
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 十日町商工会議所 （法人番号 3110005010170） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

 １．小規模事業者の売上や利益を確保するための経営計画に基づく経営の啓蒙 

   推進 

 ２．地場産業や地域資源を活用した販路開拓支援の推進 

 ３．観光イベントを活用した地域経済活性化 

 ４．中心市街地活性化事業に合わせた賑わいの創出と活性化 

事業内容 

 

   １．地域の経済動向に関する調査 

    （１）企業景況調査 

    （２）賃金統計調査 

    （３）経営課題状況調査 

   ２．経営状況の分析 

    （１）広報ＰＲ活動 

    （２）簡易経営分析ツールの作成 

    （３）専門家を活用した経営分析 

   ３．事業計画策定支援 

    （１）経営戦略・経営計画策定セミナー 

    （２）創業希望者への支援 

    （３）専門家の活用 

   ４．事業計画策定後の実施支援 

    （１）経営指導員による定期的な巡回 

    （２）支援施策の情報提供 

    （３）専門的な課題解決に向けた対応 

    （４）金融斡旋 

   ５．需要動向調査 

    （１）新潟県消費動向調査報告の活用 

    （２）十日町フェア、十日町織物産地特別招待会でのアンケート 

       調査の実施 

   ６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

    （１）染織の祭典 十日町フェア 

    （２）十日町織物産地特別招待会 

    （３）まちゼミの継続開催を通じた新規固定顧客の獲得 

    （４）国宝「火焔型土器」等を活用した新商品・新サービスの開発 

   ７．地域経済の活性化に資する取組 

    （１）中心市街地活性化基本計画に基づく賑わい創出のためのイベ 

       ントの開催 

    （２）生誕地まつりでの経済波及効果の向上 

    （３）産業フェスタの開催 

    （４）十日町雪まつり等を通じた交流人口の増加等による地域活性化 

    （５）大地の芸術祭を活用した商品の開発と販売 

    （６）冬季スポーツ（ノルディックスキー）の大会誘致による経済波及 

       効果の創出 

    （７）十日町共通お土産用紙袋の制作 

 

連絡先 

 十日町商工会議所 中小企業相談所 

 〒948-0088 十日町市駅通り 17 番地 

 電話番号：025-757-5111 ファクシミリ番号：025-752-6044 

 メールアドレス：info@tokamachi-cci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域の概要 

（１）十日町市の概要 

十日町市は、新潟県南部の長野県との県境に位置しています。東西を美しい山々に

囲まれ、中央部には日本一の大河信濃川が南北に流れ、十日町盆地とともに雄大な河

岸段丘が形成されています。流域には集落が点在し、棚田などにより美しい中山間地

の景観を呈しています。 

東京からは約 200km、新潟市からは約 100km の地点にあり、市域の東西は 31.4km、

南北は 41.1km の広がりをもち、面積は 589.92 ㎢となっています。 

気候は日本海型気象区分に属し、四季折々に季節感あふれる様態を示しています。

毎年の平均積雪深は 2m を超え、全国有数の豪雪地帯となっています。1 年の 3 分の 1

以上が降積雪期間となり、この気象条件が、独特の生活文化の形成や経済活動などに

大きく影響しています。 

十日町市の人口は 56,712 人（平成 27.3.31 住基）ですが、将来人口の推計では、出

生数の減少と新規学卒者の市外流出が著しいことから、当分の間毎年 700 人から 800

人のペースで減少する見込みとなっています。高齢化が進み、65 歳以上の高齢者人口

比率は 34.7％（平成 27.3.31 住基）であり、新潟県全体の 29.1%より 5.6 ポイント上

回っています。 

（２）十日町市の産業構造 

十日町市の全産業の付加価値額は、平成 24 年経済センサス調査で 685 億 2 千万円で

す。産業分類別では、1 位が総合工事業 76 億 5 千万円、続いて 2 位が小売業 54 億 6

千万円、社会保障・介護・福祉事業 46 億 8 千万円、繊維工業 44 億円です。 

地場産業は、1,500 年の歴史をもつ絹織物業であり、高度経済成長期まで地域経済

をリードしてきました。しかし、その後の国民のライフスタイルの変化などにより、

出荷額が長期にわたって減少しています。昭和 60 年以降になると、自動車部品や電気

機器部品などの製造業が進出しましたが、その後、いわゆるバブル経済の崩壊により

国内需要の減少や国内生産の海外シフトにより、第 2 次産業の就業人口の減少が顕著

になっています。一方で、ＩＴ化時代を背景に情報サービス業の事業所数や就業者数

が伸びてきた他、商業・サービス業の多様化が下支えし、第 3 次産業の就業人口は増

加しています。また農業では全国的に有名な魚沼産コシヒカリの産地であり稲作も盛

んに行われています。 

自然的、社会的要因により定住人口が減少していく中、交流人口を増やし、地域活

性化を図るため、様々な祭りやイベントを開催しています。四大祭りといわれる冬の

「十日町雪まつり」、春の「十日町きものまつり」、夏の「十日町おおまつり」、秋の「生

誕地まつり」を中心に観光客の誘致を図っています。最近では四大祭りの他に、「十日

町地そばまつり」、「きものの街のキルト展」、3年に 1度開催される「大地の芸術祭」

も加わり、年間を通しての賑わいづくりを進めています。 

（３）十日町商工会議所のエリアと概況 

十日町市は平成 17 年 4 月に 1市 3町 1村が合併し現在に至っています。十日町商工

会議所のエリアは合併前の旧十日町市のエリアです。エリア内の人口は、33,225 名で

全市の 58.5％を占めています。十日町商工会議所の設立は昭和 25 年で、エリア内の
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商工業者数は 2,268 で、うち小規模事業者数は 1,878（平成 24 年経済センサス）と、

82.8％を占めています。 

古くから絹織物を主産業として栄えてきた地域で、戦後から高度経済成長期にかけ

て全国有数の和装産地として地域の発展を支えてきました。近年では出荷額や従業者

数が大きく減少しているものの、他の地域にはない産業であり、地域外から外貨を獲

得できる産業で、製造事業者の他に地域内流通業者、加工業者など関連事業者も多く

重要な地場産業となっています。 

十日町市の中心市街地は、中央を南北に走る国道 117 号線沿いに形成されています。

近年は郊外の大型店やロードサイドショップの出店により、消費を流出させています。

平成 25 年 6 月に中心市街地活性化基本計画が内閣府の認定を受け、ハード整備を中心

とした事業が始まりました。「まちなか居住の推進」と「にぎわいの創出」のため、産

業文化発信館「いこて」やサービス付き高齢者住宅「アップルとおかまち」がオープ

ンしました。ソフト事業でもＮＰＯ法人にぎわいが設立され、毎月 10 日に開催される

「とおか市」や高校生とのコラボイベントなどを実施し、中心市街地の活性化に向け

て事業を展開しています。当所は計画認定段階から行政や関係機関と共に活動してお

り継続して取り組んでいます。 

２．地域の強み（地域資源） 

（１）伝統ある「きもの産業」 

十日町のきものの歴史は古く、1,500 年以上の歴史があります。十日町のきもの産

業の特徴は、織と染の両方の産地であることです。紬織、絣織、友禅染め、絞り染め、

草木染めなど幅広い技術が受け継がれ、きものの総合産地となっています。国の伝統

的工芸品に指定されている『十日町明石ちぢみ』と『十日町絣』は十日町織物を代表

するブランドです。 

 

