
経営発達支援計画の概要 

実施者名 加茂商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

１．経営発達支援事業 

 ①地域事業所の経営課題調査及び経営分析・課題解決への支援 

  ・現状及び課題解決に向けたアンケート調査による課題の抽出 

・経営課題解決のための巡回訪問 

  ・専門家（エキスパートバンク、ミラサポ等）による相談会の実施

  ・商業・サービス、製造業等へ需要に特化したセミナーの開催 

 ②経営計画の策定・実施支援 

  ・経営計画策定に係るセミナーの実施他、国、県の補助金の紹介と

推進に経営計画書作成の支援 

  ・「小規模事業者経営発達支援資金」を活用した経営計画の実行 

 ③開業・起業・創業支援業務 

  ・開業・起業に必要な、経営計画書等の作成、金融機関の斡旋や創

業補助金活用の助言、創業後の諸問題の解決 

・経営指導員・専門相談員による個別相談会の実施 

 ④小規模事業者販路開拓支援 

  ・地場産業のブランディングと展示会等への出展 

  ・製造業企業各社の技術、設備の共有による共同受注獲得 

  ・地元商店街と連携し、地元購買率向上に繋がる事業の実施 

２．地域活性化に資する取り組み 

  ・（一社）加茂青年会議所他、諸団体とのイベントの開催 

  ・地元特産品や新しい食の開発等による地域活性化 

  ・観光資源、地域の歴史再発掘による観光客の誘致 

連絡先 

加茂商工会議所  

〒959-1313 新潟県加茂市幸町２-２-４ 

TEL:0256-52-1740 FAX:0256-52-4100 

E-mail:info@kamocci.or.jp  HP: http://www.kamocci.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 

【加茂市の現状（課題と強み）】（平成２５年版「加茂市のすがた」参照 発行：加茂市）

①加茂市人口 ２９，８５８人 ②商工業者数１，４７８ 商業４２２ 工業２７５ 

 

③商工会議所会員数 市内９３４ 市外１２５ （平成２５年度末）  

 

④小規模事業者数 １，０４１ 

 

⑤主要地場産業  木工（桐製品、建具）、鉄工（電機器具、金属加工等） 

 

