
経営発達支援計画の概要 

 

実 施 者 名 

（法人番号） 
糸魚川商工会議所  （法人番号 6110005000787） 

実 施 期 間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目 標 

1.市外への販路拡大支援 

2.市外からの集客支援 

3.市内ニーズの掘り起こし 

4.ブランディングの推進と支援 

5.創業の促進 

6.事業承継支援とスムーズな廃業に向けた支援 

7.生産性向上の支援 

 

事 業 内 容 

1.地域の経済動向調査に関すること 

1）会員企業景況調査の実施 

2）会員企業景況調査における小規模事業者データの抽出と分析 

3）交通量調査の実施 

4）統計データや業界データの分析と活用 

2.経営状況の分析に関すること 

1）経営指導員による経営状況等の分析 

2）経営課題解決に向けた提案 

3.事業計画策定支援に関すること 

1）既存事業者向け事業計画策定支援 

2）創業者向け事業計画策定支援 

3）夜間相談窓口の開設 

4）専門家の活用 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

1）経営指導員等によるフォローアップ 

2）専門家の活用 

5.需要動向調査に関すること 

1）需要動向調査の実施 

2）専門家の活用 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

1）販路拡大やマッチング先の開拓支援 

2）ブランディングによる特産品開発支援 

3）体験型旅行商品等の造成提案 

4）パブリシティ戦略 

5）Web、ソーシャルメディアの活用 

7.地域経済の活性化に資する取り組み 

1）地域資源を活用した観光ビジネスの推進 

2）地元消費促進運動の推進 

3）糸魚川市駅北大火からの復興まちづくりと商店街の再生、にぎわいづくり 

 

連 絡 先 

糸魚川商工会議所 中小企業相談所 

〒941-8601 新潟県糸魚川市寺町２丁目８番１６号 

担当  事務局長・相談所長 北村雄一 

電話番号 025-552-1225  FAX 番号 025-552-8860 

メールアドレス y-kitamura@itoigawa-cci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【糸魚川市の現状】 

糸魚川市は、新潟県の最西端に位置し、

総面積 746.24ｋ㎡で約 87％が森林である。 

北は日本海に面した海岸線、南は頚城三

山と北アルプスの北端からなる標高 2,000ｍ

以上の山々に囲まれた土地で、地質学的に

日本の東西を分ける糸魚川静岡構造線の上

に位置し、ヒスイの産地として世界的に有名で

ある。 

糸魚川市は、平成 17 年 3 月に旧糸魚川

市、旧能生町、旧青海町の 1 市 2 町が合併し

て新糸魚川市となった。 

平成 20 年 12 月に糸魚川ジオパークが日

本ジオパークに認定され、翌年、平成 21 年 8

月には世界ジオパークに認定された。 

富山県との県境付近には、天下の剣で知られる景勝地親不知（おやしらず）の断崖

絶壁があり、古くから交通の難所であった。そのため、北陸自動車道の最後の工事区間

となり、昭和 63 年 7 月に上越ＩＣ～親不知ＩＣ間が開通し、北陸自動車道が全線開通し

た。 

平成 27 年 3 月 14 日には北陸新幹線糸魚川駅が開業し、東京駅と糸魚川駅が乗り

換えなしで約 1 時間短縮され、約 2 時間 30 分で結ばれた。 

平成 28年 12月 22日には、糸魚川市駅北大火が発生し、フェーン現象による南から

の強風にあおられて被害が拡大し、約 4ｈａ、147 棟、56 事業所が焼失した。 

 

【人口の推移】 

糸魚川市は、平成 17 年 3 月の合併当時、約 5 万人あった人口も平成 27 年には 4

万 4 千人に減少した。 

平成 28年度に策定された糸魚川市総合戦略による人口推計では、昭和 30年には 7

万７千人で、既に人口減少が始まり出し、平成 27年には 4万 4千人、平成 72年には約

2 万 3 千人まで減少すると推計されている。（国立社会保障・人口問題研究所試算） 

自然動態では、出生数の減少と死亡者数の増加で毎年約 400 人が減少。社会動態

では、首都圏等への人口流出が続き 15 歳～24 歳での転出による影響が大きく毎年約

250 人の減少となっている。自然動態と社会動態を合わせて毎年約 650 人が減少し続

ける危機的な状態となっている。 

 

【糸魚川市の産業】 

糸魚川市の事業所数は、経済センサスによると平成 24 年調査で 2,612、平成 21 年

糸魚川市 
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調査の 2,825から 213件減少し、減少傾向が続いている。また、平成 24年調査の 2,612

事業所のうち、管内（糸魚川地域）の事業所数は 1,776で、全事業所の約 8割が小規模

事業者であることから管内の小規模事業者数は約 1,400 事業所と推定される。 

糸魚川市の主な産業は、石灰石を原料とした窯業と市内工業出荷額の 60％を占め

る化学製品製造業、公共工事を主とした土木建設業で、商業とサービス業は近隣都市

と 50～100ｋｍ離れた地理的要因から閉鎖的商圏を形成している。 

糸魚川市が平成 28年度に策定した第 2次総合計画では、一人当たり製造品出荷額

等を現状（H24）の 3,209 万円から平成 35 年には 3,500 万円に、新規雇用創出数（5 年

間の累計）を 150 人とする目標を立てている。 

 

工業の概要 

年 事業所数 従業者数 製造品出荷額 

平成 21 年 108 3,919 人 1,075.1 億円 

平成 22 年 100 3,857 人 1,164.8 億円 

平成 23 年 106 3,909 人 1,243.9 億円 
平成 24 年 94 3,812 人 1,223.2 億円 
平成 25 年 97 3,901 人 1,274.1 億円 

 資料 工業統計 

商業の概要 

 事業所数（件） 従業員数（人） 年間商品販売額 

卸売 小売 計 卸売 小売 計 卸売 小売 計 

H16 93 680 773 552 3,165 3,717 238.7 億円 477.1 億円 715.8 億円 

H19 93 616 709 560 2,932 3,492 223.8 億円 430.3 億円 654.1 億円 

H24 72 491 563 414 2,373 2,787 208.9 億円 358.7 億円 567.6 億円 

 資料 商業統計 

 

【小規模事業者の現状と課題】 

他地域からの流入人口の少ない当地では、人口減少は顧客の減少に直結し、地域経

済の衰退を招くことから市外流出した消費者を取り戻す地元消費促進策や新たな需要の

創出が課題となっている。一方で、人口減少に伴う消費の減退など、構造的な変化は避

けて通れず、中長期的には需要の変化に対応した経営転換が必要となる。 

近年、管内事業者の廃業が増加している。当所会員で見ても、平成 18 年度の会員数

937 に対して、平成 28 年度には 824 会員となっており、10 年間で 113 会員が減少してい

るが、退会の理由は 8 割以上が廃業である。当所が平成 29 年 1 月に実施した会員企業

景況調査における事業承継に関する設問では、「事業承継は考えていない」とする回答

が全回答中 45.5％で、そのうち「自分の代で廃業する予定」とする回答が 59.2％あった。

10 年後には会員事業所を含め廃業がさらに増加し、事業所数の大幅な減少が予想され

る。また、事業承継を希望する人に後継者予定者がいるか聞いたところ、「後継者がいな

い」、「探しているが見つからない」とする回答が 14.7％あり、後継者探しも大きな課題とな

っている。さらに、最近では事業所における労働力不足が顕著となっており、特に飲食
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業、宿泊業、運送業、小売業では、「需要はあるが従業員がいないため店を開けられな

い」、「商売ができない」といった声が聞かれている。 

今後の 10 年間ではさらに多くの事業者が廃業すると予想されることから、小規模事業

者の円滑な事業承継は、事業者にとっても地域にとっても大きな課題となっている。 

さらに、平成28年12月に発生した糸魚川市駅北大火からの復興まちづくりが、当地域

としての喫緊の課題である。まちの中心部の 147 棟、56 事業所が被災したが、糸魚川市

では、平成 29 年 8 月に策定した復興まちづくり計画に基づいて、①災害に強いまち、②

住み続けられるまち、③賑わいのあるまち、の方針のもと、平成 30 年度からはいよいよ復

興計画が本格的に動き出していく。当所としても、住み続けられるまち、賑わいのあるま

ち、そして商業者の事業再開と商店街の再生、に向けて行政との連携のもと、復興まちづ

くりに取り組んでいる。 

 

【糸魚川商工会議所のこれまでの取り組み】 

①地元消費促進運動 

当所では、「地元で得た所得は地元で消費しよう」を合言葉に地元消費促進運動を

平成 24年度から実施している。上越市や富山市などへの商圏人口の流出に加えインタ

ーネット通販の急伸などで平成９年から 10 年間で糸魚川の購買力が 3 割減少している

現状、「このまま推移していくと糸魚川は大変なことになる」との危機感から地元の糸魚

川信用組合と連携して地元消費促進運動を展開してきた。 

具体的には、市民への地元で買い物をしようという意識改革、啓発活動、市内共通

商品券の創設とそれを使った応援キャンペーンの実施、地元消費促進標語の募集、地

元のお店をしってもらう目的で開催した「知っ得ゼミ」の開催など。平成 27 年度からは糸

魚川市や新潟県、消費者協会、企業など 48 団体からなる地元消費促進協議会を設立

（事務局は糸魚川信用組合）。市民への啓発活動を中心に事業を実施している。 

 

②ジオパークを活用した交流人口の拡大 

糸魚川市では、平成 20 年 12 月に糸魚川ジオパークが日本ジオパークに認定され、

翌 21 年 8 月には世界ジオパークに認定された。ジオパークは独特の地形、地質、文化

を地域の振興や教育活動に活用しようとするもので、日本ジオパークは日本ジオパーク

ネットワークが認定し 43 地域（2016 年 9 月現在）、そのうち 8 地域がユネスコ世界ジオ

パークに認定されている。当所では、平成20年度から糸魚川市と連携してジオパークを

活用した交流人口の拡大に取り組んできた。日本商工会議所の小規模事業者地域資

源活用新事業全国展開支援事業費補助金を活用し、ジオサイトを写真を撮りながら巡

る「撮る旅」、ジオサイトを学習しながら巡る「大人の学び旅」などの着地型旅行商品の造

成を、地元旅行業者、宿泊事業者と連携して取り組んできた。その中から、糸魚川が産

地のヒスイを活用した「ヒスイカクテル」、「ヒスイネイル」などの商品が派生し、観光とは縁

の遠い美容業の会員の取り込みにもつながった。 

また、小中学生への地域学習の一環として当所が創設し運営しているジオパーク検

定は、昨年の第 8 回までで受験者 2,062 人を数え、東京や新潟市にも受験会場を広げ

実施している。 

 