（２）世界に誇れる縄文文化の華「火焔型土器」をはじめとする 

  国宝「笹山遺跡出土品群」 

火焔型土器は、5,000 年前の縄文時代中期に十日町市など信濃川沿いの地域に生ま

れ、縄文文化の華といわれています。火焔型土器をはじめとする笹山遺跡出土品が平

成 11 年、国宝に指定されました。新潟県唯一の国宝指定で縄文土器では初の指定です。

 

（３）現代雪まつり発祥の地の「十日町雪まつり」 

十日町市は「現代雪まつり」発祥の地です。十日町雪まつりは暗く長い雪国の冬の

暮らしを明るく楽しいものにしようと昭和 25 年に始まりました。メインイベントであ

る「雪上カーニバル」は、雪ときものと花火で演出され、世界最大級の雪の建造物の

ステージで繰り広げられます。冬の日本海側最大のイベントで全国から多くの観光客

が訪れます。 

 

（４）世界最大級の現代アートの屋外作品展「大地の芸術祭」 

「大地の芸術祭」は当地域の里山や街並み、空き家等を舞台に、3 年に 1 度開催さ

れている現代アートの屋外作品展です。世界各国のアーティストと地元住民のコラボ

レーションによる作品展開は大きな反響を呼び、6 回目となった平成 27 年度は 50 日

間の開催で 51 万人の入込み客となりました。 

 

（５）中心市街地活性化基本計画に基づき、中心市街地整備が進んでいること 

基本計画に基づき、平成 27 年度に産業文化発信館「いこて」、サービス付き高齢者

住宅「アップルとおかまち」がオープンしました。平成 28 年度には「市民交流センタ
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ー」、「市民活動センターまちなか公民館」が開設予定です。活動の中心となる施設が

順次整備されており街の活性化が期待されています。 

 

（６）日本最大級の豪雪地ならではの雪国文化 

十日町市は人口 5 万人規模以上の都市としては、世界一雪の降る都市です。雪との

共存の中で育まれた文化は地域の大きな財産です。海藻の布のりをつなぎに使った「へ

ぎそば」や地酒、また雪国ならではの「山菜」等の食文化は当地域特有の魅力となっ

ています。また当地域でも外国人旅行客が近年急増しており、雪は重要な観光資源と

なっています。 

（７）冬季スポーツ（ノルディックスキー）の国際レベルの大会が開催可能な 

 「吉田クロスカントリー競技場」 

全日本クラスの大会はもちろん、国際レベルの大会開催が可能な国際スキー連盟

（FIS）公認のクロスカントリースキーコースです。平成 21 年には新潟国体のクロス

カントリー競技が開催されるなど、冬期間全国から多くの来場者で賑わいます。 

（８）ブランド米「魚沼産コシヒカリ」 

当地域は全国的なブランド米である「魚沼産コシヒカリ」の産地です。日本有数の

豪雪地帯である当地域特有の豊富な雪解け水が、お米の生育に必要な栄養分を与えて

おり食味をよくする重要な要素となっています。 

 

 

 

３．地域と小規模事業者の課題 

平成 16 年 10 月、十日町市をはじめとする中越地方は、新潟県中越大震災に見舞わ

れました。その後も豪雪や豪雨災害が相次ぎ、地域経済にも甚大な影響があり、事業

所の廃業、人口減や中心市街地の空地の増加等が続いています。一時的に建設業関連

が活況を呈したものの、災害復旧関連事業も終了し、地域経済は依然として元気を取

り戻せないでいます。 

当地域の地場産業である絹織物業は、縮小傾向にあるとはいえ、古くから当地域を

牽引してきた重要な産業であり、十日町地域に外貨をもたらす高付加価値の商品を作

り出す貴重な産業です。事業所数、従業員数は減少していますが、伝統を守りながら

トレンドを的確にとらえた商品の開発と新たな販売チャンネルの開拓、顧客の獲得を

進める必要があります。 

商業面、特に中心市街地は、中央を南北に走る国道 117 号沿いに形成されています。

中心市街地においても人口、世帯数の減少が続いていますが、そのような状況下、平

成 25 年 7 月に「十日町市中心市街地活性化基本計画」が内閣府の認定を受け、事業が

スタートしています。サービス付き高齢者住宅の建設や「市民交流センター」の整備

等、まちなか居住の推進と中心市街地で活動する人を増やす事業を実施しています。

居住人口と活動人口の増加をどのように個店の事業活動につなげていくかが課題とな

っています。 

観光関連では、平成 27 年春に北陸新幹線が金沢まで延伸したことにより首都圏から

観光客の流れが変化していくことが予想されます。これを見据えた取り組みとして、

ＪＲ飯山線と第三セクター鉄道ほくほく線を活用した観光振興策を検討する「奥信越

ロマンレールプロジェクト」が平成 25 年度より始まっており、ＪＲ東日本や北越急行

の積極的な支援も受けながらモニターツアーの実施などを通じ地域資源の発掘や、観

光客誘致に向けた取り組みを行っています。また、平成 12 年から 3年に 1度開催され
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ている現代アートの屋外作品展「大地の芸術祭」は、第 6 回では開催期間 50 日間で

51 万人の人出となりました。十日町雪まつりと並んで十日町市の全国的な知名度の向

上につながっています。更なる観光客の増加と小規模事業者の売上の向上につなげる

ことができるかが課題となっています。 

 

４．商工会議所の小規模事業者支援機関としての役割 

十日町商工会議所は、地域総合経済団体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ました。 

地域経済の発展については、地場産業の販路開拓事業やまつり、イベントによる交

流人口の増加、中心市街地活性化等に取り組んでまいりました。 

また小規模事業者の経営改善のためには支援機関として巡回、窓口相談を実施して

事業所の様々な相談に対応してきましたが、記帳指導や税務、金融、労務が主体でし

た。 

今後の方針として、地域経済活性化のための事業を引き続き実施しながら、経営指

導員をはじめとする職員の経営支援力の向上をはかり、小規模事業者が人口減少と高

齢化が急速に進む当地域で、大型店やコンビニ、ネット販売などの影響や消費税増税

等、小規模事業者を取り巻く環境が急激に変化していく中、自ら考え事業継続してい

けるように個者の支援の強化を図ります。地域の強みを生かしながら、自社の強み、

弱みを把握し事業継続していけるよう、事業計画策定から実施まで、事業者に寄り添

った支援を実施していきます。 

 

 

５．小規模事業者支援の目標 

（１）小規模事業者の売上や利益を確保するための経営計画に基づく経営の啓蒙推進 

小規模事業者の売上や利益を確保するために、自社の強みを再確認しニーズを捉

えた販路開拓や売上増につながる実現可能な経営計画の策定と実施について、伴走型

支援を実施します。 

 

（２）地場産業や地域資源を活用した販路開拓支援の推進 

地場産業であるきもの産業を活用した、十日町産品の販売促進や新たな商品開発

を図るとともに、火焔型土器や雪国文化等、地域の強みを活用した新商品の開発や効

果的な宣伝活動の推進と、新事業展開を支援し、売上の増加や利益の確保を図ります。

 

（３）観光イベントを活用した地域経済活性化 

四大祭りをはじめとする観光イベントにおける観光客へのアプローチの強化を図

り、経済波及効果の創出と小規模事業者の売上の増加を目指します。 

 

（４）中心市街地活性化事業に合わせた賑わいの創出と活性化 

中心市街地活性化事業の進捗に合わせ、賑わい創出事業や販売促進事業を実施し、

小規模事業者の売上増加を図ります。 
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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 28 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．地域の経済動向に関すること【指針③】 