・加茂市内の事業所総数は１,４７８（平成２４年２月 1 日基準日）であり、平成３年

の２,１６２事業所に比べ６８４事業所減少している。 

・加茂市全体の製造品出荷額は６,０９２,７２０万円（平成２４年４月１日基準日）で

ある。地場産業としては桐箪笥、建具製造の木工業が盛んであり、桐箪笥は全国の約

７割のシェアを占めている。その他市内には大手家電製品メーカー、金属機械メーカ

ーが２社あり、金属加工、プレス加工、プラスチック加工等、様々な業種の下請け企

業が数多く存在している。また大手企業を退職した優秀な企業ＯＢも市内に多く在住

しており、現在も当所アドバイザーとして中、小規模事業者の指導を行っている。 

・生活様式、顧客ニーズの変化により、地場産業である桐箪笥、建具製造は受注が減少

傾向にある。これまで培った高い技術と伝統を活かしながら今の社会でも売れる商品

を開発しなければ今後の受注拡大は難しい。また近年は後継者不足、職人の高齢化が

進み伝統技術の継承も課題となっている。 

・木工業においてはＪＡＰＡＮブランド事業に取り組み新しいスタイルの桐箪笥を製作

販売している。また建具技術を活用して桧のぐい飲み升を開発し、形を変えて加茂の

木工技術をアピールしている。 

・鉄工関連においては下請け中心の企業が多く、技術はあっても自ら受注獲得するだけ

の営業力が無い。また親企業と縦の連携が強かったため、事業者同士の横の連携が乏

しいのも課題である。 

・商店街はＪＲ加茂駅から直進に約１キロメートル続き８つの商店街区で形成されてい

る。商店街ごとに活気あるまちづくりに向け、集客イベントや工夫を凝らした活動し

ているが、商店街利用者数は減少しており、地元購買率低下が進み（平成１９年５４．

１％、平成２５年４６.３％）、新潟市等近隣への流出が増加している。 

・加茂は国産のマカロニ製造発祥の地であることから、当所では新食研究会を立ち上げ

新名物料理としてマカロニを使った新メニュー開発、情報発信に取り組んでいる。 

・市内６５歳以上の割合は２８.７％を占めており、全ての業種で後継者不足による廃

業件数が今後も増加傾向にある。 

・加茂は古くから「北越の小京都」と呼ばれ市街地の中央を加茂川が流れ、商店街の裏

通りには小川が流れ古い町並みが残り趣のある街である。また、駅や商店街から徒歩

圏内にある加茂山公園は近隣から訪れる親子連れ等で週末は賑わっているが、今後は
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交流人口増加と経済効果を上げるため観光分野への取り組みが必要である。近年は当

所が中心となり新たな観光資源として歴史の掘りおこしによる中心市街地活性化に

取り組んでいる。 

【目 標】小規模事業者への中長期的な支援の考え方 

  商工会議所は地域の総合的経済団体であり、小規模事業者支援の最前線で日々経営

指導を行っている。このような支援を行えるのも非営利団体であり、中立的立場が確

保されている団体だからこそである。そのような団体は日本国内において商工会議所

以外に存在しない。 
近年の厳しい経済状況の中で、日々の経営相談から痛切に実感させられるのは小規

模事業者の経営基盤は非常に脆弱であり、些細な問題でもすぐに廃業に追い込まれて

しまうという現状である。 
この現状を打開し小規模事業者の経営を持続化するためには、今まで以上に小規模

事業者との距離をつめ、国の言うところの「伴走型」支援を行うしかない。伴走型支

援の実現を目指し、商工会議所は経営指導員を中心に経営指導のスキルアップを行い、

職員間の経営指導力を平準化することでより多くの小規模事業者へ公平公正に経営支

援を行っていく。 
小規模事業者の経営の持続化こそが地域の経済力の存続であり、ひいては日本の国

力の確保につながると信じ、商工会議所は小規模事業者の一番近くのパートナーとし

てこれからも経営支援を行っていく。 
 

・上記の課題、地域の強みを踏まえ、新潟県、加茂市、専門相談員等関係諸機関と連携

し地場産業（木工・鉄工）の受注機会拡大と販路開拓、観光資源を活用した中心市街

地の活性化を継続して行う。 

・事業所の減少対策として創業者に対する個別指導を強化し事業所数の増加を目指す。

・指導員の巡回指導を中心に小規模事業者の相談にきめ細かく対応し、廃業に追い込ま

れる前に専門家等と連携をとりながら指導を行うことでより多くの小規模事業者の

事業継続をサポートする。 
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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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

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】 

   地域内事業所の抱える問題は多様化しており、特に経営資源に乏しい小規模事業

者は些細な問題であっても経営の危機に陥る可能性が高い。よって経営危機に陥る

前に小規模事業者が抱える潜在的な課題を当所から積極的に調査し、経営指導員、

専門家相談員等による早期の課題解決を行う。 

   また、課題調査・分析により経営セミナー等を開催し、小規模事業者の持続的発

展への情報提供を行う。 

  1)経済動向の調査、分析を行い巡回指導など相談時に情報提供する。…指針③ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  1)小規模事業者の諸問題を抽出し、問題解決に向けた巡回指導を実施。その後、当

所専門相談員他、新潟エキスパート・バンク相談員、関係諸機関と連携し、課解

決を行う。指導員は専門家、相談者のコーディネーター的立場として相談者とと

もに課題解決を行う。 …指針① 

  2)長期的な課題解決が必要な小規模事業者に対しては専門相談員によるフォロー 

アップ（月 1回）を実施。…指針① 

  3)専門相談員による、経営、税務、事業承継、法律等の相談会を月１回開催。小規

模事業者の抱えている課題に対し、幅広く対応する。…指針① 

  4)商業、サービス、製造業他、全ての業種に対して販売促進、技術革新、従業員教

育、経営力強化等、小規模事業者の需要に特化したセミナーの開催。…指針① 

   

