
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
柏崎商工会議所 （法人番号 9110005006733） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

１．事業者の販路開拓支援 

２．創業の促進 

３．経営の安定化 

４．経営課題の抽出と解決に向けての支援 

５．計画実行のための仕組み作り 

事業内容 

【Ⅰ．経営発達支援計画の内容】 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1)早期景気観測調査（ＬＯＢＯ調査） 

(2)賃金改定・一時金動向調査   (3)商戦動向調査 

(4)市場動向・商圏動向の情報提供（マケプラ） 

(5)柏崎信用金庫との情報交換 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)経営指導員の巡回・窓口相談による経営状況の分析 

(2)経営分析、及び事業者へのフィードバック、  

(3)専門家経営相談、専門家事業所訪問指導 

(4)経営指導ミーティングによる情報共有 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)既存事業者向け支援（各種実践事業・研修会開催、事業計画策定支援、他） 

(2)創業者向け支援（各種研修会開催、創業計画策定、他） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)既存事業者向けフォロー   (2)創業者向けフォロー 

(3)各支援機関、行政との連携 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)来店機会創出事業に参加する消費者へのアンケート調査 

(2)自慢の逸品ギフトカードカタログ(仮称)利用者へのアンケート調査 

(3)製造業向け 見本市／商談会 共同出展時の外注担当者へのアンケート調査 

(4)専門家(元百貨店バイヤー)による商品評価(個別相談会)の実施 

(5)商業・サービス業向け 市場調査、試験的販売、試作品開発の支援 

(6)需要動向の情報収集及び提供、活用方法の指導（マケプラ、RESAS 等） 

(7)需要動向セミナーの開催 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

(1)製造業向け 見本市／商談会の開催、出展支援 

(2)商業・サービス業向け 見本市／商談会の出展支援 

(3)技術力向上による需要の開拓（製造業） 

(4)技術力向上による需要の開拓 (建設業） 

(5)来店機会創出による需要の開拓（商業・サービス業） 

  (6)自慢の逸品ギフトカードカタログ(仮称)の発行 

(7)ＩＴ活用による需要の開拓 

【Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み】 

１．柏崎市地域活性化懇談会(仮称)の設置 

 (1)柏崎市地域活性化懇談会(仮称)の設置 

２．まちなか再生に向けた中心市街地活性化の実現 

   (1)中心市街地の賑わい創出事業（ほんちょうマルシェ） 

３．次世代を担うリーダー層の育成 

(1)地域の核となる人材育成による地域経済の活性化（柏崎リーダー塾） 

連絡先 

柏崎商工会議所 中小企業相談所 

〒945-0051 新潟県柏崎市東本町１-２-１６ モーリエⅡビル４Ｆ 

電話：０２５７－２２－３１６１ FAX：０２５７－２２－３５７０ 

メールアドレス：abe@kashiwazakicci.or.jp 

 

mailto:abe@kashiwazakicci.or.jp


 １ 

（別表１）  

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

《柏崎市の現状》 
柏崎市は（以下、当市）は、新潟県の中西部、北緯 37 度 22 分 18.9 秒、東経 138 度 33 分 32.4 秒に位

置し、日本海と米山、黒姫山、八石山の山々に囲まれた地形となっている。面積は 440平方キロメートル。

海岸線は 42 キロメートルにおよんでいる。夏季の海シーズンには、古くから、北関東方面からの観光客が

訪れており、親しみを持って頂いている。冬季は、新潟県内では、比較的降雪量は少なく、かわりに風が強

いという自然環境にある。 

 北陸自動車道が東西に通り（関越道、上信越道、常磐道に接続）、市内に 3 つのインターチェンジが

あることから、優れた利便性がある。新潟市へは約 1時間（85キロメートル）、首都圏には約 4時間（300

キロメートル）でアクセス。また、ＪＲでは 2時間 30分で首都 

圏に接続。地方港湾である柏崎港があり、新潟港、直江津港の 

補完港として位置づけられている（平成 19年に発生し、大きな 

危害をうけた新潟県中越沖地震では海上からの支援拠点として 

活用された）。 

 教育環境にもたけており、文系の新潟産業大学、理系の新潟 

工科大学の 2つの大学があり、地方の同規模の都市とくらべ、 

まれな環境にある。 

 現在は、全号機停止となっているが、隣接する刈羽村との間 

に、東京電力柏崎刈羽原子力発電所がある。ピーク時は 7つの 

原子炉で世界最大の発電能力があり、現在も６０００人の作業 

者が構内で保守業務に当たっており、その多くが当市に居住し 

ている。 

 

 

《工業のあゆみ》 
当市の製造業は、明治中期に設立された日本石油会社（現ＪＸ日鉱 

日石エネルギー㈱）が立地したことに始まる。現在の当市製造業の中 

核となっている加工組立型産業の誕生は、日本石油会社が当初海外に 

依存していた製油機器、さく井機、油槽などを社内で生産することと 

したことで昭和初期までには、その基礎が形成された。一方、昭和２ 

年に理化学研究所がその研究成果の企業化の拠点として設立した理化 

学興業（現㈱リケン）が当市に進出し、ピストンリング、切削工具、 

電線などの量産を開始し、理化学興業㈱は、同様に市内に広範な関連 

企業群を形成した。また、大正末期に設立された食料品製造業の北日 

本製菓㈱（現㈱ブルボン）は、独自技術により菓子などの食品メーカ 

ーとして成長し、現在に至っている。 

 

これらの製造業は現在、市内に約400社集積し、我が国の自動車産業、 

電機産業、機械産業などの発展を背景として成長を続け、中でも自動 

車産業の発展と結びついた一般機械器具製造業の成長は著しく、当市 

の製造業の中核となっている。機械器具製造業では、特に㈱リケン柏 

崎事業所が他社の追随を許さぬピストンリング製造技術を持ち、我が 

国の自動車産業の成長を背景に急速な発展を遂げ、全国のピストンリ 

ングの５割を生産し、関連企業群とともに、当市の製造業の中核とし 

て現在に至っている。 

さらに近年では、昭和60年9月に営業運転を開始した世界最大規模の東京電力柏崎刈羽原子力発電所

のメンテナンスに伴う資機材の受注では、ＩＳＯ以上の厳しい品質基準である「原子力発電所の品質保

証指針」をクリアするなど、技術の高度化を図っている。 

 

 

 

(リケンのピストンリング) 

 
(柏崎刈羽原子力発電所) 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ja&pagename=%E6%9F%8F%E5%B4%8E%E5%B8%82&params=37_22_18.9_N_138_33_32.4_E_region:JP


 ２ 

《商業のあゆみ》 
江戸時代、北前船の海運を基とする物流や、縮布行商の全国的な展開などが当市の商業の基礎となっ

た。特に、我が国商業の原点は行商にあったとされており、江戸期に柏崎商人が扱った越後上布は、幕

府役人たちの夏の制服であり、今日的にいえば特権的消費階層への高額商品訪問販売であったといえ

る。そして、当市の縮布行商は、江戸時代から戦前までの250年～300年近い長い期間にわたって、柏崎

経済に貢献してきた役割は大きいものであった。 

その後、昭和50年代まで東本町を中心とする中心市街地は、繁栄を続け商業の中核をなしてきたが、

昭和60年代に入ると郊外大型店舗が増加したことに伴い、中心市街地の衰退が生じてきた。この衰退す

る商店街の現状から蘇生させるため、平成3年、国の特定商業集積法の調査地区に指定されたのを契機

に、中心市街地の活性化を商業者、商工会議所、柏崎市の3者で取り組んできた。東本町まちづくり事

業は、「やすらぎと繁栄をもたらす魅力あるまちづくりを目指して」 

のテーマを掲げ、3ブロックに分けた東本町１丁目地区をそれぞれの 

区域の機能特性や形状に合わせた開発主体、事業手法により、開発 

面積4ｈａ、総事業費約200億円をかけ、平成9年着工、平成13年春に 

完成した。 

しかしながら、平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震を契機に 

中心市街地商店街は空洞化が進み集客力が低下傾向にある。このため、 

定期市である「ほんちょうマルシェ」の開催や、道路拡幅事業とあわ 

せた「えんま通り商店街の再生」など様々な取り組みによって、中心 

市街地のにぎわいの醸成に努めている。 

 

 

《人口の推移》 
 当市の現在の人口は、84,889人（平成 29年 9月 1日現在）。平成 17年 5月に西山町、高柳町と合併

し 94,648 人に増加したが、以降減少が続き、平成 47 年には 67,886人に減少すると推計（国立社会保

障・人口問題研究所）されるショッキングな発表がなされている。逆に 65 才以上の高齢人口は、平成

17 年で 24,035 人、平成 47 年推計で 26,595 人と増加が見込まれ、更に人口構成比では 13.8 ポイント

増となるなど、消費行動に大きな影響があると考えられる。 

 平成 17 年 平成 29年(現在) 平成 32年推計 平成 47年推計 

人口 94,648 人 84,889 人 82,245 人 67,886 人 

65才以上人口 24,035人 － 27,794人 26,595人 

〃構成比 25.4% － 33.8% 39.2% 

 

 

《事業者数》 
 経営者の高齢化と後継者難､さらにはマーケットの縮小から事業者数の減少が続いている。平成21年

と平成26年の経済センサスの指標を見比べると4,713件から4,299件と約９％減少している（市内商工会

地区を含む）。うち小規模事業者の実数は、平成21年以降追尾出来ていないが、事業所数の８０％程度

と推測される。 

 当所会員数も、かつては2,100会員を越えていたが、平成25年には、ついに2,000件を下回り、以降も

微減が続いている。退会理由の8割が廃業や移転によるもので、創業支援による新規入会では追いつい

ていない。ただし、主に女性創業者となるが、美容室、エステ、ネイル、カフェなどの特定の業種は数

を伸ばしてきており、サービス業に関しては、コンスタントに会員数が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（再開発で完成したショッピング 

センター“フォンジェ”） 
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 (1)柏崎商工会議所会員数 

 平成 21 年度 平成 24 年度 平成 26 年度 

建設業 416 398 390 

製造業 404 394 386 

卸売業 111 108 100 

小売業 395 357 344 

サービス業 697 743 772 

合計 2,023 2,000 1,992 

 

(2)業種別事業所 

 業種 

当所管内 市内全域 
Ｈ21年度 平成 21年度 平成 24年度 平成 26年度 

事業所数 小規模事業者 事業所数 事業所数 事業所数 

Ａ 農業、林業  

39 30 

46 39 44 

Ｂ 漁業  2 2 2 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 8 6 8 

Ｄ 建設業 518 476 618 573 559 

Ｅ 製造業 366 298 422 401 384 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 7 4 7 10 8 

Ｇ 情報通信業 29 24 29 29 22 

Ｈ 運輸業、郵便業 58 40 68 68 60 

Ｉ 卸売業、小売業 988 685 1121 1029 979 

Ｊ 金融業、保険業 63 55 66 64 57 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 246 246 248 228 208 

Ｌ 学術研究・専門・技術サービス業 143 98 151 142 145 

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 615 435 651 590 576 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 376 320 421 409 396 

Ｏ 教育、学習支援業 136 119 146 136 140 

Ｐ 医療、福祉 204 99 226 236 260 

Ｑ 複合サービス事業 37 28 52 48 47 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 355 267 431 408 404 

合計 4,180 3,224 4,713 4,418 4,299 

前回調査比     93.7% 97.3%    

（平成21年、26年経済センサス基礎調査、平成24年経済センサス活動調査） 

 

 

《事業者にとっての外部環境 (機会)》 
(1)柏崎刈羽原子力発電所のあるべき姿への第一歩 

  平成29年10月4日、国の原子力規制委員会は、柏崎刈羽原子力発電所６，７号機の再稼働の前提と

なる安全審査で、事実上の合格証となる「審査書案」をまとめ、一般からの意見公募などをへて、年

内にも正式合格となる見込みとなった。今後は工事計画と保安規定の認可→自治体の再稼働同意→再

稼働の流れとなるが、その間、数年はかかると言われている。一歩前進したことには毎違いなく、昭

和60年の1号機営業運転開始以来、共生の道を歩んできた、当市経済界にとっては、僅かながら、先

が見え始め、消費者にとっても、消費マインドが上向く材料となると期待されている。 

 

(2)交流人口の増加に向けて 

①スポーツ交流 

本年、柏崎市当局に「水球のまち推進室」が設置されるなど、水球をテーマとしたスポーツ交流

が推し進められている、当市を本拠地とするブルボンウォーターポロクラブは、常に複数名の選手
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が日本代表として、海外遠征等にも招集されており、2020年オリンピックの際でも現代表選手、ユ

ース代表選手の活躍が期待されている。また、同チームのホームプールである県立柏崎アクアパー

クは、海外の代表チーム、クラブチームの合宿誘致にも積極的で、イタリア、インドネシア、韓国

などのチームが合宿を行い、今後のインバウンド効果にも期待されている。 

   

②マリンレジャーの通年化 

25年前までの当市の海といえば、夏の1ヶ月間の海水浴のみで 

あった。その後、海遊区域が整備され、水上バイクやウインド 

サーフィンなどの愛好家が訪れるようになった。さらに近年で 

は、春から秋にかけて、オンシーズンの長い、シーカヤック、 

アウトリガーカヌー、スタンドアップパドルサーフィンといった 

新しい形のマリンスポーツが楽しまれるようになり、冬を除く 

スリーシーズンで、遠方からの愛好家等が訪れ、今後も、交流 

人口の増加が期待されている。 

 

 

《事業者にとっての外部環境 (脅威)》 
(1)流通・交通体系の整備 

  当市は、高速道路のインターチェンジを市内に3カ所立地するなど、高速道路交通網は充実してい

る。ただし、鉄道整備に関しては、北陸新幹線の開業にともない、上越新幹線の減数。新幹線最寄り

駅の長岡駅と柏崎駅をむずぶ在来線の減数など、人の往来に関しては、利便性が損なわれつつある。 

 

(2)消費マインドの低迷 

  柏崎刈羽原子力発電所の全号機が稼働を停止して6年が経過。市民所得の減少以上に、先行き不透

明ゆえの消費マインドの低迷が続き、平成28年、29年と近年にないペースで市内の老舗店舗の廃業が

相次いでいる。 

 

(3)人口の減少 

前述の《人口の推移》でも示したとおり、考えられないスピードで人口の減少が進んでいる。若者

や子育て世帯等の住みやすさ、働く場所の満足度を高めていかなければ、この傾向に歯止めがかから

ない。 

 

 

《当市の小規模事業者の現状と課題》 
 下記グラフは、当所が行っている早期景気観測調査（ＬＯＢＯ調査）だが、2014年上期と2016年上・

下期で全国業況の値を大きく下回っている。これは、ほぼ全ての業種に見られる傾向で、本年度に入り

やや持ち直したものの、その後は、横ばいに推移して、上向きのトレンドは見られない。とくに消費の

マインドの低迷が顕著に現れるサービス業は、マイナス３０前後のＤＩ値が続いている。 

 

【全産業】　業況＜6ヵ月移動平均＞の推移　(2014.1～2017.8)
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(スタンドアップパドルサーフィン) 
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当市の景況感に大きな影響を与える柏崎刈羽原子力発電所に関し、平成 26年 12月、新潟産業大学経

済学部専任講師 宇都宮仁 氏に依頼して行った「全号機停止に伴う柏崎経済への産業連関表による経済

波及効果の研究」によれば、3,400億円の損失と 39.6％もの市内総生産が押し下げられ、その影響は甚

大なものであることが明らかとなっている。 

 

※上記の地域環境、各種景気動向調査、巡回時の会員の声、当所事業参加企業の取組み状況等を基に

下記を課題として集約する。 

 

a.ものづくり企業の多様性は当市の強みであるが、その強みの発信力に乏しいこと｡ 

b.事業継続について危機感を抱きながらも方向を見出せないこと｡ 

c.自社の強みに気付かず新たな展開を図れないこと｡ 

d.従来の顧客減少、市内消費低迷に対処するあらたな販売チャネルが確立されていないこと｡ 

e.販売促進につながる実践力に余地を残していること｡ 

f.製造業の技術、技能の継承が十分ではないこと｡ 

g.環境変化による業績悪化の回復や、経営安定化への意思ある企業も多いこと｡ 

h.進出企業に成長分野の可能性があるが、その技術領域が未開拓であること｡ 

i.地域の事業所数減少に対処するためには、既存企業事業の持続的発展支援と創業支援が必要

であること｡ 

j.当所経営指導員に上記課題に応える能力が充分ではないこと｡ 

 

以下、業種ごとの現状と課題を記載する。 

 

(1)建設業者の現状と課題 

柏崎市内に存在する建設業者は、平成26年の時点で559社（従業者数4,153人）であり、そのうち

の9割程が小規模事業者となっている。平成22年時点と比べる580社（従業者数4,707）と、4年間で

事業所数はさほど変わらないものの、従業者数が約12％減少している。 
公共事業の減少、少子高齢化の進展と、それによる住宅着工件数の減少など、建設業を取り巻く厳

しい市場環境は、全国的な傾向として建設事業者の経営環境を大きく悪化させているが、当市におい

てもその影響は顕著に表れている。 
 総合建築業者間、または総合建築業者と設備工事業者、職別工事業者との間で、協力会社的な元請・

下請の依存関係が一般的であった為、ことさら下請業者が自らの差別化を図る必要もなく、また元請

も下請を選別する動機が働かなかった。 
 このため、下請業者の世界では、指し値による受動的な形でのコストダウンはあるものの、経営力・

施工力の向上や生産性向上の為の「経営革新」のような取り組み、差別化への取り組みの経験が概し

て希薄であったことは否めない。 
一方、競争環境が厳しくなってきた中で、こうした依存関係からの離脱が、元請が下請業者を価格

のみで判断するという形で表れてきている例が見られる。 
建設産業は、これまで続いてきた建設投資の減少や受注競争の激化等により、建設現場で働く技能

労働者等の処遇悪化や高齢化に加え、若年入職者の減少という構造的な課題が生じている。「人手不

足」は建設産業のみならず、あらゆる産業で問題視され、今後ますます少子高齢化が進むことで労働

力人口の減少は避けられず、今まで以上に他産業との人材確保競争が深刻化してくることが懸念され

る。 
 
課題 市内の工事案件の減少 
   労働力の確保、技術の伝承 
   ハウスメーカー等のシェア拡大 
対策 域外を含めた営業範囲の拡大。営業力強化 
   コスト管理による利幅確保 

品質等を適正に提案するシステムの確立 
    高齢技術者、技能者の積極活用 
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(2)製造業者の現状と課題 

平成26年工業統計調査の結果による当市製造業の現状・推移をみると、事業所数は212事業所、製

造品出荷額は1,894億円となっており、事業所数については毎年減少、製造品出荷額については、24

年以降はほぼ横ばいとなっている。特に機械金属製造業は、当市の基幹産業であり、出荷額の約36％

は付加価値として、市外からの外貨獲得に繋がっている。事業所数の減少、従業者数の減少は、他の

産業に大きな影響を及ぼしてくる。 

 

 
※平成28年度「柏崎市市勢概要」より抜粋 

 

また、直近の景況感については、市内他業種と比較すると比較的好転傾向にあるが、その実情はと

いうと、仕事量はあるものの、納期が短い案件が多く、慢性的な労働力不足となっている。 

柏崎の製造業は、金属加工、機械部品加工が中心で、消費者と繋がるオリジナル最終製品が少ない

ため、若者にとって企業の特徴が伝わりにくい。県、市ともに、製造業に対する雇用促進、人材確保

については注力頂いている。デュアルシステム研修や、若者向けのトライアル雇用等、ＵＩターンの

促進など、助成金を出しながら企業と労働者のマッチングをはかる事業が進められているが、直近で

はチャレンジする求職者がいない状況。 

  若い世代が、製造業に就かないことには、技術の伝承も続かないので、地元工業高校、工科大学の

卒業生を中心に、卒業後の進路を柏崎に求められるよう、まちや職場の魅力作りを行わなければなら

ない。 

  また、経験豊かな高齢者の人材活用も充分とは言えず、技能の伝承と、人手不足の解消という意味

でも、個々の技術者、技能者の状況に合わせて、積極的に活用が望まれる。 

   
※新潟県工業統計調査より引用 
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※当市の製造業は、他業種の後継者不足種と比べ、比較的後 

 継者の確保には恵まれており、30歳代～43までの後継者候補で 

 組織する柏崎青年工業クラブは、常に50から60名程度の会員を 

 抱えており、今年で45周年を迎える。同業種の中での人脈形成 

や、経営者としての資質の研自己研鑽の場となっている。 

 

課題 競争の激化 

     労働力不足、技術の伝承 

  対策 下請け体質の脱却と、営業力強化  

     高齢技術者、技能者の積極活用 

技術力の向上と、新分野開拓 

 

(3)商業・サービス業者の現状と課題 

  柏崎地域の商圏人口は平成28年度新潟県消費動向調査によると、114，426人と（前回同調査比で

3.5％減少）、県内でほぼ同規模の人口である新発田市（304,711人）や三条市（燕市を含め259,973

人）とくらべ、極端に少ないことがわかる。これは、海と山に囲まれ、後背地がないことで流入購買

がなされていないことの現れである。さらに、買い回り品の商圏内シェアは54.8％と新潟、長岡、東

京への流出が目立っている。 

  小売業では、店舗経営者、顧客とも高齢化が進み、購買量が減少。県の商業統計調査を見ても、平

成21年と26年で見比べると事業所数で32％、販売額で14％減少している。特に飲食料品小売は、事業

所数で41.5％減（352店→206店）と壊滅的な勢いで減少している（大型食品スーパーへの集中）。 

 

 
※新潟県 中心市街地に関する県民意識・消費動向調査報告書より抜粋 

 

   事業所数 従業者数（人） 商品販売額（百万円） 

平成21年度 ９７７ ５，３７８ ９２，０６８ 

平成26年度 ６６３ ４，０９３ ７８，８４２ 

※新潟県商業統計調査より抜粋（小売業） 

 

  サービス業においても、先行きの不安感から、消費マインドが低調で推移しており、通常、製造業

等の回復を追従して回復する消費マインドが、いっこうに追いついていない感がある。 

  変則的な勤務シフトをしいている店舗等では、人材確保の困難さが顕著化している。素質のある若

年者の人材確保が厳しさを増す中、経験豊かな高齢者の人材活用も進めていかなければならない。 

 

  課題 経営者の高齢化、後継者不足→店舗数の激減 

     消費者の商圏外流出 

各個店の商品サービスの認知度不足 

 
（柏崎青年工業クラブ） 
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若年者等の人材確保が困難 

  対策 来店機会の創出による認知度向上 

     ニーズの変化に応じた、商品・サービスの再構築 

     各店の目指すべき方向性の熟考 

     高齢者の人材活用 

 

 

《柏崎商工会議所のこれまでの取り組み》 
 当所は、昭和 15 年 4月の創設以来、地域総合経済団体として地域経済の発展と小規模事業者の経営

改善のために活動してきた。 

 地域経済の発展においては、地域産業の販路拡大を図る事業や、イベント開催による交流人口の増加、

中心市街地の活性化、製造技術の研鑽に取り組むとともに、昭和 44 年の誘致以来、柏崎刈羽原子力発

電所との共生をはかりつつ、地域の総合経済団体としての役割を果たしてきた。 

 小規模事業者の経営改善への取り組みについても、それぞれの課題について個者支援を行うと共に、

身近な相談窓口として、幅広い内容について、時には専門家の力も借りながら、支援してきた。 

 今後は、地域経済の発展のための事業を継続しつつ、限られた経営指導員を補完する意味でも補助員、

一般職員の支援力の向上を図り、事務局一丸となってで、激しく移り変わる経営環境の中、小規模事業

者の継続的な事業活動を支援していく。 

 また、平成 25年 12 月より、柏崎信用金庫、市内各商工会とともに、認定支援機関プラットフォーム

（かしわざき地域広域ビジネス応援ネットワーク）を組織し、市内全域をターゲットとした連携支援を

行っている。 

 