 
（現状と課題） 

地域経済の動向を把握することは、小規模事業者の経営判断や経営戦略を立てる上

で重要です。当所では、現在下記調査を継続的に実施し、地域経済の動きや流れを取

りまとめ、調査結果を会報で公表しています。 
課題として、継続的な流れの把握の観点から調査対象を固定化していましたが、調

査対象事業所の見直しが必要なことと、数値的な側面だけでなく、事業所の生の声を

収集し調査結果に反映させる必要性があること、調査結果の公表が会報のみであり、

調査結果の幅広い周知と有効活用ができていないことが挙げられます。調査結果を当

所内だけでなく十日町市や関係団体等と共有することで、小規模事業者が必要として

いる補助事業や産業施策の立案、販路開拓や新商品開発の促進を図る必要があります。

 
（事業内容と改善点） 

（１）企業景況調査 

会員事業所景況調査を四半期ごとに実施しています。景況調査は、調査対象として

当所の議員事業所と各部会の常任委員等事業所 120 事業所としています。郵送で調査

票を対象事業所に送付し、郵送または当所経営指導員が訪問し回答を収集しています。

地域内の主だった事業所を網羅していますが、大型小売店や宿泊業など、調査対象に

入っていないところもあり、調査結果に反映されないところも見受けられます。また

全国的な景況と比較しての動向の検討がされていませんでした。 

改善点として、調査対象を精査し、不足している業種の調査対象を追加し実態を把

握できる調査とします。	
また、当所と小規模事業者のパイプ役として地域ごとに設置している「小規模企業

振興委員」に四半期ごとに経営指導員によるヒアリングを行い、足元の景気動向の把

握と企業経営の課題抽出に努めます。	
調査項目についても日本商工会議所が実施している景気動向調査と共通とし、全国

的な動向との比較検討をしやすくするとともに、例えば「中国経済減速の影響」や「消

費税増税の影響」、「人材不足」など、経済情勢の変化に応じた調査項目を適切な時期

に設定し、タイムリーで有効なデータの収集を図ります。	
   （調査項目：  ①売上 ②採算 ③仕入単価 ④従業員 ⑤業況	
           ⑥資金繰りの各項目の前年同月比と経営上の問題点）	
調査結果は、会報やホームページで公開するとともに、事業所の経営計画策定、創

業支援などに活用するとともに、四半期ごとに十日町市産業政策課との情報交換会を

開催し、施策立案等に活用していきます。	
	

（２）賃金統計調査 

賃金統計調査を 2年に 1 度実施し、平均月額賃金、年間総支給額、期末手当の支給
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状況、新卒者初任給額について調査しています。調査結果は冊子にまとめ、配布する