（目標） 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問件数 850 850 870 870 870 870 

窓口相談件数 650 670 670 670 670 670 

セミナー受講者数 430 430 440 440 450 450 

(消費税) (90) (90) (100) (100) (100) (100) 

(経営計画) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

(経営安定) (10) (10) (10) (20) (30) (30) 

(人権啓発) (10) (10) (10) (10) (20) (20) 

(中小企業会計) (20) (20) (20) (20) (10) (10) 

(経済講演会) (280) (280) (280) (280) (280) (280) 

エキスパート相談件数 6 8 10 10 10 10 

ミラサポ専門家相談件数 3 5 5 5 5 5 

専門家定例相談件数 5 8 10 10 10 10 
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マル経斡旋件数 10 12 15 15 20 20 

公庫普通貸付斡旋件数 7 8 10 10 12 12 

経営改善計画書作成指導件数 3 5 8 8 10 10 

経営安定相談件数 3 3 4 4 5 5 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）経営計画の策定・実施支援 

（事業計画の策定・実施支援の考え方） 

近年地方においては創業件数よりも廃業件数が上回っており、当所の会員数も

減少傾向である。地域に根付いている会社、工場、商店がなくなることは地域の

経済力の衰え、雇用の場の喪失はもちろん、地域の文化、歴史の消滅を意味し、

従来日本にあった「ふるさと」の消滅をも意味する。結果、首都圏への人口、産

業の一極集中化はさらに進み、日本再生の鍵を握る地方創生、小規模事業者の成

長の実現は難しくなる。 
商工会議所は小規模事業者の一番近くのパートナーであり、小規模事業者が抱

える経営課題について熟知している。そのなかでも共通して考えられるのは、中、

長期的な経営計画が無い事と、会計が「どんぶり勘定」であり、自身の現状分析

がハッキリとできないためにどこから改善してよいか分からないという事だと考

える。 
経営資源の乏しい小規模事業者が単独でこの問題を解決することは不可能であ

るため、商工会議所が積極的に指導、支援を行う。 
経営計画の作成においては小規模事業者のレベルを考え、今まで求められてい

た計画を作ることが目的のような経営計画から脱却し、確実に実行できる経営計

画の作成を行い、まずは小規模事業者の「どんぶり勘定」からの脱却を目指す。 
小規模事業者自らが現状を再認識し、積極的に経営課題を解決していくため小 

規模事業者向け経営計画策定方法を専門相談員と連携して指導する。計画作成後は

進捗状況を随時確認し、課題解決まで伴走型の支援を行う。 

  （事業内容） 

   1)経営計画策定に関するセミナー、個別相談会を開催。経営計画を実行に移す指

導、助言を行い、進捗を随時確認する。…指針② 

   2)経営計画策定を目指す小規模事業者に対して、小規模事業者持続化補助金等を

紹介し、経営計画策定と同時に補助金の活用を推進する。…指針② 

      4)中小企業会計啓発普及セミナーを開催し、中、小規模事業者の資金、経

理、利益管理意識の改善を行う。…指針② 

   3)「経営計画つくる君」を活用した経営計画作成支援を行う。…指針② 

      4)ミラサポ無料専門化派遣事業の活用 …指針② 
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  （目標）   
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

セミナー 

説明会開催回数 

（受講者数） 

11 

(430) 

12 

(430) 

12 

(440) 

12 

(440) 

12 

(450) 

12 

(450) 

事業計画策定 

事業者数 
17 20 20 20 20 20 

周知によるフォローア

ップ件数 
8 10 10 10 10 10 

小規模事業者持続化補

助金申請件数 
12 15 15 15 15 15 

小規模事業者持続化補

助金受託件数 
3 5 5 5 5 5 

 