 

《小規模事業者の中長期的な振興のあり方》 
(1)上位計画 

 ①柏崎商工会議所中期ビジョン（平成 24～28年度） 

平成 23 年度に策定された柏崎商工会議所中期ビジョンに、以下の項目が掲げられ、設定期間修

了後の現在も、この考えが引き継がれている。 

･中小／小規模事業者の経営力向上と基盤強化の実現 

･産業振興の推進 

･まちなか再生に向けた中心市街地活性化の実現 

･地域活性化の実現 

･次世代を担うリーダー層の育成 

･原子力発電所との共生～エネルギー未来都市づくり 

･商工会議所の組織・財政検討 

 

②柏崎市第五次総合計画 

   柏崎市では、平成 29 年度から 39年度までを計画期間とした「第五次総合計画」が現在実行され

ている。この中で、②産業・雇用面では、若い世代や女性、高齢者などの雇用の確保や就労支援の

充実とともに、中小企業者への支援を通じ、地域産業の競争力を強化しながら多様な産業基盤を構

築する、豊かなまちづくりがうたわれている。 
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(2)小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

当市の小規模事業者の 10年後の姿を見据え、中長期的な振興のあり方を策定する。 

 

＜１度目の申請からの継続的考え方＞ 

    以下の 3点について、1度目の事業実施期間では、充分に浸透することが出来たとは言えないが、

最重要な考え方であると位置づけている。 

   ・技術力や商品力など、自らの経営資源である“強み”を生かした販路の開拓を進めることで、持

続的発展に繋げる。 

・親族以外の形も含めて、後継者の育成に力を入れ、事業の継続に繋げる。 

・若者の夢や、やる気を形にする創業を積極的に支援し、新陳代謝を進める。  

  [改善点] 

実行に当たっては、1 度目の事業の反省を踏まえ、“攻めていく小規模事業者を重点的に支援”

の立場から“攻めていく小規模事業者の芽だしと育成”の立場に変更し、支援先を増やし、1度目

で足りなかったフォローアップをしっかりすることで、実績に繋げる。 

 

＜2 度目の申請から付加した考え方＞ 

前述の柏崎市第五次総合計画を踏まえ、元気で輝く小規模事業者が増えることで、柏崎市産業界全 

体の活力を高め、人口減少、高齢化にも対応出来うる社会につなげていくという考えのもと、以下の

＜分野別施策抜粋 ②産業・雇用＞ 

『豊かな』暮らしを支える多様な働く場をつくる 

若者や女性などの地元定着を促進します。子育てや介護などと仕事が両立でき、多様な人材が活

躍できる職場環境の整備などを支援します。雇用の創出につながる企業誘致を進めるとともに、

起業・創業に対する支援を充実します。 

『豊かな』産業を活かして稼ぐ力をはぐくむ 

新製品・新技術の開発や新たな販路開拓、顧客獲得など、積極的な事業展開を図る事業者に対す

る支援の強化により、産業界の稼ぐ力を育みます。地域資源をいかした観光地域づくりを進め、

交流人口の拡大を図ります。 
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2点について付加する。 

・魅力ある経営者のもと経営力を高めることで、若者に魅力ある職場の確保・定着を促す。 

・経験豊かな高齢者の活用を進めることで、労働力の確保と、技能継承の充実に繋げる。 

  

 

《1度目の事業実施の評価》 
1度目の事業では、一部の積極的事業者には対応出来たものの、当所が行う各種支援事業の浸透が、

まだまだ足りなかったこと。小規模事業者の潜在的なやる気を引き出す、経営指導員等の能力及び仕組

み作りが足りなかったこと。限られた経営指導員のマンパワーのみに頼り、支援先のフォローが充分に

出来なかったことなどにより、経営計画策定数、その実行に伴う、経営環境の改善実績が、思うように

行かなかった。 

2度目の事業では、現行の 6人から 4人に経営指導員の定数が減員され、戦力ダウンが確実となって

いる中、限られた経営指導員個々の能力に頼ることなく、組織として、外部のマンパワーも借りながら、

一般職員を含めた全戦力で、目標達成のため、小規模事業者支援に注力していく。 

 

 

《経営発達計画の目標及び達成の為の方針》 
 新たな一歩を踏み出す事業所を応援し、経営の持続的発展を促すため、本経営発達支援計画内（平成

30年 4月～35年 3月）では、以下の(1)～(5)の目標及び達成の為の方針を設定する。 

  

(1)事業者の販路開拓支援（改善継続） 

  ①製造業・建設業（改善継続） 

  製造業、建設業においては、厳しい経営環境の中、競争力を高め、受注可能な領域を広げること

を目標とする。 

目標達成に向けての方針としては、関係機関と連携した上で、技術力の向上、生産性の改善、営

業力の強化をはかることで、長年来の下請け構造から脱却。強みを生かした営業力強化の支援を行

うことで、新たな良質な取引先の開拓を行う。 

  

  ＜1度目の事業実施の評価による改善点＞  

   1度目の事業実施においても、技術力の向上は重要な位置づけとしてきた。ダイレクトに受注に

繋がるものではないが、技術力なくして、需要の拡大は難しいと考える。この点については、当所

研修受講者の中から平成 27年、28年の 2年間で国家認定の 1技能士１名、2級技能士 8名を輩出

させるなど成果が出ている。これに加え、2度目の事業実施では「強みを生かした営業力の強化」

の比重を高め、技術と営業力の両立を図る。 

   また、高い技術をもった技能者は、高齢者を含めて、年齢に関係なく、小規模事業者の重要な戦

力となり、人材の有効活用に繋げていきたい。 

   

②商業・サービス業（改善継続） 

   商業・サービス業においては、消費が低迷する中、来店機会を創出し、リピート客の獲得に繋げ

ることを目標とする。 

目標達成に向けての方針としては、“自店の強み”はどこにあるかを再考し、ＵＳＰを構築。地

域の消費者に自店の魅力を伝えていく。専門店ならではの魅力をしっかりと伝えることで、消費意

欲を刺激するとともに、域外流出を抑制する。また、マーケット内の消費者ニーズを把握し、適切

な商品（サービス）構成に改善していく。 

   

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞   

   1 度目の事業実施においても、“自店の強み”の発見を重要な位置づけとしてきた。セミナーや

各種実践事業において、考える機会は設定してきたが、販促活動で実行、アウトプットまで繋げた 

  事業所が少なく、当所としてもその捕捉が充分でなかった。2 度目の事業実施では､積極的な事業

所の芽だしを行うととともに、机上の計算とならないよう、フォローアップを行うことで、実効に

繋げる。消費者ニーズについても、個店の状況に合わせて、情報収集の支援を行う。 
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 (2)創業の促進（改善継続） 

  経営者の高齢化による廃業が相次ぐ中、当所では、平成 22 年度より創業支援担当の経営指導員を

配置し、創業の推進に当たってきた。優れた素質をもった創業予定者を支援し、創業者数の増加を目

標とする。 

目標達成に向けての方針としては、当所では平成 27 年 4 月からは、産業競争力強化法に基づく、

特定創業支援事業者にも指定されており、これまでの支援事例を踏まえて、経営指導員が一対一で、

丁寧に支援することで、より安定した形でのスタートを促し、その後も寄り添いながら、事業継続の

支援を行っていく。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

1度目の事業実施においても、創業の促進は重要な位置づけとしてきた。2～3月に重点的に芽出

しをし、4月以降その支援にあたり、半年から 1年かけて創業に繋げるというスパンで行ってきた。 

当所の創業支援を知らずに、開店した店舗も見受けられるので、2度目の事業実施では、芽出し 

を重点的に行う機会を 8～9 月にかけても行い、当所の創業指導を周知していく。また、創業後に

ついてもフォローの回数を増やしていく。 

 

 (3)経営の安定化（改善継続） 

  売上の低下や、経費の増大など、経営者本人の努力を持ってしても、資金繰りが困難になるなど、

経営難に陥る小規模事業者も少なからず存在することから、これらの事業者の経営の安定化、改善に

寄与することを目標とする。 

目標達成に向けての方針としては、経営者から素直に相談を引き出せる環境を整え、専門家の協力

も受けながら、改善に向けての支援を行う。しかし、万策尽き、やむを得ず廃業に向かう場合は、本

人の今後の生活を第一に考え、スローランディングできるよう支援に当たることとする。 

 

  ＜1度目の事業実施の評価による改善点＞ 

   経営の安定化への支援は、従来から経営改善普及事業として実行してきたが、1度目の事業実施

の際には、本計画の目標の項目では触れていなかった。しかし、資金計画の相談は、経営支援のメ

ニューとしては重要な位置にあり、専門家を含めて対応していく。末期の状態になると、小規模事

業者から中々、相談しづらい傾向があり、早めに対応出来るよう、日々のアンテナを張っていく。 

 

(4)経営課題の抽出と解決に向けての支援（改善継続） 

  それぞれの小規模事業者が、危機感は持っているものの、どこをどうやって具体的アクションにし

ていってよいか分からないという場合がある。これらの事業者に対し、経営課題の抽出を支援し、解

決に向けての行動につなげることを目標とする。 

目標達成に向けての方針としては、経営指導員は、どこに課題があるのかを会話の中から導き出し、

短期的課題と中・長期的課題に分けて、それぞれ解決の方向に向かえるよう、支援していく。後継者

育成にかかる経営課題については、特に時間のかかる課題であり、事業継続を望む事業者にとって、

避けて通れない課題であるので、早めの対応を促す。 

  

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

   課題の抽出については、1度目の事業実施においても、実務として行われてきたが、充分に小規

模事業者から聞き出せたとは言いづらい。 

営業面、財務面、労務面等、それぞれ、指導できるようアンテナを張っていきたい。 

また。平成 28 年度に実施した、当所事業所ニーズ調査（販売・需要面での経営関心度）では、

販路開拓、営業力の強化が課題と回答するところが多く、この点を重点的に掘り起こしたい。 
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（※設問 関心強い・普通・弱い・なし）    ※当所事業所ニーズ調査より引用 

 

(5)計画実行のための仕組み作り（新規） 

  当所内部の体制としては、従来、相談所長と経営指導員 6名、計 7名体制で小規模事業者の支援に

当たってきたが、経営指導員定数が本年 8月に 1名減員、さらに 30年 4月に 1名減員となる見込み

で、戦力ダウンが否めない。補助員には指導員に準ずる支援スキルを、一般職員にも初期対応スキル

を身につけるよう、資質向上研修を実施。事務局一丸となって小規模事業者支援の対応にあたれる仕

組み作りを行うことを目標とする。 

  目標達成に向けての方針としては、毎月第 1第 3 月曜日の午前 9時 30分より、経営指導ミーティ

ング（従来は随時開催）を定期的に行い、情報の共有と、支援内容についての協議を行うこととする。

また、ここで協議した内容は、データベース化し、全職員に公開する。 

当所単独での支援実行が困難な場合においても、柏崎市、かしわざき広域ビジネス応援ネットワー

ク、にいがた産業創造機構、各専門家と連携を密にしながら、力をあわせて、本項目(目標及び達成

の為の方針)(1)～(4)の実行に当たることとする。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

前述の《1度目の事業実施の評価》の欄でも記載したが、限られた経営指導員のマンパワーのみ

に頼り、支援先のフォローが充分に出来なかったことなどにより、経営計画策定数、その実行に伴

う、経営環境の改善実績が、思うように行かなかった。組織としての情報共有、協力体制を再構築

し、計画実行に繋げたい。 

 

 

※上記 (1)～(5) の目標に向けての実践にあたっては、小規模支援法での「地域の雇用を維持して頑

張る小規模事業者を正面から支援する」との考え方を踏まえて、下記の考え方を原則とする。 

 

a. 課題解決の方法は企業によって異なり、その解はその企業の中にあることをわきまえ支援にあた

る。 

b. 小規模事業者は価格競争に陥るべきではなく、その企業の強みをひき出すことに努める。 

c. 本事業について広く地域内の小規模事業者に周知する。 

d. 取り組む企業のやる気を重視し、課題解決のため目標を持って取り組もうとする企業や、課題を

何とかしたいと思っているが解決の手段が分からない企業の伴走支援を優先する。 

e. 企業が成果を自らの手で掴みとる努力が必要であり、計画に基づいた実践を重視し、評価、改善

につなげ、自立した企業の増加を促進する。 

f. 小規模事業所の事業継続が前提であり、需要開拓等による売上拡大はもとより、業績の回復や収

益性の改善、事業建て直し等の課題も包括する。 

g. 企業の発展には人材育成が重要であることを認識し支援にあたる。 

h. 企業の繁栄なくして地域活性化なしとの認識で、「中小企業支援」「地域・産業振興」「政策提

言・要望活動」の使命を持つ商工会議所として支援に努める。 

i.本事業実施にあたっては形式にとらわれない実効主義を貫く。 
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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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

【Ⅰ．経営発達支援計画の内容】 
 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】  
《現状と課題》 

当所では地域内の経済動向に関し、毎月の早期景気観測調査(ＬＯＢＯ調査)、夏季商戦動向調査、年

末年始商戦動向調査、賃金・一時金の意向と結果調査、数年に 1 度程度、柏崎刈羽原子力発電所の動向

で、何らかの節目となる状況が見られた場合に原発影響調査等を行い、地域の動向を分析している。 
これら地域動向の情報は、経営指導員等が事業者と面談する際の、重要な情報源として活用している

他、報告書として調査対象企業、行政、市議会、マスコミ、金融機関等に配布し、当所会報、ホームペ

ージにも掲載、各種セミナー、諸会議にて情報提供を行っている。 
しかし、一方で①小規模事業者が一目見て内容が把握できるものでない、②回収率が低く(サンプル

数が少ない)、業種によってもバラつきがある、③各種調査結果情報を経営にどう役立てていいのかわ

からない小規模事業者が多い、といった課題がある。 
 

《改善方法》 

 各種調査結果については、小規模事業者が一目見て把握できる概要版を作成し、活用しやすくする。

また、対象事業者選定の見直し、メールなどの事後アプローチによる回答促進を行う。調査結果情報を

経営に役立てるため、指導員、専門家による調査結果を踏まえた解説を概要版に入れ、どう経営に役立

てるか方向性を示す。 
 

《１度目の事業実施の評価》 

 各種調査の設問自体は、過去から継続され、必要な部分については追加されてあるので、問題なかっ

たと考える。また、活用方法としては、当然ながら集計、分析、報告まで行われ、小規模事業者への情

報源として、そして、行政等関係各所の情報源としても活用されてきた。しかし、肝心の小規模事業者

が、その情報をどのように活用し、経営判断に生かして、結果に繋げる事ができたのか。事後のフォロ

ーが不足していた。このことから、事業者が本当に必要している情報の提供方法であったのかどうか、

充分な検証が出来てこなかった。この点を経営指導員等がフォローすることで、事業の有効性を高めた

い。 

 

《事業内容》 

(1)早期景気観測調査（ＬＯＢＯ調査）（継続） 

実施時期 毎月 1回 

   目的 景気指数ではなく肌で感じる足元の景気感を捉えるもので、迅速な集計を行い、企業活動

の指針として活用し、行政機関や金融機関へ情報提供を行い、普及を図る。 

調査項目 業況、採算、売上、資金繰り、仕入単価、従業員、借入難易度 各ＤＩ 

調査対象 建設、製造、卸、小売、サービス 

サンプル １７８事業所 

調査方法 依頼；郵送 回答；ＦＡＸ 

成果物の活用 報告書の作成、及びＨＰに掲載。当所会員事業所、及び報道機関等に発信。 

       当所経営指導員が、情報提供を行う際の基礎データとする。 

   

＜1 度目の事業実施の評価による継続理由＞ 

  本調査が市内の景況感をはかるメインの調査となっており、調査の内容自体は、1度目の事業実

施においても有効であったと考える。ただ、2度目の事業実施においては、調査対象事業所を含め、
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本調査結果を小規模事業者の経営に、有効に結びつける支援を行わなければならないと考える。 

  

(2)賃金改定・一時金動向調査（継続） 

実施時期 ＜賃金改定＞  5月（結果調査）、1月（意識調査） 

     ＜夏期一時金＞ 5月（意識調査）、9月（結果調査） 

     ＜年末一時金＞ 10 月（意識調査）、1月（結果調査） 

目的 柏崎地域の事業所の従業員賃金の改定予測や結果、夏季及び年末一時金の支給状況を把握

することにより、雇用・労務対策を始めとする経営者向け情報として提供し、地域の雇用

安定化につなげる。 

調査項目 ＜賃金改定＞ 平均賃金改定率、平均賃金改定額、前年対比増減 

     ＜夏期／年末一時金＞ 一時金支給月額（月数）、支給時期、前年対比増減 

調査対象 建設、製造、卸、小売 

サンプル １４０事業所 

調査方法 依頼；郵送 回答；返信用封筒又はＦＡＸ 

成果物の活用 報告書の作成、及びＨＰに掲載。当所会員事業所、及び報道機関等に発信。 

       当所経営指導員が、情報提供を行う際の基礎データとする。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による継続理由＞ 

本調査も、調査の内容自体は、1 度目の事業実施においても有効であったと考える。2 度目の事

業実施においては、対象事業所数を増やすか、回収率を高める工夫をするかして、調査の精度を高

めていきたい。 

  

(3）商戦動向調査（継続） 

実施時期 9月（夏期）、1月（年末） 

目的 柏崎地域の景気動向を把握するため、商業・サービス業系の主要事業所に対し、夏季と

年末年始の二回、商品・サービスの販売・消費動向を取りまとめ、地域経済動向情報と

して企業活動への活用を図る。 

調査項目 今期の業況、昨年同期、一昨年同期との比較 

調査対象 小売、卸売、サービス 

  サンプル １０社 

調査方法 依頼；郵送 回答；返信用封筒又はＦＡＸ 

成果物の活用 報告書の作成、及びＨＰに掲載。当所会員事業所、及び報道機関等に発信。 

       当所経営指導員が、情報提供を行う際の基礎データとする。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による継続理由＞ 

本調査も、調査の内容自体、1度目の事業実施においても有効であったと考える。今後も継続し

て実施したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当所調査(1)～(3)の活用方法の充実】 

調査(1)～(3)の分析結果について、1 度目の事業実施において、調査内容は有効であったと考え

るが、活用方法について、まだ、小規模事業者に対し活用し切れていなかったと考える。2 度目の

事業実施においては、正副会頭等、当所役員と定期的に意見交換を行い、柏崎地域の景気動向を把

握するとともに事業所への情報提供、経営支援策の利用促進につなげていく。 

また、調査から得た情報は、経営指導員で認識を共有し、経営改善や金融相談等個別支援の場面

でも効果的な経営指導につなげていく。 

調査結果については当所広報誌やホームページでの公表、行政機関や金融機関等にも配布し、当

所の意見活動に反映させていく。 
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(4)市場動向・商圏動向の情報提供 ※商圏検索ソフト「マケプラ」（改善継続）  

市場動向、商圏分析について、商圏分析ソフト「※マケプラ」を供給会社（㈱ゼンリン）と契約、

個々の支援先の立地状況等に応じた、商圏レポートを無償で作成し、経営指導を行う際の数値データ

として活用する。マケプラとは、地域にどんなライフスタイルの人が住んでいるのか、どんな業種の

店舗、施設が何件あるのか、など全国の様々な商圏（マーケット）を検索できる有料サイトであり、

商圏レポートが容易に作成でき、即応が可能なので、窓口相談時にその場で提示することも出来る。    
このため、特に新規出店や新規顧客開拓を検討している小規模事業者に対し有効なデータであると

考える。また、巡回、窓口相談時に、支援先がおかれている商圏がどのような状況なのかを再認識し

ていただくツールとしても活用し、“だれに、何を、どのように”アプローチするかを考える指標と

する。 

  
 
＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

本システムについては、その提供内容自体は、1度目の事業実施においても有効であったと考え

るが、提供先が、新規出店や、販路開拓を模索中の店舗に限られていた。2度目の事業実施にあた

っては、主にＢｔｏＣ業種となるが、事業計画を策定するきっかけ提案の材料、小規模事業者巡回

ツールとして幅広く活用する。 
 

(5)柏崎信用金庫との情報交換（新規） 

  平成 28年 6月 20日に、業務連携・協力に関する覚書を締結している柏崎信用金庫と地域の経済動

向、経営支援業務執行状況について、年 2回情報交換を行う。また、事業者に情報共有の同意を得て

いる案件については、データベースを共有する。 

  当所「早期景気観測調査」、信金「しんきん地区内経済指標」がそれぞれ月 1 回ずつ発行されてい

る。互いにデータを提供しながら、その内容を吸収、上記情報交換の内容と共に、経営指導員等が行

う、経営相談の基礎データ、指標として活用する。 

   

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

1度目の事業実施において、各種経済動向調査の調査結果の有効活用について、小規模事業者の

経営判断時での活用という点で、フォローが足りなかったと感じている。柏崎市内の小規模事業者

の支援という点で、当所と事業目的を同じくする柏崎信用金庫と情報交換を行い、協調して事業に

あたる。100名弱いる金庫職員からも当所調査情報を客先支援に活用して頂くし、当所としても、

金庫から客先の事業所情報の提供を受け、当所調査結果を踏まえた経営情報について、必要な情報

を必要な事業所に提供していくことが可能となると考え、新たに本事業内容を追加する。 
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《目標》 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

(1)早期景気観測調査の実

施/分析/公表回数 
12回 12回 12回 12回 12回 12回 

(2)賃金改定･一時金調査

の実施/分析/公表回数 
6回 6回 6回 6回 6回 6回 

(3)商戦動向調査の実施/

分析/公表回数 
2回 2回 2回 2回 2回 2回 

(4)市場動向･商圏動向の

情報提供の実施 
随時 随時 随時 随時 随時 随時 

(5)柏崎信用金庫との情報

交換回数 

年 2回 

＋随時 

年 2回 

＋随時 

年 2回 

＋随時 

年 2回 

＋随時 

年 2回 

＋随時 

年 2回 

＋随時 

 ※(1)～(3)の各調査について、回収率を 2回目の事業期間中に 10％程度 UPさせる。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
《現状と課題》 

小規模事業者の持続的発展には、新たな需要開拓が必須条件である。そのためには「自社の強み」を

認識することが重要である。 

従来から行ってきた、経営指導員による【巡回・窓口指導】、後述する【各種実践事業】は、「経営一

般」「金融」「税務」など、小規模事業者が直面する問題に対しての、その都度＆限定的な課題に対して

のものであり、いわば点としての支援に留まる状況が多かった。また、経営指導員それぞれが、独自の

スキルに基づいて経営分析を実施していたため、小規模事業者の経営状況が組織的に把握できていなか

った。 

先述のように、事業者が「自社の強み」や「抱えている経営課題」「経営環境（競合、市場動向、顧

客ニーズ等）」を的確に認識できるようにする必要があるが、現状では「分析の仕方が分からない」「経

営分析にあたる時間がない、人員がいない」など、小規模事業者の対応は充分とはいえない。 

 