ことで企業の人材確保、給与体系の検討など労務管理に活用いただいています。地域

内の賃金動向をまとめている調査は他にはなく、貴重な調査ですが、従業員の高齢化

が進む中で、60 歳以上の労働者をどのような賃金体系としたのかなどの調査を実施し

ていませんでした。 
改善点としては、少子高齢化の進展により、60 歳以上の労働者の割合が増加してい

く中で、雇用維持を図るための適正な賃金設定に寄与できるよう、60 歳以降の賃金改

定状況について調査項目を追加することと、調査結果をホームページに記載し、小規

模事業者の事業経営の参考としてもらいます。 

 
（３）経営課題状況調査 

小規模事業者の経営上の問題点、課題を的確に把握するため、年 1 回、経営課題状

況調査を実施します。調査項目は、「直面する経営課題」、「課題に対する対応策」、「現

在望まれる経営支援」等を想定しています。変化していく社会環境、経営環境の中、

小規模事業者の課題の正確な抽出と経営分析、経営計画策定の参考にするとともに、

当所の事業計画の立案と行政への要望に活用します。 
調査方法は、郵送での調査に加え、経営指導員による実訪調査を実施し、できるだ

け事業者の生の声を収集することとします。また個々の事業所だけでなく、十日町織

物工業協同組合や（一社）新潟県建設業協会十日町支部、十日町専門店会協同組合な

ど関連業種団体へのヒアリングも実施し、実態の把握に努めます。 
 

（４）目標 
内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

景況調査  4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

〃   （対象企業追加） 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

〃  （振興委員ヒアリング） 年 2回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回

〃   （当所ＨＰ掲載） 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

〃   （調査項目追加） 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

〃   （行政との情報交換） 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

賃金調査 （対象３００社） 2 年に

1回 

 ○  ○  

〃   （項目追加） 未実施  ○  ○  

〃   （当所ＨＰ掲載） 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

経営課題状況調査 未実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

経営状況の分析については、商工会議所が窓口になっている小規模事業者経営改善

資金（マル経融資）や金融機関からの新規借入れや条件変更などの金融相談の際の財

務諸表の分析を中心に実施しています。また記帳指導など税務指導の一環として売上

状況などの年度比較を提供しています。記帳指導や税務指導は専門の事務員をもたな

い小規模事業者のニーズにあった事業であり、小規模事業者の事務支援という意味合

いもありますが、大きく変化していく経営環境の下、今後も小規模事業者が事業を継

続していくには財務状況だけでなく、自社の「商品、サービスの強み弱み」、「顧客ニ

ーズ」や「狙うべき市場」等をしっかりと分析把握し、経営活動を継続していくこと

が益々重要となってきます。 
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（事業内容と改善点） 

これまでは小規模事業者からの金融相談などの際に経営分析を実施してきました。

事業者が自ら経営分析を希望してくることはほとんどなく、金融機関等からの要請に

より実施することがほとんどでした。小規模な事業者であっても経営分析が必要であ

ることをＰＲし、対象者の掘り起こしを実施します。手法としては当所が実施するセ

ミナーや勉強会に参加する事業者に経営分析の必要性をＰＲするチラシ等を作成し配

布するとともに、巡回訪問や個別相談の際に活用して経営分析の必要性の啓蒙を図り

ます。またＰＲチラシをホームページにも掲載することで、繰り返し啓蒙していきま

す。 
対象者の掘り起こしとして、マル経融資の過去の利用者と、当所で記帳指導を実施

している事業者や小規模事業者持続化補助金を活用できると思われるやる気のある事

業所を抽出し、経営分析実施事業所を増やしていきます。 
小規模事業者には特に、実施しやすく、わかりやすい経営分析が必要であることか

ら、簡易な経営分析ツールを作成し、活用することで対象者の増加を図ります。 
 

（１）広報ＰＲ活動 

経営指導員の巡回時に、啓蒙ＰＲチラシを持参し、対象者の掘り起こしを実施しま

す。また、当所が実施する各種セミナーにおいて、啓蒙ＰＲチラシを配布し、参加者

に経営分析の必要性、重要性を説明していきます。新たに経営計画策定支援セミナー

も開催し小規模事業者の意識づけを図ります。さらにホームページに専用ページを作

成し、経営分析を含む経営計画の策定の必要性をＰＲします。 
 
（２）簡易経営分析ツールの作成 

今まで経営分析をしたことのない事業所がほとんどのため、分析項目を少なくした

取り組みやすい簡易な経営分析ツールを作成し、分析対象事業所の増加を目指します。

分析項目は、安全性、収益性や、自社の強み、弱みといった基本事項とします。 
 

（３）専門家を活用した経営分析 

より詳細な分析が必要となる場合、（公財）にいがた産業創造機構や新潟県商工会議

所連合会、十日町市と連携し、各機関の持っている専門家派遣事業等を活用し、経営

指導員と共に支援していきます。（活用支援制度：エキスパートバンク制度、よろず支

援拠点、ミラサポ、十日町市専門家派遣制度等） 
 

（４）経営分析結果の活用 

対象事業所の経営課題の抽出や実態把握に活用するとともに、経営計画策定に役立

てます。 
 
（目標） 

支援内容 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

巡回訪問相談件数 1,173 件 1,180 件 1,190 件 1,200 件 1,200 件 1,200 件

マル経融資利用者

に対する経営分析 

5 10 10 10 10 10

決算指導先からの

経営分析 

未実施 12 15 15 15 15

セミナー参加者に

対する経営分析 

未実施 10 15 15 15 15
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
（現状と課題） 

当所の事業計画策定支援は、日本政策金融公庫国民生活事業へのマル経融資制度を

はじめとする融資制度の申請時と、創業を志す方への創業計画書の作成支援、小規模

事業者持続化補助金等の申請の際に実施しています。 
現状では事業計画策定にあたっては融資や補助金を受けることが主目的となり、経

営改善や持続的な発展にむけた支援が不足していました。今後は地域の経済環境や景

気動向、需要動向などを的確に捉え、自社の強み、弱みを踏まえた小規模事業者への

支援が必要となっています。 
 

（事業内容と改善点） 

新規事業として、経営計画策定支援セミナーを実施します。また個別相談も合わせ

て開催し、個々の事業所に即した経営課題の解決とそれぞれにマッチした経営計画の

策定の支援を実施します。 
創業希望者へは創業融資のためだけでなく、その創業計画により持続的に経営活動

をしていけるのか、ターゲットは適正かなどまずは自らの創業計画の見直しから始め

てもらい、必要に応じて専門家も活用しながら現実的な計画策定の支援を実施します。

 
（１）支援対象者 

経営分析の対象者と創業希望者、そして新規に実施する経営戦略・経営計画策定セ

ミナー参加者を想定しています。また小規模事業者持続化補助金の申請希望者は、販

路拡大や新たなチャレンジに取り組む前向きな事業者なので、申請支援を通じて集中

的に支援を行います。 
 

（２）経営戦略・経営計画策定セミナー 

これまで小規模事業者向けに経営計画の立て方を学ぶ勉強会は実施してきませんで

した。事業内容や商圏が限られる小規模事業者こそ、それぞれに合った計画に基づく

経営活動が必要なことから、経営計画の必要性や重要性を認識してもらい、経営計画

策定へとつなげるために、地域戦略、客層戦略、商品戦略を体系的に学び、戦略を立

てていく経営戦略・経営計画策定セミナーを開催します。 
数回のシリーズで学ぶセミナーとして開催し、セミナーを受講しながら実際に自社

の経営計画を策定していくセミナーとするため、個別相談も合わせて実施して進捗状

況を確認しながら経営計画が円滑に策定できるよう伴走型支援を実施します。 
参加募集方法として、当所会報とホームページでの告知、経営指導員の巡回時の声

掛けや関連団体との会合等でのＰＲ，当所青年部の事業所への参加募集、小規模事業

者持続化補助金の相談者への声掛け等を実施します。 
 

（３）創業希望者への支援 

十日町市では平成 26 年度、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定

し、国の認定を受けました。十日町市と当所、5 商工会、（一財）十日町地域地場産業

振興センターが連携し創業支援にあたります。当所にも相談窓口を設置し、創業者へ

の活用できる補助事業の紹介や、経営計画の策定における相談（ターゲット市場の見

つけ方、ビジネスモデルの構築方法、商品・サービスの作り方、適正な価格設定と効

果的な販売方法、資金調達等）に、経営指導員とそれぞれの課題に適した専門家やコ

ーディネーターを活用しながら実現可能な経営計画策定に向け支援を行います。 
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また創業者向けセミナーを十日町市と連携して実施し、創業希望者の掘り起こしと

創業に対する心構え、経営の基本的事項の理解度の向上を図ります。十日町市の市報

等でのＰＲを実施し事業者だけでなく広く市民への周知を行います。 
 
（４）専門家の活用 

経営計画の策定にあたっては、地域の経済動向や消費の動向を踏まえた上で、個々

の事業者の特色を生かした経営計画を策定する必要があります。連携機関等の専門家

を積極的に活用し、経営指導員と連携してより実現可能な計画の策定を支援します。

（活用支援制度：エキスパートバンク制度、よろず支援拠点、ミラサポ、十日町市専

門家派遣制度等） 
 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営戦略・経営計画

策定セミナー参加

事業者数 

未実施 20 20 20 20 20

マル経融資利用者

に対する策定支援 

5 8 8 8 8 8

決算指導先からの

経営分析に対する

策定支援 

未実施 10 10 10 10 10

セミナー参加者に

対する策定支援 

未実施 8 12 12 12 12

創業者に対する策

定支援数 

2 5 5 5 5 5

 
 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

これまでの事業計画策定後の支援は、日本政策金融公庫の融資申請時に経営計画の

策定支援をした事業者と創業相談での支援を行った事業者について、事業者からの連

絡があった時に訪問し、進捗状況を確認し相談対応をしてきました。連絡があってか

らの訪問では状況が悪化している場合が多く、もっと早期に状況の把握ができれば事

業を実施していく上で適切な支援策を提示することができ、問題解決への近道となり

ます。定期的な連絡や訪問などのフォローアップが必要とされています。 
 

（事業内容と改善点） 

事業計画策定後は策定支援を行った事業所すべてを対象として、策定時に支援を担

当した経営指導員が該当事業所を担当し伴走型の支援を実施します。定期的に訪問す

ることで、事業実施における課題の早期発見と適切な対応策の提示、支援実施を行い

ます。 
 

（１）経営指導員による定期的な巡回 

経営計画策定支援を実施した事業所に 3 カ月ごとに担当指導員が巡回訪問し、実情

の把握と各種相談への対応を実施します。巡回訪問と合わせてメールや電話によるフ

ォローアップも随時行い、2年目以降は進捗状況に合わせて巡回頻度を事業所ごとに変

更（計画通りの進捗でない場合、訪問頻度を上げる）して継続的に支援していきます。
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（２）支援施策の情報提供 

国県や市、他の支援機関の実施する支援施策について巡回訪問時に情報提供し、有

効な支援策については活用に向けての支援を行います。 
 

（３）専門的な課題解決に向けた対応 

計画実施する上で業種によって技術的な相談など専門的な問題が発生した場合は、

その分野の専門家を活用することによって解決策を提示するよう努めます。具体的に

は四半期に一回（公財）にいがた産業創造機構と共催で実施している「出張相談会」

やミラサポ、エキスパートバンク等の専門家派遣事業を活用して対応します。 
 

（４）金融斡旋等 

資金繰りについては、当所で毎月開催している日本政策金融公庫の「融資相談会」

と新潟県信用保証協会の「個別相談会」を活用しながら、無担保無保証で利用できる

日本政策金融公庫の「マル経融資」や県、市の制度融資、小規模事業者経営発達支援

融資制度を紹介し、利用促進を図ります。 
 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営戦略・経営計画

策定セミナー参加

事業者数 

未実施 20 20 20 20 20

マル経融資利用者

に対するフォロー

アップ事業所数 

未実施 8 8 8 8 8

決算指導先からの

経営分析実施者に

対するフォローア

ップ事業所数 

未実施 10 10 10 10 10

セミナー参加者に

対するフォローア

ップ事業所数 

未実施 8 12 12 12 12

創業者に対するフ

ォローアップ事業

所数 

未実施 5 5 5 5 5

 
 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

今まで需要動向に関する調査や資料提供を当所では実施してきませんでした。今後

は小規模事業者の持続的発展を支援する上で需要動向を把握することは重要となって

きます。小規模事業者は、事業内容や商圏が狭く、価格競争力や販売力が弱く経済社

会の構造的変化の影響を受けやすいため、価格競争に巻き込まれない商品、サービス

を提供していく必要があります。地域の強みと自らの強みと弱みをよく理解した上で

需要の掘り起こしや新たな需要の創造を図っていく必要があります。 
 

（事業内容と改善点） 
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関係機関の各種調査を活用し分析することで、小規模事業者の事業活動の支援に役