 

4 

③北陸新幹線を活用した地域の活性化 

平成 27 年 3 月 14 日、北陸新幹線が長野駅～金沢駅まで延伸し、北陸新幹線糸魚

川駅が開業した。当所では、北陸新幹線開業を機に市外に糸魚川をアピールするため

の活動を行ってきた。糸魚川地酒の魅力発信実行委員会の事務局として糸魚川の 5つ

の地酒を活用した交流人口の拡大、魚料理と地酒をセットにした「おみちよう御膳」の創

設、新幹線開業日に合わせて実施した「クロス乾杯ギネスに挑戦！」では、これまでの

記録を大幅に上回る 1,162 ペアのギネス記録を樹立した。 

新幹線開業に伴い、駅前商店街のアーケード改装事業や商店街の活性化事業、個

店の魅力アップ女性の会など、活動が低迷がちな商店街活動を下支え的に支援してい

る。 

 

④空き家・空き店舗の有効活用 

当所では、人口減少と共に増え続ける空き家を地域活性化のために有効活用するこ

とを目的に平成 28 年度、空き家・空き店舗対策特別委員会を設置した。行政との連携

の下に、空き家の売買やリフォームを行う組織を設立し、移住の推進と会員事業者への

需要開拓につなげるのが目的。平成 29 年 4 月には、会員 42 社からなる一般社団法人

空き家・空き店舗活用ネットワーク糸魚川を設立。現在、糸魚川市の空き家バンクホー

ムページを当法人の空き家・空き店舗バンクに移管し、空き家情報の発信と空き家管理

などを行っている。 

 

⑤糸魚川市駅北大火への対応 

平成 28年 12月 22日に発生した糸魚川市駅北大火では、147棟、56事業所が全焼

あるいは半焼、部分焼した。当所では、糸魚川市、新潟県と連携し、被災事業者の仮設

店舗での営業再開を支援する仮設店舗設置等支援事業を創設し、被災事業者の７割

が近隣の空き店舗等での営業再開を果たした。 

糸魚川市では被災者の生活支援を行うと共に一日も早い再建を目標に平成 29 年 8

月に復興まちづくり計画を策定したが、計画策定にあたっては当所の復興まちづくりビ

ジョン策定特別委員会と度重なる意見交換を行い、①災害に強いまち、②住み続けら

れるまち、③にぎわいのあるまち、を方針に計画を取りまとめた。当所では、現在、被災

地における拠点施設の整備、商店街の再生と賑わいづくりについて復興まちづくり推進

特別委員会を中心に協議、検討を進めている。 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

上位計画となる平成 28年度に策定された「第 2次糸魚川市総合計画」では、平成 29

年度から平成 35 年度までの産業振興策として、次のとおり記載されている。 

４．商工業の振興 

①企業の競争力の強化 ②企業の経営安定化支援 

③企業の誘致 ④商店の魅力アップへの支援 

⑤事業承継の支援 ⑥中心市街地の活性化 

⑦地元消費活動の推進 

 



 

5 

５．新たな産業の創出 

①地元産品ブランド戦略の推進 ②異業種間連携、６次産業化等の推進 

③創業・起業の支援 ④新エネルギーの活用 

 

この中で、小規模事業者に関係のある施策の方向として、次のように捕らえられてい

る。 

・企業の活性化と競争力の強化を図るため、企業、商工団体及び行政が定期的

に情報交換を行う場を設定するとともに、関係機関との連携のもと、相談・支援の

ワンストップサービスの機能強化に努めます。 

・新技術や新商品の開発を促進するため、見本市、展示会、商談会等への出展

や参加者を支援します。 

・企業経営の安定のため、国の制度の周知と状況に応じた制度融資の充実を行う

ほか、企業が抱える問題等の解決のため、商工団体や専門機関との連携強化

に努めます。 

・商店経営を支援するため、商工団体と連携して、店づくりや経営に関する研修

機会を提供するとともに、商業者が利用しやすい制度の構築や支援の仕組みづ

くりを行います。 

・企業、事業者等の後継者対策のため、商工団体と連携するほか、国等の事業承

継支援制度を活用して、円滑な事業承継を支援します。 

・商店街等への誘客を促進するため、商店街が共同で行うイベントや施設整備に

対する支援を行うとともに、賑わい創出のための取組を支援します。 

・商品のストーリーづくりを通じたブランド化を進めることにより、地元産品のブラン

ド創出を図り、独自化・差別化による稼ぐ力の向上を目指します。 

・地域資源を有効活用し、雇用と所得を確保するため、生産と加工・販売の一体

化により付加価値を高めるなど 6 次産業化を推進します。 

・創業・起業や新分野への進出を促進するため、商工団体、金融機関等で構成

する創業支援ネットワークを活用し、セミナーの開催、経営指導、融資など、段階

に応じたトータル的な支援を行います。 

 

当市では、およそ 10 年後には人口が約 3 万 6 千人程度に減少すると予想され、

事業所数も大幅に減少することが見込まれる。こうした状況の中、当所では、糸魚川

市の総合計画や昨年の駅北大火などを踏まえて、小規模事業者の中長期的な振興

のあり方について、第 1 期計画策定時には、「人口減少社会に対応した経営の継続

と業態転換を図る小規模事業者の創出」としていたが、第 2 期計画では更に次の事

柄に重点を置き、役職員一丸となって推進する。 

①交流人口の拡大の推進 

人口減少が続く当市では年々購買力が減少していく。地域全体の購買力が

減少する中、小規模事業者が一定の売上を確保するためにも、観光客など市

外から購買力、消費人口を持ってくることは必要不可欠な課題である。幸い当

市にはさまざまな資源がある。地域の小規模事業者はこれらの資源を活用して

顧客の獲得に努めることが必要であり、また、当所としては、そうした小規模事
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業者が事業を継続していくことができるよう、地域資源を活用した交流人口の

拡大に引き続き取り組んでいく。 

②小規模事業者の経営発達と事業の継続の支援 

地域の環境や社会構造が急速に変化する中、第 1期に引き続き、小規模事

業者が将来にわたって経営の発展と継続が図られるよう、経営指導員等が伴

走して個者支援していく。また、既存事業者の廃業が増加することが見込まれ

る中、地域の活力向上のためにも新たな事業の創出、創業の促進が求められ

る。当所では、創業希望者の掘り起こしと創業支援、新事業展開への支援に引

き続き取り組んでいく。 

③糸魚川市駅北大火からの復興まちづくりの推進 

平成 28 年 12 月に発生した糸魚川市駅北大火では、糸魚川の中心市街地

が約 4ha にわたって焼失し、商店街やまちの商業機能も大きく損なわれた。当

所にとっては、被災事業者の一日も早い事業再建、商店街機能の復活、まち

の賑わい創出、10 年後の中心市街地を見据えた上での創業の促進という緊急

かつ新たな課題が浮上した。被災事業者56者のうち約9割が小規模事業者で

あったが、中長期的な振興のあり方においては、復興まちづくりと小規模事業

者支援の観点から本項目を重点事項の一つとして新たに位置づけて取り組ん

でいく。 

 

【第 1 期計画における評価と課題】 

当所では、経営発達支援計画の認定を受けて平成 27 年度から計画に基づく事業を

実施してきた。具体的には、小規模事業者の事業計画策定支援と販路拡大支援に資

する事業を中心に、専門家の指導のもと、事業計画策定セミナーや商談会出展による

販路拡大などを行った。事業計画策定では 26 事業者が計画策定し、その後も経営指

導員が伴走してフォローアップしている。商談会出展では、事前に出展準備セミナーを

開催し、バイヤー心理やＦＣＰシートの書き方等を研修して商談会に望んだ。結果、延

べ 21 事業者が商談会に出展し、商談成立も 28 件あった。 

評価委員をお願いした中小企業診断士 小松俊樹氏からは次のような評価を受け

た。 

・経営分析、需要動向調査について 

経営状況分析と財務状況分析がＣ評価。飲食業の売上高に対する食材原価と

労務費の比率分析、企業の環境分析（外部、内部）等は会計ソフトにない分析で

あり、経営戦略、マーケティング戦略の立案に必須であることから、定例化を望

む。 

大切なのは、分析指標の意味の理解、時系列変化と要因の探索、日々の業務

への改善へのつなげ方の提案である。 

・事業計画の策定、実施支援について 

Ｃ評価。経営革新、農商工連携、地域資源活用では、小規模事業者も活用し

やすい支援事業であることから普及促進に努めてほしい。 

・創業、第二創業支援について 

概ね高い評価。新たなビジネスチャンスを基にした新規創業、時代に合わせて
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既存の事業構造を不断に見直す第二創業は、地域経済の活性化に資するところ

大であり、引き続き支援を期待する。 

・小規模事業者販路開拓支援について 

概ね高い評価。内容はマーケティング戦略、戦術に関るものであり、「販売なく

して生産なし」という事業活動の根幹をなすことから、引き続き支援を期待する。 

・糸魚川大火についても地域の産業支援機関として産業復興に関与するものであ

り、大いに評価したい。 

 

また、糸魚川市からは、事業者支援や創業支援などの取り組みでは協力してもらい

評価している、とする一方で、商談会参加後の成果や今後の取り組みについて継続し

て関与されたいなどと指摘された。 

 

当所としての第 1 期における評価としては、「経営分析や経営計画策定では、これま

での経営支援のやり方から一歩進めて事業者へのアプローチするきっかけとなった」、

「商談会では、積極的に出展した事業者が成功事例につながった。今後は対象事業者

を広げていくことが課題である」ととらえている。 

 

【経営発達支援計画の目標と目標達成のための方針】 

当所では、小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、管内の小規模事業

者の経営の発達と事業の継続ができるよう第 2期経営発達支援計画期間内（平成 30年

4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日）において、次の目標を設定する。 

 

１．市外への販路拡大支援 （継続） 

糸魚川独自の良い素材や商品、他社ではできない技術を持つ小規模事業者で

ありながら、管内人口減少等により売上の減少を余儀なくされているケースも多い。

そうした小規模事業者には市外に販路を広げることを目標にして自社の強みを磨

き、さらなる品質向上やブランド化を進めると共に、商品開発、販路開拓のためのテ

ストマーケティング支援、商談会等への出展やインターネットを活用した販路開拓の

ための支援をする。 

 