（２）開業・起業・創業支援業務…指針② 

（開業・起業・創業支援事業に対しての考え方） 

創業に対しての潜在的ニーズは多いが、実際に創業する人はそのうちの一握り

であり大半の方がその途中であきらめてしまう。何故かと言えば、創業をする人

にとって、創業をするという行為自体が始めての経験であり、熱意と同じくらい

の不安  を抱えながら創業にチャレンジしているからである。 
実際に創業を思い立ってから開業するまでには家族との相談から始まり、創業 

   計画、資金計画等様々な問題をクリアしていかなければならない。 
また、様々な問題をクリアして開業したとしても、新規創業者にありがちなケ 

   ースとして、想いだけが先行し経営計画がまったく無く、見込みも甘いため、短 
期間のうちに夢破れてしまうことが多い。 
創業は悩んだ時にすぐに相談でき、夢見がちな計画に対しても公平公正な立場で

ブレーキをかけてくれる良き相談者が必要である。 
また、創業相談は経営、税務、労務、マーケティング戦略等多岐にわたるため、

ワンストップ窓口でなければならない。 
各機関に相談窓口は存在するが、行政、金融機関、各種支援機関等どの窓口と 

も連携しており、地域の現状を一番に把握している商工会議所が創業相談窓口を担

うのが適切であると考える。 
     創業を志す人を確実に開業まで結びつけ、独り立ちするまで支援し続けること 

が出来るよう、きめ細やかな経営指導が必要であり、個別指導を中心とした徹底 
的な支援体制を構築する必要がある。 
創業を志す人に対して、必要な創業計画作成、資金計画等の指導、助言を行う。

また国、県等で用意されている創業補助金の活用を指導し、創業時の難問である 

資金援助を行う。創業資金の借入に関しては日本政策金融公庫、市内金融機関と 

創業者の橋渡し的役割を果たす。 
 

（事業内容） 

 1)開業・起業のために必要な、経営計画書、収支計画書の作成、金融機関の斡旋

等、専門相談員、日本政策金融公庫と連携し個別相談会を行い、創業を志す方
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の疑問に対応する。専門相談員の個別相談は原則３回まで無料。…指針② 

 2)ミラサポを活用した創業補助金の検索と無料専門家派遣の活用 …指針② 

 

（目標） 
支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業相談件数 2 2 2 2 3 3 

創業者件数 1 2 2 2 3 3 

創業資金斡旋件数 1 2 2 2 3 3 

専門家相談件数 

（ミラサポ） 
0 1 2 2 2 2 

創業補助金申請件数 

（※ＮＩＣＯ） 
１ 2 2 2 3 3 

創業補助金受託件数 

（※ＮＩＣＯ） 
１ 2 2 2 3 3 

創業補助金申請件数

（国） 
１ 2 2 2 2 2 

創業補助金受託件数 

（国） 
0 １ １ 1 2 2 

※ＮＩＣＯ…公益財団法人にいがた産業創造機構 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  1)事業計画策定後は、巡回指導を中心に定期的なフォローアップを行う。…指針②

2)創業後、新たに抱える経営課題に対し、経営指導員、専門相談員によるフォロー

アップを行う。…指針② 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  （事業内容）地域活性化、販路開拓等地域を挙げての面的支援の考え方 

近年の地方創生の高まりから地域では行政、各種団体（青年会議所、ＮＰＯ法人、

市民グループ等）、各企業による地域資源を活用した地域活性化の動きが活発化し 
ている。 
しかしながら、その取り組みは、団体ごとの個々の活動が中心であり、行政と連 
動するなどといったダイナミズムを持った活動には至っていないのが現状である。

また、このような地域活性化の活動を長期間に渡り行っていくためには、産業界 
との連携は必須である。 
前述のとおり商工会議所は地域に根ざした総合的経済団体であり、公平公正の立 

場から地域の活性化に取り組むことが出来、行政、各種団体、市民等に対して中立 
の立場で関わることのできる団体である。 
商工会議所としてこの地方創生、地域活性化の動きをチャンスと捉え、コーディ 

ネート力を発揮し、地域の力をひとつにまとめる。地方創生の勢いを地域産業の活 
性化に取り入れることで、地域を挙げて小規模事業者を支援する体制を確立したい。

  1)小規模事業者に対し、アンケート調査を実施。現状及び今後の課題等の調査。  
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巡回指導によるヒアリングの実施。…指針③ 