立てます。また当所で実施している地域外の顧客をターゲットとした販路開拓事業で

のアンケート調査を実施し、地域外に対して訴求力のある地域の強みを生かした商

品・サービスづくりの啓蒙、促進に活用します。 
 

（１）新潟県消費動向調査報告の活用 

3 年に 1 度新潟県と十日町市で実施している「中心市街地に関する県民意識・消費

動向調査」を活用し、当地域の経営環境の分析に活用します。分析する項目は以下の

通りとし、分析結果は経営計画策定に利用するとともに、当所ホームページに掲載し、

広く小規模事業者が利用できるようにします。 

  分析項目： 商圏人口、購買人口、他商圏との競合状況、買物地区利用割合、 

        交通手段、中心市街地に足りないもの、中心市街地に望むこと等 

 
（２）十日町フェア、十日町織物産地特別招待会でのアンケート調査の実施 

地場産業である織物産業の販路開拓を目的に、当所が中心となって消費者向け展示

商談会「染織の祭典十日町フェア」を東京で開催し、4日間の開催で約 1,000 名の来場

者があります。この展示販売会の来場者に対し、十日町のイメージや地酒やお菓子、

和装小物等地場産品についてのアンケート調査を実施し分析することで、地域外へ売

れる特産品の商品づくりのためのデータ収集を実施します。 

織物産業の販路拡大のもう一つの取組みとして「十日町織物産地特別招待会」も実

施しています。この事業は十日町に全国のきもの愛好家らお越しいただき、4日間で約

500 名の来場者があります。こちらも来場者へ十日町フェアと同様のアンケートを実施

し、商品づくりに役立てます。 

   調査項目： 年齢、性別、十日町のイメージ、購入したいと思う商品とその数量

         価格帯等 

アンケート結果は、参加事業者と地場産品製造業者に提供し、商品開発、改良に活

用します。 

 
（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

新潟県消費動向調

査の活用分析、ホー

ムページ掲載 

未実施 ○ ○ ○ ○ ○ 

十日町フェアでの

アンケート回収 

未実施 600 600 600 600 600

十日町織物産地特

別招待会でのアン

ケート回収数 

未実施 300 300 300 300 300

 
 

 

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） 

地場産業である織物の販路開拓として、当所が中心となり消費者向け展示商談会「染

織の祭典十日町フェア」と「十日町産地特別招待会」を開催してきました。 

「染織の祭典十日町フェア」は、東京都内の有楽町及び日本橋で毎年 8 月に開催し

てきました。平成 27 年度は 4 日間の開催で、参加事業者は製造事業所 17 社、流通事
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業所 9 社で、メーカーごとのブースを設けて実施しました。来場者数は 987 名、消費

者売上 9,322 万円の実績でした。 

十日町フェアが首都圏での販路開拓なのに対し、「十日町産地特別招待会」は産地で

ある十日町市にお客様からお越しいただく消費者向け展示販売会で、平成 27 年度は 5

月に 4日間の開催で、参加事業所数は製造事業所 19 社、流通事業所 9社で、来場者数

478 名、消費者売上 1億 2,162 万円の実績です。 

両事業とも長期低迷が続く織物業界で、織物業界の売上の確保と販路開拓に寄与し

ていますが、「商品構成がマンネリ」との声もきかれるようになり、消費者ニーズに合

わせた商品開発、販売方法が必要となっています。 

また、この事業で来場されるお客様はほとんどが地域外の方であり、これらの方々

にきもの以外の十日町の魅力をＰＲし、いかに地域地場産品の地域外展開や地元での

消費の拡大につなげていくかが課題となっています。 

商業・サービス業関連では、冷え込んだ消費を喚起するため、平成 26 年度まで毎年

12 月に「年末大感謝祭」を開催してきました。しかし、郊外大型店やロードサイド店

への消費流出が大きく、売上も減少してきたことから今年度は中止とし、事業内容の

再検討をしています。 

新たな動きとして「まちゼミ」（とおかまちゼミ）を開催しています。お店の店主、

従業員が講師となって、専門店ならではの知識や情報を無料で教えるミニ教室を自店

舗で開催するものです。講座を通じて顧客の開拓と固定客の増加につなげ、売上の増

加を目指すものです。自店の商売を見直し、強み、弱みを再確認することにつながる

事業であり、参加者のアンケート結果でも「満足」とする回答が 99％と好評で、事業

者からも固定客の獲得につながったとの声も聞かれます。参加店は 21 店舗とまだ少な

いですが、参加店舗を増やし、自店の商品、サービスの見直しを図る絶好の機会とし

て捉え、継続実施していくことが求められています。 

十日町市の笹山遺跡で出土した約 5,000 年前の火焔型土器をはじめとする縄文期の

「笹山遺跡出土品群」は国宝に指定され、日本の原始美術を代表する優れた造形美は

世界から注目を集めています。 

当所では会頭を先頭に、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの聖火台に火焔

型土器をモチーフに用いることで縄文文化を世界に発信できるよう、縄文期の国宝を

所有する 5 商工会議所・商工会と連携し、関係機関等に要望活動を行うとともに、大

宮駅構内デジタルサイネージでの電子広告や JR 東日本による新幹線車内誌「トランヴ

ェール」等により積極的な情報発信を行っています。火焔型土器をはじめとした縄文

文化を観光面だけでなく、新商品や新サービス開発へつなげていくことが課題となっ

ています。 

 

（事業内容と改善点） 

（１）染織の祭典 十日町フェア 

きものの展示商談会ということで、今までは十日町織物の展示販売がメインであり、

十日町のＰＲや地場産品の販売は実施していませんでした。首都圏で開催する集客イ

ベントであり、地域外に物品を販売する好機と捉え、特産品である、米、地酒、そば

等の地場産品を展示販売するコーナーを設置し、十日町産品の知名度の向上と販路開

拓を図ります。 
 
（２）十日町織物産地特別招待会 

産地である十日町にお越しいただいて商談してもらう事業であり、きもの販売だけ

でなく、十日町の産業や食、自然など様々な魅力を知ってもらうことにより地場産品

の販売に結びつけていきます。産地ならではの工場見学ツアーや地元酒蔵見学、そば
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店をめぐるツアーなど十日町の魅力を体験できる着地型ツアーを設定し、観光関連業

者や商業者等の小規模事業者の売上向上に結びつけます。 
 
（３）まちゼミの継続開催を通じた新規固定顧客の獲得 

「まちゼミ」は、お客様が喜んでいただき、店の売上が増加、そして街の賑わいに

寄与する、三方よしと言われます。この「まちゼミ」に取り組むことで、事業者が自

らの魅力、個性を洗い出し、再認識することにより体質を改善する好機となります。

参加店の募集方法を従来の当所会報での募集だけでなく、商店街振興組合を通じた

募集や、経営指導員による巡回でのアプローチ、Facebookや当所ホームページへの掲
載を実施し、参加店の拡大を図ります。 
受講生の募集は、従来は地元新聞へのチラシ折り込みによるものでしたが、市報へ