２．市外からの集客支援 （継続） 

人口減少が進む糸魚川市では、商圏人口の拡大、交流人口の拡大を図ることは

大きな課題である。平成 28 年 9 月に当地の特産品であるヒスイが国石に選定された

話題も活かしながら、糸魚川世界ジオパークや食材など糸魚川の持つ資源を最大限

に活用してインバウンドを含む集客増加を図ると共に、来街者をおもてなしするため

の受入体制整備、商品開発、情報発信等を支援する。 

第 1 期計画では、本項目に関して事業者への情報発信が弱かったため、今期は

対象となる事業者に効果的にアプローチして掘り起こしにつなげていきたい。 

 

３．市内ニーズの掘り起こし （継続） 

当所では行政、業種団体、消費者協会などと連携して糸魚川市地元消費促進協
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議会を設立して地元消費の促進に取り組んでいる。「地元で得た所得は地元で消費

しよう」を合言葉に消費者に意識改革を呼びかけているが、事業者の自助努力や販

売促進が基本である。小規模事業者が将来にわたって継続的に事業が続けられるよ

う、個者が持つ「強み」の再発見、魅力ある店づくり、需要開拓、商品開発などを小規

模事業者に伴走して支援していく。 

また、駅北大火からの復興まちづくり計画では、被災した本町通り商店街を中心

に「賑わいのあるまち」に向けた整備が予定されている。当所では、被災した小規模

事業者の再建支援と魅力ある店づくり、拠点施設整備などを通じて市内ニーズの掘

り起こしとまちの賑わいづくりに取り組んでいく。 

 

４．ブランディングの推進と支援 （新規） 

当所が進めるヒスイブランド、奴奈川姫ブランドのほか、市内の農業者、水産業者

などが中心になって糸魚川の食材等のブランディグを目的に活動している「糸魚川

なりわいネットワーク」と連携した、地元産品のブランド力向上を支援することで、素材

や個者の持つ強みなどを発信し、「継続的な強み」にしていく。 

また、第 1 期計画では十分に活用できなかった点を踏まえ、新たに異業種の小規

模事業者同士の連携によるブランディングを行い、新しいビジネスモデルを作り上

げ、糸魚川の知名度を向上、発信させるとともに新事業の立ち上げや販売促進に向

け、個者支援を進める。 

 

５．創業の促進 （新規） 

糸魚川市では、平成２７年度に糸魚川創業支援ネットワークを組織し、行政、商工

団体、金融機関が連携、情報共有し創業者の支援を行っている。第 1 期では、評価

委員会から概ね高い評価を受けていたが、さらに創業を促進するため、当所では、

創業希望者の相談や事業計画の策定支援、資金調達、労務、記帳、税務等幅広い

支援を行い、円滑に創業できるよう後押しする。また、新たに創業後も 3 年間を目途

に経営状況や財務状況についてのヒアリングを行い経営状況の把握に努め、伴走し

て支援していく。 

駅北大火の被災地では、平成 29 年 9 月以降、被災者の住宅や店舗の再建が

徐々に始まっているが、中心市街地に賑わいをもたらす意味でも、まちなかに創業

者が入居できるスペースの確保やチャレンジショップ等の取り組みを行政と連携して

新たに実施していく。 

 

６．事業承継支援とスムーズな廃業に向けた支援 （新規） 

平成 28 年度に行った会員企業景況アンケートによる事業承継に関する質問で

は、「事業承継したい」が全体の 44.1％、「承継は考えていない」が 45.5％でほぼ

半々となっている。事業承継を考えている人のうち 67.8％が「既に後継者候補がい

る」としているものの、29.9％が「後継者がいない」と回答している。事業承継は、企業

の存続の問題だけでなく、従業員の働く場や地域全体の活力向上につながる重要

な問題である。第 1 期計画期間中では事業承継の相談は比較的少なかったが、最

近では相談案件も徐々に増えてきている。第 2 期計画では、新潟県事業引継ぎセン
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ター等専門機関の活用も含めて支援していく。 

また、後継者不在や大火からの再建による負担の増加から自分の代で廃業を考

えているという事業者や事業承継の検討をした上で廃業を選択する事業者も少なか

らずあると思われる。こうした事業者に対してはソフトランディングできるよう、税理士、

弁護士、司法書士等と連携しながら対応していく。 

 

７．生産性向上の支援 （新規） 

近年、管内の小規模事業者から労働力不足を訴える声が多く聞かれるようになっ

ってきた。こうした状況を克服して事業を発展、継続していくためには、小規模事業

者にとってもＩＴ、ＩＯＴ、ＡＩなどを活用した生産性の向上は避けて通れない課題であ

る。 

大火からの復興を踏まえた小規模事業者の生産性向上を支援するため、当所経

営指導員や職員がＩＯＴ等の知識を得て小規模事業者の経営課題解決に向けて指

導、助言ができるよう、研修会への参加や専門家によるセミナー開催等に積極的に

取り組んでいく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援計画の実施期間 

 平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 33 年 3 月 31 日 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 【指針③】 

《第 1 期における取り組みと成果》 

第 1 期計画では、管内の各種経済動向の調査・分析を行い小規模事業者

の現状や経営課題を把握し、経済情勢や人口推移等の分析結果を小規模事

業者に分かりやすく情報提供することにより経営の発達を支援することを目標と

していた。 

当所が行う年 2 回の会員企業景況調査及び 2 年に 1 回行う交通量調査で

は、調査結果を整理、分析し小規模事業者に広報紙を通じて公表した。会員

企業景況調査では、管内あるいは市内の事業者の景況感がつぶさに把握で

き、施策に反映することができたり、小規模事業者等の経営相談の際に活用す

ることができて有効だった。交通量調査は、管内の主要道路の人や車の動きが

数値でとらえられることにより、過去との比較ができて有効であった。 

経営改善や事業計画策定を行う事業者に対しては、経営指導員等が各種

統計データを収集、分析し、業界動向や需要動向などについて小規模事業者

に情報提供をすると共に計画策定における判断材料として活用している。 

 

《今回の申請における取り組みの方向性》 

景況調査並びに交通量調査は第 2期においても引き続き実施し、市内の景

況感や人、車の動向を把握する資料として活用する。公表方法は、広報紙を

通じた小規模事業者へ情報提供を見直し、第 2 期計画では、広く管内の小規

模事業者も閲覧できるようホームページによる公表も併せて行う。 

経営指導員等が小規模事業者の経営相談に対応する際には、統計データ

や業界データ等必要なデータを収集し、事業者に情報提供して経営判断の材

料として活用していく。また、収集したデータについては、データベース化して

蓄積していくことにより、さまざまな業種において今後の経営相談等で活用でき

る仕組みを構築していく。 

 

【事業の内容】 

１）会員企業景況調査の実施 （継続） 

当所会員企業のうち調査対象約 700 者（管内事業所 1,776 者、平成 24 年

経済センサス調査）に、年 2 回（前期 7 月、後期 1 月）実施している会員企業景

況調査を当期も継続して実施する。景況感、売上、収益率、経営上の課題など
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の調査項目に加え、労働力多寡の現状や事業承継などの課題について、毎

回テーマを変えて記述式で回答してもらい管内事業者の経営状況を多項目に

わたり把握する。 

分析結果は、会報「商工糸魚川」やホームページで広く周知する以外にも、

小規模事業者の現状把握や経営改善へのとりかかりとして財務分析や業界動

向等を照らし合わせながら、経営課題や業態変換の基本データとしてリンクさ

せるなど細やかな相談対応にもつなげる。また、行政とも情報共有して今後の

小規模事業者の振興施策に反映させていく。 

調査時期 平成 30 年度 前期 7 月、後期 1 月 

 平成 31 年度 前期 7 月、後期 1 月 

 平成 32 年度 前期 7 月、後期 1 月 

調査項目  ①景況感、②売上、③営業利益、④経営上の課題、⑤景況予

測、⑥資金繰り予測、⑦労働力、⑧経営安定策、⑨賃金引上

げ率、⑩賞与支給率 

 

２）会員企業景況調査における小規模事業者データの抽出と分析（継続） 

第 1 期では、会員企業景況調査を実施した中から、小規模事業者約 560 者

の回答を抽出して管内の小規模事業者の経営状況の把握と経営課題等の抽

出を行うこととしていた。平成27年度は行ったが、平成28年度については駅北

大火の対応などでできなかった。 

第 2 期においては、調査担当者の業務の調整やフォロー体制を見直すとも

に、集計システムを構築し実施する。 

 

３）交通量調査の実施 （継続） 

2年に1回開催している交通量調査は、今期も継続して実施する。市内主要

13 ヶ所を調査地点とし、6 月の休日と平日の 2 回行う。 

調査結果は会報「商工糸魚川」やホームページで広く周知するとともに糸魚

川市商工農林水産課に情報提供し、商業活性化や施策に反映させるととも

に、経営指導員による経営相談における市場動向や経営判断の資料として活

用する。 

調査実施年月  平成 31 年 6 月 平日 1 日と休日 1 日、平成 33 年も同様。 

調査地点 ①県道西海線（西松屋）、②中央大通り線（パレード）、③奴奈

川線（糸魚川信用組合本店）、④中央大通り線（梅田クリニッ

ク）、⑤駅前通り（金七そば店）、⑥中央通り（緑町会館）、⑦仲

町通り（ひすい農協）、⑧広小路通り（コナヤ）、⑨本町通り（糸

魚川信用組合本町支店）、⑩白馬通り（川島商店）、⑪南本町

線（ヤマダデンキ）、⑫国道 148 号（イエローハット）、⑬中央大

通り線（ホサカ） 

調査内容 ①人、自転車の交通量 

 ②車（路線バス、ダンプは除く）、二輪車の交通量 
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４）統計データや業界データの分析と活用 （継続） 