   今までも巡回指導を中心に小規模事業者の現状と経営課題をヒアリングしてき 
たが、本計画を年度初めから精度を挙げて実行するために小規模事業者向けのアン

ケートを実施する。本アンケートはこれまでの経営改善指導に資する為の経営課題

の抽出だけではなく、小規模事業者の販路開拓、マーケティング活動、新製品開発

等経営持続化のための経営指導の参考とするため、アンケート項目は下記のものを

予定している。 
【主なアンケート項目（予定）】 
①取り扱い製品、商品、サービス（具体的に） 
②主な販売先（地域、取引先情報） 
③インターネット販売 
④市外、県外主要都市、東京方面での展示会出展 
⑤新製品開発 
⑥販路開拓、商品販売での課題（デザイン、パッケージ、チラシ製作ＨＰ等）

⑦販路開拓で会議所から支援してもらいたい項目 
⑧注目している地域資源 

【集計・分析後の活用方法】 
①アンケートに関しては取りまとめた結果を会員企業へフィードバックし 
地域の抱える課題に関して共通認識を持ってもらう。 
②巡回指導時の参考資料 
③展示会等への出展依頼 
④ニーズを分析し小規模事業者持続化補助金等への申請の推奨 
⑤商品開発、販路開拓資金として「小規模事業者経営発達支援融資制度」の

推奨と斡旋 
  

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】 

  （小規模事業者販路開拓支援に対しての考え方） 
優れた商品、技術を持った小規模事業者はいるが、経営資源に乏しく、その商

品の販路を拡大し全国規模での販売を単独で行うことはほぼ不可能である。商工

会議所では小規模事業者同士の連携を行い、グループを形成、グループ単位での

販路開拓の促進を支援していく。また、地域資源を活用した商品に関しては単独

での販路開拓よりも地域単位での販路開拓が望ましいため、首都圏においての物

産展、シティーセールスなどを商工会議所で積極的に開催し、多くの小規模事業

者から参加してもらう。参加した小規模事業者には物産展での販売を通して経験

を積んでもらい、近い将来に単独でも販路開拓が出来るよう継続的にフォローア

ップを行っていく。   
これらは、あくまでも通過点であり、商工会議所の物産展等への出展は最終目

的ではなく経験と成功を小規模事業者に体験させることで自信とやる気を引き出

し、会議所からの積極的なフォローと指導を物産展後にも継続して行い、事業者

の自立を最終目標とする。 
また、商工会議所は地域に眠っている地域資源を再発掘し、新しい商品開発に

積極的に取り組んでいく。開発した商品自体の売上はもちろん重要な目的ではあ
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るが、技術、資源を現代の生活様式等に置き換え、デザインし直すことで再発見、

再認識される産業もあり、新商品が脚光を浴びることにより産地として全国的知

名度を高めることも目標としている。このように、地域資源の活用は産業の再復

興につながり、伝統工芸品ではその効果が絶大である。 
 

  (1)地場産業である桐箪笥、和洋家具、建具、屏風等の木工製品を広く全国にＰＲ

するためのブランディング並びに展示会、商談会に出展。 

  （事業内容） 

   1)ＪＡＰＡＮブランド事業の継続的実施によるデザイン性の高い桐箪笥、木工製

品の開発 …指針④  

   2)婚礼ダンス、収納家具を購入する消費者が減少するなか、生活家具として値ご

ろ感のある商品開発による市場拡大と販路開拓。…指針④ 

   3)家具展示会だけでなく住宅やインテリア関連の展示会出展並びに一般消費者

に向けたＰＲ。…指針④ 

   4)建具製造の技術を活かした桧のぐい飲み「六角升之助」を販売し木工のまち加

茂をアピールする。…指針④ 

   5)首都圏のアンテナショップにおいて、菓子、食料品、工芸品等の販路開拓と加

茂市観光、産業のＰＲ、情報発信を目的としたシティーセールスを行う。…指

針④ 

   6)商工会議所ビジネスモール、おもてなしギフトを活用し小規模事業者のインタ

ーネット販売を支援する。…指針④ 

 