の折り込みによる告知、地元ＦＭとおかまちや情報誌（フリーペーパー）を活用して

知名度の向上を図り、受講生を増加させます。 
 
（４）国宝「火焔型土器」等を活用した新商品・新サービスの開発 

国宝「火焔型土器」等の地域資源を観光や新商品、新サービスの開発に結びつける

ため、平成 28 年度に日本商工会議所委託事業の「地域力活用新事業∞全国展開支援プ

ロジェクト」の調査研究事業に取り組みます。 
特に「火焔型土器」の商標は当所が２種類（第２４類と第２５類）を所有していま

す。この商標の活用を広く小規模事業者に呼びかけ、縄文の華といわれる「火焔型土

器」を生かした商品の開発を図ります。当所会報で活用を呼びかけるほか、専門家に

よる相談会も開催します。 
 

 
（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

十日町フェアでの

地場産品コーナー

への出品事業者数 

未実施 10 10 10 10 10

十日町織物産地特

別招待会での体験

ツアー設定事業所

数 

未実施 10 10 10 10 10

まちゼミ参加事業

所数 

21 25 30 30 30 30

まちゼミ受講者数 331 400 450 450 450 450

火焔型土器の活用

支援件数 

未実施 2 5 7 7 7

 
 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（現状と課題） 

まず、中心市街地活性化事業による地域経済の活性化についてですが、十日町市は

平成 25 年に「十日町市中心市街地活性化基本計画」認定を受け、「新たな賑わい」に

満ちた「魅力あるまち」の創造を基本理念に掲げ、「暮らす人を増やす」「訪れる人を

増やす」「活動する人を増やす」ことを目標に活性化事業を進めています。計画の認定

にあたっては、当所が中心となって関係機関で構成する「十日町市中心市街地活性化
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協議会」を立ち上げ、初期段階から行政をはじめ産業界の各団体と協議しコンセンサ

スを得ながら活動してきました。また当所会頭が先頭に立ち経済界に呼びかけ「中心

市街地活性化基金」を設立しまちづくり活動への支援を行っています。 

平成 27 年度には中心市街地活性化事業のコア事業となる「産業文化発信館いこて」

と「サービス付高齢者住宅アップルとおかまち」がオープンし中心市街地で生活する

人、活動する人が少しずつ増加しています。平成 28 年には「市民交流センター」「市

民活動センターまちなか公民館」が開設予定となっています。現在はハード事業が先

行していますが、これに合わせて商店街や事業者がソフト事業を実施し、街の賑わい

創出と活性化を共に進めてゆくことが求められています。 

次に、観光イベントを通じた交流人口増加による地域活性化についてですが、十日

町市では、交流人口の増加をめざし、「十日町雪まつり」や「大地の芸術祭」などの様々

なまつり、イベントを開催しています。まつり、イベントの実施にあたっては、地域

内の業界団体や観光協会、商店街連合会、等様々な関係団体で構成される実行委員会

で実施しています。当地域には観光の核となる旧所名跡等観光資源が少なく、まつり

やイベントを開催することで観光客の増加を図ってきました。定住人口が増える見込

みのない中、十日町を訪れる観光客に対するアプローチが十分ではなく、まつりや観

光イベントをどう地域経済の活性化に生かしていくかが課題となっています。 

 
（事業内容と改善点） 

１．中心市街地活性化基本計画に基づく賑わい創出のためのイベントの開催 

平成 28 年度には「市民交流センター」、「市民活動センターまちなか公民館」がオー

プンします。商店街に賑わいが戻り、活気あふれる商店街になるために関係団体が一

体となって事業推進します。竣工記念イベントや賑わい創出イベントなど中心市街地

活性化事業に当所商業部会と十日町市、十日町市商店街連合会、NPO 法人にぎわいと

連携し積極的に取り組みます。 

 
２．生誕地まつりでの経済波及効果の向上 

十日町市の名誉市民であり世界的な平和指導者の庭野日敬先生の生誕の地であるこ

とから、（一社）十日町市観光協会、十日町織物工業協同組合、十日町農業協同組合な

ど関係団体と当所が中心となって実行委員会を組織し、十日町市の四大祭りである「生

誕地まつり」を実施しています。 

全国各地から約 10,000 名以上の方が来市され、中心市街地等で大きな賑わいを生み

出しますが、地元商店街での飲食や土産品購入等が少なく経済波及効果が低いことが

課題となっています。 

当所商業部会と実行委員会、商店街連合会等と連携し、商店街お買い物マップの作

成と、観光客と市民を対象としたクーポン券事業を実施し経済波及効果を高めます。

 

３．産業フェスタの開催 

平成 16 年の新潟県中越大震災以降、相次いだ自然災害で疲弊した当地域で、産業界

が連携し元気を出そうということで「十日町産業フェスタ」を開催しています。産業

フェスタは、（一社）新潟県建設業協会十日町支部や十日町農業協同組合、製造業者の

団体であるグループ夢 21、十日町織物工業協同組合、十日町市・中魚沼調理師会など

市内の産業関連団体が一堂に会して実施しています。平成 27 年度は 10 月に 2 日間の

日程で開催し、39 団体 121 社の参加で、16,600 名の来場者でした。 

今まではお祭り的なイベントとなっていましたが、小規模事業者の情報発信力強化

を図るため、この産業フェスタで小規模事業者の開発した新商品や新サービスを一堂

に集め、ＰＲするブースを設置し、来場者や市民に広くＰＲする場を提供します。 
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４．十日町雪まつり等を通じた交流人口の増加等による地域活性化 

昭和２５年に始まり現代雪まつりの発祥といわれる「十日町雪まつり」は、毎年 2

月に 3 日間の会期で開催されます。平成 27 年度は 30 万人の人出がありました。この

十日町雪まつりでは、当所がＪＲ十日町駅隣接地で「駅前イベントひろば」を主催し

ています。さらに当所青年部が（一社）新潟県建設業協会十日町支部や十日町織物工

業協同組合とメインイベントである雪上カーニバルの運営に協力しています。 

当所では特産品の「魚沼産コシヒカリ」の 1 合入りの特製パック 2,000 個をお客様

に無料配布し、十日町のＰＲに努めています。今後はコシヒカリだけでなく、地酒や

布のりつなぎの乾そばやお菓子等の地場産品のチラシを配布し、更なるＰＲの強化を

図ります。 

また、当所が参画する奥信越ロマンレールプロジェクトにおいて、JR 東日本と北越

急行の協力を受け、十日町雪まつりをはじめとする雪国文化や地域資源を活用した旅

行商品づくりや受け入れ体制整備に取り組み、観光客の入込み増加を図ります。 

 

５．大地の芸術祭を活用した商品の開発と販売 

3 年に一度開催される現代アートの祭典「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエン

ナーレ」は、当地域の里山や街並みを舞台に、平成 12 年から 3年に 1度開催していま

す。水田や路地裏、空家など日常の生活空間に、国内外の芸術家による作品が 50 日間

にわたり展示されます。回を重ねるごとに知名度も向上しており、平成 27 年度では

51 万人の人出となりました。 

この大地の芸術祭の期間中、地域ごとにアーティストと地元住民、来訪者の交流イ

ベントが実施されて地域活性化に寄与していますが、更なる経済波及効果をねらった

取組みが必要となっています。次の開催年にあたる平成 30 年を見据えて、商店街や飲

食業者、宿泊業、製造業者等と運営主体である十日町市、ＮＰＯ法人越後妻有里山協

働機構と受入れ体制整備やコラボレーション商品づくりなどについて継続的に検討

し、経済波及効果の創出を図ります。 

 
６．冬季スポーツ（ノルディックスキー）の大会誘致による経済波及効果の創出 

国際スキー連盟（FIS）公認の「吉田クロスカントリー競技場」では平成 31 年に全
国中学校選手権大会の開催が予定されています。全国レベルの大会誘致をさらに進め、