経営指導員等による経営支援においては、国、県、市等の統計データによ

る地区別商圏、住宅着工件数等の指標や業界団体の公表データを収集し、小

規模事業者の課題解決に努めてきた。しかしながら、各種統計データと地域の

現状をリンクさせていないことが多かったことから、地域の実情を反映させたデ

ータ分析を行う。 

また、管内市場規模予測や需要予測のデータ活用や業界団体へのヒアリン

グを通じて実態に近づけるとともに、専門家の活用などを行い事業計画に反映

させ、実効性を高める。 

経営相談において、地域動向のデータや業界データを活用し、小規模事業

者の経営課題の抽出や財務及び経営状況分析に反映し、経営改善や販売促

進等の課題解決に努める。 

業界データなど収集した情報は、データベース化し今後の経営相談等にも

有効に活用していけるよう仕組みを整えていく。 

・調査内容（予定） 

経済センサス（総務省） / 事業所数、従業員数 

商業統計調査（総務省） / 商品販売額、商業事業所数 

中心市街地に関する県民意識・消費行動調査（新潟県） / 消費者の買

い物行動 

スーパーマーケット販売額（（一社）日本スーパーマーケット協会） / カテ

ゴリー別販売額、消費動向 

工業統計調査（経済産業省） / 工業出荷額、事業所数 

（一社）日本自動車販売協会連合会 / 自動車販売台数 

日本酒の出荷量（農林水産省） / 清酒の出荷量 

雇用失業の状況（糸魚川公共職業安定所） / 求人倍率、失業率 

糸魚川市住宅建築届出（糸魚川市建設課） / 住宅着工状況 

 

【目標】 

事業の内容 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

会員企業景況調査の実

施、分析、公表回数 
2 回 2 回 2 回 2 回 

交通量調査の実施、分

析、公表回数（隔年実施） 
1 回 － 1 回 － 

統計データ、業界データ

等の収集、活用回数 
14 回 24 回 24 回 24 回 

収集、分析した統計デー

タ、業界データ等の公表

回数 

－ 14 回 14 回 14 回 

平成 29 年度の数字は、実績見込み。 
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２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

《第 1 期における取り組みと成果》 

第 1 期計画では、経営指導員が担当地区を計画的に巡回訪問することによ

り小規模事業者の経営状況の把握と経営課題の抽出に努めることとしていた。 

平成 28 年度の経営指導員 3 名の巡回指導の合計は 437 件で、目標の 432

件を上回ってはいるものの、平成 28 年 12 月に発生した糸魚川市駅北大火に

伴う相談対応を重点的に行ったことから被災事業所の巡回相談件数が多かっ

たが、年度後半の被災事業者以外の小規模事業者への対応については、必

ずしも十分だったとは言えない。 

経営状況分析を実施した小規模事業者数では、平成 28年度、目標 24者に

対して実績 10 者に留まっている。また、経営分析や財務分析は、制度融資等

の申し込みや記帳代行事業所における決算書類の作成などの際に行っている

ことが多いが、当該小規模事業者にフィードバックして経営改善につなげてい

くという部分では弱かったと認識している。 

今後は、経営指導員を中心に巡回訪問の強化に努めるとともに、経営分

析、財務分析の頻度を上げていくことが必要である。そのうえで、経営課題の

抽出を行い、改善が必要な場合には積極的に助言、提案していくことが求めら

れている。 

 

《今回の申請における取り組みの方向性》 

今期については、引き続き担当地区制による巡回、窓口相談の強化を図

る。 

経営分析や財務分析は、経営指導員等が小規模事業者の金融相談や経

営相談、記帳代行事業所の決算指導などの際にそれをきっかけにして行う。分

析結果は当該小規模事業者にフィードバックするが、経営指導員等が課題あり

と認めた場合には、さらに突っ込んで状況を聞き当該事業者と一緒になって経

営改善、経営発達に取り組んでいく。データによる分析の必要性を広く小規模

事業者に訴え、浸透させていくことが必要であり、日ごろの経営相談の中から

意識して努めていきたい。 

また、経営課題によっては、経営指導員では対応できない専門的な案件や

専門家を入れた方が有効と判断した場合は、早めに専門機関に取り次ぎ、事

業者の課題解決を支援していく。 

前期の途中から取り組んでいる経営指導員と事務局長による連絡会議を継

続、発展させ、守秘義務に配慮したうえで情報共有し、違う目線での改善提案

や指導員のスキルアップを促すために指導カンファレンスとして行う。 

これまで、相談案件についてはその都度対応した経営指導員が担当してい

たが、今後は、事業者ごとに担当者を決め、担当者以外の経営指導員は課題

抽出や指導カンファレンス時に改善提案する等チーム型伴走支援をしていく。 
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【事業の内容】 

１）経営指導員による経営状況等の分析 （継続） 

経営指導員は、小規模事業者の決算書等から経営状況や財務データを収

集、分析し、金融相談、経営相談等で活用することにより、当該小規模事業者

が経営方針や事業実施可否を決定する際の助言、提案を行う。 

経営状況分析では、事業計画の策定を目指す小規模事業者に対して、ＳＷ

ＯＴ分析による個者の強みの再認識、経営環境の把握を行う。また、業種別で

は業種特性に応じた分析（小売業：ＡＢＣ分析、店舗客導線分析等）も必要に

応じて行う。 

財務状況分析では、2～3期のＢＳ、ＰＬの推移をグラフ化し、事業者に分かり

やすくすると共に、在庫や債権の健全性や販管費の不要支出等を確認すると

ともに、経営指標を営業利益率や資本比率等の複合的分析により経営健全化

を支援する。 

 

２）経営課題解決に向けた提案 （新規） 

収集、分析した経営状況や財務データ、地域経済動向などを元にして経営

指導員等は、当該小規模事業者に対して経営改善や売上向上策等の助言、

提案を行う。経営指導員が経営課題を抽出、整理し、当該小規模事業者と情

報共有して改善に努めるとともに経営指導員 3 人と事務局長が毎週１回、指導

員カンファレンスにおいて情報共有と課題解決策などについてチーム体制で

協議、提案する。 

経営指導員は経営課題解決の対象となる小規模事業者を担当制でカバー

し、2～3 ヶ月ごとに 1 回、定期的に巡回訪問などをしながら伴走して経営状況

の把握に努め、提案した内容の効果的な実施方法を双方確認のうえ遂行を支

援する。 

経営指導員による対応では困難な案件や専門的な知識を必要とする案件

については、日本政策金融金融公庫、新潟県信用保証協会、弁護士、社会保

険労務士、ＩＴコンサルタントによる月 1 回の当所主催無料相談会（経営安定相

談室）やエキスパートバンク、ミラサポ等の専門家を活用して課題解決の糸口を

探り、引き続き、経営指導員が経過観察して対応していく。 

 

【目標】 

事業の内容 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

経営指導員等による巡回

訪問件数 
400 件 432 件 432 件 432 件 

経営指導員による経営状

況分析件数 
23 件 36 件 36 件 36 件 

平成 29 年度の数字は、実績見込み。 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 
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《第 1 期における取り組みと成果》 

事業者の経営計画の策定を促すため、平成 27 年度から 3 ヶ年、「経営計画

策定セミナー」を開催した。講師に時山 正中小企業診断士を招き、事業計画

の必要性や計画策定の仕方についてシリーズで開催した。参加者は、平成 27

年度 16 事業所、平成 28 年度 15 事業所で、事業計画を策定した事業所は平

成 27 年度 8 事業所（目標 12 事業所）、平成 28 年度 22 事業所（目標 14 事業

所）となった。本セミナーを開催したことで、これまで自社の事業を将来的な視

点で考える機会が少なかった小規模事業者が事業計画を通して自社を見つめ

る良いきっかけとなった。また、セミナーには経営指導員等も参加し受講したこ

とで、経営指導員のスキルアップにもつながった。 

事業計画策定支援の内容では、小規模事業者持続化補助金のための事業

計画策定、創業計画、金融機関への経営改善計画などのほか、経営革新計画

の策定支援も 1 件行い、承認された。 

当所が創業計画を策定支援した創業者は、平成 27年度 2者、平成 28年度

6 者となっている。 

 

《今回の申請における取り組みの方向性》 

今期も引き続き、事業計画策定支援を行う。経営指導員が経営状況分析を

行った小規模事業者に対し、前項の「1.地域の経済動向調査」、「2.経営状況

の分析」、後段の「5.需要動向調査」の結果を踏まえて小規模事業者の経営課

題や経営方針を明確にし、それを実現するための事業計画の策定を当該事業

者と共に進めていく。案件により、経営革新計画策定や持続化補助金の活用、

経営改善、他業種等とのマッチングなどにつなげていけるよう、経営指導員は

幅広い視野に立って事業者支援を行う。 

また、事業計画策定の必要性等を小規模事業者に広く浸透させるため、こ

れまで行ってきた「事業計画の作り方セミナー」を今期も専門講師を招いて開

催する。参加者が特定の事業者に偏らないよう、日々の経営相談などから新規

参加者への声かけ、募集、勧誘を行っていく。 

創業希望者に対する創業計画の策定支援では、創業支援ネットワークや夜

間経営相談等を活用しながらニーズに対応していくとともに、当所内に設置し

ている創業支援センターの周知、広報にも力を入れていきたい。 

近年、管内の小規模事業者からも人手不足、労働力不足の声が多く聞かれ

るようになってきた。人手不足に対応して将来にわたり継続して事業を続けられ

るためにも生産性の向上は避けて通れない課題である。小規模事業者の生産

性向上に資する設備の導入、ＩＯＴ導入の研究などを支援するため、経営指導

員を始め職員の研修参加を図っていく。 

 

【事業の内容】 

１）既存事業者向け事業計画策定支援 （継続） 

既存事業者に対する事業計画策定支援としては、巡回や窓口相談におい

て金融機関からの要請によるものも含む経営改善計画の策定を基本に経営指
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導員が小規模事業者と綿密な打ち合わせを行い策定支援していく。分析した

経営状況や財務データ、業界及び地域経済動向を活用し、経営体力や需要

動向を見定めたうえで計画策定にとりかかる。また、異業種との連携についても

視野に入れ、市場縮小傾向にある中で売上を上げていくための方策を検討し

ていく。さらに、既に経営改善計画を策定している事業者についても、フォロー

アップとしてＰＤＣＡサイクルによって、計画修正を行いながら実効性を常に高

めていく。 

また、事業承継を支援する観点からも事業承継計画の策定が必要な小規模

事業者に対しては事業承継計画の策定を促し、計画策定を支援していくととも

に事業承継が円滑に進むよう伴走して支援していく。 

さらに、近年の人手不足への対応や生産性向上の観点からＩＯＴ等の導入

が急激に進んでいくものと思われる。小規模事業者のＩＯＴ活用による生産性

向上の支援とそのための経営改善計画を事業計画に反映できるよう、経営指

導員や職員の資質向上を図っていく。 

 