《改善方法》 

今後は、まず、後述する各種実践事業、強み発見研修などを通じて、「事業の持続的発展を目指す小

規模事業者を掘り起こし」、事業者に「自社の強み」「経営課題」を認識してもらえるような経営状況の

分析を実施する。と同時に、分析を実施することで事業者の経営課題を顕在化させ、当所から能動的な

経営課題の解決方法を提案する。 

また、経営指導員個々のスキルに依らないよう、①「統一のフォーマット」を使用、②「経営指導ミ

ーティング」にて情報を共有し分析する。 

 なお、高度な専門的な課題については、当所の委託する専門家（中小企業診断士等）による経営相談、

地域プラットフォーム、新潟県よろず支援拠点、(公財)にいがた産業創造機構（NICO）等の専門家と連

携し、課題解決に向けた経営分析や需要動向の情報提供などで支援していく。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

 個々の経営指導員等は積極的に行動していたものの、経営状況の分析については、個々のスキルに頼

るところも大きく、業種的な得意、不得意もあった。専門家との連携についても、それぞれの指導員が

パイプの太い専門家とともに行動するなど、指導内容の基準にばらつきがあったものと思われる。これ

は、ひとえに指導員どうしの情報共有の薄さと、連携不足にあった。まずは、支援先に役立つ経営支援

を行う仕組み作り、仕事の効率化をはかり、情報共有を行う時間をつくることを課題として行動する。 

 

《事業内容》 

以下の流れにより、経営状況の分析を実施する。 
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(1)経営指導員の巡回・窓口相談による経営状況の分析（改善継続） 

経営指導員による巡回相談を通じて、小規模事業者の「経営状態」「経営課題」を把握し、経営分

析を行う。従来以上に、課題抽出のための聞き出しを強化し、前向きな相談案件を増やす。経営分析

に当たっては、先述したように、経営指導員個々のスキルに依らないよう、「ローカルベンチマーク」

を基本フォーマットとする。ローカルベンチマークは、企業の経営者などや金融機関、支援機関など

が企業の経営状態の把握、いわゆる「企業の健康診断」を行うツール（道具）である。事業計画の策

定支援、策定後の実施支援を適切にしていくためには、まず事業者の現状を「深く」知る必要がある。

そのことから、情報収集、及び分析するポイントは、以下の 6点を中心に考える。 

・小規模事業者の販売する商品または提供する役務（サービス）の内容 

・保有する技術またはノウハウ 

・従業員などの経営資源の内容 

・顧客等取引先の状況 

・財務の内容 (収益性；売上総利益率 売上高経常利益率 等、安全性；流動比率 自己資本比率 等 

効率性；総資本回転率 売上債権回転率 等、成長性；増収率 増益率 等） 

・その他の経営状況 

なお、これらの経営状況の分析を行うきっかけとして、当支援計画の概要や、国、県、市の行う中

小企業向け各種補助金の内容を説明し、小規模事業者の持続的発展に繋がる動きを促進する。この取

り組みは小規模事業者の事業展開のきっかけの役割とし、当所実践事業、専門家相談への誘導にも努

める。 

  

 ＜1度目の事業実施の評価による改善点＞ 

  経営指導員の巡回・窓口相談による経営状況の分析は、経営指導員の業務の中で最もベーシック

で、かつ重要な業務と位置づけ、各指導員も積極的に行動してきたと考えるが、1度目の事業実施

では、前述の評価のとおり、個々の資質、スキルに頼るところがあり、標準化がはかれるよう改善

する。 

 

(2)経営分析、及び事業者へのフィードバック（成果の活用）（改善継続） 

分析した経営状況は、小規模事業者にフィードバックし、これまで気づいていなかった自社の「強

み」や「経営課題」を事業者自身に認識してもらう。 

また、経営指導員等の財産として、データベース化し、類似の案件の相談を受けた際に初期対応の

材料として活用する。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

  分析した経営情報は、当然、小規模事業者にフィードバックしなければならないが、1度目の事

業実施では、上記(1)と同様、分析結果は、個々の指導員に属していたため、水平展開できていな

かった。情報共有をし、標準化がはかれるよう改善する。 

 

(3)専門家経営相談、専門家事業所訪問指導（継続） 

顕在化した経営課題に対しては、原則として経営指導員が具体的課題解決策の提案をするが、専門

的な知識が必要となる課題に対しては、以下の①～③のとおり、当所の委託する専門家（中小企業診

断士等）、関係機関の専門家派遣制度を活用するなどして、経営の分析や問題解決のための提案を行

う。 

その際、経営指導員はこれらの専門家に必ず帯同し、ノウハウの習得を図るとともに、相談後のフ

ォローに活かす。内容に応じての市場動向、市場調査のデータ提供を行い、新たな販売チャネル開拓

に向けた事業計画策定につなげる。 

  

（1）経営指導員による経営状況の分析→（2）事業者へのフィードバック（強みの認識、経営課

題の把握）→（3）課題解決策の提案（ ①経営指導員による課題解決策の提案 または ②専門相

談 ）→（4）経営指導ミーティングによる分析＆共有 ⇒ 事業計画策定支援 

 



 １８ 

①全業種（継続） 

   a.専門家経営相談 

    中小企業診断士による定例経営相談会（毎月第２、第４木曜日）、弁護士による法律相談会（第

2 木曜）、税理士による税務相談会（第 2 木曜）を定例的に実施し、小規模事業者が抱える専門

的な経営課題について、解決の方向性を導き出す。一度の相談で解決できない課題については、

経営指導員が各専門家と連携を取りながら継続的な支援を行い、進捗に合わせながら相談会を活

用し、小規模事業者の課題解決を行う。 
   また、当所主催の相談会のほか、（公財）にいがた産業創造機構主催の個別経営相談会（毎月 1

回、中小企業診断士が対応）、広報相談会（半年に 1 回、広報アドバイザーが対応）が当所を会

場に実施され、専門家相談の機会となっている。 
   

b. 専門家事業所個別訪問指導 

     現地での高度な専門指導が必要な小規模事業者や、定例相談会の専門家の専門分野以外の案件

については、新潟県商工会議所連合会のエキスパートバンク、建設サポートセンター、ミラサポ

などの派遣専門家を依頼し、経営指導員等とともに訪問指導を行い解決に導いている。 
 

②製造業系（継続） 

製造業系では、月 1回 2社程度の工場を技術アドバイザーと経営指導員がペアで巡回し、業況の

聞き取りや開発案件・生産改善・営業戦略について相談・支援を行っている。製造業における経営

指導は、扱う製品や工程によって幅広く奥深い知識を必要とするため、技術アドバイザー帯同によ

る巡回は、事業者からより効率的に課題を抽出することができ、引き続き実施したい。今後の主な

改善点としては、巡回の効果を上げるため、訪問先に選定に際し、事前情報をアドバイザーに入れ

るなど、一手間加えていきたい。 

 

③商業、サービス業系（継続） 

年２回、販売促進アドバイザーの巡回指導を行っている。指導希望の店舗を実訪し、各店 1 時間

程度ではあるが、店舗の状況を見ることで、課題の抽出を行っている。この際に明らかとなった課

題については、定例相談会（①-a）や、個別訪問指導(①-b)につなげ、本格的に根本部分の問題を

探り、真の経営課題を見つけ、その解決に至る指導を行うことで経営改善を図る。 
 

＜1 度目の事業実施の評価による継続理由＞ 

 専門家の活用自体は、1 度目の事業実施においても有効であったと考える。ただ、2 度目の事業

実施においては、その頻度を高めるとともに、専門家の指導内容、ノウハウを全指導員に水平展開

し、当所共有の財産としていく。 

 

(4)経営指導ミーティングによる情報共有（新規） 

  毎月第 1第 3月曜日の管理職会議終了後、朝 9時 30 分頃より経営指導ミーティング（従来は随時

開催）を定期的に行い、小規模事業者からの相談内用や分析結果を共有する。担当の経営指導員が 1

人で解決できずにいる案件についても、過去の指導経験等を生かして助言し合うこと、専門家が必要

な場合には、適任の専門家や、その招聘方法について教え合うことで、速やかな問題解決に繋げてい

く。また、他の指導員の実践内容を学ぶことで、自身の指導方法の参考としていく。 

  経営指導員以外の職員が初期対応した案件についても、すみやかに指導員が引き継ぐ場とする。 

 また、重要な協議内容については、補助員がこれを記録し、データベース化する。 

※メンバー；相談所長、経営指導員、補助員（一般職員が初期対応をした場合は、その職員） 

 

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

  上記《１度目の事業実施の評価》及び、《事業内容》(1)～(3)に記載したとおり、1 度目の事業実

施においては、経営指導が個々の指導員の資質、スキルに頼り、情報の共有、標準化が充分になされ

ていない点が課題となっていた。これを改善する対応として、新たに本事業内容を追加する。 
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《目標》 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

(1) 経営分析につながる巡

回・窓口相談件数 90件 112件 123件 136件 149件 164件 

(2) 経営分析 及び事業者へ

のフィードバック件数 
61件 69件 75件 83件 91件 100件 

(Ⅰ-3-(1)-⑤事業計画策定数) (48件) (53件) (58件) (64件) (70件) (77件) 

(3) 専門家経営相談、専門家

事業所訪問指導延べ回数 
65回 72回 79回 87回 95回 105回 

(4)経営指導ミーティングに

よる情報共有実施回数 
随時 24回 24回 24回 24回 24回 

  

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
《現状と課題》 

今までの小規模事業者に対する事業計画の策定支援は、「小規模企業持続化補助金」などの補助金活 

用や、日本政策金融公庫や県・市制度融資の活用など、事業者からの支援要請に基づいて行われてお 

り、その都度、受身的な支援が多かった。 

人口減少・高齢化、競争の激化、地域経済の低迷等といった厳しい経営環境に直面する小規模事業 

者の大多数にとって、最大の経営課題は「売上げが立たないこと」である。従来から行っている記帳 

指導や税務指導といった、「売上げが立つこと」を前提に、立った売上げをどう処理していくか、とい 

う観点の支援も引き続き重要ではあるが、「売上が立つ状態に持っていく」支援の方が、比較にならな

いくらい重要になっている。 

 当所の支援に対する考え方としては、都度・受身的な対応から脱却し、事業者が「売上が立つ状態に

持っていける」ビジネスモデルの再構築を能動的に提案し、抜き出る小規模事業者の創出を促進するこ

とに注力する。 

 

《改善方法》 

当市は、「工業（ものづくり産業）で市外から外貨を獲得し、そのお金を市内で使う」というのが本 

来の産業構造であるが、これが、揺らぎはじめている。ゆゆしき問題である。 

企業ごとにみると自社の強みを把握しているところは実際には少ない。今後は小規模事業者に、計画

的に経営することの必要性を刷り込み、事業計画を作る機会を作り、またその計画を実施することが目

的となる為、アクションプランを充実させ、実現性の高い事業計画の作成を支援する。 

 計画策定に当たっては、前述の「Ⅰ-１．地域の経済動向調査」で記載した、地域情報について、個々

の小規模事業者に必要な内容を抽出して伝える。「Ⅰ-２．経営状況の分析」で記載した、経営指導員、

専門家による分析を行う。そして、後述の「Ⅰ-５．需要動向調査」で記載する製品、商品、サービス

の市場における妥当性を踏まえた上で、事業計画策定を支援する。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

 既存事業者向け支援について、各種実践セミナーの受講者や、補助金申請、その他個別相談の申込者

を中心に、経営計画の作成支援を行ってきた（平成 28 年度で 48件）。これらの事業者は、ある程度、

事業計画を作る意思が固まっている人、迷っていたが、受講や相談をきっかけに、意思が固まったとい

う人達であった。2回目の事業実施にあたっては、計画策定の意思の醸成、掘り起こし、きっかけ作り

に力点を置いていきたい。 

 掘り起こしに当たっては、小規模事業者が行ってきた先行事例等を提示し、自分たちの身近な経営手

法であることを感じられるようにしていきたい。 

 創業者向け支援については、創業前から創業後を通じて支援している創業者については、妊娠出産に

よる無期限休業を除き、100％事業を継続しており、その点においては満足している。ただし、相談者

のうち実際に創業に繋がった案件が、5年前は 2分の１程度であったが、分母を増やす努力をしてきた

事もあるが、近年は 3分の 1程度となった（本格的に支援をはじめた過去 7年間の平均で 45％）。長期

的に連絡をとりあいながら、相談者の創業率を上げていきたい。また、当所並びに他の支援機関の創業
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支援を経ずして、創業している創業者も全創業者の 2分の１近くいることから、より安全なスタートを

切るために、ワンストップの特定創業支援事業者として、創業支援を行っていることを、引き続き周知

していきたい。 

  

《事業内容》 

(1)既存事業者向け支援（改善継続） 

“まずは、周知する” 

これまでも実施している、“強み”セミナー、事業承継セミナー、事業承継個別相談会、経営安定

相談、経営革新塾、事業計画書策定指導、各種補助金申請支援を、まず既存の事業者に知ってもらう

ことからはじめる。 

小規模事業者の経営の持続・発展や人材育成に役立つ様々なセミナー、相談会開催後に、その内容

を実行したい事業者に対し経営計画作成の重要性を説明し、事業計画策定につなげる。 

今までのように、セミナー、相談会を実施、参加してもらうに留まらず、そこから更に踏み込んだ

フォロー、支援を積極的に行う。個者支援により力を注ぐ。 

先述した、「Ⅰ-１.地域の経済動向調査」の情報提供や、「Ⅰ-２.経営状況の分析に関すること」で

述べた 経営状況の分析を実際に実施した事業者に対し、事業計画策定の個別提案を実施する。 

 当所ホームページでも、事業計画策定支援事業のページを作成し、メニューの見える化を図る。 

 以下、具体的メニューを記載する。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

1度目の事業実施においても、事業計画策定支援は、小規模事業者への支援メニューの中でも重

要な位置をしめ、対応してきた。しかし、《１度目の事業実施の評価》の欄でも記載したとおり、

ある程度、事業計画を作る意思が固まっている事業者中心の対応で、計画策定の意思の醸成、掘り

起こし、きっかけ作りという点が弱かったので、2度目の事業実施においては、アプローチする範

囲を広め、芽だしに努める。 

   その芽だしに当たっては、「Ⅰ-２-(1)経営指導員の巡回・窓口相談による経営状況の分析」を行

った小規模事業者を中心に事業計画策定に繋げる。また、下記①～④の各実践事業への参加を小規

模事業者に積極的に促し、⑤の事業計画策定指導に繋げる。 

   下記①～④の各実践事業については、内容自体は事業者にとって有益なものであったと考える

が、これまでの参加者より、まだ、意識の低い事業者や、先の問題と捉えている事業者でも、取り

組みやすい内容となるよう、ブラッシュアップをする。 

   また、経営不振や、後継者の不在など、やむを得ず廃業を決心した事業者には、ソフトランディ

ングとなるよう、廃業に向けての計画策定支援も行う。 

    

①強み発見セミナー（ＢｔｏＣ）（改善継続） 

   大型店や競合店の進出、顧客の減少や消費低迷の中、これまで事業継続してきたのは、専門性や

きめ細かなサービス、経営者や従業員のキャラクターなどの強みがあるからで、その強みを認識し、

新たなターゲットや販売方式、新サービスの提供などを検討し 
ていく必要がある。 

   そこで、１度目の事業実施では、地域密着型マーケティング 
を得意とする、グローカルマーケティング(株)に依頼し、個店 
の強み発見、またその強みを活かすためのブランド構築、戦略 
マップ作りの研修を通して、個店力強化を図った。 

   今後の事業実施では、継続した研修内容に加え、研修後のフ 
  ォローを充実させ、経営指導員の適宜指導のほか、専門家によ 

る定期巡回を行うことで、方向性の修正や今後の展開への助言 
を行い、確実な成果につなげていく。 

 

②強み発掘セミナー（ＢｔｏＢ）（改善継続） 

製造業においても、既存の取引先に縛られることなく、市外・県外に目を向け、新たな販路を開

拓することが求められている。 

1度目の事業においては、自社の強み（特徴技術）を掘り下げ、それを発信する媒体として「Ｗ

 
（BtoC 強み発見セミナー） 
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ＥＢ活用」を選択。サイト構築・問い合わせ対応・与信管理等を体系的に学び、自社の強みを反映

させた「ネット営業所」を開設し、新たな販路開拓を目指す実践型の研修を実施した。講座を受講

し、「ネット営業所」を開設した全ての企業が受注を獲得するという成果を上げているが、発信す

る媒体の範囲を絞り過ぎたためか、回を重ねる度に受講生の集客に苦戦しているのが現状であり、

すでに需要を満たした感がある。 

   そこで、今期の改善点としては、発信する媒体を「ＷＥＢ活用」に限定せず、マーケティングの

基本を学び、自社の強みを掘り下げた上で、見本市の活用等幅広い発信チャネルの提案を行い、実

際に自社の営業戦略に落とし込んでいくという実践型の研修を実施したい。 

 

  ③事業承継セミナー／事業承継相談（改善継続） 

   経営者の年齢は 66才がもっとも多い世代とされ、このまま 5年経過すると、平均的引退年齢の

70.5才を越えてしまう。このまま事業承継問題をクリアしないと 97.5 万社が廃業するという説も

ある。当所調査では、小規模事業者の 80％が事業継続を望んでいるが、そのうち 20％は後継者が

いない。後継者候補がいるとする事業所においても、20％は親族以外に依頼したいと考えていると

する結果が出ている。 

   小規模事業者だれもが直面する問題でありながら、なかなか、行動に移せないでいる経営者が多

い。これらの経営者に承継には時間がかかることを説明し、背中を押す手段として、経営指導員の

周知活動の他、事業承継セミナーを開催し、承継までのプロセスをきっちり説明する。個別の課題

が見えている経営者には、専門家による個別相談会等も実施する。 

   残念ながら、事業継続を断念する小規模事業者も相当数出てくる者と思われる。前述の当所調査

でも、20％が継続意思なしとしている。それらの小規模事業者に対しては、ソフトランディング

となるよう支援していく。 

 

事業承継の意欲

なし

11%

あり

80%

 
  

  ※当所事業所ニーズ調査より引用 

④経営革新セミナー（改善継続） 

 経営革新の取り組みについて、検討している、近い将来若しくは将来取り組もうとしている小規

模事業者を対象に、その基本となる事業計画の考え方についてのセミナーを実施する。県知事承認

に至らないとしても、自社を振り返り、経営計画の策定手法を学ぶことは、大変有益と考える。セ

ミナー終了後は、経営指導員、専門家により計画書のブラッシュアップを支援していく。 

 

  ⑤事業計画策定指導（改善継続） 

   事業計画については、商品開発・販売計画、経営力向上計画、経営革新計画、事業承継計画、経

営安定計画など、事業者の置かれている状況に合わせて、事業計画策定を支援する。なお、支援す

るに当たっては、はじめに目標達成までのスケジュールをたて、具体的行動を促すよう背中を押す。 

 

  ⑥補助金申請支援（継続）  

 国や県、市の設備投資や販売促進に対する補助金申請においては、当然資金面のメリットを目的  

に申請するわけだが、申請書作成時の事業計画を作成するという経験が小規模事業者にとって、大

きな財産となる。その財産を多くの小規模事業者が持てるよう、経営指導員等が支援することで、

申請時のハードルを下げ、小規模事業者の“挑戦する気持ち”を引き出していきたい。 

後継者の有無

既に決

まってい

る

35%

候補者は

いる

25%

候補者は

いない

19%

考えてい

ない

20%

無回答

1%
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      また、申請支援の際に、効果的な指導を行えるよう、指導員の資質向上と情報共有（Ⅲ-２-(1)

～(2)）を図る。 

 

  ⑦廃業時における支援（改善継続） 

経営不振や、後継者の不在など、やむを得ず廃業を決心した事業者には、その後の生活を第一に

考え、ソフトランディングとなるよう、廃業に向けての支援も行う。これは、従来も経営安定支援

として行ってきたことではあるが、廃業した事業所で当所が関与した割合は、10 分の 1 にも満た

なかった。大々的にＰＲをするわけにはいかないが、小規模事業者に接する際に、アンテナを張っ

て見逃さないように対応していく。 

 

(2)創業者向け支援（改善継続） 

当市においても事業主の高齢化や売上の減少による廃業が後を絶たず、事業所数の減少が続いて

いる。事業所数の減少率を縮小するためには、既存事業所の持続的発展支援に加えて、新たな事業

を立ち上げる創業希望者への支援が有効であり、創業相談窓口として商工会議所の果たす役割は重

要である。このことから、当所としても、コストと手間をかけて対応してきた。今後も創業者数の 3

分の 2 以上に関与することを目標とし、創業を考える上で商工会議所がはじめに思い浮かぶよう、

そもそも商工会議所とは、どういう組織で、どういう創業支援を行っているかの周知を図っていく。 

また、支援に当たっては、「Ⅰ-１．地域の経済動向調査」による当市の経済状況、「Ⅰ-５．需要動

向調査」による、商品、サービス妥当性、ターゲットとなる市場の状況について説明した上で、創業

計画の策定にあたる。 

なお、柏崎市は、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援 事業計画」を策定し、平成 27年に国

の認定を受けており、柏崎商工会議所・柏崎市・柏崎信用金庫の 3者による「産・官・金」の連携体

制《かしわざき創業ファーム》が既に構築されている。これにより創業者の同意を得て、創業支援カ

ルテを作成し、支援状況を共有し、総力で支援に当たっている。 

  

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

《１度目の事業実施の評価》でも記載したとおり、年間 25～30 名程度ある相談者の中で、実際

に創業に至った方は、5年前は 2分の１程度であったが、分母を増やす努力をしてきた事もあるが、

近年は 3分の 1程度となった。１～2回の面談で、接触が途切れてしまうケースも多々あるので、

定期的に情報提供を含めてコンタクトをとり続ける。なお、いずれの支援機関の支援を経ずしての

創業が 2分の１近くいることを踏まえ、当所創業支援の支援体制、及び上記《かしわざき創業ファ

ーム》の支援体制を広く周知し、より安全なスタートを切れる指導をしていく。 

下記④の商業者向け創業補助金は、創業者の資金的支援もさることながら、当所との接触機会を

増やすための、動機付けとしても継続して活用していく。 

 

   ①創業キックオフセミナー／社長のたまご塾（改善継続） 

   これまでも、当所主導による「◆創業キックオフセミナー（単

発セミナー／創業の心構えとビジネスプランの考え方）」や、

柏崎信用金庫の主導する「◆社長のたまご塾（連続セミナー

／創業に必要な基礎知識を体系的に学ぶ「スタートアップ編」

と、創業計画策定の「ブラッシュアップ編」の 2段階構成）」

の実施を通して、創業希望者の掘り起こしを行い、開業に導

いてきた。創業希望者が 1 歩を踏み出すきっかけを与え、開

業後の事業運営をスムーズに軌道に乗せるため、前述のセミ

ナーは継続して実施する。 

   創業希望者をより多面的に支援するため、市内で創業を希望

する人をデータベースで一元管理し、それを 3者で情報共有する仕組みを構築している。3者には

それぞれ得意とする分野があり、情報を共有することで、より効率的且つ多面的な支援が可能であ

ると考える。 

 