来訪者の増加を図るとともに、スポーツ関連事業等を通じて地域活性化を推進する団

体である十日町市スポーツコミッションとの協力のもと、飲食業や宿泊業への経済波

及効果の創出と全国からの来訪者への地場産品の販売促進や PRを図ります。 
 

７．十日町共通お土産用紙袋の制作 

観光やビジネスで来市されるお客様がお土産を購入する際、または市外への出張で

十日町産品を地域外へ持参する際に、一目で十日町をイメージできるようなデザイン

の共通買い物袋を作成し、小規模事業者から活用してもらうことにより、小規模事業

者の売上増加と地域外への十日町の知名度向上を図ります。 
 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（現状と課題） 
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他の支援機関との情報交換については、各支援機関の諸会議に参加し情報交換を実

施したり、エキスパートバンク事業などの専門家派遣や個別相談の際に経営指導員が

同行し支援ノウハウの習得に努めています。今後伴走型支援を実施していく上で各機

関がもつ支援メニューの情報共有や支援ノウハウの共有が重要となってきます。 

 

（事業内容と改善点） 

（１）新潟県よろず支援拠点連絡会議 

（公財）にいがた産業創造機構が中心となって構成している新潟県よろず支援拠点

の会議に参加し、活用できる施策情報の取得や支援事例について情報交換します。 

 

（２）新潟県中小企業支援プラットフォーム 

当所は、（公財）にいがた産業創造機構が代表機関となり構成している「新潟県中小

企業支援プラットフォーム」の構成団体となっており、情報交換会に参加し県内金融

機関や県内の商工会議所、商工会との小規模事業者支援のノウハウや支援事例の情報

交換を実施します。 

 

（３）新潟県商工会議所連合会における支援会議 

新潟県商工会議所連合会が主催する各種会議に参加し、県内各地の商工会議所と小

規模事業者支援に関する情報交換を図るとともに、国や県の支援施策の動向について

の情報取得に努めます。 

 

（４）中越地区指導業務連絡会議 

当商工会議所を含む新潟県中越地区の長岡、柏崎、小千谷の 4 商工会議所で、年に

1度連絡会議を開催し経済動向や実施している支援事業について情報交換しています。

この会議には日本政策金融公庫長岡支店も参加していることから、特に金融動向や財

務分析、金融支援の手法についての情報交換を実施します。 

 

（５）創業支援連絡会議 

創業支援については、十日町市が認定を受けた「創業支援事業計画」に基づき、連

携機関である十日町市と当所、市内 5商工会、（一財）十日町地域地場産業振興センタ

ーで、創業支援についての情報交換会を四半期ごとに度開催し、支援ノウハウや事例

の情報共有を図ります。 

 

（６）市内商工会・商工会議所小規模事業者支援連絡協議会 

市内の 5商工会と当所で、年に 1 度連絡協議会を開催しています。税理士会と税務

署も参加し主に税務についての情報交換を実施しています。小規模事業者の経営状況

についての情報を多くもっている税理士会と連絡を密にし、今後は小規模事業者の現

況や課題、必要としている支援についても情報交換を行い、支援のレベルアップにつ

なげていきます。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（現状と課題） 

当所の今までの経営改善普及事業は、小規模事業者から要請が多かった記帳指導や

税務相談、金融相談が中心でした。税務、記帳関連の支援スキルは今までの経験もあ

り一定レベルにありますが、これからの小規模事業者への支援には税務、記帳関連ス
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キルにプラスして、小規模事業者の売上、受注増につながる支援スキルが必要であり、

多方面にわたる知識と支援ノウハウを習得する必要があります。また、習得した知識

を所内で共有し、経営指導員のみならず一般職員を含めた十日町商工会議所全体の支

援力を強化していく必要があります。 

 

（事業内容と改善点） 

（１）新潟県商工会議所連合会が主催する研修会への参加 

経営指導員研修会、補助員研修会、小規模事業者支援人材育成研修会へ参加し、基

礎的な支援力の習得を図ります。 

 

（２）中越地区指導業務連絡協議会での研修 

中越地区の 4 商工会議所で、小規模事業者の支援の取組みついてテーマを決めて情

報交換や意見交換を実施し、商工会議所同士ならではの実務レベルにおける支援事業

の課題の共有を図り、支援力強化に努めます。 

 

（３）中小企業大学校のセミナーへの参加 

中小企業大学校が開催するセミナーで、「新規顧客の獲得方法」や「地域資源を生か

した新商品の開発」等販路開拓など事業者の新たな取組に資するセミナーを中心に受

講し、小規模事業者に対する提案力の強化を図ります。 

 

（４）専門家との帯同訪問、相談 

経営支援のための中小企業診断士等専門家派遣や専門家との個別相談会に経営指導

員が同行し、専門家の指導スキルを実体験することで、専門的指導スキルやコミュニ

ケーションスキル、コーチングスキル、現場対応力の習得を図ります。 

 

（５）所内への支援スキルの蓄積と共有化 

①支援事例、手法のデータベース化 

経営指導員が個々の知識、スキルとして蓄積した支援手法や効果のあった支援事例、

失敗事例等をデータ化して所内サーバーに蓄積します。具体的には個別事業所に対し

て行った支援事例を記載する様式を作成し、サーバーの共有フォルダにデータベース

化して蓄積します。蓄積した支援事例は、新商品開発、販路開拓、事業承継、財務分

析等カテゴリ別に整理し、検索、閲覧できるようして職員間の支援ノウハウの共有と

所内への蓄積を図り、支援スキルの向上と職員の支援レベルの平準化に役立てます。

②グループウェアを活用した支援情報の共有化、マニュアル化 

当所では、日程管理や日本商工会議所や新潟県連合会、国県等関係機関からのメー

ル情報を、インターネットを活用した情報共有ツールであるグループウェアを使用し、

職員全員が見ることができるようにして情報の共有化を図っています。このグループ

ウェアのＷＥＢ共有機能を活用し、経営指導員だけでなく全職員が担当業務を遂行す

る上で気づいた事項や研修会で得た知識、情報を随時掲載しカテゴリ別（補助金等支

援制度、消費税、労務、融資、マイナンバー等）に蓄積し、いつでも検索し閲覧する

ことを可能とすることで、小規模事業者に対する支援・指導全体を網羅したマニュア

ル化を図り支援スキルの共有化と職員全体の支援スキルの底上げを図ります。 

 

（６）支援体制の充実 

定期的に「経営支援会議（2週間に 1回の開催）」を開催します。メンバーは事務局

長をはじめ、中小企業相談所長、経営指導員、補助員、記帳専任職員といった中小企

業相談所職員のほか一般職員もその対象として、小規模事業者が求める支援内容のト
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レンドやそれに対応できるノウハウを共有するために、支援事例の発表や意見交換を

継続して行うことで支援スキルの維持に努めます。 

 

 

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 

毎年度、本計画に記載した事業実施状況と成果については、以下の方法により評価、

検証を実施します。 

 

（１）十日町市産業政策課、㈱日本政策金融公庫長岡支店、（公財）にいがた産業創造

機構の有識者により事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行います。

（２）正副会頭会議において、評価、見直しの方針を決定します。 

（３）事業の成果、評価、見直しの結果については、常議員会へ報告し、承認を受けま

す。 

（４）事業の成果、評価、見直しの結果については、十日町商工会議所ホームページ 

（http://www.tokamachi-cci.or.jp）に計画期間中掲載し、閲覧できるようにし

ます。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１月現在）

（１）組織体制 

 

 【十日町商工会議所の全体組織】 

  会 頭   １名 

  副会頭   ３名 

  常議員  ２５名 

  監 事   ３名 

  議 員  ７５名 

  専務理事   １名 

  事務局  １４名 

    事務局長 １名 

      ﹂ 総務課  課長１名、臨時職員３名 

      ﹂ 中小企業相談所（中小企業振興課） 

           相談所長１名、経営指導員４名、補助員２名、記帳専任２名 

 