２）創業者向け事業計画策定支援 （継続） 

第1期に続き、創業希望者に対する創業支援を行う。平成27年度糸魚川市

が中心となって設立した糸魚川創業ネットワークとの連携のもと、当所では創業

者の相談に幅広く対応するとともに創業セミナーの開催、上越・新井・糸魚川

の 3 商工会議所共催で上越市で開催している創業塾への参加を促し、創業に

対する基本的な心構えやノウハウを学んでもらう。当所経営指導員を中心に、

事業計画の策定、ブラッシュアップ、資金計画、労務、開業準備など創業希望

者と共に考え、円滑に創業できるよう支援していく。 

 

３）夜間相談窓口の開設 （継続） 

当所では、第1期計画の実施に合わせて夜間経営相談窓口を開設した。日

中は業務のため十分な相談時間が取れない事業主や勤務中の創業希望者等

のために毎週月曜日の午後 5 時 30 分から午後 7 時まで相談時間を延長して

対応している。 

なお、開設時間については、利用状況を勘案して平成 28 年度から終了時

刻を午後 8 時から午後 7 時に短縮している。 

 

４）専門家の活用 （継続） 

事業計画の策定や創業計画、事業承継計画等においては専門的なアドバ

イスや指導が必要なケースが見込まれる。また、市場調査やニーズ調査が必

要となるケースも想定される。経営指導員が情報収集等を行い支援することは

もちろんだが、経営安定相談室、エキスパートバンクなど専門家を活用してより

有効なデータを収集したり、専門家のアドバイスが受けられるよう支援していく。 

これまで実施してきた「事業計画の作り方セミナー」は今後も継続して実施

し、広く参加者を募って開催していきたい。また、セミナーに合わせて個別相談

会等を開催するなど専門家を有効に活用する方策も検討していきたい。 
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【目標】 

事業の内容 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

事業計画策定セミナー、

個別相談等の開催回数 
3 回 4 回 5 回 5 回 

事業計画策定セミナー参

加事業者数 
11 者 15 者 15 者 15 者 

事業計画策定事業者数 13 者 15 者 15 者 15 者 

事業承継計画策定事業者

数 
－ 3 者 5 者 5 者 

創業計画策定事業者数 6 者 6 者 6 者 6 者 

平成 29 年度の数字は、実績見込み。 

事業承継計画は年間 3 者（平成 31 年度からは 5 者）、創業計画は年間 6 者を

最低目標として事業者または創業希望者への周知、開拓を行う。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

《第 1 期における取り組みと成果》 

事業計画策定後は、適時訪問するなどして状況把握を行うこととしている。

事業計画策定後のフォローアップの実績では、平成 27 年度 3 者に対し、平成

28年度は 27者と増加、改善した。しかしながら、経営指導員の担当割りが不徹

底であったり、訪問時期が不定期で担当者任せの感があることから、明確な担

当制を敷くとともに定期的なフォローアップ体制を構築する。 

 

《今回の申請における取り組みの方向性》 

前期の反省を踏まえて、今期は事業計画策定事業者に対して担当者を決

めて定期的に（3 ヶ月に 1 回）訪問するなど、経営状況の把握をする体制を構

築する。 

 

【事業の内容】 

１）経営指導員等によるフォローアップ （継続） 

経営指導員による巡回計画では地区担当制で行なっているが、事業計画

策定後のフォローアップでは、それとは別に経営指導員 3 名を中心に担当事

業者を決めて定期的に巡回訪問する体制を新たに構築する。さらに、経営指

導員等による巡回訪問は 3 ヶ月に１回を目途に行い計画遂行状況を確認し、Ｐ

ＤＣＡサイクルを回していく。 

特に創業者においては、創業後 3 年後には安定した経営となるよう巡回回

数を増やすなど注意を払いながら伴走支援していくことが必要である。 

 

２）専門家の活用 （継続） 

経営指導員や職員によるフォローアップで、改善が必要と判断した事業者

に対しては、経営指導員が改善提案を行うことにしているが、課題や改善すべ

き内容によっては専門家を入れて解決を図るよう対応していく。 
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【目標】 

事業の内容 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

事業計画策定事業者に対

するフォローアップ回数 
28 回 60 回 60 回 60 回 

事業承継計画策定事業者

に対するフォローアップ回

数 

－ 12 回 12 回 20 回 

創業計画策定事業者に対

するフォローアップ回数 
10 回 24 回 24 回 24 回 

平成 29 年度の数字は、実績見込み。 

 

５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

《第 1 期における取り組みと成果》 

需要動向調査は、創業計画策定時や事業計画策定、新商品開発を行う際

にニーズ調査、マーケティング調査、商談会における顧客スタンス分析などを

実施している。平成 27年度は 1件、平成 28年度 5件の調査を実施し、当該事

業者に情報提供した。計画策定における目標設定等の経営判断の材料として

活用することができて有効であった。 

 

《今回の申請における取り組みの方向性》 

前期に引き続き、事業計画策定時や創業計画策定時などの際、業界動向

の把握や市場規模調査等の裏付けデータとして需要動向調査を実施し小規

模事業者の計画策定を支援する。需要動向調査の実施に当たっては、経営指

導員等が各種データを収集、調査分析して行うものの他、専門的なものや特殊

なデータ等が必要な場合は、専門家に調査、収集、指導を依頼したり、情報機

関から購入する方法も取り入れていく。 

 

【事業の内容】 

１）需要動向調査の実施 （継続） 

ア．特定事業者が販売する商品または役務に対する消費者への調査 

・調査方法 小規模事業者と経営指導員や職員がターゲットを想定し、ヒ

アリングシートを作成する。当該事業者は、店頭などで対象

となる商品や役務を試してもらい、感想をヒアリングシートに

記入してもらう。経営指導員等は、集まったヒアリングシート

を集計、分析して結果を当該事業者にフィードバックする。 

ヒアリングシートの回収目標数は、1 者当たり 50 件以上とす

る。 

・調査項目 ターゲットとして想定する消費者の生の声や感想。（例：味、

量、価格、パッケージ、他の商品との比較、商品の満足度な

ど） 

・提供方法 経営指導員等は、当該事業者を訪問するなどして調査結果
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を分かりやすく説明し、情報の共有を図る。分析結果は当該

事業者が当該商品を製品化する際の参考とし、ブラッシュア

ップ、改善策などについて経営指導員等と小規模事業者が

一緒に検討していく。必要に応じて、エキスパートバンク等

の専門家を入れた検討、支援も行う。 

 

イ．個者の販売する商品または役務に対するバイヤー等への調査 

・調査方法 小規模事業者が、シーフードショーやうまし逸品食の大商談

会、フードメッセ新潟などの商談会に出展する際、バイヤー

等にヒアリングして商品の感想や反応を聞き取る。ヒアリング

内容は、事前に当該事業者と経営指導員等が相談してヒア

リングシートを作成しておく。集まった調査結果は、経営指

導員等が集計、分析し当該事業者にフィードバックする。 

ヒアリングシートの回収目標数は、1 者 1 日当たり 10 件以上

とする。 

・調査項目 商談会に訪れたバイヤーの生の声。（例：味、コンセプト、商

品ニーズ、価格、ロット、納期、配送・納品方法など） 

・提供方法 経営指導員等は、当該事業者を訪問するなどして調査結果

を分かりやすく説明し、情報の共有を図る。当該事業者が販

路拡大、取引を行う際の検討材料として活用し、事業者と経

営指導員等が一緒になって検討していく。 

 

ウ．商圏等の調査 

・調査方法 創業予定者が事業計画を検討する時や小規模事業者が事

業計画を策定する時、当該事業者が行おうとする事業に対

する商圏や市場規模等について経営指導員が小規模事業

者に代わって調査、収集、推定を行い、小規模事業者にフ

ィードバックする。 

 調査資料等： 国勢調査、経済センサス、RESAS 地域経済

分析システム、家計調査、業界調査データなど 

・調査項目 商圏人口、市場規模、需要予測、業界動向、競合など 

・提供方法 経営指導員等は、当該事業者を訪問するなどして調査結果

を分かりやすく説明し、情報の共有を図る。分析結果は当該

事業者が事業計画を策定する際の参考資料として活用す

る。 

 

２）専門家の活用 （継続） 

需要動向の調査、分析においては、経営指導員の力だけでは不十分なこと

や不可能なことも多い。経営指導員の調査を補完する意味でも中小企業診断

士等の専門家の意見を聞いたり、内容によってはエキスパートバンクや専門機

関への調査委託などを活用してより精度の高いデータの収集と分析を行う。 



 

20 

 

【目標】 

事業の内容 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

商品等の消費者向けニー

ズ調査事業者数 
1 者 2 者 2 者 2 者 

商品等のバイヤー向けニ

ーズ調査事業者数 
4 者 5 者 5 者 5 者 

事業計画策定時等におけ

る商圏調査等実施事業者

数 

11 者 15 者 15 者 15 者 

平成 29 年度の数字は、実績見込み。 

 

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】 

《第 1 期における取り組みと成果》 

人口減少が進み地域内の商圏が縮小する中、第 1 期では、市外に売れる

商品力を持つ小規模事業者には、積極的に市外に販路拡大してもらうことを目

標に商談会等への出展支援を行った。商談会での商談を経て取り引き成立を

最終目標とし、そのため、商談会出展前に出展準備講習会を開催した。バイヤ

ー心理や FCP シートの作成方法等を研修して商談会に望んだ。最初は不慣

れであった小規模事業者も何回か商談会に出展するうちにメリハリの利いた対

応や商品アピールも上手になり、商談成立しその後の取引きにもつながった。

また、商談や取り引きまでは至らずも、バイヤーからの感想や要望を聞くことで

商品のブラッシュアップになることや商品トレンドを知る機会としても小規模事

業者にとっては有効であった。 

一方で、商談会に参加した小規模事業者からは、納期や価格の問題、受注

増加による生産体制の対応など新たな課題が見えてきた。 

・商談会準備講習会の開催 

   平成 28 年度 3 回、13 事業者参加 

   平成 29 年度 4 回、7 事業者参加 

・商談会出展 

平成 27 年度 2 商談会に延べ 4 事業者参加。商談成立０件 

平成 28 年度 6 商談会に延べ 17 事業者参加。商談成立２８件 

平成 29 年度 3 商談会に延べ 6 事業者参加。商談成立数は調査中。 

（平成 29 年 10 月 31 日現在） 

・その他（誘客のための商談会：糸魚川市観光協会、観光関連事業者） 

平成 27 年度 2 商談会（ツーリズム EXPO ジャパン 2015、新潟県関西

商談会） 

平成 28 年度 1 商談会（ツーリズム EXPO ジャパン 2016） 

平成 29 年度 1 商談会（ツーリズム EXPO ジャパン 2017） 

また、当所ではブランド化の推進として、地域固有の特産品である「ヒスイ」の

持つイメージを活用した事業を平成 25 年度から行っている。同業種 7 者の小

規模事業者（美容業）による「ヒスイネイル」の開発とサービス提供。11 者の主に
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小規模事業者（飲食業）による「ヒスイカクテル」の開発とサービス提供など、特