②創業計画策定支援（改善継続） 

統計によってバラつきはあるものの、開業後の 5 年生存率は 15～20％、10 年生存率は 5～10％

 
（創業キックオフセミナー） 
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といった数字もある。相談窓口に来所する創業希望者の中には、事業を始めれば自然と売上が上が

ると思い込み、何の計画も無しに事業を始めようとする人が少なくない。開業後の経営が軌道に乗

るかどうは、事前準備である「創業計画の策定」とその裏付けとなる「資金計画の策定」が重要で

ある。 

前述の通り、当市には、柏崎商工会議所・柏崎市・柏崎信用金庫の 3者による「産・官・金」の

連携体制が既に構築されており、例えば「創業計画の策定」であれば当所、「資金計画の策定」で

あれば柏崎信用金庫といったように、それぞれの得意分野で創業希望者の支援にあたりたい。また、

「資金計画の策定」にあたっては、日本政策金融公庫、並びに当所と同じ特定創業支援事業である

柏崎信用金庫との連携を密にして事に当たりたい（融資申込時の創業計画書は、当所支援で作成す

る創業計画書を流用できる）。さらに、創業資金を借り入れる場合には、創業者利子補給制度等の

柏崎市の施策説明もしていく。 

 

  ③補助金申請支援（継続）  

 国や県の創業資金に対する補助金申請においては、当然資金面のメリットを目的に申請するわけ

だが、申請書作成時の事業計画を作成するという経験が創業者にとって、大きな財産となる。その

財産を多くの創業者が持てるよう、経営指導員等が支援することで、申請時のハードルを下げ、創

業者の“挑戦する気持ち”を引き出していきたい。 

   また、申請支援の際に、効果的な指導を行えるよう、指導員の資質向上と情報共有（Ⅲ-２-(1)

～(2)）を図る。 

 

  ④商業者向け創業補助金の設置（継続） 

   当所、並びに柏崎あきんど協議会の共催により、“あきんど創業補助金”を設置しており、当市

において商業店舗等を創業する者に対して、開業時に掛かる改装費及び広告宣伝費の一部を助成し

ている。創業を支援することで、新たな商業者を育成し、商業界の活性化を図る。また、実施に当

たっては、経営指導員、専門家がマーケティングや資金計画等、随時助言を行い、安全な創業に繋

げる。 
   ※補助対象経費 （補助率１／３ 上限 30 万円）  

助成対象事業 助成対象経費 

空き店舗活用による創業 開業時に掛かる改装費（什器、備品）及び広告宣伝費、 
家賃 

自ら所有する店舗等による創業 開業時に掛かる改装費（什器、備品）及び広告宣伝費 

 

《目標》 

(1)既存事業者向け支援 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

①ＢｔｏＣ セミナー実施

回数（受講者数） 

5回 
(延 50名) 

5回 
(延 55名) 

5回 
(延 60名) 

5回 
(延 65名) 

5回 
(延 70名) 

5回 
(延 75名) 

②ＢｔｏＢ セミナー実施

回数（受講者数） 

5回 
(延 40名) 

5回 
(延 45名) 

5回 
(延 50名) 

5回 
(延 55名) 

5回 
(延 60名) 

5回 
(延 65名) 

③事業承継 セミナー実施

回数（受講者数） 

１回 

（8名） 

1回 

（10名） 

1回 

（12名） 

1回 

（14名） 

1回 

（15名） 

1回 

（16名） 

④経営革新 セミナー実施

回数（受講者数） 

１回 

（8名） 

1回 

（10名） 

1回 

（12名） 

1回 

（14名） 

1回 

（15名） 

1回 

（16名） 

⑤事業計画策定件数 48件 53件 58件 64件 70件 77件 

(Ⅰ-2-(2)経営分析件数) (61) (69件) (75件) (83件) (91件) (100件) 

⑥補助金申請支援件数※ 21件 23件 25件 28件 31件 34件 

⑦廃業時における支援件

数 
0件 2件 2.5件 3件 3.5件 4件 

※⑥補助金事業支援件数は、現在と同等の公募が行われている場合で想定。 
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(2)創業者向け支援 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

①セミナー実施回数（受講

者数）※ 

2回 
(延 24名) 

2回 
(延 26名) 

2回 
(延 28名) 

2回 
(延 30名) 

 2回 
(延 32名) 

2回 
(延 34名) 

②創業計画策定支援件数 31件 33件 35件 37件 39件 41件 

②創業件数 9件 10件 11件 12件 13件 14件 

③補助金申請支援件数※ 3件 3件 3件 3件 3件 3件 

 ※①セミナー実施回数には、柏崎信用金庫が主として実施する「社長のたまご塾」は含んでいない。 
※③補助金事業支援件数は、現在と同等の公募が行われている場合を想定。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
《現状と課題》 

 現状として、事業計画策定までに留まるケースや、相談のあった都度対応するケースなど、計画進捗

状況の確認やフォローアップが年 1回程度と足りず、計画実行による経営への貢献度を充分に把握して

いなかった点で、対応が不十分であったと認識している。これらにより、事業計画策定後の場当たり的

な支援や、事業計画の形骸化などの問題が生じている。 

 このため、目標、指導内容、頻度などの実施支援体制の明確化による定期的なフォローアップや、新

たに生じた経営課題や経営環境の変化に対して、対応策のアドバイスや事業計画の修正の提案などが課

題である。 

 

《改善方法》 

今後は、小規模事業者の事業計画の策定前から一貫して経営指導員等が関わることで、その内容、課

題を充分理解し、その目的達成のために、事業計画を策定した事業者に対しては、四半期ごと（3ヶ月

に 1 回）、経営指導員等のチーム制・担当制で、巡回や窓口相談にあたる。その際には、当所支援メニ

ューの他、国・県などの支援施策の情報提供はもちろん、マル経資金推薦による資金支援。中小企業診

断士などの専門家による指導。また、第三者への事業承継の可能性がある場合には、新潟県事業引継ぎ

センターとの連携を行い、継続した相談支援の体制をとる。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

既存事業者向けフォローについては、事業計画策定支援をするも、計画策定後のフォローの回数が年

1回程度と足りず、計画実行による、経営への影響も十分に把握出来ていなかった。せっかくの事業計

画策定が、実行に移せなかったり、充分に機能していなかったりした場合も考えられるので、2度目の

事業期間では、計画策定後のフォローとして 4半期に 1回は面談し、計画内容に関する実績値等の確認

と、必要な指導、情報提供を行っていく。しかし、限られた戦力をフォローに投下する為には、雑多な

一般業務の整理、圧縮が不可欠で有り、他部門を含めた当所全体で考えていかなければならない。 

 創業者向けフォローについては、主に商業・サービス系の創業者で、後述する「Ⅰ-６-(5)来店機会

創出による需要の開拓」の事業参加者や、下記「Ⅰ-４-(2)創業者向けフォロー」で記載する創業者ミ

ーティング参加者、並びに当所で記帳指導、記帳代行を行っている創業者は年 2～4 回程度面談し、経

営状況について、確認出来ていたが、その他の創業者は、創業のフォローの回数が年 1回程度と足りず、

創業計画が、実際にどの程度実行できているかが捕捉できていなかった。2度目の事業期間では、創業

後のフォローを少なくとも創業後 3年間は、全員に対し、4半期に 1回は面談し、実績確認と、必要な

指導、情報提供を行っていく。 

 なお、各支援機関、行政との連携については、下記事業実施に不可欠であり、それぞれの専門領域に

おいて、情報収集・提供、専門家派遣、事業資金負担といった形で、多大な協力を得てきた。2度目の

事業期間においても、コミュニケーションを密にして、継続して協力体制を維持していく。 

 

《事業内容》 

(1)既存事業者向けフォロー（改善継続） 

先述のように、経営指導員等のチーム制、担当制でフォローアップを徹底して行う。計画策定後の

全事業者について、少なくとも四半期ごと（3ヶ月に 1回）に面談し、事業計画の進捗状況の確認、

今後のスケジュールの確認を行う。また、課題や障害が発生した場合は、取り組むべき課題を明確に
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して、適宜、計画の修正を行う。それにより、事業計画の実効性を高めていく。 

フォローアップについては、単に計画が遂行されているかどうかを確認するのではなく、次に実行 

予定のスケジュールについての事前準備の支援も含む。事業者のみでの実行が困難な場合は、当所の  

ネットワークもフル活用し支援にあたる。 

 フォローにあたる経営指導員が、より専門的な知識が必要だと判断する場合には、当所の契約する

中小企業診断士、ミラサポ、よろず支援拠点等とも連携し、専門家を帯同した継続的な指導、支援を

行う。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

   《１度目の事業実施の評価》にあるとおり、計画策定後のフォローの回数が不足し、計画実行に

よる、経営への影響も十分に把握出来ていなかった。2度目の事業実施においては、4 半期に 1回

は面談する、計画策定後の支援計画スケジュールを作成し、中小企業相談所長がこれを管理する。 

  また、面談内容も、記録用フォーマットを作成し、これに記載。Ⅰ-２-(4)に記載した経営指導ミ

ーティングで情報共有を図るとともに、共有サーバーに保存し、随時、全職員が確認出来るようす

る。 

 

(2)創業者向けフォロー（改善継続） 

当所では、従前より創業支援に力を入れている。創業担当の経営  

指導員を配置した平成 22年度から 28 年度の 7年間で、当所支援に

よる創業件数は 74件に上る。これは、創業相談人数の 45％程度で

ある（相談者数の増加と反比例して、近年は 33％程度に減少）。 

減り続ける当地域の事業者数の減少率を縮小するためには、既

存事業者の持続的発展支援に加えて、新たな事業を摸索する創業希

望者（第二創業を含む）への支援が重要であり、現に、創業相談の

ワンストップ窓口として、商工会議所は既に認知度は高い。よって

役割も大きい。 

しかし、創業者は経営ノウハウに乏しい場合が多い。そこで、創業後も適宜ヒアリングを行うこ

とで、創業者個々の課題を明確化し支援を行う。事業の進捗状況、販路開拓、資金の調達・運用、

記帳や税務などの支援も併せて行う。ここで商工会議所の多機能性の強みを発揮する。 

特に事業が軌道に乗るまで(少なくても 3年間)は、全創業者に対して、経営指導員による定期的な

巡回指導（財務分析・販促活動支援等）を行う。巡回は 4半期に 1 度、ベテランと若手の経営指導員

がチームを組み訪問し、経験に裏打ちされたアドバイスと斬新で柔軟な発想を組み合わせて指導にあ

たる。 

支援を行う中で、専門的指導を必要とするような課題が抽出された場合、商品開発、販路開拓や海 

外進出など高度な経営課題については、各種専門家と連携して支援する。 

 

[創業者ミーティング] 

創業後間も無い経営者には、経営の悩みを共有し、気軽に相談し合える経営者同士のネットワーク

がなく、直面する課題に一人で思い悩むケースが少なくない。そういった経営者には共通の課題も多

いため、日々の経営の課題を解決するきっかけ作りと経営者同士のネットワーク構築を目的とした

「創業者ミーティング」を実施する。対象は、開業後概ね 5年未満の経営者で、開催は年 1回を予定。 

 

[当所創業者支援実績 Ｈ22～28 年度相談案件分] 

創業相談者数 165件 ※廃業事業者数 4件は、当所創業後支援拒否 2件、妊娠出産

による無期限休業 2件であるため、当所支援先としては実質

廃業 0件と考えている 

創業者数 74件 

うち廃業業者数※ 4件 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

《１度目の事業実施の評価》にあるとおり、創業後の支援が、各種事業参加者や、当所で記帳を

担当している創業者に偏っていた傾向があったので、2度目の事業実施においては、全創業者に対

し、当面 3年程度は、4半期に 1回は面談するよう、上記「(1) 既存事業者向けフォロー」と同様、

 
(経営指導員による個別相談) 
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支援計画スケジュールを作成し、中小企業相談所長がこれを管理する。また、面談内容も、記録用

フォーマットを作成し、これに記載。Ⅰ-２-(4)に記載した経営指導ミーティングで情報共有を図

るとともに、共有サーバーに保存し、随時、全職員が確認出来るようする。 

 

(3)各支援機関、行政との連携（継続） 

  柏崎市とは、車の両輪として、それぞれの立場で産業振興に密に協力してあたる。また、（公財）

にいがた産業創造機構、新潟県よろず支援拠点からは、専門的知識を有する専門家やアドバイザーの

派遣。市内各商工会、柏崎信用金庫からは広域的な視点での経営支援。日本政策金融公庫、新潟県信

用保証協会からは資金計画等、金融的な経営支援。そして、関東信越税理士会新潟県柏崎支部からは

税務指導面で、それぞれ協力を得て、当所の戦力を補って頂きつつ、小規模事業者の事業計画実現に

むけて、効果的な指導、支援を行っていく。 

  

[資金調達支援における連携] 

  日本政策金融公庫との連携において、既存事業者、創業後 1年経過後の創業者の資金調達が必要な

場合には、「マル経資金」や「小規模事業者経営発達支援資金」の活用を促し、当所で財務分析等を

行った上で、資金調達に繋げ、小規模事業者の経営改善、持続的発展に繋げていきたい。 

 

 ＜1度目の事業実施の評価による継続理由＞ 

  1度目の事業実施においても、各支援機関、行政との連携は、事業計画策定後の支援において、無

くてはならない協力を得ており、2度目の事業実施においても継続して、密なコミュニケーションを

取りながら、協力体制を維持する。なお、日本政策金融公庫との連携で、1度目の事業期間では「小

規模事業者経営発達支援資金」を活用した実績が無かったので、通常の「マル経資金」より大規模投

資を行う小規模市業者に対し、活用を促していく。 

    

《目標》  

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

(1)既存事業者事業計画策定フォロ

ー延べ回数 ※1 
50回 212回 232回 256回 280回 308回 

(Ⅰ-３-(1)-⑤ 事業計画策定件数) （48件） （53件） （58件） （64件） （70件） （77件） 

(1)既存事業者事業計画策定フォロ

ー後の売上増加件数 ※2 
－ 17件 19件 21件 23件 25件 

(2)創業後のフォロー延べ回数 ※3 18回 40回 44回 48回 52回 56回 

(Ⅰ-３-(2)-② 創業件数) （9件） （10件） （11件） （12件） （13件） （14件） 

(3)各支援機関、行政との連携 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

◇小規模事業者経営発達支援資金

活用件数 
0件 2件 2件 2件 2件 2件 

◇マル経資金活用件数 13件 14件 16件 17件 19件 21件 

 ※1 事業計画策定の支援先を四半期に 1 回フォローする。 

（回数は、計画策定後 1年以内のフォロー回数の合計） 

 ※2 事業計画策定の支援先の３３％が売上増加すると見込む。 

※3 創業後の支援先を四半期に 1回フォローする。（回数は、創業後 1年以内のフォロー回数の合計） 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
《現状と課題》 

  需要動向、地域の市場環境を知ることは、小規模事業者が自身の経営環境を知り、持続的発展を続

けていくうえで、極めて重要だが、日々変化する経済環境の中、実際に自身で調査検証することは、

手法が難しく、コストもかかることから、肌感覚での推測のみで、統計的な調査検証は実際にはあま

り行われていない。我々支援機関においても、日常のヒアリングや、各種統計資料、ＷＥＢからの情

報収集に限られており、経営指導の場においても、指導員の経験則による肌感覚の推測が中心であり、
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具体的、理論的な情報提供は、十分には行われてこなかった。 

 

《改善方法》 

  市内の小規模事業者が新商品・新サービスの提供、販路開拓を行う際、需要動向調査の必要性を十

分に説明し、認識して頂く。事業者が需要動向調査を行う際には、当所経営指導員、専門家等が積極

的にサポートしながら、新商品、新サービスの販売促進を効果的に行えるよう調査、集計を行い支援

していく。 

  また、既存の特定商品・サービスであっても、消費者ニーズ、バイヤーニーズ等を把握することで、

各商品・サービスの改良改善にフィードバックし、ターゲットや販売方法（品揃え、価格を含む）を

再考し、販路拡大に繋がる事業展開を支援する。 

  さらに、各事業者から積極的に特定の商品、サービス等のニーズ把握を行って頂くため、事業者自

身が行う調査検証等には、前向きな積極的な取り組みとして、補助金制度を創設して、コスト的支援

も含めて、支援者として関与していく。 

また、消費者の需要動向の指標となる、当所管内の商圏動向や地域経済動向については、検索ソフ

ト(マケプラ)や RESAS 等のビックデータを活用し、支援先の小規模事業者が必要とする指標

を提供する。併せて、最新トレンドや売れ筋商品、繁盛店の情報などを様々な媒体から収集・

整理して、支援先である小規模事業者に提供する。 

また、調査結果を実際のビジネスに、確実に結びつけるため、専門家による商品評価の個

別相談会を実施する。 
   

《１度目の事業実施の評価》 

 消費者の需要動向について、個別のアンケート等は実施しておらず、統計資料やＷＥＢデータのみ

にたよっていた。、経営指導員自体が、豊富なデータの有効活用に対応出来ておらず、新商品・新サ

ービスの販促、展開方法などについて一般論的な内容の指導のみに留まった。2度目の事業実施に当

たっては、各商品・サービスに調査内容を絞った調査、分析を行い、効果の上がる情報提供、支援を

行っていきたい。 

 また、商業者向けの市場調査、試験的販売等に係る助成制度（平成 28年度より開始）については、

これらの実践が必要とは分かっていても、コスト面等で実行できなかった小規模事業者の背中を押す

きっかけとなったので、一定の効果があったと考え、今後も続けていきたい。もちろん、事業実施に

当たっては、経営指導員による分析、検証等の支援を行っていく。 

 広い意味での需要動向となる、商圏動向等について、1回目の経営発達支援計画に採択されるまで

は、各経営指導員の経験と勘、住宅地であれば造成時期などから、住民の世帯構成等を推測し、経営

指導の材料としてきた。ここに、商圏分析ソフトを導入することで、簡単に客観的数値データを入手

することができ、支援先である小規模事業者に、精度の高い情報提供と提案、指導を行うことが出来

た。2度目の事業実施に当たっては、分析効果を広く事業者に訴え、情報提供、活用件数を増やして

いく。 

  

《事業内容》 

(1)来店機会創出事業（クーポン事業“はなまるクーポン”、定期市“ほんちょうマルシェ”）に参加

する消費者へのアンケート調査（新規） 

下記の①～③の事業に参加する小規模事業者は、消費者とのコンタクト、ニーズ等の情報収集に積

極的な事業所であり、支援者の立場で当所にてアンケート調査を実施して、結果を各事業者にフィー

ドバック。マーケティング戦略の材料としてもらう。また、これにより新たなアクションを起こす場

合には、経営指導員等がアドバイス等支援する。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

  1度目の事業実施においては、個別の商品、サービスに対する需要動向調査・分析は、ほぼ、行

われておらず、一般的な統計資料やＷＥＢデータに頼っていたため、一般論の指導に留まっていた。 

2度目の事業実施では、当所来店機会創出事業に参加する事業所が、比較的、消費者ニーズの探

究心も強く、行動的な小規模事業者が多いこと。また、下記①、②の事業とも直接消費者と繋がる

事業であることから、各個店の商品・サービスについて、消費者の生の声を収集し、分析した上で、
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当該店舗にフィードバックすべく、新たに本事業内容を追加する。 

   

 ①“はなまるクーポン”利用者へのニーズアンケート調査（新規） 

  毎年 2月～3月にかけて実施しているクーポン事業で参加登録店は約 190店。全市域 3万世帯に、

クーポン券付きチラシを市報折り込みの形で配付している。期間内に 3店舗でクーポン利用された

消費者が参加できるスタンプラリーで、抽選で 130名に同事業専用の商品券を進呈している。 

  同クーポン券は、使用条件を付ける事ができることから、”売りたい商品”に限定して、クーポ

ン利用の特典を付与している店舗も多い。 

  本調査では、スタンプラリー当選者 130名を対象に、以下のアンケートを実施する。ここで行う

メリットとしては、前述の“売りたい商品”に対する評価を聞けること。商品券当選者なので、分

母は小さいものの回収率が高いことである。 

 

   a.調査対象商品；クーポン券特典付与対象商品 

b.調査内容；利用店舗名、購入商品名、購入金額、商品／サービスの満足度（味、価格、容量、

ネーミング、デザイン等）、店舗の満足度（接客、雰囲気、陳列、ＰＯＰ等） 

※各設問を 5段階で評価＋自由記述 

c.回収方法；当選商品券送付時に、クーポン事業そのもののＣＳアンケートとともに郵送。返

信用封筒にて回収。 

   d.活用方法；店舗ごとに集計し、希望する店舗に分析してフィードバック。地域需要を捉えた

商品内容、品揃え、今後の商品開発、販売促進の判断材料とする。分析を希望し

ない店舗についても、同店舗への巡回指導時に、経営指導員の提案材料として活

用し、需要動向把握の重要性を説明する。 

   e.回収目標；75人×3店舗分（店舗重複あり） 

 

 ②“ほんちょうマルシェ”来場者へのニーズアンケート調査（新規） 

  5月～10月の第一土曜日に開催している定期市（Ⅱ-２-(1)で記載）で、20～30店舗が出店し、

物販や自店 PRを行っている。来場者は天候により左右されるが各回 2500～7500人程度。ここで、

5 月(春)、8 月(夏) 、10 月(秋)の年 3 回、来場者である消費者を対象に、以下のアンケートを実

施する。ここで行うメリットとしては、実店舗と比べ、”売りたい商品””売れる商品”にアイテ

ムを絞りこんでおり、評価して頂きやすい。また、実店舗の常連客ではなく、一見客の意見も聞け

ることである。 

 

   a.調査対象商品；マルシェ当日の購入商品、サービス 

   b.調査内容；利用店舗名、購入商品名、購入金額、商品／サービスの満足度（味、価格、容量、

ネーミング、デザイン等） 

         ※各設問を 5段階で評価＋自由記述 

c.回収方法；スタッフが来場時に協力依頼、案内所にて、粗品進呈と引き替えに回収。 

   d.活用方法；店舗ごとに集計、希望する店舗に分析してフィードバック。地域需要を捉えた商

品内容、今後の商品開発、販売促進の判断材料とする。分析を希望しない店舗に

ついても、同店舗への巡回指導時に、経営指導員の提案材料として活用し、需要

動向把握の重要性を説明する。 

   e.回収目標；75人×3回（店舗重複あり） 

   

[中学生・高校生のボランティアスタッフへのヒアリング] 

“ほんちょうマルシェ”は、新潟県立柏崎翔洋中等教育学校を中心に、毎回、中学生、高校

生のボランティアスタッフ 15～25 名の参加を得ており、深い協力関係にある。この生徒た

ちの、率直な意見も聴取し、ティーンエイジャーの需要動向として、上記ニーズアンケート

と同様に、事業者にフィードバックする。また、ティーン向け商品を開発する場合には、同

生徒たちにサンプルを試供してもらい、グループインタビュー等を通じて、商品／サービス

の満足度（味、価格、容量、ネーミング、デザイン等）について意見集約を行う。 

 

(2)“自慢の逸品ギフトカードカタロク（仮称）”利用者へのアンケート調査（新規） 
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  当所の新規事業として準備を進めている“自慢の逸品ギフトカードカタロク（仮称）”では、商業・

