務企画部長 
（事務局長兼務） 

営業推進部長 
（事務局次長兼務） 

総務企画課長 
（事務局長兼務） 

営業ｻｰﾋﾞｽ課長 

営業ｻｰﾋﾞｽ課主幹

総務経理係長 広報企画係長 工業係長 経営支援係長 

総務経理係 工業係 

工業係 

経営支援係 

商業観光係長 

商業観光係 

ｻｰﾋﾞｽ業務係長

事業推進室長 

職員数     計 31名 
専務理事     1名 
正職員      21名 
（うち経営指導員 9名） 
契約職員     9名 

 ＝経営指導員 9名 

総務経理係 

総務経理係 

総務経理係 

総務経理係 

広報企画係 

広報企画係 

広報企画係 

営業ｻｰﾋﾞｽ課

付課長 

経営支援係 

経営支援係 

商業観光係 

ｻｰﾋﾞｽ業務係

ｻｰﾋﾞｽ業務係

事務局次長 

総務企画課付 

※経営改善普及事業の担当 



（２）連絡先 

長岡商工会議所 営業推進部 営業サービス課 経営支援係 

〒940-0065 新潟県長岡市坂之上町２丁目１番地１ 

    TEL 0258-32-4500 FAX 0258-34-4500 E-mail keiei@nagaokacci.or.jp 

    URL http://www.nagaokacci.or.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）

 平成 27 年度
(27 年 4月以降) 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

必要な資金の額 25,000 28,000 31,000 33,000 35,000

 

中小企業相談所 

工業振興事業費 

商業観光事業費 

9,000

10,000

6,000

9,000

12,000

7,000

10,000

13,000

8,000

11,000 

14,000 

8,000 

12,500

14,500

8,000

（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、特定商工業者負担金、県補助金、市補助金、日本商工会議所事業受託費、 

にいがた産業創造機構事業受託費、参加費等の収入 

（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） 

 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．長岡市内景況調査 

  四半期ごとに市内 1,500 事業所の景気動向を共同で調査していく。 

 

２．雇用対策事業 

  長岡地域の雇用対策や就職支援に向けた協議と各種事業を連携して実施していく。

 

３．創業支援事業（創業応援ネットワーク） 

  創業希望者等に対し、個別相談・創業塾、専門家派遣等の支援を各機関で情報を共

有して行う。 

 

４．機械要素技術展(M－TEC)への出展支援 

  ものづくり集積地としてのアピールと販路開拓を目的に、連携しながら地域一体と

なって展示会出展を支援する。 

 

連携者及びその役割 

１．長岡市内景況調査 

 長岡市内における中小・小規模事業者の景気動向を把握し、全国との比較や各種施

策・事業立案の基礎資料として活用していくことはもとより、きめ細かい個別支援に役

立てていく目的により、平成 20 年度まで三者が独自に実施していた景況調査を平成 21

年度から一つの調査にまとめ、調査対象企業への負担軽減を図るとともに、各々の連携

を強化しながら、継続して当所と長岡市と市内のシンクタンクである㈱ホクギン経済研

究所の三者共同で調査を実施していく。 

 

(1)長岡市         … 調査項目の検討 

 （代表者：市長 森民夫、長岡市大手通 1-4-10、電話 0258-35-1122） 

 

(2) ㈱ホクギン経済研究所 … 調査項目の検討、調査結果の分析 
 （代表者：代表取締役社長 篠田弘威、長岡市表町 3-2-1、電話 0258-39-7302） 

 

(3)長岡商工会議所     … 調査対象事業者の選定、調査項目の検討 

 

 

２．雇用対策事業 

 長岡地域における労働力事情の変化に即応していくため、雇用の安定に向けた各種事

業を実施するとともに、長岡地域の雇用対策に向けた定例会議を四半期に 1 回開催し、

地域における雇用情勢の把握や雇用促進に向けた相互の取り組みを共有していく目的に

より、当所と長岡市、ハローワーク長岡の三者で「長岡市雇用対策協議会」を構成し、

企業の雇用対策と求職者への就職支援について議論いていく。 

 



(1)長岡市       … 求職者向けセミナー、ガイダンス事業の実施 

 （代表者：市長 森民夫、長岡市大手通 1-4-10、電話 0258-35-1122） 

 

(2)長岡公共職業安定所 … 雇用全般の対応 

 （代表者：所長 山本一郎、長岡市千歳 1-3-88、電話 0258-32-1188） 

 

(3)長岡商工会議所   … 企業向けセミナーの開催、就職サイトの開設 

 