産品の開発と小規模事業者の販売促進につながる支援として進めている。 

また、平成 28 年度からは、当所内に「姫の国プロジェクト委員会」を設置し、

古く古事記などの文献に残されている奴奈川姫を活用した特産品開発やブラ

ンド化推進事業に取り組んでいる。平成 29 年度より異業種による統一したマス

ターブランド名を「むすびいと」とし、首都圏の女性をターゲットに、8 件の小規

模事業者（異業種）を中心とした会員事業者による10品目を超える商品化が動

き出した。 

第 1 期では、新たな需要開拓事業として商談会を主に行ってきたが、出展し

た事業者にとっては非常に有効な事業であったと評価している。 

また、「コンセプト開発とターゲティング支援」、「パブリシティ戦略とブランデ

ィング」については、事業計画策定支援とも関連があるため整理、見直しが必

要。「ソーシャルメディアの活用」については、対象事業者の掘り起しが不十分

であったことから十分な成果につながらなかった。「イベント情報の提供とイベン

ト出店支援」では、一部事業者に情報提供して出店してもらい、当市のＰＲとい

う観点では有効であったが、期待するほどの売上や販路開拓には至らず、別

の方法を検討したい。 

 

《今回の申請における取り組みの方向性》 

第 1 期に引き続き、小規模事業者の販路開拓のため商談会等への出展支

援を行う。第 1期では、主に食品製造業者などで糸魚川の農産物、海産物、酒

などの資源をアピールしてきた。また、観光関連事業者などは「ツーリズム

EXPO ジャパン」など国内旅行の展示商談会に出展し、誘客拡大に向け積極

的な売り込みを行ってきており、今後も引き続きコネクションづくりを目指した

い。 

第 2 期においては、それに加えて工芸品やオリジナル商品等、地域を代表

するような商品開発や新規事業への取り組みなどを後押しすると共に商談会出

展者の増加を目指す。 

地域の中小製造業者では、既に販路を求めて市外に打って出ている事業

者も多いが、製造業の小規模事業者では下請け的な事業者も多く市外への進

出も少ない。独自の技術力を有する製造業の小規模事業者に対しては、ビジ

ネスマッチング等の情報提供や商談会への参加、下請けからの脱却提案を行

うとともに、体験による新たな顧客獲得が見込まれる事業者には、体験型旅行

商品等の造成提案など、新たな取引き拡大につなげたい。 

第 1 期計画で事業に掲げた、「コンセプト開発とターゲティング支援」、「イベ

ント情報の提供とイベント出店支援」は、今期計画では廃止。「パブリシティ戦

略」は継続。「ブランディング」は、特産品開発支援と併せて継続・拡充とする。 

 

 

 

【事業の内容】 
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１）販路拡大やマッチング先の開拓支援 （継続） 

食品製造事業者等の販路拡大に資する商談会等への出展とそれに向けた

準備講習会は、第 1期と同様、バイヤー心理の把握、FCPシートの作成方法な

どを中心に開催し、市外に売れる商品力を持つ既存事業者に加え、新たな小

規模事業者の参加を呼びかける。商談会は、シーフードショー、うまさぎっしり

新潟食の大商談会、うまし逸品商談会、フードメッセ新潟などへの出展を予定

し、糸魚川の食や加工品等をバイヤーにアピールし販路拡大を図る。 

また、製造業やサービス業の小規模事業者に対しては、会員間の異業種に

よる情報共有、ビジネスマッチングを始め、上越市や富山市などで行うビジネス

マッチング商談会への参加を促し、新たな需要開拓と受注先確保につなげて

いきたい。 

販路拡大を目指す小規模事業者に対しては、全職員が担当制でフォローし

て経営指導員と情報共有を図りながら伴走支援していく。 

当所を通して、市内、市外からイベント等への出展要請があった際には、関

係する小規模事業者に情報提供し、販路拡大や知名度向上としての出展を働

きかけ、出展を支援する。 

 

２）ブランディングによる特産品開発支援 （継続・拡充） 

第 1期では、糸魚川固有の「ヒスイ」並びに「奴奈川姫」を活用したブランド化

事業を行ってきたが、第 2 期でも、引き続きこれらの特産品開発を進めるほか、

地元食材等のブランド化と販路拡大を目的に活動している「糸魚川なりわいネ

ットワーク」と連携し、同ネットワークの会員や個者の商品のブラッシュアップ、

販路の拡大を支援していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）体験型旅行商品等の造成提案 （新規） 
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すでに当所や観光協会などでヒスイ拾いやヒスイ磨き、魚市場でのセリ体験

など体験を伴う旅行商品を造成し、実施している。これらのノウハウを活用して

新規の小規模事業者にもそのお店固有の技術や体験を活かした旅行商品や

体験イベント等の企画を提案し、新たな顧客獲得につながるよう支援する。 

 

４）パブリシティ戦略 （継続） 

第 1 期に続き、小規模事業者に対してマスメディアを活用した情報発信、パ

ブリシティ戦略を支援する。小規模事業者はマスコミとの接点も乏しいため、最

初は当所が間に入って情報の提供や紹介を行い、小規模事業者とマスコミの

関係構築を支援すると共に、発信する話題を作りながらマスコミへの情報提供

の仕方や素材提供などについて小規模事業者と担当職員、専門家の指導を

交え、共に工夫を凝らしてスキルアップを図っていく。年間 2 回、5 年程度継続

してマスメディアに登場するとブランドが立つと言われるため、開始後 5 年間は

継続して支援する。 

 

５）Ｗｅｂ、ソーシャルメディアの活用 （継続） 

今や、ＷｅｂやＳＮＳ等のソーシャルメディアは、企業における最強の情報発信

ツールとなっている。新たにＷｅｂによる情報発信を考えている事業者や過去に

作成したままになっているＨＰをリニューアルしたい事業者については、積極的

に専門家を活用することにより、見てもらえるＨＰ、売上につながるＨＰとなるよう

支援を行う。 

独自で管理できない小規模事業者には、当所が管理する総合的なＥＣサイト

を活用した販路開拓を支援するなど、レベルに合った支援を行う。 

また、ＳＮＳを有効に活用する方法や情報発信の仕方についても経営指導員

や職員が小規模事業者のニーズを汲み取り対応していくと共に、必要に応じて

専門家を要請し支援していく。 

 

【目標】 

事業の内容 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

商談会等出展支援事業者

数 
3 者 5 者 5 者 5 者 

商談会出展における成約

件数 
2 件 15 件 15 件 15 件 

特産品、新商品開発支援

事業者数 
7 者 5 者 5 者 5 者 

特産品、新商品開発によ

る売上増加事業者数 
－ 4 者 4 者 4 者 

体験型旅行商品等の造成

提案事業者数 
－ 2 者 2 者 2 者 

体験型旅行商品等の造成

による売上増加事業者数 
－ 1 者 1 者 1 者 

パブリシティ戦略支援事業

者数 
2 者 2 者 2 者 2 者 

パブリシティ戦略による売 － 1 者 1 者 1 者 
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上増加事業者数 

Ｗｅｂ、ソーシャルメディア

活用支援事業者数 
4 者 5 者 5 者 5 者 

Ｗｅｂ、ソーシャルメディア

活用による売上増加事業

者数 

－ 3 者 3 者 3 者 

平成 29 年度の数字は、実績見込み。 

平成 30 年度以降の目標数は、新規の対象事業者数。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

《第 1 期における取り組みと成果》 

当所では、糸魚川の地域資源である海の幸、五蔵の地酒、ヒスイや世界ジオ

パークを活用した地域振興事業に取り組んできた。地酒による交流人口拡大を

目的とする「糸魚川五醸の会」事務局として活動支援し、平成 29 年 5 月には初

めて「ヒスイと酒まつり」を開催し、知名度がない中、来場者 1,500 人を集めヒスイ

と地酒をアピールした。また、糸魚川市や（一社）糸魚川市観光協会などと連携

し、ヒスイの海いといがわ魚まつり（6月）、日本海荒波あんこう祭り（2月）、日本海

クラシックカーレビュー（9 月）などを開催し、糸魚川市の魅力の発信や交流人口

拡大に寄与してきた。 

平成 24 年度から「地元で得た所得は地元で消費しよう」を合言葉に地元消費

促進運動を創設し、人口減少が続く中、少しでも地元企業への購入促進と市外

商圏やネット通販への流出を防止するために市民に向けた啓発活動を行ってい

る。 

地元消費促進運動の一環で始めた「知っ得ゼミ」は、平成 29 年度で第 5 回を

数え、参加店 26 店（事業所）、49 講座を開催。店主が講師を努め、プロの技や

お菓子作りを体験できるなど、市民にも好評を得ている。全職員が参加店を担

当して、講座内容の相談やお店の魅力作りなどを店主と一緒になって考えてい

る。 

 

《今回の申請における取り組みの方向性》 

地域資源を活用したイベント事業については、実行委員会に参画し、今期も

引き続き実施していく。 

行政や観光協会、商工会議所では、糸魚川の知名度を上げ、交流人口の拡

大を図っていくことが期待されているが、その一方で、宿泊業、飲食業などの事

業者には、当市を訪れる観光客等に対して「的確な情報発信を行い誘客してい

くこと」や「糸魚川に来たお客様に喜んで帰ってもらうこと」が求められる。しかし

ながら、小規模事業者は、資金的、時間的、人的な理由で十分な対応ができな

いことが多い。当所では、そうした小規模事業者に対して経営指導員や職員が、

新たな誘客策や販売促進策を企画、提案することにより事業の継続を支援す

る。 

また、駅北大火からの復興まちづくりについては、被災事業者の再建支援や
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商店街の再生と活性化、新たな賑わいづくりなどの動きが本格化することから、

行政や商店街組織との連携を強化しつつ役職員一丸となって取り組んでいく。 

 