サービス業の店舗が、これから売り出したい商品／サービス、もしくは、現行で売れる商品／サービ

スについて 1店、1商品（１サービス）を絞り込み、同商品／サービスの紹介。ならびに店舗のＰＲ

等を記載したギフトカード（縦 21㎝×横 10㎝ カラー両面刷り 初版 5000枚）を作成し、参加店 40

～60店（想定）を 1箱にまとめてギフトカタログとして販売するもの｡ 

ここで行うメリットとしては、本事業では、そもそも 1商品（１サービス）に絞り込んであるので、

特定の情報収集が可能であること。市外の消費者の声も聞けること。ただし、デメリットとしては、

回収率があまり期待できないので、回答者特典等を付与するなど工夫していく。 

ギフトご利用者に以下のアンケートを実施する。 

   a.調査対象商品；ギフトカード掲載商品、サービス 

b.調査内容；購入商品名、商品／サービスの満足度（味、価格、容量、ネーミング、デザイン

等） ※各設問を 5段階で評価＋自由記述 

c.回収方法；ギフトカタログ梱包箱に返信用はがきを同封し、ご利用後に回収する。 

   d.活用方法；店舗ごとに集計、参加全店舗に分析してフィードバック。地域需要を捉えた商品

内容、品揃え、今後の商品開発、販売促進の判断材料とする。あわせて、同店舗

への巡回指導時に、経営指導員の提案材料として活用する。 

   e.回収目標；100人（店舗重複あり） 

 

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

  上記Ⅰ-５-(1)と同様、1 度目の事業実施においては、個別の商品、サービスに対する需要動向

調査・分析は、ほぼ、行われておらず、一般的な統計資料やＷＥＢデータに頼っていたため、一般

論の指導に止まっていた。 

“自慢の逸品ギフトカードカタログ（仮称）”は、平成 30年春サービス開始を目指して、現在準

備を進めている事業で、1 つの商品・サービスに絞って販促活動を行う事業であるため、2 度目の

事業実施では、この事業と連動して、その絞られた商品・サービスについて、消費者の生の声を収

集し、分析した上で、当該店舗にフィードバックすべく、新たに本事業内容を追加する。 

   

(3) 製造業向け 見本市／商談会 共同出展時の外注担当者へのアンケート調査（新規） 

  当所、及び柏崎技術開発振興協会が実施主体となり、東京、大阪で実施される機械要素技術展等に

共同出展を行っている（Ⅰ-６-(1)-①）。加工技術を示すサンプルやパネルを展示し、各外注担当者

に商談を行うわけだが、各来場者、外注担当者、バイヤーに対し、以下の内容でニーズを聴取するこ

とで、出展企業へフィードバックする。この他、出展企業の専門外の加工内容であっても、市内の別

の企業では加工可能である場合があるので、アンケートを実施する 

   a.調査内容；求めている加工技術。ロット、納期、加工単価、試作内用等 

         ※各設問を 5段階で評価＋自由記述 

b.回収方法；展示会場内（年 2回）にて、アンケート若しくはヒアリング 

   c.活用方法；出展企業。もしくは、市内で加工可能な技術がありそうな、他の事業所に対して、

展示会来場者の需要動向を情報提供し、生産体制、加工方法の検討。見積もり提

案に繋げる。 

   d.回収目標；100件×2回 

 

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

  1度目の事業実施においては、製造業の個社に関する需要動向調査は実施してこなかった。当市の

製造業は、最終製品をもたない、金属部品加工を行う工場が主体であるため、ニーズ調査の考えがな

かった。しかし、大規模な見本市／商談会に共同出店する際に、来場する外注担当者に対しニーズ調

査を実施することで、出展企業の受注可能性、若しくは市内の他工場での受注可能性を探り、当該可

能性のある企業にフィードバックすべく、新たに本事業内容を追加する。 

 

(4)専門家（元百貨店バイヤー）による商品評価（個別相談）の実施（新規） 

 新潟県よろず支援拠点の協力を得て、元百貨店バイヤーで、商品企画の専門家（よろず支援拠点コ

ーディネーター）による商品評価（個別相談）を実施する。同専門家は、顧客目線によるニーズ、ク

オリティ、サイズなどの商品傾向を踏まえた上での課題解決を得意としている。相談者が持ち込んだ
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商品サンプル等を見ながら、個別相談を行うことで、その商品の内容(何を)、客層(誰に)、販売方法

(どのように)の妥当性を検証、評価を頂く。また、専門家の持つ幅広い見識から、相談者に関連する

需要動向、販路について情報提供頂く。 

 また、Ⅰ-５-(5)の試験的販売を行う際にも、本評価を行った上で試験販売を行う。若しくは、試

験販売を行った成果を踏まえ本評価を行うことで、より精度の高い商品化検証に繋げる。 

a.調査内容；相談者の持ち込んだ商品等について、専門家からバイヤーの視点で、商品化の妥

当性について評価。改良が必要な場合には、アドバイスを行う。 

b.活用方法；評価内容をもとに、改良を加え、店頭販売等の実行に移す。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

  1度目の事業実施では、実施しておらず、新たな支援メニ 

ューになる。新商品の開発、導入時や、Ⅰ-５-(1)～(2)､及 

び(5)の事業によって、調査・検証された商品、サービスに 

ついて、長年のバイヤー経験に基づく専門家により、再度、 

評価していただくことで、より精度の高い支援結果に繋げる 

べく、新たに本事業内容を追加する。 

 

 

 

(5)商業・サービス業向け 市場調査、試験的販売、試作品開発の支援（改善継続） 

  当所、並びに柏崎あきんど協議会の共催により実施する需要創出支援事業として、小売業、サービ

ス業の市内事業者が、新商品・新サービスの開発時に事業者自らが実施する市場調査、試験的販売、

試作品の製作に係る経費の一部を助成し、積極的取り組みの芽だしを行う。また、実施に当たっては、

経営指導員、専門家が下記支援内容において随時支援を行う。 

  本事業は、小規模事業者が、新商品・新サービスを開発しても、市場調査、試験的販売は、従来、

コスト、労力両面で難しかった。そもそもその手法もよく分からないという小規模事業者も多かった

と思われる。そこを、資金面の支援と、経営指導員による分析・検証支援により、実効に向けて背中

を押す。 

 なお、若者ティーン向け商品・サービスの開発の際には、前述５-(1)-②で記載した、中学生、高

校生に意見聴取の依頼を当所にて行う。 

 

①市場調査  調査対象；既存顧客、新たなマーケット（首都圏等）の消費者、新たな客層（若

者、高齢者等） 

          設  問；味、価格、容量、ネーミング、デザイン等（各事業所の開発状況に合

わせて） 

          調査回収；事業者独自の回収、調査会社への外注、若しくは当所との共催の形に

より当所で回収他 

          支援内容；調査内容の分析、開発後のフォロー、調査費用の一部補助 

                    活用方法；商品開発時のマーケティング計画の再考に活用。 

    ②試験的販売 調査対象；①をへて試作した商品・サービスを、既存顧客、新たなマーケット（首

都圏等）の消費者、新たな客層（若者、高齢者等）に対し実際に販売

してみて、反応を聴取する。 

          支援内容；試験販売場所の斡旋。調査内容の分析、開発後のフォロー、調査費用 

の一部補助 

               上記Ⅰ-５-(4)で行う専門家（元百貨店バイヤー）による商品評価 

          活用方法；商品開発時のマーケティング計画の再考に活用。 

 

 

 

 

 

 

 
（商品評価；専門家 相談者 支援者） 
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  ◆助成対象事業・助成対象経費  

助成対象事業 助成対象経費 

◯新商品開発、及びそれら

に係る技術指導・助言 

新商品開発に係る試作・改良（材料費・外注費）、アドバイザー

等への謝金 

◯市場調査及び試験的販売 調査、試験的販売に係る経費、並びにこれらに係る委託料（ただ

し、係員の旅費交通費は除く） 

  ※補助率 3分の 2（内容により 2分の 1）以内、上限 20万円 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

  1度目の事業実施においては、平成 28年度中に、8件の小規模事業者が、本補助金を使って、新

商品、サービスの開発にむけての取り組みを行った。従来、小規模事業者が行う新商品、サービス

の開発では、充分な市場調査等が行われることは少なかったと思われるが、本制度が、調査実行す

るきっかけとなった点は効果があったと考える。2度目の事業実施においては、このきっかけ作り

をへて、売上増加に繋がる開発となるよう、調査結果の分析や活用方法について経営指導員、専門

家で支援にあたる。 

 

(6)需要動向の情報収集及び提供、活用方法の指導（マケプラ、RESAS等）（改善継続）  

支援先小規模事業者が販路開拓を考える際、新商品・新サービスの販売促進をする際、新店の立地

を検討する際などの商圏分析については、商圏分析ソフト「マケプラ（Ⅰ-1-(4)にも記載）」を供給

会社（㈱ゼンリン）と契約して、商圏レポートを支援先に無償提供する。また、地域経済動向につい

ては、RESAS 等のビックデータから経営指導員が読み取り、情報提供を行う。 

経営指導員等は、これら収集した情報を、支援先に提供するとともに、データの見方、各事業者が

どのように活用すべきなのかを説明する。 

マケプラとは、地域にどんなライフスタイルの人が住んでいるのか、どんな業種の店舗、施設が何

件あるのか、など全国の様々な商圏（マーケット）を検索できる有料サイト。商圏レポートが容易に

作成できるため、事業者の求めに応じ、即応が可能というメリットがある。Ｗｅｂレポートは、マケ

プラを運営する企業による、より詳細なレポートを作成できるサイトで、支援内容によって、より詳

細な商圏分析をしたい場合には、こちらも提供する。 
また、経営指導員等の財産として、データベース化し、類似の案件の相談を受けた際に初期対応の

材料として活用する。 

 
＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

従来、商圏分析についての情報提供は、各経営指導員の経験と勘に、各所統計データを組み合わ

せた推測に過ぎなかったが、1度目の事業実施において、商圏分析ソフトを導入することで、支援

先の小規模事業者に、精度の高い情報提供と提案、指導を行うことが出来るようになった。これに

より、当該事業者の新商品、新サービスが、狙っているマーケットのニーズに見合ったものなのか

経営判断する材料が提供可能となった。2度目の事業実施に当たっては、この情報を有効に活用で

きるよう、経営指導員の関与度を高めて、正しい経営判断に導く。また、分析効果の有効性や活用

方法を、巡回、窓口相談時、セミナー開催時等で広く事業者に訴え、情報提供、活用件数を増やし
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ていく。 

 

(7)需要動向セミナーの開催（新規） 

小規模事業者が新商品を開発し、新サービスを考案した場合、果たして市場で売れるのか、判断が

難しい。そこで、専門家による消費動向やトレンド、消費者の求める商品・サービスなどに関するセ

ミナーを開催し、小規模事業者が消費ニーズ収集に関する意識喚起を行う機会とする。特に、家庭に

おいて、圧倒的に購買決定権をもつ女性の購買心理等について学び、商品開発や商品構成、周知方法

に繋げる。 

また、本セミナーを受講することで、小規模事業者自身で日々行うレベルの需要動向の入手につい

て実行できるノウハウを身につける。 

なお、本セミナー受講をきっかけにⅠ-５-(4)～(6)の商品評価、市場調査、試験的販売、需要動向

の情報収集 

等、小規模事業者の積極的活動に繋げていきたい。 

 

 ＜1度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

  前述の《１度目の事業実施の評価》にもあるとおり、これまで、個々の商品、サービスに対する

需要動向調査はあまり積極的に行われてこなかった。2度目の事業実施においては、需要動向セミ

ナーを開催し、小規模事業者が、需要動向を経営に活用する動機付けを行う。本セミナー受講者を、

実際の調査、検証に向けて誘導すべく、新たに本事業内容を追加する。 

 

《目標》 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

(1)-①“はなまるクーポ

ン”利用者ニーズアンケー

ト分析件数 ※ 

－ 20件 21件 22件 23件 24件 

(1)-②“ほんちょうマルシ

ェ”来場者ニーズアンケー

ト分析件数 ※ 

－ 12件 13件 14件 15件 16件 

(2)“自慢の逸品ギフトカ

ードカタログ利用者アン

ケート分析件数 ※ 

－ 12件 13件 14件 15件 16件 

(3) 製造業向け 見本市／

商談会 外注担当者へのア

ンケート分析件数 ※ 

－ 12件 14件 16件 18件 20件 

(4) 専門家による商品評価

(個別相談)の相談件数 
－ 8件 10件 12件 14件 16件 

(5)商業・サービス業向け 

市場調査、試験的販売の支

援件数 

9件 10件 11件 12件 13件 14件 

(6) 需要動向の情報収集及

び提供、活用指導件数 
8件 16件 18件 20件 22件 24件 

(7) 需要動向セミナー受講

者数 
－ 15名 17名 19名 21名 23名 

※分析結果をフィードバックする事業所数であり、調査回答サンプル数とは異なる。 

 

 

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》 

事業を存続していく上で「売上の確保」は生命線であり、既存の顧客・取引先だけでなく、新たな販

路を開拓し、売上の拡大を図ることが重要であるという認識は全業種、どの事業者も有している。しか

しながら、それを実現するための具体的な行動となると、1歩を踏み出せないか、踏み出したとしても
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その効果を検証しない場当たり的な行動になっているのが現状である。新たな販路を開拓し、売上の拡

大を図るには、「マーケティングの基本」を学び、起こした行動の効果を検証する「ＰＤＣＡサイクル

を確立」することが必要不可欠である。 

 また、当所を含む当地域の支援機関では、新たな需要の開拓を目指す事業者に対し、各種事業を通し

て支援を行っているが、利用する事業者が固定化しつつあり、利用者の裾野を広げることも課題である。 

 

《改善方法》 

当所支援の考え方としては、まずは、マーケティングの基礎である「誰に（ターゲットを鮮明に描く）」

「何を（自社商品/サービス等の強みを見つけ出す）」「どのように買ってもらうか（販売戦略の確立）」

という概念の定着を図り、その上で効果的な発信チャンネル（実店舗販売、Ｗｅｂ、見本市出展等）の

提案を行う。また、行動を起こした後は、事業者・支援者共に、その効果を検証し、次のアクションへ

繋げる仕組みを構築（ＰＤＣＡサイクルの確立）する。 

 新たな販路の開拓に挑戦する事業者の裾野を広げることに関しては、「徹底した周知」はもちろんの

こと、「成功事例の紹介」を行うことで、事業者の意識を変えたい。事業者にとって今までにない取り

組みへの着手は、凄まじいエネルギーを必要とすることで、決して他者から言われたからという動機で

は成果に結びつかない。自ら気付き、決断することが重要であり、同業他社の成功事例に触れることは、

そのための有効な手段であると考える。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

 当所では、この“新たな需要の開拓”は、1 度目の経営発達支援計画採択以前から、もっとも重点的

に行ってきた事業のひとつであり、製造業、商業・サービス業、それぞれ関係団体と連携しながら事業

を行ってきた。製造業では、切削を中心とする金属加工分野の小規模事業者が数多く存在し、これらの

技術力向上の為、全国の商工会議所でもめずらしい、研修用の工場を自ら維持管理（所有は柏崎市）し

ており、年間 250回あまりの研修を行っている。これら技術に裏付けされた、営業活動を支援しており、

見本市／商談会等においても一定の成果も見られた。2回目の事業実施に当たっては、技術力向上も引

き続き行いながら、営業力向上支援にいっそう力点を置いて事業を行っていきたい。 

 商業・サービス業系では、“来店機会の創出”をテーマに事業の組み立てを行ってきた。年々取組件

数も増えてきており、一定の効果はあったと考える。ただし、今後はその質を高められるよう、各店の

情報発信力向上の支援をしていく。市内の消費者に、あらためて地元専門店の価値を認識してもらえる

よう仕組み作りをしていきたい。 

 また、建設業においては、市内にある新潟工科大学等と連携し、技術力向上と、営業力向上の支援を

行ってきた。年間延べ 200 名を越える技術者が研修会を受講しており、前向きな姿勢が評価できると考

える。今後も、これらを継続するとともに、職別工事業等において、下請け体質から脱却し、自らの営

業力、発信力を高める事業を行っていきたい。 

 なお、今後の事業展開では、需要を開拓したとしても、肝心のマンパワーが不足しては、受注できな

いので、各業界で課題となっている雇用の確保（高齢者雇用を含めた人材の確保）について、関係機関

と連携して対応していきたい。 

 

《事業内容》 

(1) 製造業向け 見本市／商談会の開催、出展支援（改善継続） 

①共同出店（改善継続） 

 製造業においても、既存の取引先に縛られることなく、市外・ 

県外に目を向け、新たな販路を開拓することが求められている。 

 当所及び柏崎技術開発振興協会（当所と柏崎市等で組織）では、 

その具体策として、「工業見本市への共同出展」と「単独で工 

業見本市へ出展する企業への助成金」という 2つのメニューを 

用意している。 

  先ずは前者の「工業見本市への共同出展」に関して、出店者 

の販路開拓・受注拡大、及び柏崎地域のものづくり産業のＰＲ 
を目的として行っている。製造業の外注担当者等が多く来場す 
る、全国各地の工業見本市へ市内製造業複数社（特に機械金属 
加工）が共同で出展している。 

 
（機械要素技術展への出展） 
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   共同出店にあたっては、受注に結びつく、より効果的な商談となるよう、事前の準備、周知活動、

当日の運営について、出展者を対象とした、事前セミナーを隔年程度で実施。当所、工業担当経営

指導員が、そのノウハウを吸収し、セミナー未受講の出展者にも事前指導を行う。 
   また、見本市／商談会当日も、工業担当経営指導員を現地に派遣し、来場者と出展者をつなぐコ

ーディネート役と、裏方として商談のフォローを行う。 
 

[H28実績] 

見本市名 

出展時実績 追跡調査実績 

共同出 

展者数 
商談 

件数 

うち見積 

依頼件数 
商談成

立件数 
商談成立 

件数 
成約金額（円） 

商談中 

件数 

機械要素技術展 

（東京） 
7 252 20 － 7 40,680,000 10 

機械要素技術展 

（大阪） 
7 173 13 － 45 19,675,000 8 

合計 14 425 33 － 52 60,355,000 18 

（※追跡調査については、東京出展から 6か月後、大阪は 2か月後のもの） 

[H29実績]  

見本市名 

出展時実績 追跡調査実績 

共同出

展者数 

商談 

件数 

うち見積

依頼件数 

商談成

立件数 

商談成立 

件数 
成約金額（円） 

商談中 

件数 

機械要素技術展 

（名古屋） 
7 106 30 1 7 2,441,800 11 

機械要素技術展 

（東 京） 
9 175 48 2 2 705,000 44 

合   計 16 281 78 3 9 3,146,800 55 

（※追跡調査については、名古屋出展から 2か月後、東京は 1か月後のもの） 

 

②個別出展支援（改善継続） 

 次に「単独で工業見本市／商談会へ出展する企業への助成金」に関して、本事業は、新たな事

業展開や販路開拓、有望な産業分野への進出を図る製造業者に対し、見本市出展に係る経費の

一部を助成するもので、今後も事業を継続したい。助成率等は下記の通り。 

また、資金補助だけでなく、共同出展同様、効果的な商談に繋がる事前準備のノウハウ等、経営

指導員による事前指導。事後の状況確認、フォローを行う。 

 

◆助成対象事業・助成対象経費 
対  象 市内に事業所を有する事業所またはグループ 

助 成 率 助成対象経費の 2/3以内で上限 50万円（年度予算の範囲内） 

対象経費 会場借上費（出展小間料など）・ブース装飾費 

※自社製品の販売を行う見本市は対象外 

主  催 柏崎商工会議所、柏崎技術開発振興協会  

  

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

  1度目の事業実施からの継続事業であるが、具体的な商談成立に結びつく事業であるので、出展

者にとってはコストと時間的拘束はあるものの、有意義な事業となっている。 

   ただし、出展者が、積極的な営業を仕掛ける“攻めてる”企業で固定化されつつある。これらの

企業の営業努力は、当所としても、引き続いて応援したいところではあるが、2度目の事業実施に

おいては、それらの企業の成功事例をもとに、外への情報発信の重要性を広く訴え、1見本市あた

り 2社程度の新規出展企業獲得を目標に裾野の拡大を図りたい。 

   個別の出展補助については、近年、年度途中で予算上限に達することがあり、本制度を利用でき

ない事業者が出ていることから、助成率や上限額の改定、補助対象経費の見直し等、実状と事業者

のニーズに即した制度改訂を行いたい。 
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(2)商業・サービス業向け 見本市／商談会の出展支援（改善継続） 

当所、並びに柏崎あきんど協議会（当所、柏崎市、商店街、商業系業種組合で組織）の共催により

実施する、需要創出支援事業として、小売業、サービス業の市内小規模事業者が、見本市・展示会・

商談会に出展する際に係る経費の一部を助成し、新たな販路開拓、有望な取引先との関係構築推進の

支援を行う。また実施に当たっては、製造業向けと同様、受注に結びつく、より効果的な商談となる

よう、事前の準備、周知活動、当日の運営について、商業担当経営指導員よりノウハウの事前指導を

行う。また、事後のサンキューレターの内容、タイミング等についても、販促の専門家指導も含め、

経営指導員が随時助言を行う。 
 

   ◆助成対象事業・助成対象経費 
 助成対象事業 助成対象経費 
見本市・展示会・商

談会 
ブース賃借料、出展小間料、参加負担金及びブース装飾に係る費用並

びにこれらに係る委託料、商談用サンプル購入費、当日配布するチラ

シ・リーフレット等の制作費 
※補助率 3 分の 2（内容により 2 分の 1）以内、上限 20 万円 

 
＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

商業・サービス業系の見本市／商談会の出展支援について、1度目の事業期間においては、ほぼ

補助金の交付にとどまっていた。2 度目の事業期間では「Ⅰ-５．需要動向調査」での商品等の検

証、及び製造向けの個別出展支援同様、効果的な商談に繋がる事前準備のノウハウ等、経営指導員

による事前指導。事後の状況確認、フォローを行っていきたい。 

 
(3)技術力向上による需要の開拓（製造業）（改善継続） 

 ①ものづくりマイスターカレッジ（継続） 

技術の多様性と集積力が強みである当市の製造業にとって、 

  技術・技能の継承のための人材育成は重要な課題であり、技術 

の継承と向上が新規販路開拓にも貢献する。需要の開拓の実行 

は、確かな技術と、営業力の双方があって、はじめて実現でき 

るものと考える。 

当所では柏崎市、新潟工科大学等と連携し、技能者育成事業 

(ものづくりマイスターカレッジ)を展開しており、事業所の 

技能者育成に寄与している。これまで 11年間で、12ヶ月の長 

期研修において 331人が修了し、国家資格である技能検定に 

102 人の合格者を輩出する等、着実な成果を残しており、今後 

も事業を継続したい。 

   今後の改善点としては、受講企業が固定化しつつあることから、徹底した事業周知はもちろんの

こと、市内製造業者のニーズを収集し、需要に即したカリキュラムの改定を行うことで新規企業の

取り込みを狙い、最終的に販路開拓に繋げていきたい。 

 

  ②ものづくり開発塾（改善継続） 

製造業にとって、高度な技術開発や製品開発は、高付加価値化に貢献する大切な取組みであり、

新規販路開拓にも繋がる可能性が高い。当所では柏崎市、新潟工科大学等と連携し、産学共同研究・

開発マインドの醸成を図ることを目的として「ものづくり開発塾」を展開している。大手の下請け

が大半を占める当地の製造業にとって、開発プロセスを疑似体験できる本事業は、下請け体質から

の脱却を狙う側面もあり、今後も継続して実施したい。 

今後の改善点として、近年、「3Ｄプリンター」や「ドローン」といったトレンドのものを開発テ

ーマとして選定したため、講座終了後の自社へのフィードバックが難しかった。昨今注目を集めて

いる「ＩｏＴ技術」は、製造業にとって共通の課題で、生産改善に大きく寄与する可能性があり、

今期は「ＩｏＴ」をテーマとして取り組みたい。 

 