   (2)鉄工業の技術力向上と受注機会拡大 

    （事業内容） 

   1）グループ立ち上げ（金属製造業技術集団 Tech×Tech KAMO）と企業同士の横

連携の強化。各社の技術力、設備力を公開し互いに連携し保管することで、

地域として共同で受注を獲得する（技術発表会、互いの工場見学会の実施

等）。…指針④ 

   2）展示会への共同出展 …指針④ 

   3）新産業の創造と技術力の向上を目指しマイクロ水力発電機の共同開発を行う。

国内、海外での市場調査を実施 …指針④ 

   4）地域企業ＯＢをアドバイザーとして活用し、中、小規模事業者へ具体的な技

術指導を行う。また若手後継者教育のための勉強会を実施。…指針④ 

   5）地域の子供たちに対象にものづくり教室を実施。産業教育を行うことで将来

の地域雇用の確保を目指す。…指針④ 
 

  (3)地域商店街地元購買率向上、新規顧客獲得への支援 

  （事業内容） 

   1)地元購買率向上、新規顧客獲得を目的に加茂市商店街(協)との共催で地元買物

運動・プレミアム商品券事業を実施（１，１００万円発行プレミアム率１０％）。

…指針④ 

   2)新規顧客獲得を目的に「加茂まちなかゼミナール」を開催し、地域商店街に関
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心を持ってもらい各店の認知度向上を図る。加茂市商店街(協)共催…指針④ 

  （目標） 
項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ＪＡＰＡＮブランド製品 

販売金額 

3,000

千円 

3,000 

千円 

3,000 

千円 

3,000 

千円 

3,500 

千円 

3,500 

千円 

Tech×Tech KAMO 

受注金額 

2,000

千円 

2,000 

千円 

2,000 

千円 

2,500 

千円 

2,500 

千円 

2,500 

千円 

プレミアム商品券 

参加事業所数 
70 70 70 70 70 70 

まちゼミ参加事業所数 27 27 30 30 30 30 

六角升之助販売金額 
60 

千円 

100 

千円 

100 

千円 

100 

千円 

100 

千円 

150 

千円 

インターネットサイト

登録件数 
11 12 12 13 13 13 

シティーセールス  

売上金額 

171 

千円 

180 

千円 

180 

千円 

190 

千円 

190 

千円 

200 

千円 

 

Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 

 

１．中心市街地活性化支援事業 

  (1)加茂市は「北越の小京都」と呼ばれており、賑わいのあるまちづくりに向け観

光振興による市外からの交流人口の増加を引き続き目指す。本年も（一社）加茂

青年会議所との共催によるイベント「小京都を楽しむ会・あかりば２０１５」事

業を中心市街地で実施し、市外来場者を誘客し賑わいを演出する。今後も青年会

議所を始め、地元大学、まちづくりグループ等多くの関係団体と連携し、中心市

街地を核とした地域コミュニティーを構築する。 

（事業内容）  

   1)（一社）加茂青年会議所と共催により中心市街地活性化を目的に「小京都を楽

しむ会あかりば２０１５」を開催。 

   2) 「小京都を楽しむ会・あかりば２０１５」開催に合わせワンコイン（５００

円）で市内参加店を回遊する飲み・食べ歩きイベント「小京都はしご酒プロジ

ェクト」を開催し、需要の喚起と賑わいの演出を行う。 

  (2)地域に眠っている資源を活用した新たな特産品開発と情報発信を行う。 

  （事業内容） 

   1)加茂市の花「雪椿」の花びらを使用した特産品作りを行っている団体である「工

房雪椿の花びら染」の支援協力。 

   2)国産マカロニ発祥の地の強みを活かし、新マカロニ料理を開発。新しい食の発

信により地域の活性化と観光客誘致、研究会参加者の売上増を目指す。 

   3)夏祭りをはじめ年間を通してイベントを開催し市外からの誘客に取り組む。 

  (3)観光資源の再発掘による賑わいあるまちづくりに向け、加茂の歴史や神社、仏

閣等の情報を掲載した「加茂歴史散策マップ」を作成。マップを活用した「ま

ち歩きツアー」「加茂山古道ハイキング」「歴史散策バスツアー」等も開催し市
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外から多くの観光客を加茂に誘致に取り組んでいる。また、加茂の奥深い魅力