【事業の内容】 

１）地域資源を活用した観光ビジネスの推進 （継続、統合） 

第１期と同様に糸魚川特産のヒスイや食、酒や世界ジオパークを活かした交

流人口拡大に取り組んでいく。 

平成 27 年 3 月の北陸新幹線開業に向けて当所が着地型旅行商品として開

発した「セリ見学ツアー」は、観光協会を取扱い窓口として引継ぎ、現在も定番の

旅行商品となっている。また、ヒスイカクテル、ヒスイネイル等も好評で、（一社）糸

魚川市観光協会などでも地域資源を活かした新たな商品開発や話題づくりも進

められている。平成 27 年度からは、糸魚川市交流観光課、新潟県糸魚川地域

振興局、（一社）糸魚川市観光協会と当所の４機関による交流人口拡大に関す

る情報交換会が 2 ヶ月に 1 回開催していて、各機関での施策、事業などが情報

共有して進められている。 

当所では、引き続き関係機関と連携して交流人口の拡大、観光ビジネスの推

進を図るともに、宿泊業者や飲食業者に対して個店への誘客促進につながる企

画商品の創作、新商品開発、情報発信などの面から支援していく。 

 

２）地元消費促進運動の推進 （継続） 

地元消費促進運動については、当所と糸魚川信用組合、行政、糸魚川消費

者協会、商業者などで糸魚川市地元消費促進協議会を平成27年度に組織して

いるが、当所としての啓発活動や地元企業の販売促進支援を今期も継続して行

っていく。知っ得ゼミについても会員、小規模事業者の新たな顧客作りを目標

に、市民に喜ばれる講座、体験、魅力づくりを職員と店主が一緒に考えていくと

ともに、新たな参加店を広げていくよう事業の趣旨の浸透、周知に努めていきた

い。 

 

３）糸魚川市駅北大火からの復興まちづくりと商店街の再生、にぎわいづくり 

（新規、統合） 

復興まちづくりでは、復興まちづくり計画 5 ヶ年の中で、平成 30 年度から 3 年

間が復興整備期にあたる。被災した事業者の事業再開と本格的なまちづくり、賑

わいづくりが行われる段階となることから、当所としても、引き続き、糸魚川市や

糸魚川本町通り商店街振興組合、糸魚川広域商店街などと連携し、拠点施設

の整備と商店街の再生と賑わいづくりを進めていくと共に、個々の被災事業者の

店づくりへの支援や事業再開後の経営状況の把握など、事業者に密着した支

援を続けていく。 

 

 

 

Ⅲ．経営発達支援計画の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 
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《第 1 期における取り組みと成果》 

経営指導員、経営支援課職員は、市内商工会議所、商工会指導員による定

期的な情報交換会や上越ブロック商工会議所経営指導員による連絡会議、全

国の商工会議所指導員による研修会等に積極的に参加し支援業務におけるス

キルアップや知識の習得に努めている。 

また、経営指導員以外の職員にも当所主催のセミナーや関係機関、関係団

体等が行なう経営、時事、税務、ＩＴなどのセミナーに積極的に参加させ資質向

上に努めている。平成 29 年度には、当所と糸魚川ものづくりネットワークなどが

共催で行なう「次世代ビジネスリーダー研修」（全 4 日、講師：(株)タナベ経営）に

女性中堅職員を参加させ、ビジネスモデルの構築などについて市内企業の若

手社員と共に研修を受け、意識改革や業務提案などの成果となった。 

第 1期の計画実施状況については、過去 2年度について中小企業診断士や

行政担当課などによる評価委員会を開催した。実施内容や実績について委員

から評価を受け、次年度の事業に反映させている。 

 

《今回の申請における取り組みの方向性》 

経営発達支援計画の実施と支援力向上に向けた基本的な考え方は、第 1 期

と同様、経営指導員を中心とした職員全体のスキルアップを図ることと事務局全

体で計画を遂行していくことの 2 点である。 

専務理事、職員にあっては、守秘義務を守りつつ地域内の動向や小規模事

業者の経営状況、経営課題などについて良好なコミュニケーションのもと情報共

有に努め、的確な対応ができるよう心がけていく。 

また、本計画の遂行については、年 1 回の評価委員会のほかに毎週行なうミ

ーティングなどで、事務局長、総務課長が適時、進捗状況の確認を行なう。課題

が顕在化した場合には専務理事、事務局長、総務課長などで対応を協議し、早

めの対応、改善を図っていく。 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

１）商工会議所、商工会経改研究会 （継続） 

糸魚川市には当所のほかに商工会が 2 つあるが、経営指導員と事務局長が

年 4 回情報交換会を開催して地域の現況把握などを行っている。地域課題の共

有や経営指導員の資質向上に資する意見交換などを行っている。 

 

２）上越三地区商工会議所小規模経営支援事業研究会・金融支援研究会 

（継続） 

上越市と妙高市、糸魚川市の 3 市の商工会議所は 40 年以上前から経営指

導員、事務局長による情報交換会を年 1 回開催している。金融支援研究会では

日本政策金融公庫を講師に地域経済動向や融資制度の取り扱いなどの説明を

受ける。公庫職員との関係構築や経営指導員同士の情報交換、スキルアップの

場として活用している。 
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３）新潟県や全国の商工会議所・商工会経営指導員との情報交換会 

 （継続、統合） 

経営指導員は県内の指導員研修会（年 4 回程度）や全国商工会議所の指導

員研修（年 1 回）等に積極的に参加し、資質の向上と情報収集に努めている。 

長期研修等でできた県内外の指導員との人脈を通して、講師の紹介や販路

開拓、相談支援の対応などについて情報交換を行い、支援業務に役立ててい

る。 

 

４）地域プラットフォームへの参画 （継続） 

当所では、上越地域連携プラットフォームに所属し、よろず支援拠点やミラサ

ポ専門家派遣、創業セミナーなどの事業を行っている。地域の小規模事業者に

専門家を派遣する際には同プラットフォームに相談したり、講師を派遣してもらっ

ている。また、プラットフォーム主催の研修会（年3回程度）等に参加することで経

営に役立つ情報を収集すると共に支援業務に活かしている。 

 

５）糸魚川市との連携 （継続） 

当所では、糸魚川市産業部商工農林水産課企業支援室を窓口（担当課）に

して行政との連携を密にしている。駅北大火からの復興まちづくりにおいては、1

ヶ月に 1 回のペースで打合せ会を行ってきたが、第 2 期においても同程度以上

の打合せ会を行い情報共有と方向性の確認を行っていくことにしている。他にも

市の施策においては、市担当職員が事前に当所職員と意見交換し、市内事業

者のニーズや制度の概要などについて相談したうえで制度設計に反映させてい

る。当所職員と市担当課では、常時、市内企業の動向や会議所事業、市の施策

などについて情報交換、情報共有して業務を行なっている。 

また、小規模企業振興委員会では、企業支援室担当職員が参加し、市の施

策や事業者支援策などについて振興委員に説明し、周知に努めている。 

毎年、商工会議所会頭と商工会長の連名で市長に対して次年度の産業振興

施策について要望しているが、事前に商工会議所、商工会の事務局レベルで

地域課題や施策について情報交換し、良好な関係のもとに施策に反映させ、実

施している。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

１）経営指導員研修会等への参加 （継続、統合） 

経営指導員は、新潟県商工会議所連合会が行う指導員研修や全国商工会

議所指導員研修、資質向上研修などに積極的に参加し、資質向上に努めてい

る。また、経営指導員以外の職員も当所が主催して行なうセミナーはもとより、関

係機関や関係団体で行なう経営セミナー、税務研修、ＩＴセミナー等に積極的に

参加させ、幅広い知識の習得を図るとともに、事業者支援に資するよう意識啓発

に努めていく。 

 

２）支援事例の共有とＯＪＴ活用 （継続） 
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経営指導員が支援案件を記録する指導カードについては、緊急の案件は口

頭報告するが、それ以外は、月次でとりまとめて事務局長、専務理事に報告し支

援案件についての情報共有を図っている。指導カードや調査データ、収集した

資料等の電子ファイルは、サーバー内の共有フォルダに保存し指導員や関係者

が随時閲覧できる状態にし、引き続き、人事異動があっても対応できるようにす

る。 

また、平成 28 年度から経営指導員と事務局長とで指導カンファレンスを毎週

１回開催し、懸案案件についての情報共有を図ると共に支援方法等について意

見交換や指導、助言している。 

経営相談では、経験が浅い経営指導員等には経験のある経営指導員や事

務局長などが同席するなどして対応し複数体制やＯＪＴとしての経験を積んでい

る。小規模事業者にエキスパートバンクや専門家を派遣する際にも、可能な限り

経営指導員が帯同、同席し、相談案件に対する情報共有を図るとともに支援の

手法や対応方法などをＯＪＴで学ぶ機会とする。 

 

３）地元出身弁護士による勉強会開催支援 （新規） 

当市は、弁護士過疎地域であり弁護士事務所がない状態が長年続いてい

た。そのため、当市出身で新潟市に弁護士事務所をもつ弁護士が 17 年前に勉

強会「企業経営研究会」を立上げて、以来、当所経営指導員が事務局として勉

強会や個別相談などの活動を行っている。今期も引き続き、勉強会に経営指導

員や職員を参加させ、企業法務や事業承継などの知識習得を図る。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

１）毎年度の事業の評価・見直しと公表 （継続） 

これまでの 2 年間（平成 27、28 年度）、年度末に評価委員会を開催し、事業

実績の説明、報告して事業評価を行なった。評価委員会のメンバーは、専門家

の中小企業診断士1名と行政担当課長（糸魚川市産業部商工農林水産課）1名

の外部有識者に加え、当所正副会頭 4 名の合計 6 名で構成する。 

評価委員会により受けた指摘や評価については、その後に発行される会報

「商工糸魚川」やホームページで公表するとともに次年度の支援事業に反映さ

せているが、これまでは、計画の大幅な見直しや目標値の改定を行うような指摘

はなかった。 

第 2 期においても引き続き年度末に外部有識者を交えた評価委員会を開催

するほか、3 ヶ月に 1 回、正副会頭会議に事業の実施状況や進捗状況を報告

し、成果の確認を行う内部評価を実施する。正副会頭会議で取り組みが不十分

との指摘を受けた場合は、その後の事業実施に向けて改善方法を検討し、対応

していく。 

 

 

 

（別表２） 
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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 31 日現在） 

１）組織体制 

下記、組織図のうち、専務理事以下、経営支援課職員 6 名（経営指導員 3 名、補助

員 1名、記帳選任職員 1名、記帳指導職員 1 名）を中心に全職員 13名が一丸となって

本計画内容を実施する。 

①糸魚川商工会議所組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②理事者 

 会 頭 猪又史博 

 副会頭 田邉榮三、山岸美隆、永江善昭 

 専務理事 田鹿茂樹 

 