 

 
（ものづくりマイスターカレッジ） 
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  ③ものづくりチャレンジ支援事業（継続） 

本事業は、製造業の新技術・新製品開発、生産性改善に対する取り組みに対し、その経費の一部

を助成するものである。近年、国等の競争的資金は、企業の設備投資を促進する色合いが強いが、

本事業は小規模事業者がチャレンジしやすい規模での、新技術・新製品開発、生産性改善と位置づ

けている。高付加価値化に貢献する大切な取組みであり、新規販路開拓にも繋がる可能性が高いた

め、今後も事業を継続したい。助成率等は下記の通り。 

 

◆助成対象事業・助成対象経費 

対  象 市内に事業所を有する事業所またはグループ 

対象経費 機械装置費、原材料費、委託外注費、共同研究費、調査研究費 

助 成 率 産学共同研究枠…助成対象経費の 2/3以内で上限 300万円 

     一 般 枠………助成対象経費の 2/3以内で上限 300万円 

     生産性改善枠……助成対象経費の 1/2以内で上限 50万円 

主  催 柏崎商工会議所、柏崎技術開発振興協会              

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

   当市は、金属機械加工（主に切削加工）を中心とする製造業が、基幹産業である。高度な加工技

術があって、はじめて需要の開拓に繋がるという考え方から、1度目の事業実施においては、技能

者の人材育成（①ものづくりマイスターカレッジ）を中心に、技能者・技術者の育成、新技術、新

製品の開発支援を行ってきた。11 年間で延べ 102 人の技能士(国家資格)を育成できた事は、当市

製造業にとって大きな財産になったものと考える。2度目の事業実施においても、この考え方は踏

襲していくが、前述の「Ⅰ-３-(1)-② 強み発掘セミナー」なども活用しながら、営業力の強化に

も力を入れ、経営指導員、技術アドバイザーが支援することで、確かな技術にもとづく営業により、

需要の開拓に繋げていく。 

 

(4)技術力向上による需要の開拓（建設業）（改善継続） 

①建設技術研究会（土木・建築業）（継続）  

 当地域の建設事業者の技術力向上、従事者の知識・技能の習得することを通じて、需要の開拓を

行うことを目的に、新潟工科大学をはじめとする研究機関や、建設業に関わる各分野の専門家によ

る、建築系や土木系講座を行うものである。平成 9年度から事業を開始し、これまでに延べ 4,600

名程の受講実績がある。 

この研修については、(一社)全国土木施工管理士会連合会及び(公社)日本建築士会連合会の二団

体から CPDS（継続能力開発）研修として認定を受ける体制を取っており、技術者が継続的に研鑽

を積む制度として高い評価が確立されている。また、実利面でも受講実績が公共事業入札における

経営事項審査の評価点に加算される仕組みとなっている。 

近年、自然災害によって社会資本が破壊されたり、市民生活が不便を強いられる事態が多発して

いるが、国土保全や社会資本の維持を担うことは建設事業者に課せられた使命であり、建設業従事

者が研鑽を積む場としても、この研修の意義は大きなものとなっている。 

◆研修内容 

・期間   12 月～2月 

・講座   一講座 90分として年間 10講座ほど設定 

・受講者数 年間延べ 200名程度 

 

②職人フェア（職別工事業）（改善継続） 

   めまぐるしく変化する経済環境下、また少子高齢化の進展や人口流出といった要因により、住宅

建築に携わる建築関連事業者を取り巻く情勢は年々厳しくなってきている。 
そこで、厳しい経営環境を打破すべく、市内の工務店や建築士、左官業、板金業、塗装業など住

宅建築に携わる関連業種企業が一堂に集結し、それぞれの技術力や商品を地域住民に PR する合同

展示会として、「職人フェア」を平成 9 年度から全 5 回（3 年に 1 回）開催している。 
ハウスメーカーとは異なる戦略で地域の気候風土を熟知していることなど地元の業者としての

強みをアピールし、潜在顧客の把握や需要の掘り起こしを行い、新たな顧客層の開拓、受注機会の
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確保・拡大に繋げることを最大の目的としている。今回はさらに技能伝承、雇用の場の創出への取

組といった要素を付加する。 
次代を担う若者に優れた技を見て触れて、技能の重要性と、 

その魅力を実感してもらい、“ものづくり”体験を通して、建築 
業界に興味を持ってもらえるようなきっかけの場とし、将来的 
な働く場の確保と技能の伝承につなげていくという啓蒙活動を 
目的に加えて開催する。 
◆事業内容 
・会場   みなとまち海浜公園「夕陽のドーム」 
・開催時期 平成 30 年秋 (3 年に 1 回開催) 
・次回来場目標 地域住民 4,000 名（過去平均約 3,300 名） 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

 建設業においても、製造業同様、確かな技術、技能の裏付けがないと、新たな需要の開拓は難し

いという考え方から、1度目の事業実施においては、当市にある新潟工科大学の全面的な協力によ

り、技術者研修（①建設技術研究会）を行ってきた。公的団体の認定研修にも指定され、公共事業

入札における経営事項審査の評価点に加算される仕組みとなるなど、公共工事の受注には必要不可

欠な事業となった。2度目の事業期間においても、この考え方を継続し、民間需要にも繋がるよう、

カリキュラムのブラッシュアップをしながら継続したい。 

 また、職別工事業向けの「②職人フェア」は、3年に 1回の開催であり、前回は 1度目事業実施

の 1 年目(平成 27 年度)の実施であった。以降、ハウスメーカーの市内シェアが高まり、地元工務

店の受注減が進んでいる。前回は市民向けに体験型のイベントを中心に行ったが、2度目の事業期

間(平成 30年度実施)では、「知って頂くこと」から「信頼関係をつくること」にステップアップで

きるよう、実施内容の検討を行う。また、来場者へのアフターフォローに関する研修、もしくは経

営指導員による個別指導により、来場者との接触継続の手法について理解を深め、直接受注に繋げ

ていきたい。 

 

(5)来店機会創出による需要の開拓（商業・サービス業）（改善継続） 

①まちゼミ（改善継続） 

  平成 14 年に愛知県岡崎市で端を発した「まちゼミ」は、店舗の店主・スタッフがその専門性を

生かしミニ講座の講師となってコミュニケーションを取ることで、その人間性を市民の皆様に知っ

てもらい信頼関係を築くことで、新規顧客開拓に繋げる有効な手段として、また地域活性化の手段

として、今や全国 300 ヵ所以上で実施されている。当所でも平成 25 年度から計８回実施してきた。 

 ・実施回数／期間 年 2 回、各 1 ヵ月程度（期間内に参加各店舗で複数回のゼミを開催） 
 ・会場 各参加店 

 ・参加店舗数及び受講者数 1開催あたり 30～40店舗 全店合計 500名程度受講 

・募集方法 講座内容記載のチラシを市報折り込みで全戸配付 

 ・内容 市民の受講者に対し専門店のノウハウ・技術を伝える 1～2 時間程度の無料ミニ講座。 

 ・効果 *店主と受講者との信頼関係が構築され今後の新規顧客開拓に繋がる。  
     *講座設定、開催を通じて自社の強みを再認識し経営方針の方向を定める。 

     *アフターフォローを行うことで新規顧客として受講者の 30％程度を見込める。 

   

 本事業では、各店舗の周知のほか、各店が自店の強みや特徴 
を見つめ直し、それを限られた時間の中でお客様に効果的に伝 
えるには、どのような方法、手順を取ればよいかを考える機会 
となる。これにより、自社分析、伝える力の強化にも繋がると 
考える。また、事業期間中に、プレスリリースや SNS を活用 
した自店講座 PR を行うことで個店の情報発信力の強化にも繋 
がる。 

   １度目の事業実施では、◇講座内容の設定や専用チラシに掲 

  載する文章作成の助言・指導。◇専門家を招いての受講者をお 

客様にしていくた為のマーケティング講座、◇情報発信力強化 

 
（まちゼミ） 

 
（職人フェア） 
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に関する講座を開催、個店のスキルアップのための支援を行った。 

  計 8 回の実施結果から、参加店の満足度は各回 90％を超えている。また、直近の第 8 回実施後

の効果測定では、参加店の 85％が、本事業に参加することを通じて、引きあいがあったり、その

後の再来店に繋がったりと、実施後の効果に繋がっていると答えており、本事業が参加店にもたら

す効果は高いと考えている。 

   

 [中・上越地区まちゼミネットワーク会議の組織化] 

  平成 29年 7月に県内近隣 4 地区（長岡、柏崎、小千谷、十日町）で中・上越地区まちゼミネッ

トワーク会議を組織し、第 1回会議を当所が発起人となり開催。近隣のゼミ主催者、講師店が一堂

に会し、情報交換をすることで、事業のブラッシュアップをはかる機会とした。今後も年 1回、主

催地持ち回りで開催する予定。  

  

②クーポン事業（はなまるクーポン事業）（改善継続） 

   市内、商業・サービス業の店舗に参加をつのり、各店独自のサービスを付加したクーポン券チラ

シを市内に配布している。冬場の降雪時、消費者の足が止まる時期に、地元消費喚起を図る事業で

平成 16 年から継続している。また、スタンプラリー実施により、普段行かない店舗への買い回り

も狙っており、スタンプラリー当選者には参加店のみで利用できる商品券を進呈している。参加店

数、消費者の利用回数ともに年々増え、市民に浸透した事業になっている。 

  ・実施期間 2月 5日～3月 20 日 

  ・内容 各店舗独自のサービスを付加した、クーポンチラシを 

市報折り込みで全戸配付し、来店機会を創出する。 

  ・効果 *冬期間の買い物客減少を抑え、来店機会を創出する。 
     *創業店舗には市民に認識してもらう好機となる。 
     *低コスト、高効率で情報発信できる機会となる｡ 
     *自店（商品・サービス）の強みを再認識し、消費者 

へアピールする手法を学ぶ機会となる｡ 
・目標 *クーポン利用者の新規来店率 30％程度をめざす。 

     *フォローによる新規顧客再来店率 50％程度をめざす。 
      *創業店舗の 75％の参加をめざす｡ 
 

   H25 H26 H27 H28 
クーポン事業参加店数 148 店 161 店 177 店 189 店 
クーポン利用者数   17,000 人 17,714 人 18,625 人 23,342 人 

 
事業開始時は 70 店舗程度でスタートした本事業も、平成 28 年度参加店舗は 189 件と過去最高

と、当所会員の小売・サービス業者の約 3 分の１がエントリーするまで増加した。クーポン利用も

平成 28 年度においては、過去最多 23,342 枚となっている。参加店アンケートからは、76％の事

業所が、本事業に参加することでプラスの効果があったと回答し、今後の参加についても 92％の

参加店が継続参加を希望していることから、本事業の期待度も高いことが伺える。 
このような状況の下で、参加店への新規来店も増えてきている。当所としてはこの事業の更なる

市民への浸透を図ることも重要であるが、さらに、この機会を通じて新規顧客開拓や商品構成の改

善、新たなターゲット選定などに関心を示す参加店舗に対し、持続的発展のモデルとして、気付き

に対する現状分析から、事業計画策定へと、伴走支援を進めていくよう事業を展開する。 
成功事例を身近に見て、周囲が伸びる事例はこれまでもあったことから、小規模事業者の生き残

りのための行動を起こす機運が醸成されるよう心がける。 
また、当所で支援中の創業間もない事業者には、店舗を認知してもらう絶好の機会であり、新規

顧客獲得に向けての支援を合わせて行う。 
   

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

   Ⅰ-６-(5)-① まちゼミに関して、1度目の事業実施においては、期間中、全 6回（平成 25年か

ら通算 9回）を開催して、来店機会の創出、参加店と消費者の信頼関づくりに努めてきた。参加店、

受講者とも 90%以上で満足の評価をいただいており、高い評価を得ている。ただ、若干のマンネリ

 
（はなまるクーポン） 
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感、参加店の固定化が進んでおり、2度目の事業実施においては、各参加店の成果などを伝え、実

際にゼミを体験して頂く「プレゼミ」を行うことで、新規参加店を募っていく。また、受講者を再

来店に繋げる仕組みについて、重点的に支援を行いたいと考え。受講者の 50％が再来店し、売上

に繋がることを目標(現行 30%程度)とする。具体的内容としては、受講後の人付き合い。サンキュ

ーレター（お礼状）や DM について、その役割や重要性を理解してもらい、実践することで参加店

と受講者との程よい距離感の持続を図るため、専門家と連携し指導を行う。その後、再来店に至る

までのアプローチ手法について指導を行う。 

   周知広報については、チラシ等の紙媒体と、Facebook ページ等のＷＥＢを活用してきたが、参

加店のＷＥＢ活用率を高め、クロスメディアアプローチを充実させていく。 

 

   Ⅰ-６-(5)-② クーポン事業は、平成 16 年から年 1 回、通算 12 回実施してきた。1 度目の事業

実施においても過去最多の参加店舗数と、クーポン利用者数を数えるなど、来店機会の創出という

目的に対して、効果のある事業と考える。この裏にかくれた目的である、各参加店のアウトプット

能力の向上という点では、高いセンスと積極性のある店舗も多々あるものの、一部では、自店のＰ

Ｒを満足に出来ない店舗が紛れている。2度目の事業実施においては、自店を表現し切れていない

店舗も、自店の強みを活かしたＰＲ文章を店主自らが書けるよう、参加店募集段階から指導し、よ

り消費者に訴える掲載内容としていく。また、継続参加の店舗には、利用者アンケート結果をフィ

ードバックし、掲載内容、クーポンの内容のブラッシュアップを行うとともに、“まちゼミ”同様

新規来店客へのフォローの重要性を訴え、再来店率を上げていく。 
   また、クーポン券付きチラシに掲載して商品については、「Ⅰ-５-(1)-①．利用者へのニーズア

ンケート調査(需要動向調査)」による支援も実施し、消費者ニーズをフィードバックしていく。 

    

 上記､①②共通し、より効果的に来店機会創出に繋げるため、経費をかけずに、信憑性の高い広

報手段であるプレスリリースの習慣づけを実行すべく、両事業の参加店に効果と重要性を説明する

とともに、内容や発信方法等の指導を行う。 

 

(6)“自慢の逸品ギフトカードカタログ（仮称）”の発行（新規） 

 当所の新規事業として準備を進めている“自慢の逸品ギフトカードカタロク（仮称）”では、商

業・サービス業の店舗が、これから売りたい商品／サービス、もしくは、現行で売れる商品／サー

ビスについて 1店、1アイテムを絞り込み、その紹介、ならびに店舗のＰＲ等を記載したギフトカ

ード（縦 21㎝×横 10㎝ カラー両面刷り 初版 5000枚）を作成する。参加店 30～60店（想定）を

1箱にまとめて、柏崎にこだわったギフトカタログとして販売する｡ 

用途としては、冠婚葬祭、歳暮、中元等の贈り物、お礼品としての活用を見込んでいる。 

   なお、カタログに掲載する商品については、「Ⅰ-５-(2) 利用者へのアンケート調査(需要動向調

査)」による支援も実施し、消費者ニーズをフィードバックしていく。 

更に、本事業の仕組みについてのアウトプットとしては、当所発信の形でプレスリリースを行う

が、本事業において各参加店は、既に“売りたい商品”“売れる商品”が絞り込んであるので、メ

ディアへの情報発信の効果と重要性を説明するとともに、内容や発信方法等の指導を行い、各個店

において有効なプレスリリースを行うことで、ギフトだけではなく、店販での来店客増加にも繋げ

ていきたい。また、その際には（公財）にいがた産業創造機構の広報アドバイザーの協力もあおい

で、実効あるものとする。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

   1度目の事業実施において行ってきた、需要の開拓に関する事業は、当市を中心とした近隣町村

の商圏をターゲットとしたものが中心であった。2度目の事業実施においては、ギフトカタログの

形をとり、市内の消費者が、市外へ贈り物として送ることで、商圏外の消費者にもアプローチでき

る仕組みにすべく、新たに本事業内容を追加する。 

 

(7)ＩＴ活用による需要の開拓（改善継続） 

小売業や卸売業等の小規模事業者が新たな需要を掘り起こし、販路開拓、新規顧客獲得を進める上

でインターネットのビジネス活用、ネットショップ運営は有力な手段である。 
当所では、平成 15 年度からインターネットを活用した販路開拓支援を行っている。当所が支援・
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運営する地域企業ポータルサイト「ｅこって柏崎」の参加企業を中心に、小規模事業者向けにコン

テンツ SEO 講座や WEB 動画活用セミナー等、インターネット活用と販売戦略構築の実践研修を積

み重ね、ｅこって柏崎参加企業のインターネット経由の売上は 
これまでの 13 年間で約 62 億円の実績を挙げた (※平成 19 年 
発生の新潟県中越沖地震に際して、全国各地から頂いた震災支援 
目的の特別売上を含む ※製造業の BtoB 取引を含む)。 
無数のネットショップが存在している現在、インターネット 

上の BtoC 分野は競争の激しいものとなっているが、時勢に応 
じた、ネットショップの運営手法に関する情報を絶えず提供し、 
事業者が研究・実践し続けることが事業者の持続的発展に繋が 
るものとして支援を続けていく。 
 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

1度目の事業実施においては、コンテンツＳＥＯに焦点を当てたＩＴ活用支援を行ってきた。ネ

ットショップ運営において、大きな要素をしめることから、今後も継続して実施したい。また、近

年はＷＥＢショップ運営に詳しい小規模事業者が、より運営スキルを高める為に、セミナー等を受

講する形が多く見られたが、2度目の事業実施においては、ＷＥＢ活用の裾野を広めるべく、原点

に立ち返って、販路拡大の手法に悩んでいる事業者や、ホームページは持っているが、ほぼ商売に

繋がっていない事業者に対しても、ＩＴ活用の取り組みについて周知を図っていきたい。 

 

《目標》 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

(1)-①製造業向け 見本市／商

談会の協同出展支援事業所数 
14件 18件 20件 22件 24件 26件 

うち、新規受注に繋がる成約件数 52件 66件 73件 80件 87件 94件 

(1)-②製造業向け 見本市／商

談会の個別出展支援事業所数 
7 件 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

※補助事業費予算の範囲内で実施するため、10件程度であたまうち 

うち、新規受注に繋がる成約件数 － 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

(2)商業・サービス業向け 見本

市／商談会の出展支援事業所数 

7 件 8 件 9 件 10 件 10 件 10 件 

※補助事業費予算の範囲内で実施するため、10件程度であたまうち 

うち、新規受注に繋がる成約成立 － 24 件 27 件 30 件 30 件 30 件 

(3)-①技術力向上による需要の

開拓（製造業）※マイスターカ

レッジ実施回数（受講者数） 

253回 

(延 947 

名) 

253回 

(延 975 

名) 

253回 

(延 1005 

名) 

253回 

(延 1035 

名) 

253回 

(延 1066 

名) 

253回 

(延 1097 

名) 

うち、新規受注に繋がる成約件数 ※技術力向上による需要開拓のため、関連づけが難しく、実数捕捉できない 

(3)-②技術力向上による需要の

開拓（製造業）※ものづくり開

発塾実施回数（受講者数） 

5 回(延

35 名) 

5 回(延

40 名) 

5 回(延

45 名） 

5 回(延

50 名） 

5 回(延

55 名） 

5 回(延

60 名） 

うち、新規受注に繋がる成約件数 － 16 件 18 件 20 件 22 件 24 件 

(3)-③技術力向上による需要の

開拓（製造業）※ものづくりチ

ャレンジ支援事業採択件数 

2 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件 

※補助事業費予算の範囲内で実施するため、2件程度であたまうち 

うち、新規受注に繋がる成約件数 － 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

(4)-①技術力向上による需要の

開拓（建設業）※建設技術研修

会実施回数（受講者数） 

8 回 (延

207名) 

8 回(延

213名) 

8 回(延

220名) 

8 回(延

226名) 

8 回(延

233名) 

8 回(延

240名) 

うち、新規受注に繋がる成約件数 ※技術力向上による需要開拓のため、関連づけが難しく、実数捕捉できない 
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支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

(4)-②技術力向上による需要の

開拓（建設業）※職人フェア出

展支援事業所数（3年に1回開催） 

－ 90件 － － 99件 － 

うち、新規受注に繋がる成約成立 － 120件 － － 126件 － 

(5)-①来店機会創出による需要

の開拓 まちゼミ支援店舗数 
64件 67件 71件 74件 78件 82件 

うち、新規来店客による売上増件数 58件 60件 64件 67件 70件 74件 

1店あたりの平均売上増加額 － 180千円 180千円 180千円 180千円 180千円 

(5)-②来店機会創出による需要

の開拓 クーポン支援店舗数 
189件 198件 208件 219件 230件 241件 

うち、新規来店客による売上増件数 132件 139件 146件 153件 161件 169件 

1店あたりの平均売上増加額 － 97千円 97千円 97千円 97千円 97千円 

(6)ギフトカタログ参加店舗数 － 36件 39件 42件 45件 48件 

うち、新規受注による売上増件数 － 29件 31件 34件 36件 38件 

1店あたりの平均売上増加額 － 294千円 294千円 294千円 294千円 294千円 

(7)ＩＴ活用による需要の開拓

支援事業所数 
16件 17件 18件 19件 20件 21件 

うち、新規受注による売上増件数 － 11件 12件 13件 13件 14件 

1店あたりの平均売上増加額 － 240千円 240千円 240千円 240千円 240千円 

 

※語意の説明 “新規受注に繋がる成約件数”  →本事業をもとに契約が成立した客先の数 

       “新規来店客による売上増件数” →本事業をもとに、新規客との商売がはじまった店舗数  

“新規受注による売上増件数”   →           同上 

“1店あたりの平均売上増加額” →“新規来店客（新規受注）による売上増件数”のあっ 

た店舗での当該事業実施による平均売上増加額 
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【Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み】 
 

平成 23年に策定した柏崎商工会議所中期ビジョン（平成 24～28年度）では、地域経済の活性化に資

する取り組みとして、「まちなか再生に向けた中心市街地活性化の実現」、「次世代を担うリーダー層の

育成」の 2点他を掲げており、現在も継続して実行している。 

これらを実行するにあたっては、柏崎市をはじめ、業界団体、学術機関、地域団体等、それぞれの関

係機関と歩調を合わせて、当市の総合力として、計画実現にむけて行動していく。 

 

１．柏崎市地域活性化懇談会(仮称)の設置 
 

《現状と課題》 

 これまで、当市の地域活性化事業は、事業分野（まちづくり、人材育成、地域産品等）ごとに、各 

分野をリードする機関が主導し、各関係団体と連携しながら、企画・立案・実行を行ってきた。この為、

異なる分野を総合的に協議、調整、情報共有する機関が存在しなかった。 

 

《改善方法》 

 総合的に地域活性化策を議論する場を、当所が中心となり各関係団体と組織することで、異なる事業

分野の団体等との意見交換を実施、共通の認識で事業にあたる。また、従来、それぞれの団体で行って

きた事業についても、情報を共有することで、連携できる事項については連携し、より効果の高い事業

の実行を目指す。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

 《現状と課題》でも記載したとおり、1回目の事業実施においては、各地域活性化策を総合的に議論

する場が設置されていなかった。この為、各団体の方向性の共有が、やや不足した感がある。 

 