 

３．創業支援事業（創業応援ネットワーク） 

 各機関の強みを活かし、連携しながら創業支援を行うことで、創業者の創出を支援さ

せていくため、長岡市と起業支援センターは創業希望者の発掘や資金的援助、長岡商工

会議所は事業計画策定支援から創業後のフォロー、日本政策金融公庫は融資と 1 人の創

業者を四機関が連携しながら継続した支援を実施していく。 

 

  (1)長岡市          … 相談窓口の設置、創業者補助金、融資制度化 

   （代表者：市長 森民夫、長岡市大手通 1-4-10、電話 0258-35-1122） 

 

(2)日本政策金融公庫長岡支店 … 融資相談 

 （代表者：支店長 伊藤定史、長岡市千手 3-9-23、電話 0258-36-4360） 

 

(3)起業支援センターながおか … 創業塾の開催、個別相談、専門家派遣 

 （代表者：一般社団法人 新潟県起業支援センター 代表理事 古館良彦、 

長岡市城内町 2-5-3、電話 0258-94-5040） 

 

(4)長岡商工会議所       … 事業計画策定支援、個別相談、融資斡旋 

創業者クラブの開催 

 

 

４．機械要素技術展(M－TEC)への出展支援 

 地域の基幹産業である機械加工業の全国的な知名度を向上させるとともに、取引機会

を拡大させる取り組みを強化し、販路の開拓と販売促進につなげていくため、長岡に多

く集積している機械加工業者の要素技術に特化した日本最大の専門技術展への出展支援

を、当所と長岡市とＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥの三者で分担しながら、地

域一体となって支援していく。 

 

  (1)長岡市           … 出展者の調整とＰＲ 

   （代表者：市長 森民夫、長岡市大手通1-4-10、電話0258-35-1122） 

 

(2)NPO 長岡産業活性化協会 NAZE … 出展者募集とＰＲ、出展ブースの設営 

 （代表者：会長 小西統雄、長岡市新産 4-1-9、電話 0258-42-8700） 

 

(3)長岡商工会議所        … 出展者募集とＰＲ、出展後のフォロー 



連携体制図等 

 

１．長岡市内景況調査 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．雇用対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査項目の検討 

・調査結果の集計・分析 

 

・調査対象事業所の選定 

・調査項目の検討 

 

・調査項目の検討 長岡市内 

景況調査の実施 

活用 

施策・事業立案に 
役立てる 

金融相談等の 
個別相談時に活用 

マスコミやＷＥＢ 
を通じて広く公開 

㈱ホクギン経済研究所 

市内事業所の景気動向の把握 

長岡市 

長岡商工会議所 

求職者 

 

＜雇用全般の対応＞ 

 ・求人企業受付 

 ・求職者受付 

 ・雇用情勢の把握 

 

＜企業向け対応事業＞ 

・就職情報サイトの運営 

・雇用労務セミナーの開催 

・助成金制度説明会の開催 

 

＜求職者向け事業＞ 

 ・就職ガイダンス 

 ・Ｕ・Ｉターン個別相談会

 ・就活応援セミナー開催 

長岡市雇用対策 

協議会 

求人企業 ⇒ 優秀な人材確保と雇用の定着を支援 

求 職 者 ⇒ 求人情報の提供と就職支援 

求人企業 

長岡市 

ハローワーク長岡 

長岡商工会議所 



３．創業支援事業（創業応援ネットワーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．機械要素技術展(M－TEC)への出展支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業支援、創業後の経営継続支援 

起業家を総合的にバックアップ！ 

 

・相談窓口の設置 

・起業・創業塾、講演会 

・専門家派遣（相談料補助） 

・起業準備室 

 
 
・個別融資相談 

 
・事業計画策定支援 
・個別相談／専門家相談 

・創業者クラブ 
・融資斡旋 

 
・相談窓口の設置 
・創業者融資制度 
（信用保証料補助） 
・起業家支援補助金 

創業応援 

ネットワーク 

長岡市 起業支援センターながおか 

(株)日本政策金融公庫 

長岡支店 
長岡商工会議所 

創業者・起業家 

・ブース設営とＰＲ 

・出展者募集とＰＲ 

・出展後のフォロー 

機械要素技術展 

への出展支援 

長岡産業活性化協会 

ＮＡＺＥ

長岡商工会議所 

 

長岡市 

・出展者の調整とＰＲ 

ものづくり集積地のＰＲによる販路開拓支援 

ものづくり 

企業 

ものづくり 

業界団体 

出展 

募集 募集 

出展 