 【経営発達支援事業の実施体制】 

  総責任者   事務局長      １名 

  実施主体   中小企業相談所 

          中小企業相談所長 １名 

          課長（経営指導員）１名 

          経営指導員    ３名 

          補助員      ２名 

          記帳専任     ２名（うち嘱託職員１名） 

         （経営支援会議には交代制で、総務課職員が参加） 

 

 

（２）連絡先 

 

  十日町商工会議所・中小企業相談所 

   担当部署：  中小企業相談所 

   住  所：  〒948-0088 新潟県十日町市駅通り 17 番地 

   Ｔ Ｅ Ｌ：  025-757-5111 

   Ｆ Ａ Ｘ：  025-752-6044 

   E - m a i l：  info@tokamachi-cci.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） 

 ２８年度 
(28 年 4 月以降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 78,900 78,900 78,900 78,900 78,900

 

 

中小企業相談所 

 

販路拡大事業費 

 

中心市街地活性化

事業費 

 

観光振興費 

 

地域活性化事業費 

 

 

 

64,500 

 

1,500 

 

1,500 

 

 

3,000 

 

8,400 

 

 

64,500

1,500

1,500

3,000

8,400

64,500

1,500

1,500

3,000

8,400

 

64,500 

 

1,500 

 

1,500 

 

 

3,000 

 

8,400 

 

 

64,500

1,500

1,500

3,000

8,400

    

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、各種事業収入、新潟県小規模事業経営支援事業費補助金、十日町市補助金、

（公財）にいがた産業創造機構補助金 

 

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

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

関する事項 

連携する内容 

１．伴走型支援 

 別表１ (2)-Ⅰ-2-(3) 経営状況の分析-専門家の活用 

 別表１ (2)-Ⅰ-3-(3) 事業計画策定支援-創業希望者への支援 

 別表１ (2)-Ⅰ-3-(4) 事業計画策定支援-専門家の活用 

 別表１ (2)-Ⅰ-4-(3) 事業計画策定後の実施支援-専門的な課題解決 

 別表１ (2)-Ⅰ-4-(4) 事業計画策定後の実施支援-金融斡旋 

 

連携者及びその役割 

 

（１）新潟県  知事 泉田裕彦 

   〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町 4番地 1  電話 025-285-5511 

   （役割： 各種補助事業、情報提供） 

 

（２）十日町市  市長 関口芳史 

   〒948-8501 新潟県十日町市千歳町 3丁目 3番地 電話 025-757-3111 

   （役割： 各種補助事業、専門家派遣、専門家による相談対応） 

 

（３）(公財)にいがた産業創造機構  理事長 泉田裕彦 

    〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 5-1 電話 025-246-0025 

   （役割： 専門家派遣、専門家による相談対応） 

 

（４）（一社） 新潟県商工会議所連合会  

    〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島5-1 電話 025-290-4424 

   （役割： 専門家派遣、専門家による相談対応） 

 

（５）㈱日本政策金融公庫長岡支店  支店長 伊藤定史 

   〒950-0087 新潟県長岡市千手 3-9-23 電話 0258-36-4360 

   （役割： 融資相談、実行） 

 

（６）新潟県信用保証協会  会長 武藤克己 

   〒951-8640 新潟市中央区川岸町１丁目 47 番地 1 電話 025-267-1311 

   （役割： 融資相談、保証実行） 
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連携体制図等 

 

【伴走型支援】 

 

 【目標】 
小規模事業者の売上や利益を確保するための経営計画に基づく経営

の啓蒙推進 

十日町商工会議所 
○経営状況の分析 

・専門家の活用 
○事業計画策定支援 
   ・創業希望者への支援 ・専門家の活用 
○事業計画策定後の実施支援 
   ・専門的な課題解決  ・金融斡旋 

連携

 
◆新潟県（各種補助事業・情報提供） 
 
◆十日町市（各種補助事業・専門家派遣・専門家による相談対応） 
 
◆(公財)にいがた産業創造機構（専門家派遣・専門家による相談対応） 
 
◆(一社)新潟県商工会議所連合会（専門家派遣・専門家による相談対応） 
 
◆㈱日本政策金融公庫長岡支店（融資相談・実行） 
 
◆新潟県信用保証協会（融資相談・保証実行） 
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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 

地域経済活性化事業 

 別表１ (2)-Ⅱ-1 中心市街地活性化の賑わい創出イベント 

 別表１ (2)-Ⅱ-2 生誕地まつりでの経済波及効果の向上 

 別表１ (2)-Ⅱ-3 産業フェスタ 

 別表１ (2)-Ⅱ-4 十日町雪まつりを通じた交流人口増等による地域活性化 

 別表１ (2)-Ⅱ-5 大地の芸術祭を活用した商品の開発と販売 

 別表１ (2)-Ⅱ-6 冬季スポーツの大会誘致による経済波及効果の創出 

連携者及びその役割 

 

（１）新潟県  知事 泉田裕彦 

   〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町 4 番地 1  電話 025-285-5511 

   （役割： 情報提供、広報ＰＲ） 

 

（２）十日町市  市長 関口芳史 

   〒948-8501 新潟県十日町市千歳町 3丁目 3番地 電話 025-757-3111 

   （役割： まつり、イベントの企画検討、情報発信） 

 

（３）(一社)十日町市観光協会  会長 村山義政 

   〒948-0079 新潟県十日町市旭町 251 番地 17  電話 025-757-3345 

   （役割： まつり・イベントの企画検討、情報発信） 

 

（４）十日町市商店街連合会  会長 森本忠彦 

   〒948-0088 新潟県十日町市駅通り 17 番地  電話 025-757-5111 

   （役割： まつり・イベントの企画検討、情報発信） 

 

（５）十日町織物工業協同組合  理事長 瀧澤 泰之輔 

   〒948-0003 新潟県十日町市本町６－１  電話  025-757-9111 

   （役割： まつり・イベントの企画検討、情報発信） 

 

（６）十日町農業協同組合  代表理事 徳永 敏 

   〒948-0055 新潟県十日町市高山 641-1  電話 025-757-1571 

   （役割： まつり、イベントの企画検討、情報発信） 

 

（７）（一社）新潟県建設業協会十日町支部 支部長 村山政文 

   〒948-0037 新潟県十日町市妻有町東 1丁目 5－ 15 電話 025-757-4388 

   （役割： まつり、イベントの企画検討、情報発信） 

 

（８）ＮＰＯ法人越後妻有里山協働機構  理事長 若井明夫 

   〒942-1526 新潟県十日町市松代 3743-1 電話 025-595-6180 

   （役割： まつり、イベントの企画検討） 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光イベントを活用した地域経済活性化 

・生誕地まつりでの経済波及効果の向上 

・産業フェスタの開催 

・十日町雪まつり等を通じた地域活性化 

・大地の芸術祭を活用した商品の開発と販売 

・冬季スポーツの大会誘致による経済波及効果の創出 

中心市街地活性化事業に合わせた賑わいの創出 

・賑わい創出のためのイベントの開催 

十日町商工会議所 
・諸会議開催・全体調整 

 ・事業実施 

新潟県 
情報提供・広報ＰＲ 

(社)十日町市観光協会 
まつり・イベントの企画検討、 

情報発信 

十日町市 
まつり・イベントの企画検討、 

情報発信 

十日町市商店街連合会 
まつり・イベントの企画検討、

情報発信 

十日町織物工業協同組合 
まつり・イベントの企画検討、 

情報発信 

十日町農業協同組合 
まつり・イベントの企画検討、

情報発信 

新潟県建設業協会十日町支部 
まつり・イベントの企画検討、

情報発信 

ＮＰＯ法人越後妻有里山協働機構 
まつり・イベントの企画検討、 

情報発信 