《事業内容》 

(1）柏崎市地域活性化懇談会(仮称)の設置 

当所が中心となり、柏崎市や新潟県柏崎地域振興局、各経済団体(かしわざき広域ビジネス応援ネ

ットワーク、市内各商工会、柏崎観光協会、柏崎農協)、学術機関（新潟産業大学、新潟工科大学）、

市民団体（柏崎ファンクラブ）などにより、「柏崎地域活性化懇談会(仮称)」を組織。年 1 回～2 回

程度懇談会を開催。中心市街地活性化や各種イベントの実施、当市の未来を託す人材育成、地域の特

産品開発や地域ブランドの確立などについて、地域活性化策の検討と方向性の共有を図る。 

  なお、下記「Ⅱ-２．まちなか再生に向けた中心市街地活性化の実現」「Ⅱ-３．次世代を担うリー

ダー層の育成」の実行に当たっても、同懇談会での議題として取り上げ、方向性の共有をはかる。 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

  1回目の事業実施においては、各地域活性化策を総合的に議論する場が設置されておらず、方向

性の共有が不足していた点を反省、本懇談会を設置する。 

 

 

２．まちなか再生に向けた中心市街地活性化の実現 
 中心市街地の活性化については、①当所、②柏崎市、③商業関係の各団体で包括的に組織する、柏崎

あきんど協議会（当所、柏崎市、北条商工会、黒姫商工会、西山商工会、高柳商工会、市内各商店街(計

7 組合)、市内各業種組合(商業系 計 8 組合）の三者が連携して、各種事業実施に当たっている。 

 中心市街地活性化等の意見調整については、前述の③柏崎あきんど協議会の理事会を、年 4回程度、

理事・評議員合同会議を年 1回開催し、意見交換と、地域の方向性の共有を図っている。 

  

《現状と課題》 

郊外のロードサイド店、チェーン店に顧客が流れる中、市内中心商店街での消費活動が低迷。交通量

も調査毎に減ってきている状況にある。そこで、当所、並びに柏崎あきんど協議会が中心となって、各

関係機関の協力を得ながら、ほんちょうマルシェ実行委員会を組織。中心商店街のにぎわい創出事業と
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して、平成 22 年より定期市“ほんちょうマルシェ”を 5月～10月の第 1土曜日に開催。商業・サービ

ス業の若手を中心に、物販やＰＲ、来場者サービスを行っている。 

なお、本来、中心市街地で定期市を行うことで、来場者が中心商店街に流れて買い回りに繋げていく

ことが、目的の 1つとなっているが、商店街自体で、この仕組みを、うまく使い切れていないことが課

題となっている。 

 

《改善方法》 

別途、商店街で行っている、売り出しや、販促イベントと連動する仕組作りをし、マルシェ当日に近

隣地域で一体感を持たせられるよう調整を進めていく。平成 29 年度は、その一環として、柏崎市長が

陣頭指揮する形で、当所、柏崎信用金庫が連携して実施した、元気発進プロジェクト「柏崎で買って、

食べて、使いましょう！ 史上最大の福引き大会」（緊急消費対策事業）を、商店街を会場に 7 月～10

月の間、マルシェと同日の第 1土曜日に実施し、一定の相乗効果が見られた。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

中心市街地にぎわい創出としては、商店街の人離れが進む中、まちなかに消費者が集まるよう、定期

市“ほんちょうマルシェ”を行っている。月 1回とはいえ、定期的に、中心市街地に人が集まる仕組み

が出来たこと。また、通常開催以外にも、出店者有志による自主開催や、他の関係団体からの参加依頼

により、“マルシェ”の冠を付けた、スピンオフ企画が、中心市街地で行われるようになったことは、

一定の成果と考える。参加店への支援効果としても、各店の販促における創意工夫、情報発信の取り組

み、そして、参加店の自主的な積極的行動があり、一定の成果があったと考える。 

しかし、《現状と課題》でも記載したとおり、会場周辺の商店街に来場者が流れ、購買に繋がる仕組

みを再考しなければならない。 

 

《事業内容》 

 (1)中心市街地にぎわい創出事業“ほんちょうマルシェ”（改善継続） 

 郊外のロードサイド店、チェーン店に顧客が流れる中、定期市として「ほんちょうマルシェ」を開

催することで、定期的に市民を中心商店街に誘導。参加店としては、普段の店販とはことなる顧客と、

対面販売による交流、自店の魅力の発信などを行うことが出来、会場となる中心市街地と参加店双方

のメリットを生み出すことを目的に開催している。今年で 8シーズン目を終了し、市民に浸透しつつ

あり、親子連れを中心にリピーターも多い。 

開催にあたっては、ほんちょうマルシェ実行委員会でシーズン開始前と、終了後に各 1回実行委員

会を開催し運営方針を協議。各開催回の企画については、出店者有志によるワーキングチームにより

行われている。かつ、平成 29 年度からは、市内にある柏崎翔洋中等教育学校（中高一貫校）の生徒

と年間を通じて、企画段階からのコラボレーションを実現させ、これまでにない客層の誘導に繋げ 

ている。 

会場となる市道２－１７号線は全長 90メートルほどだが 

 石畳の雰囲気の良いエリアであり、親子連れが滞在しやすい 

環境にある。この立地をいかして、賑わいを持たせられるよ 

う、毎回の企画を行っている。なお、販促企画・実施は、前 

述の通り、出店者有志によるワーキングチームで行っており、 

イベントとしての PDCA、参加店自身としての PDCA を考 
えていくことになり、この経験が自店舗へ活かされていくも 
のと考える。会場設営等も全出店者による手作業で行ってお 

り、主催者、参加店が一体となった連帯感のある行事に仕立 

てている。 

 また、前述の柏崎翔洋教育中等学校とのコラボだけでなく、ワンポイントではあるが、柏崎高等学

校、柏崎総合高等学校との合同企画も行っており、これらを充実することで、10 代の若者たちと一

緒になって、まちづくりを進めていきたい。 

  なお、当日販売する商品等については、「Ⅰ-５-(1)-②．来場者へのニーズアンケート調査(需要動

向調査)」による支援も実施し、消費者ニーズをフィードバックしていく。 
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出店者  小売・サービス事業者 20～30店舗 

   内 容  物販、飲食及び販促イベント 

会 場  市内中心商店街（市道２－１７号線 90メートルを通行止め） 

開催時間 5月、6月、7月、10 月；10時～15時 

        8月、9月；16 時～21時（夜開催） 

効 果  中心市街地の賑わい創出の他、以下の効果があると考える。 
*近隣商店街との連携で、来場者の商店街買い回りに誘導できる。 
*新商品・新サービスの市場調査の場として消費者ニーズ収集の機会となる。 
*当日の販売機会に加えて来場者との対面による交流で、開催後の来店が促進される。 
*創業店舗には市民に認識してもらう好機となる。 
*低コスト高効率で情報発信できる機会となる。 
*創業店舗が先輩店舗の販売方法を見聞きすることによりノウハウを習得する。 
*参加店舗同士の協力・交流を通じ、複数店舗のコラボレーション販売企画を促す。 
*教育機関と連携することで、生徒たちの社会実習の場、人材育成の機会に繋がり、

また、事業者とは違った視点で集客を行うことで、新たな客層の来場が期待できる。 
   主 催  ほんちょうマルシェ実行委員会（柏崎商工会議所、柏崎あきんど協議会） 

   協 力  新潟県立柏崎翔洋中等教育学校（中高一貫校） 

後 援  新潟県柏崎地域振興局、柏崎市 

 

＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

今年で 8シーズン目を終わり、市民に浸透しつつあるものの、マンネリ化を防ぐため、新たな発

想の注入が必要とされている。その意味で、前述の高校生、中学生の参加は、イベント自体に新鮮

みを与えると共に、出店者にも刺激があるものと考える。さらに、生徒たちが、マルシェ会場内に

とどまらず、近隣商店街までをフィールドとした、誘客イベントを企画。人の流れに幅を持たせて

いることも大きな刺激に繋がると考える。生徒たちだけでなく、出店者、近隣店舗、支援者一体と

なって取り組みたい。今後は、誘客企画については、ワーキングチームや中高生が中心となって動

いて頂き、当所は、主催者兼個店支援者の立場で近隣店舗との調整と、周知広報、個店支援に注力

していきたいと考える。 

 

《目標》 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

(1)ほんちょうマルシェ年間来

場者数（計 6回）※ 

27,000

人 

27,810

人 

28,644

人 

29,503

人 

30,388

人 

31,300

人 

※来場者数は、全 6回が晴天で、通常の屋外開催が実施できた場合を想定。 

※雨天時は、隣接するショッピングセンターの催事広場にて、規模縮小開催となり、マルシェ単独の来場

者実数はカウントできない。 

 

 

３．次世代を担うリーダー層の育成 
中長期的見地に立って、行政、産業界、大学が連携して地域活性化を目指すリーダー育成を実現させ

たいという理念の一致から、当所が中心となり、柏崎市、新潟産業大学、新潟工科大学により、平成

24 年に柏崎リーダー塾運営協議会を組織した。産・官・学が一体となって、年間 6 回の協議会を開催

し、人材育成プログラムについて議論を交わし、育成方針の調整を行っている。 

 

《現状と課題》 

リーダー層の育成については、時間をかけて継続していくことで、将来に向けて線がつながり、人的

資源の育成に繋がると考える。候補者となる人材発掘も簡単にはいかず、優秀な素地をもった候補者も

本来の仕事と平行して、研鑽を積むこととなるので、本人には大きな負担を課せることとなるし、勤務

先の企業の協力も必要となる。 
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《改善方法》 

リーダー層の育成については、これまでの取り組みの結果、企業の経営者や後継者だけではなく、一

般の社会人の中にも、今後の地域を担っていく人材が数多くいることが見えてきている。人材発掘の範

囲を広めながら、継続してリーダー育成を進めていく。 
 

《１度目の事業実施の評価》 

後述の柏崎リーダー塾 1期生、2期生と人材育成が続く中、修了生が、当市のまちづくりの中心メン

バーとして、活躍し始めており、高く評価したいと考える。今後の課題としては、本当に前向きで資質

の高い若者の多くが、1期生から現行の 3期生までに、すでに同研修プログラムに参加しており、新た

な人材の発掘が課題となる。 

 

《事業内容》 

(1)地域の核となる人材育成による地域経済の活性化 柏崎リーダー塾～（改善継続） 

人口減少や事業所の廃業・撤退が進む中、地域の発展や地域間競争に勝ち抜くためには地域の魅力

作りが必要であり、その先導役を務めるリーダーの存在が必要不可欠となる。 
そこで、地域の抱える課題や魅力作りのための課題を自ら洗い出し、自らその解決策を考え、行動

するリーダーを育成するための研修プログラムを当所、柏崎市、市内の新潟産業大学、新潟工科大学

と共に実施した。 
第 1 期を平成 25 年 7 月から平成 26 年 12 月までとし、 

1 年半に及ぶ座学とフィールドワークからなる研修、実証 
実験を実施。修了式で市民に向けて提言を行った。第 1 期 
修了生 20 名の中から市の総合計画の審議員やシティセール 
ス運営委員等に就任する者が出ており、地域のために活躍 
している。 
第 2 期は平成 27 年 7 月から平成 28 年 12 月までとし、 

第 1 期と同じく研修、実証実験を実施した。第 2 期修了生 
17 名からは、若者の地元定着を目的とした高校生向けの地 
元就職促進のための講演活動を行うグループが発足し、研 
修終了後も独自活動として高校生向けの講演活動を継続しているなど、研修だけに留まらず、地域の

ための活動が継続されている。 
今後も引き続きもこのような地域の幅広い人材の発掘と、リーダーとなるべく研修・課題研究を実

施することにより、地域活性化の担い手を数多く輩出し、魅力ある地域づくりによる若者の流出防止、

定住人口の増加を目指す。 
実施にあたっては、受講生が進むべき方向性、求めるリーダー像をより明らかにし、受講生が迷う

ことなく課題に取り組めるプログラムを構築する。 
研修プログラム修了生に対しては、修了後も、当所はじめ各機関が、接触を密にして、修了生たち

の活躍のフィールドを提供したり、課題をフォロー。また、各期の修了生の間や、修了生と現役生の

間についても交流、連携の場を設定することで、関係者の総力により将来の柏崎の活性化に繋げてい

きたい。 
   

※第 3 期は現在実施中 
・期間 平成 29 年 7 月～平成 30 年 12 月 
・対象 20 代後半～40 代の柏崎市内の勤務者 
・募集定員 20 名 
・研修内容（下部にプログラム記載） 
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＜1 度目の事業実施の評価による改善点＞ 

   《１度目の事業実施の評価》でも記載したとおり、同研修プログラム修了生が当市まちづくりの

中心で活躍しはじめており、大きな成果が出ているものと考える。現行の第 3期生以降、人材発掘

は、回を重ねるごとに、きびしくなってくると思われる。《改善方法》にも記載したが、企業の経

営者、後継者意外にも、市民の中には優秀な人材が、多数いると考えられるので、スカウティング

の幅を広げで、人材発掘に努めていきたい。 

 

《目標》 

実施期間 研修回数※ 研修生人数※ 課題研究テーマ 

Ｈ29年 7月～Ｈ30年 12月 3期生(現行) 36回 20名 5テーマ 

Ｈ31年 7月～Ｈ32年 12月 4期生 36回 20名 5テーマ 

Ｈ33年 7月～Ｈ34年 12月 5期生 36回 20名 5テーマ 

 ※研修回数には、上記プログラム⑤自主課題研究における、自主的なグループワークの回数を除く。 

 ※研修生人数は、18 ヶ月の研修プログラムを終了する人数 
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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り組み】 

 

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 
《現状と課題》 

  かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク（認定支援機関プラットフ 

 ォーム）や、全県区を支援対象としている（公財）にいがた産業創造機 

構などを中心に、近隣の認定支援機関と連携して、経営支援にあたって 

いる。特に、かしわざき広域ビジネス応援ネットワークの代表構成機関 

の柏崎信用金庫とは、平成 28年 6月 20日に連携支援協定も結んでおり、 

情報共有を含めて対応している。 

  それぞれの持つ専門性(強み)を出し合い、課題解決への糸口を見つけ 

出すとともに、マンパワー不足を補う意味でも、戦力を補完し合うこと 

で、有効な支援に結びつけたい。 

 

《改善方法》 

  定期的な会合、相談会実施の際のコミュニケーションだけでなく、支援先の小規模事業者の同意を

得て、できる限り支援カルテの共有をはかり、情報共有による包括的な支援体制を整える。成果の出

た事例については、そのノウハウ等について共有していく。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

当所単独では実施困難な、支援事業に際し、近隣の認定支援機関等と戦力を補完し合い、支援事業 

を実行できたことは、大きな意義があったと考える。また、関係機関から派遣頂いた専門家のノウハ

ウ、見識も、支援先のみならず、随行する当所経営指導員等のスキルアップに大いに役立ったと考え

る。今後も、関係機関との連携は事業遂行上の重要な要素と位置づけ、重きを置いていきたい。 

 

《事業内容》 

(1)各関係団体との連携、情報共有（継続） 

Ⅰ-４-(3)でも記載したとおり、それぞれの支援機関の協力を得て、当所の戦力を補って頂きつつ、

小規模事業者の経営支援力向上に繋げ、円滑な実施を実現させる。 

 

①柏崎信用金庫／かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク（継続） 

平成 28年 6月 20日に、当所と柏崎信用金庫（かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク代表構

成機関）との間で、「企業支援連携・協力に関する覚書」を締結しており、特に事業承継の情報、

及び創業支援の案件については、事業者、創業者の許可を得てデータベースの共有を行っている。

当所支援先と信金の客先はかなりの部分で重複しているので、それぞれの持ち味を生かした立場で

連携して支援を行い、成果にむすびつける。かしわざき広域ビジネス応援ネットワークの幹事会を

年 2回行うほか、それぞれの経営支援担当部署である当所中小企業相談所と、柏崎信用金庫地域支

援室は同じビルの 4階と 2階で執務を行っており、簡単に行き来できる距離感にあることも強みの

ひとつである。 

 

②（公財）にいがた産業創造機構、新潟県よろず支援拠点（継続） 

年 3回～4回程度の関係機関連絡会議に出席すると共に、日頃からコミュニケーションを密にし、

情報収集をはかる。特に、全県域における支援事例や、新潟県の産業振興施策の活用情報等の提供

を受ける。また、専門的知識を有する専門家やアドバイザーの派遣を受け、小規模事業者の個別指

導にあたって頂く。 

 

③市内、隣接各商工会（北条、黒姫、西山、高柳、刈羽）（継続）  

 各事業別の諸会議での打ち合わせの他、日頃のコミュニケーション（不定期 月 1回程度）を密

にし、それぞれの指導事例や効果的な取り組みに関する情報交換を行う。特に、当所管内の小規模

事業者の多くが、各商工会の管内も商圏としているため、各商工会管内の消費者や取引先のニーズ

の情報提供を受ける。また、事業の共同開催や、広域的な視点での経営支援に取り組む。 

 
(連携支援協定 当所・柏崎信金) 
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④隣接する中越地区各商工会議所（長岡、小千谷、十日町）（継続） 

 年 1回の指導業務連絡会議や、日頃のコミュニケーションを通じて、指導事例や効果的な取り組

みに関する情報交換を行う。商工会議所としての事業内容が類似していることも多く、経営指導員

が、小規模事業者支援の事業企画を行う際の、最も身近な相談相手となる。 

 

⑤日本政策金融公庫（継続）  

 毎月第 2、第 4金曜日に当所に地区担当者が来所し、事業所向け金融相談会（相談者の許可を得

て、当所職員同席）を実施するとともに、公庫長岡支店管内の資金需要動向、金融情勢について、

情報交換を行う。また、マル経推薦先等、共通の支援先について経営状況等の共有を図る。 

  

⑥新潟県信用保証協会（継続）  

 毎月第 2木曜日に当所にて定例相談会の開催。年間各 1回、新潟の本部と、長岡支店で、それぞ

れ職位別の支援者会議が行われており、取り組み事例等について情報交換を行っている。また、当

所事業実施に当たっては、年間 2事業について共催事業の形で認定を受け、連携して小規模事業者

支援に当たっている。 

 

⑦関東信越税理士会新潟県柏崎支部（継続）  

 毎月第 2木曜日に当所にて定例税務相談会を開催。その際、記帳指導員、経営指導員等が同席す

る。税務指導における最新情報、指導ノウハウ等の情報提供を受けるとともに、管内の小規模事業

者に見られる財務的課題についての情報交換を行う。なお、毎年 2月には、確定申告相談会開催時

に計 6日間専門家派遣を受けている。 

 

⑧柏崎市（継続）  

車の両輪として、週 1回程度、商業担当、工業担当の各担当レベルで、それぞれの事業の進捗状

況や、景況感、支援先のニーズ、行政施策等について情報交換をし、それぞれの立場で、密接に協

力して小規模事業者支援にあたっている。 

 
＜1 度目の事業実施の評価による継続理由＞ 

   《１度目の事業実施の評価》でも記載したとおり、他の支援機関との連携は、総じて効果があっ

たものと考えるので、2度目の事業実施においても、上記①～⑧の各事業を継続して行うこととし

たい。関係機関との連携なくして、小規模事業者支援の効果は出づらいと認識し、協力関係を維持

する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
《現状と課題》 

当所職員のマンパワーが不足し（昨年退職したベテラン 3 名を補充せず）、更に今夏と来春で経営

指導員等の人員削減（6 名→4 名）が確定しており、これまでの支援（量）を維持することが困難な

状態にある。事業の効率化と見直しが急務である。 

 

《改善方法》 

経営指導員等の戦力ダウンは不可避であるため、1人 1人の指導効率を上げること。補助員の指導

員に準ずる支援力の取得。総務や、収益部門を担当する一般職員にも、支援状況を水平展開し、日頃

の担当業務の範囲で接する小規模事業者からのサインを見逃さず、初期動作が出来るよう研修等を行

う。これにより職員一丸となって、不足する戦力を補う。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

  経営指導員が、日本商工会議所や新潟県商工会議所連合会、（公財）にいがた産業創造機構が主催

する伴奏型支援、経営革新、創業支援等の研修会に可能な限りの参加し、それぞれの資質向上を図っ

た。ＯＪＴだけでは行き届かない、集中した研修を受けることが出来、それぞれの財産となったと考
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える。今後も経験年数の浅い指導員や、補助員を中心に続けていきたい。 

  なお、《現状と課題》で記載した、経営指導員の減員によるマンパワー不足については、職員の補

充がかなわない以上、現有戦力の業務遂行能力の向上と、効率化で一定量は乗り切ってきたが、今後、

従来からある一般業務、委託業務の見直しも行わなければならないと考える。 

 

《事業内容》 

(1)経営指導員、補助員等の資質向上（継続） 

  ① 経営指導員、補助員等の外部研修会への参加。及び、同研修結果の職員へのフィードバック。

専門家指導の際の職員帯同による知識、ノウハウの吸収。ベテラン・若手のチーム制による支援

を通じたＯＪＴ。等々により資質向上、守備範囲の拡大をはかる。 

     

＜1 度目の事業実施の評価による継続理由＞ 

    《１度目の事業実施の評価》でも記載したとおり、外部研修会への参加等の Off-JT と、OJT を

行い、個々の経営指導員のスキルは、徐々にではあるが、効果が出てきているものと考えので、今

後も継続して実施したい。 

  

(2)経営指導員、補助員等の情報共有及び一般職員への水平展開（新規） 

① 前述 Ⅲ-２-(1) はもちろんであるが、現状と課題で記載したとおり、6 分の 2 の指導員定員

削減は、効率化だけでは追いつかない。一般職員に対する経営支援情報の水平展開をはかり、全

職員で初期動作ができる対応を整える。当所にて行う小規模事業者向け研修会には、担当の経営

指導員以外の職員も可能な限り聴講し、研修の一環とする。（新規） 

 

② 前述 Ⅰ-2-(4) のとおり、毎月第 1第 3 月曜日の朝 9時 30 分頃より経営指導ミーティングを

定期的に行い、小規模事業者からの相談内用や分析結果を共有する。担当の経営指導員が 1人で

解決できずにいる案件についても、過去の指導経験等を生かして助言しあう。専門家が必要な場

合には、適任の専門家や、その招聘方法について教え合うことで、速やかな問題解決に繋げてい

く。また、他の指導員の実践内容を学ぶことで、自身の指導方法の参考としていく。 

    重要な協議内容については、補助員がこれを記録し、データベース化し共有サーバーに格納。

一般職員を含めた職員全員がアクセスできる環境とする。（新規） 

   

③ 更に、当市の基幹産業である製造業への対応としては、工業担当の経営指導員と、当所工業技

術アドバイザー、柏崎市の工業振興担当者で、毎週金曜日 10時から 30分～1時間程度、その週

の支援結果や、今後の支援方針、事業の進捗状況について協議する。なお、ここで話し合われた

個者支援の内容は、上記経営指導ミーティングにて共有を図る。（新規） 

 

④ 毎週月曜 8 時 40 分より課長職以上で行っている管理職会議において、上記②でデータベース

化した内容を中心に、中小企業相談所以外の部門の管理職に情報共有を図り、部門を越えて、小

規模事業者に寄り添う所内風土を醸成する。 

  なお、この支援の内容を把握することには、収益事業担当部門、総務担当部門においても客先

への対応や、政策立案に有効に活用することが可能となる。（新規） 

 