③事務局 

 事務局長兼相談所長 北村雄一 

 【中小企業相談所、経営支援課】 

 経営支援課経営支援係・主任（経営指導員） 松田 努 

 経営支援課経営支援係（経営指導員） 山邉暁孝 

 経営支援課経営支援係（経営指導員） 黒坂 忍 

 経営支援課経営支援係（補助員） 川原亜也子 

 経営支援課経営支援係（記帳選任職員） 内山丈史 

 経営支援課経営支援係（記帳指導職員） 風間利佳 

 【総務課】 

 総務課長 野本宏一 

 総務課・総務係長 野本弘子 

 総務課・総務係 倉又奈美子 

 総務課・業務係 加藤淳子 

 総務課・業務係 猪又崇正 

会頭（1） 

副会頭（3） 

事務局長兼相談所長（１） 

総務課（6） 経営支援課（6） 

専務理事（1） 

（中小企業相談所） 
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 総務課・業務係 今井 寿 

 

④経営発達支援計画実施における主な担当 

 責任者 事務局長兼相談所長 北村雄一 

 担当 経営指導員 松田 努 販路開拓、調査・分析、創業 

 担当 経営指導員 山邉暁孝 調査・分析、事業計画策定、販路開拓 

 担当 経営指導員 黒坂 忍 調査・分析、販路開拓 

 担当 総務課長 野本宏一 地域振興 

 

⑤経営指導員による巡回地区及び商店街の担当 

 経営指導員 松田 努 横町、寺島、今井、大野、根知、小滝、平岩 

   駅前銀座商店街（振）、中央通り協和会、白馬通り商

工発展会 

 経営指導員 山邉暁孝 寺町、大町、本町、新鉄、中央、清崎、一の宮、上刈 

   糸魚川本町通り商店街（振）、広小路商店会 

 

 経営指導員 黒坂 忍 浦本、梶屋敷、田伏、竹ヶ花、厚田、大和川、下早

川、上早川、押上、南押上、東寺町、南寺町、蓮台

寺、京ヶ峰、西海 

   押上・寺町商工連盟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）連絡先 

糸魚川商工会議所  中小企業相談所 

住 所 〒941-08601 新潟県糸魚川市寺町２丁目８番１６号 

電 話 025-552-1225  ＦＡＸ 025-552-8860 

ＵＲＬ  http://www.itoigawa-cci.or.jp 

E－mail info@itoigawa@itoigawa-cci.or.jp 

 

（別表３） 

寺島 本町 大町 押上 竹ヶ花 田伏 梶屋敷 浦本

新鉄 中央 南寺町 東寺町 南押上 厚田 大和川 下早川

清崎 蓮台寺 京ヶ峰

一の宮

根知

小滝 平岩

西海 上早川

上刈

寺町

今井

大野

横町
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経営発達支援事業に必要な資金の額及びその調達方法 

 

（単位：千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

必要な資金の額 ７，０００ ７，８００ ７，０００ 

 調査費 

事業者支援事業費 

セミナー開催費 

販路開拓事業費 

 

４００ 

３００ 

１，２００ 

５，１００ 

１，２００ 

３００ 

１，２００ 

５，１００ 

４００ 

３００ 

１，２００ 

５，１００ 

 

 

 

 

資金調達方法 

会費、事業収入、糸魚川市補助金、新潟県補助金、経済産業省・中小企

業庁補助金 
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（別表４） 

 

商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連

携に関する事項 

連携する内容 

①別表 1 3.事業計画策定支援に関すること 

2）創業者向け事業計画策定支援、における情報共有 

 

②別表 1 6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

2）ブランディングによる特産品開発支援、における地元食材等のブランド化と販路拡

大 

 

③別表 1 Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 

1）地域資源を活用した観光ビジネスの推進、における情報共有と観光誘客事業の実

施 

 

④別表 1 Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 

2）地元消費促進運動の推進、における事業の実施 

 

⑤別表 1 Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 

3）糸魚川市駅北大火からの復興まちづくりと商店街再生、賑わいづくり、における事

業の実施 

 

連携者及びその役割 

①糸魚川創業支援ネットワーク 

  住所 糸魚川市一の宮 1-2-5 糸魚川市産業部商工農林水産課企業支援室内 

  事務局  糸魚川市産業部商工農林水産課企業支援室（代表者なし） 

  役割   糸魚川創業支援ネットワークは、糸魚川市が主体となって平成27年度に創設。

当所のほか、市内 2 商工会、糸魚川信用組合、日本政策金融公庫高田支店で

組織されている。創業者支援において、創業希望者の情報を各機関で交換、

共有することにより的確かつ適切な支援が可能となる。当所では、主に創業計

画の策定、創業に向けた準備等の支援を行う。 

 

②糸魚川なりわいネットワーク 

  住所 糸魚川市一の宮 1-2-5 糸魚川市産業部商工農林水産課企業支援室内（事務

局） 

  代表者  会長 磯貝俊英 

  役割 糸魚川なりわいネットワークは、糸魚川市の特産品開発とブランド化推進、販路

拡大を目的に平成 24 年 5 月、糸魚川市が支援して設立された。これまで、ブラ
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ンド化に関する勉強会や商談会への出展、イベントによる糸魚川市の知名度向

上などの事業を行ない、現在会員は約 30社。当所経営発達支援事業における

販路拡大のための事業と同ネットワークにおける事業の対象事業者が重なるた

め、連携して行なうことで相乗効果を上げる。 

 

③一般社団法人 糸魚川市観光協会 

  住所 糸魚川市大町 1-7-47 糸魚川ジオステーション内 

  代表者  会長 山下建夫 

  役割 当所が行なう地域振興事業において、交流人口拡大に資する取り組み、インバ

ウンド及び各種イベント事業などで観光協会と連携して事業を実施している。当

所、観光協会、行政が協力して市内への観光誘客策や着地型旅行商品の造

成、市外への情報発信などを行なっている。 

 

④糸魚川市地元消費促進協議会 

  住所 糸魚川市南寺町 1-8-41 糸魚川信用組合内 

  代表者  会長 黒石 孝 

  役割 糸魚川市地元消費促進協議会は平成 27 年 7 月に行政、経済団体、消費者協

会、各種団体、商業者など 48 団体で地元での消費拡大を目的に設立された。

当所では平成 24年度から独自に地元消費促進運動を実施しており、市内全域

にその活動を広める意味で協議会設立に動いた。協議会では傘下団体を通し

た啓発活動を中心に事業を実施しており、当所では広報紙を通じた啓発活動、

市内共通商品券事業、プレミアム商品券事業、知っ得ゼミの開催などを行なっ

ている。 

 

⑤-1 糸魚川本町通り商店街振興組合 

  住所 糸魚川市寺町 2-8-16 糸魚川商工会議所内 

  代表者  理事長 小坂 功 

  役割 糸魚川本町通り商店街振興組合は、昭和 40 年 1 月に法人化され糸魚川市の

本町通りで商店街活動を行っている。 

 今回の糸魚川市駅北大火では、本町通りの真ん中を分断する形で大火に見舞

われ、構成員43者のうち20者が被災し、現在、休業中もしくは仮設店舗での営

業を行っている。同商店街は、糸魚川市の中心市街地のメインとなる商店街で

あり、糸魚川市駅北大火復興まちづくり計画において掲載されている拠点施設

計画と賑わいづくりの中心地として重要な役割を担っている。当該組合の事務

局は当所が担っており、復興事業について密接な協力体制をとっている。 

 

⑤-2 糸魚川広域商店街 

住所 糸魚川市寺町 2-8-16 糸魚川商工会議所内 

  代表者  会長 小坂 功 

  役割 糸魚川広域商店街は、平成 4 年、糸魚川市中心部の 5 つの商店街（糸魚川駅

前銀座商店街振興組合、糸魚川本町通り商店街振興組合、白馬通り商工発展
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会、中央通り協和会、広小路商店会）が連携して共同事業を実施するために組

織された。 

 平成 27 年度には、糸魚川市や当所の支援を受けて、広域商店街賑わいづくり

の 5 ヶ年計画を策定し、共同売出しや個店の魅力アップに資する事業を行って

いる。そうした矢先に大火に見舞われたが、商店街の再生と賑わいづくりにおい

ては被災者を含めた広域商店街のがんばりは不可欠であり、当所との連携のも

とイベント事業、中心市街地のにぎわいづくり事業を進めていく。 

 

連携体制図等 

 

①別表 1 3.事業計画策定支援に関すること 

 2）創業者向け事業計画策定支援、における情報共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 糸魚川市 

・相談窓口 
・創業支援補助 
・創業融資利子補給 

・情報一元管理・共有 

会議所・商工会 

・ワンストップ相談 
・個別相談 

・創業セミナー 
・専門家派遣 
 

日本政策金融公庫 
高田支店 

・個別相談 
・創業融資 

・創業セミナー 

糸魚川信用組合 

・個別相談 
・創業融資 

・創業セミナー 

市内金融機関 

・創業融資 
・情報提供 

連携 

糸魚川創業支援 

ネットワーク 
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②別表 1 6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 2）ブランディングによる特産品開発支援、における地元食材等のブランド化と販路拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③別表 1 Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 

 1）地域資源を活用した観光ビジネスの推進、における情報共有と観光誘客事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④別表 1 Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 

 2）地元消費促進運動の推進、における事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川なりわいネット

ワーク会員 

糸魚川商工会議所 

会員、管内小規模事業者 

地元食材等のブランド化、

販路拡大 

支援 

交流人口拡大、地域の振興 

糸魚川市・新潟県 

糸魚川市観光協会 

事業者 

糸魚川商工会議所 

地元購買の増加、地域の振興 

糸魚川商工会議所 

糸魚川市地元消費促進協議会

 

啓発活動 

糸魚川信用組合 
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⑤別表 1 Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 

3）糸魚川市駅北大火からの復興まちづくりと商店街再生、賑わいづくり、における事

業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災地・中心市街地の再生、賑わいづくり 

糸魚川駅前銀座商店街振興組合 中央通り協和会 

糸魚川本町通り商店街振興組合 広小路商店会 

白馬通り商工発展会  

連携 糸魚川広域商店街 

 

 糸魚川市、新潟県 

糸魚川商工会議所 

行政 

 

 
連携 

連携 
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