⑤ 上記①～④を実行することで、経営指導員等の個人スキルと情報ではなく、組織全体のスキル

向上と情報共有とする。これにより、担当業務のローテーションが行われたとしても、継続した

支援水準を維持する。（新規） 

 

＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由＞ 

   《現状と課題》でも記載した、職員減員によるマンパワー不足について、現状のままでは、その

解消は難しい。そこで、上記(2)-②で経営指導員等の情報共有に主眼をおいた改善を行い、(2)-

①､③､④で他部門との情報共有による経営指導の効率化。一般職員を含めた全所一丸体制の構築を

行う。さらに、(2)-①～④を実行することで、(2)-⑤で記載したとおり、個人のスキル・情報から、

組織全体のスキル・情報に移行できるように改善を行いたい。以上を実現する為、新たに本事業内

容を追加する。 
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３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
《現状と課題》 

年 2回の事業評価委員会を開催し、外部有識者や小規模事業者代表に事業内容、実施結果について

議論いただいてきた。議論の要点については、正副会頭会議等に報告している。また、実施結果につ

いては、議員総会への報告、市民向けチラシや当所ホームページで開示してきた。課題としては、伴

走型支援事業の動き出し時期の関係で、事業評価委員会への報告が年度の下期に集中してしまった。 

 

《改善方法》 

  配付資料等は、事前に評価委員に配付し、疑問点等は経営指導員が事前に回答しておくことで、評

価委員会を資料説明の場から議論の場に前進させる。全 2回の開催時期もバランス良く開催できるよ

う考慮する。 

 

《１度目の事業実施の評価》 

当所支援事業を客観的に評価していただく、事業評価委員会を年 2回開催してきており、緊張感を

もった事業運営を行う意味で大きな意義があると考える。当所支援事業について真剣に評価して頂く

ことで、実務を担当する経営指導員等のモチベーション向上にも繋がったと考える。今後も、外部有

識者、小規模事業者代表の声を事業に反映すべく続けていきたい。 

 

《事業内容》 

(1)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(新規、改善継続) 

 ① 前述（Ⅰ-2-(4)）（Ⅲ-２-(2)-②）のとおり、月 2 回開催する経営指導ミーティングで、支援

の進捗状況の共有。課題の抽出と改善策を検討する。また、重要案件については、週 1回開催し

ている管理職会議（Ⅲ-２-(2)-④）に報告し、他部門に対しても水平展開をはかる。（新規） 

  

② 当所担当副会頭を委員長に、当地域の状況を把握している中小企業診断士、地元大学の教員等

の外部有識者、柏崎信用金庫理事長、柏崎市産業振興部長、小規模事業者代表 2名（当所小規模

企業振興委員）からなる事業評価委員会を年 2回開催し、事業の評価、見直しに関する助言を受

ける。（継続） 

 

③ 事業の評価、見直し案は正副会頭会議、常議員会に報告し、承認を受ける。また、事業の成果、

評価、見直しの結果は、議員総会にて報告する。また、その内容は、当所ホームページ上に公開

する。（継続） 

 
＜1 度目の事業実施の評価による新規追加理由、及び継続理由＞ 

本事業を、常時ブラッシュアップできる体制を構築するため、①の経営指導ミーティング、及び

管理職会議への報告を定例化し、新たに本事業内容を追加する。 

また、事業評価委員会の開催により、第三者の目で当所事業を見て頂いたのは、良い刺激となっ

た為、2度目の事業実施においても継続したい。また、評価を受けた内容、及び改善点については、

当所役員、会員(年 1回開催の会員大会に概要を報告)に公開し、経営発達支援事業の理解に繋げて

いきたい。 
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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２９年１０月現在） 

(１)－①実行組織体制 
 

下記組織図のうち、中小企業相談所（所長 1名、経営指導員 5名、補助員 2名、記帳指導員 1名、契

約職員 1名）を中心に、全職員一丸（計 16名）となり、本計画内容を実行する。 

 紺色で網がけした職員 10名が、主として小規模事業者支援にあたる。 

 

   専務理事兼事務局長    

              

            

事務局次長  事務局次長  中小企業相談所長 

    （経営指導員）      

             

総務課  業務課  課長（経営指導員） 

一般職員 1名  一般職員 1名  経営指導員 3名 

契約職員 1名  契約職員 1名  補助員   2名 

      記帳指導員 1名 

      契約職員  1名 

       

※第 1回目の申請時より経営指導員 1 名減、さらに平成 30年 4月より経営指導員 1 名が減員となる見

込み。 

 

 

(１)－②当所全体組織図 
 

  
 

 

(２)連絡先 

柏崎商工会議所 中小企業相談所 

〒945-0051 新潟県柏崎市東本町１-２-１６ モーリエⅡビル４Ｆ 

電話：０２５７－２２－３１６１ FAX：０２５７－２２－３５７０ 

メールアドレス：abe@kashiwazakicci.or.jp  
 

 

mailto:abe@kashiwazakicci.or.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） 

 Ｈ30年度 

(Ｈ30 年 4

月以降) 

Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

必要な資金の額 102,810 102,810 102,810 102,810 102,810 

 

 

中小企業相談所 

 

地域の経済動向調査 

（各種調査等） 

 

経営状況の分析 

（専門家謝金等） 

 

経営計画策定支援 

（各種セミナー開催等） 

 

需要動向調査 

（マケプラ等） 

 

新たな需要の開拓に寄与す

る事業 
（製造業展示会、マイスター

カレッジ、建設技術研究会、

まちゼミ、商業クーポン） 

 

 

 

 

 

70,730 

 

500 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

 

 

580 

 

 

28,000 

 

 

70,730 

 

500 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

 

 

580 

 

 

28,200 

 

70,730 

 

500 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

 

 

580 

 

 

28,200 

 

70,730 

 

500 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

 

 

580 

 

 

28,200 

 

70,730 

 

500 

 

 

1,000 

 

 

2,000 

 

 

580 

 

 

28,200 

（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、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託金 受益者負担、事業収入他 

（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４－１） 

 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 

Ⅰ－３－(1)－②   既存事業者向け支援（強み発掘セミナーBtoB）  

Ⅰ－６－(1)－①～②  製造業向け 見本市／商談会の開催、出展支援 

Ⅰ－６－ (3)－①～③  技術力向上による需要の開拓 製造業（マイスターカレッジ、ものづくりチャ 

レンジ支援、ものづくり開発塾） 

連携者及びその役割 

柏崎技術開発振興協会 会長 西川 正男 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16 柏崎商工会議所内 電話番号 0257-22-3161 

役割；当所、柏崎市、工業界が当市工業の振興に向けて組織する団体であり、本支援計画の工

業系実践研修事業、需要開拓事業を当所と共催して実施する。 

新潟工科大学 学長 大川 秀雄 

新潟県柏崎市藤橋 1719 電話番号 0257-22-8111 

役割；工業系実践研修事業において技術理論の助言、開発案件への助言、技能研修講義・指導、

技術シーズの提供、産学連携の探索・実施等の支援協力をいただく。 

堀 祐爾 

新潟県三条市須頃 1-17 燕三条地場産業振興センター 参与 電話番号 0256-35-5395 

役割；柏崎技術開発振興協会が委託する技術アドバイザーとして技術課題案件、開発案件、販

路開拓等の助言を行う。 

グローカルマーケティング(株)          代表取締役 今井進太郎  

新潟県長岡市北陽 1 丁目 53 番地 53 電話番号 0258-25-6610 

役割；強み発掘セミナーBtoB、企業事業計画策定、販路開拓等の指導・支援をいただく。 

新潟県工業技術総合研究所 所長 坂井 朋之 

新潟県新潟市中央区鐙西 1-11-1 電話番号 025-247-1301 

役割；工業系実践研修事業、企業事業計画策定において、技術指導、計画指導に協力をいただ

く。 

 (公財)にいがた産業創造機構                理事長 米山 隆一 
新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 9・10Ｆ 電話番号 025-246-0025 

役割；工業系実践研修事業、企業事業計画策定において、技術指導、計画指導に協力をいただ

く。 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 代表 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16 柏崎信用金庫内 電話番号 0257- 24-3321 
役割；工業系実践研修事業、企業事業計画策定において、経営課題支援、計画指導を当所と連

携して行う。 

 

他、案件により課題分野の専門家に要請し支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５４ 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

柏崎技術開発振興協会 

柏崎市製造業の販路拡大、企業の継続発展 

柏崎商工会議所 

●工業振興事業の企画・実施（事務局） 

●製造業小規模事業者伴走支援 

●協会事業費一部負担 

柏崎市ものづくり・元気発進課 

●工業振興事業の企画・実施 

（事務局） 

●協会事業費一部負担 
新潟工科大学 

● 技術理論の助言、開発案件への
助言、技能研修講義・指導、技術
シーズの提供、産学連携の探
索・実施 

堀 祐爾 氏 

●技術・開発指導、販路開拓指導 

 

グローカルマーケティング㈱ 

●営業力強化指導 

 

新潟県工業技術総合研究所 

●技術指導、販路開拓、企業事業計

画指導 

 
にいがた産業創造機構 

●技術指導、販路開拓、企業事業計

画指導 

 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 

●経営課題支援、企業事業計画支援 

 



 ５５ 

（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 

Ⅰ－３－(1)－① 既存事業者向け支援（強み発見セミナーBtoC）  

Ⅰ－５－(5)     商業者系 市場調査、試験的販売、試作品開発の支援 

Ⅰ－６－(2)   商業・サービス業向け 見本市／商談会の開催、出展支援 

Ⅰ－６－ (5)－①～② 来店機会創出による需要の開拓（まちゼミ、はなまるクーポン） 

Ⅱ－２－(1)   中心市街地の賑わい創出（ほんちょうマルシェ） 

連携者及びその役割 

柏崎あきんど協議会 会長 吉田 勝彦 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16 柏崎商工会議所内 電話番号 0257-22-3161 

役割；当所、柏崎市、商業界が当市商業の振興に向けて組織する団体であり、本支援計画の商

業・サービス系実践研修事業、需要開拓事業を当所と共催して実施する。 

グローカルマーケティング(株)          代表取締役 今井進太郎  

新潟県長岡市北陽 1 丁目 53 番地 53 電話番号 0258-25-6610 

役割；強み発見セミナーBtoC、企業事業計画策定、販路開拓等の指導・支援をいただく。 

(公財)にいがた産業創造機構 理事長  米山 隆一 

新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 9・10Ｆ 電話番号 025-246-0025 

役割；販売促進に関するセミナーの共催、企業事業計画策定に協力いただく。 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク       代表 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16柏崎信用金庫内 電話番号 0257- 24-3321 
役割；商業・サービス系実践研修事業、企業事業計画策定において、経営課題支援、計画を当

所と連携して行う。 

 

他、案件により課題分野の専門家に要請し支援を行う。  

 

連携体制図等 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎市商業・サービス業の販路拡大、企業の継続発展 

柏崎商工会議所 

●商業振興事業の企画・実施（事務局） 

●商業・サービス業小規模事業者伴走支援 

●協議会事業費一部負担 

柏崎市商業観光課 

●商業振興事業の企画・実施 

（事務局） 

●協議会事業費一部負担 

柏崎あきんど協議会 

にいがた産業創造機構 

●販売促進セミナー等共催、企業事

業改革支援 

 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 

●経営課題支援、企業事業計画支援 

 

グローカルマーケティング㈱ 

●マーケティング指導 

●店舗診断、企業事業計画支援等 

 



 ５６ 

（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 

Ⅰ－６－(4)－① 技術力向上による需要の開拓 建設業（建設技術研修会） 

当所総合建設部会内に建設技術研究会を設置し、下記機関と連携して事業を行う。 

連携者及びその役割 

柏崎市 市長 櫻井 雅浩 

新潟県柏崎市中央町 5-50 電話番号 0257-23-5111 

役割；本事業について一部負担する。 

新潟工科大学 学長 大川 秀雄 

新潟県柏崎市藤橋 1719 電話番号 0257-22-8111 

役割；建設技術研修事業の企画協力や技術理論の講義、助言の支援協力をいただく。 

長岡技術科学大学 学長 東 信彦 

新潟県長岡市上富岡町 1603-1 電話番号 0258-46-6000 

役割；建設技術研修事業において技術理論の講義、助言の支援協力をいただく。 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク         代表 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16柏崎信用金庫内 電話番号 0257- 24-3321 
役割；必要に応じ経営課題支援、企業事業計画指導を当所と連携して行う。 

 

他、案件により課題分野の専門家に要請し支援を行う。  

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

柏崎市土木・建設業の技術力向上による販路拡大、企業の継続発展 

柏崎商工会議所 

●建設技術研修事業の企画・実施 

●建設業小規模事業者伴走支援 

柏崎市ものづくり・元気発進課 

●研修会事業費一部負担 

建設技術研究会 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 

●経営課題支援、企業事業計画支援 

 

新潟工科大学 
● 研修事業企画協力、技術理論

の講義、助言 長岡技術科学大学 
● 技術理論の講義、助言 
 



 ５７ 

（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 

Ⅰ－６－(4)－② 技術力向上による需要の開拓 建設業（職人フェア） 

当所一般建設部会内に職人フェア実行委員会を設置し、下記機関と連携して事業を行う。 

連携者及びその役割 

柏崎市 市長 櫻井 雅浩 

新潟県柏崎市中央町 5-50 電話番号 0257-23-5111 

役割；実行委員会に参画し、本事業について一部負担(予定)する。 

新潟工科大学 学長 大川 秀雄 

新潟県柏崎市藤橋 1719 電話番号 0257-22-8111 

役割；職人フェアの企画協力をいただく。 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク        代表 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16柏崎信用金庫内 電話番号 0257- 24-3321 
役割；必要に応じ経営課題支援、企業事業計画指導を当所と連携して行う。 

 

他、案件により課題分野の専門家に要請し支援を行う。 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

柏崎市建築関連業界の販路拡大、企業の継続発展 

柏崎商工会議所 

●職人フェアの企画・募集・運営 

●建設業小規模事業者伴走支援 

柏崎市商業観光課 

●実行委員会に参画 

●事業費一部負担(予定) 

職人フェア実行委員会 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 

●経営課題支援、企業事業計画支援 

 

新潟工科大学 
● 研修事業企画協力 



 ５８ 

（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 

Ⅰ－１－(5) 柏崎信用金庫との意見交換 

Ⅰ－４－(3) 各支援機関、行政機関との連携 

Ⅲ－１－(1) 各関係団体との連携、情報共有 

連携者及びその役割 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 代表 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16柏崎信用金庫内 電話番号 0257- 24-3321 
役割；情報共有・発信、広域支援の実施 

柏崎市 市長 櫻井 雅浩 

新潟県柏崎市中央町 5-50 電話番号 0257-23-5111 

  役割；行政施策の企画・立案 

柏崎信用金庫                  理事長 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16 電話番号 0257- 24-3321 
  役割；経営支援・情報収集 

北条商工会                   会長 村山 卓 

 新潟県柏崎市大字大広田６８番地１ 電話番号 0257-25-3322 
  役割；経営支援・情報収集 

黒姫商工会                   会長 池嶋 芳廣 

新潟県柏崎市大字野田 853-1   電話番号 0257-29-2001 
 役割；経営支援・情報収集 

西山商工会議所                 会長 中川 正晴 

新潟県柏崎市西山町礼拝 430-2  電話番号 0257-47-2086 

役割；経営支援・情報収集 
高柳商工会                   会長 関井  忠 

 新潟県柏崎市高柳町岡野町 1859番地 3 電話番号 0257-41-2407 

役割；経営支援・情報収集 
(公財)にいがた産業創造機構 理事長 米山 隆一 

新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 9・10Ｆ 電話番号 025-246-0025 

役割；専門家派遣 
新潟県よろず支援拠点     チーフコーディネーター 村上 修 

新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 10Ｆ 電話番号 025-246-0058 

 役割；専門家派遣 

日本政策金融公庫長岡支店                支店長 松田 勝彦  

 新潟県長岡市千手 3-9-23                      電話番号 0258-36-4360 
  役割；金融支援 

新潟県信用保証協会                            会長 坂井 康一 

新潟市中央区川岸町１丁目 47番地 1 電話番号 025-267-1311 

  役割；金融支援 
関東信越税理士会新潟県柏崎支部              支部長 三輪 裕 

新潟県柏崎市栄町 4-19   電話番号 0257-32-2004 

  役割；財務指導 
㈲エムシーエー 代表取締役 小松 俊樹（中小企業診断士） 

 新潟県長岡市柏町 2丁目 1-34-308 電話番号 025-836-3039 

  役割；専門的指導・助言 

 
他、案件により課題分野の専門家に要請し支援を行う。  



 ５９ 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柏崎市の各支援機関の情報集約、広域的支援 

柏崎商工会議所 

●経営支援、情報収集 

柏崎市商業観光課 

柏崎市ものづくり・元気発進課 

●行政施策の企画・立案 

認定支援機関等 

かしわざき広域ビジネ

ス応援ネットワーク 

●情報共有、広域支援 

 

新潟県信用保証協会 
● 金融支援 

柏崎信用金庫 
●経営支援・情報収集 
 

市内各商工会 
（北条、黒姫、西山、高柳） 
● 経営支援・情報収集 

 

にいがた産業創造機構 

●専門家派遣 

新潟県よろず支援拠点 

●専門家派遣 

日本政策金融公庫長岡支店 

● 金融支援 

関東信越税理士会 

新潟県柏崎支部 

●財務指導 

 

㈲エムシーエー 
● 講義、助言 

 



 ６０ 

（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 

Ⅰ－３－(2)－①、②、④ 創業者向け支援 

（キックオフセミナー、創業塾、計画策定支援、創業補助金） 

Ⅰ－４－(2) 創業者向けフォロー 

連携者及びその役割 

柏崎市 市長 櫻井 雅浩 

新潟県柏崎市中央町 5-50 電話番号 0257-23-5111 

  役割；各支援機関の調整、特定創業支援事業修了者への優遇措置の実施 

柏崎信用金庫                  理事長 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16 電話番号 0257- 24-3321 
    役割；創業塾（社長のたまご塾）の運営 

柏崎あきんど協議会 会長 吉田 勝彦 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16 柏崎商工会議所内 電話番号 0257-22-3161 

  役割；あきんど創業者支援事業（補助金）の実行  

新潟県信用保証協会                             会長 坂井 康一 

新潟市中央区川岸町１丁目 47番地 1 電話番号 025-267-1311 

役割；創業キックオフセミナーの共催  

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 代表 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16柏崎信用金庫内 電話番号 0257- 24-3321 
 役割；必要に応じ経営課題支援、企業事業計画指導を当所と連携して行う。 

㈲エムシーエー 代表取締役 小松 俊樹（中小企業診断士） 

 新潟県長岡市柏町 2丁目 1-34-308 電話番号 025-836-3039   

役割；専門的指導・助言 

 

他、案件により課題分野の専門家に要請し支援を行う。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎市の創業者支援の充実 

柏崎商工会議所 

●窓口相談、セミナー、事後フォローの実施 

●特定創業支援事業者 

柏崎市商業観光課 

●事業費の一部負担 

●支援機関施策の調整 

かしわざき創業ファーム 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 

●経営課題支援、企業事業計画支援 

新潟県信用保証協会 
● 研修会事業費一部負

担 

柏崎信用金庫 
●創業塾（社長のたまご塾）の運営 
●特定創業支援事業者 
●創業資金 

㈲エムシーエー 
● 講義、助言 

柏崎あきんど協議会 
● あきんど創業者補助金 



 ６１ 

（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 

Ⅱ－１－(1) 柏崎市地域活性化懇談会(仮称)の設置 

地域振興策について、総合的に協議し、方向性の共有をはかる。 

※連携者は現時点での案であり、確定したものではない。 

連携者及びその役割 

柏崎市 市長 櫻井 雅浩 

新潟県中央町 5-50 電話番号 0257-23-5111 

新潟県柏崎地域振興局 局長 宮本 豊博 

 新潟県柏崎市三和町 5-55 電話番号 0257-21-6203 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 代表 小出 昭夫 

新潟県柏崎市東本町 1-2-16柏崎信用金庫内 電話番号 0257- 24-3321 
北条商工会                   会長 村山 卓 

 新潟県柏崎市大字大広田６８番地１ 電話番号 0257-25-3322 
黒姫商工会                   会長 池嶋 芳廣 

新潟県柏崎市大字野田 853-1   電話番号 0257-29-2001 
西山商工会議所                 会長 中川 正晴 

新潟県柏崎市西山町礼拝 430-2  電話番号 0257-47-2086 

高柳商工会                   会長 関井  忠 

 新潟県柏崎市高柳町岡野町 1859番地 3 電話番号 0257-41-2407 

(一社)柏崎観光協会                会長 横村 英雄 

 新潟県柏崎市駅前 1-1-30 電話番号 0257-22-3163 

柏崎農業協同組合          経営管理委員会会長 今井 長司 

新潟県柏崎市駅前 1-3-22 電話番号 0257-21-1000 

新潟工科大学 学長 大川 秀雄  

新潟県柏崎市軽井川 4730 電話番号 0257-24-6655 

新潟産業大学 学長 北原 保雄 

新潟県柏崎市藤橋 1719 電話番号 0257-22-8111 

柏崎ファンクラブ                会長 青柳  勧 

 新潟県柏崎市中央町 5-50（柏崎市ものづくり・元気発信課内）電話番号 0257-21-2311 

 

他、案件により課題分野の専門家に要請し支援を行う。 
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連携体制図等 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標：地域活性化策の検討 方向性の共有 

柏崎商工会議所 柏崎市 各部課 

柏崎市地域活性化懇談会 

(仮称) 

新潟工科大学 

 

新潟産業大学 

新潟県柏崎地域振興局 
市内各商工会 

（北条、黒姫、西山、高柳） 
 

かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 

 

柏崎観光協会 

柏崎農業協同組合 

柏崎ファンクラブ 
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（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 

Ⅱ－３－(1) 地域の核となる人材育成による地域経済の活性化（柏崎リーダー塾） 

柏崎市と一体となり柏崎リーダー塾運営協議会を設置し、下記機関と連携して事業を行う。 

連携者及びその役割 

柏崎市 市長 櫻井 雅浩 

新潟県中央町 5-50 電話番号 0257-23-5111 

役割；運営協議会を主管し、本事業について一部負担する。 

新潟工科大学 学長 大川 秀雄  

新潟県柏崎市軽井川 4730 電話番号 0257-24-6655 

役割；柏崎リーダー塾の企画・運営協力に参画する。 

新潟産業大学 学長 北原 保雄 

新潟県柏崎市藤橋 1719 電話番号 0257-22-8111 

役割；柏崎リーダー塾の企画・運営協力に参画する。 

 

他、案件により課題分野の専門家に要請し支援を行う。 

 

連携体制図等 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

目標：地域の時代を担うリーダーの育成、地域活性化 

柏崎商工会議所 

●リーダー塾の企画運営 

●事業費一部負担 

柏崎市企画政策課 

●リーダー塾の企画運営 

●事業費一部負担 

柏崎リーダー塾運営協議会 新潟工科大学 

●リーダー塾の企画運営 

●講師派遣協力 

新潟産業大学 

●リーダー塾の企画運営 

●講師派遣協力 
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