を紹介する史跡モニュメント「加茂歴史の小径（こみち）」を設置し、中心市街

地をまち歩きの仕組みづくりを引き続き行う。 

  （事業内容） 

   1)加茂の魅力ある観光資源を気軽に散策できる２つのモデルコースを設定し併

せて加茂の歴史や情報を掲載した「加茂歴史散策マップ」をＮＰＯ法人エコロ

ジー 

ネットワーク協力のもと作成。 

2)ＪＲ東日本旅客鉄道㈱主催「駅からハイキング」とタイアップしたまちあるき

ツアーの実施と県外への情報発信。 

   3)加茂山の歴史を絡めたハイキングを実施し、市民はもとより市外からの誘客を

図る。 

   4)北越戊辰戦争をテーマに加茂市内を起点に、関連のある地域（長岡市、小千谷

市）を巡るバスツアーを実施。見附市地域復興調査研究協議会より協力。 

   5)市内外からの加茂市の歴史観光資源の認知度を高めてもらい、観光客にまち歩

きをより楽しんでもらうため、史跡モニュメントを設置。 

  （目標） 
項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

あかりば来場者数 30,000 31,000 32,000 32,000 33,000 33,000 

夏祭り来場者数 45,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 

まち歩きツアー 

参加者数 
477 510 520 520 520 520 

花びら染め   

年間売上金額 

770  

千円 

780 

千円 

800 

千円 

800 

千円 

800 

千円 

800 

千円 

 

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 

  1)新潟県内下越８商工会議所経営指導員研究会において、巡回・窓口指導事例発表

並びに地域経済活性化に向けた各会議所の取り組み等情報交換を開催。 

  2)新潟県内経営安定特別相談室商工調停士・専門相談員等研究会（８会議所）にお

いて倒産防止特別相談事業、また各会議所における経営指導案件の事例と対応に

ついて情報交換を行う。 

  3)地域密着で非営利の第三者的機関である商工会議所の強みを活かし、事業者と関

係諸機関（行政、金融機関、大学、研究機関等）の調整役としてコーディネート

力を発揮、多様化する事業者の経営課題を早期に様々な方面から解決していく。

  4)小規模事業者経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会において、新潟県央３商工会

議所並びに地区商工会の経営指導員と日本政策金融公庫三条支店とで、各地経

済、金融動向等の情報交換並びに、各地指導員の業務内容についてノウハウを共

有化する。 



- 11 - 
 

  5)中小企業支援連携ミーティングにおいて、県央３会議所並びに商工会とで新潟県

信用保証協会を交えて管内地域の景況並びに中小企業支援の取り組みについて

意見交換、情報を共有化する。 

    6)行政、（独）中小機構や㈱全国商店街支援センター等の支援機関と連携し、今後

の小規模事業施策や補助金等の情報交換を行う。 

  7)新潟県よろず支援機関による会議へ出席し、支援事例等の情報の収集を行う。 

  8)上記会議等での情報収集、ノウハウの共有化したものを地元企業に対し、巡回訪

問や会報・情報誌、所内会議、セミナー等を通じて積極的に情報発信する。 

 

２．経営指導員の資質向上等に関すること   

  1)日本商工会議所・新潟県商工会議所連合会・新潟県商工会連合会が主催する研修

会への積極的な参加。 

  2)専門相談員との連携を強化し意見・情報交換並びに支援能力向上を図る。指導員

として必要な知識の取得、指導・助言力アップに努め、事業所の経営課題解決に

真剣に取り組み伴走型で継続支援する。 

  3)組織内では情報、ノウハウを共有するために指導員間の連携を密に随時ミーティ

ングを行い、経営指導員はもとより商工会議所全体のレベルアップを図る。 

  4)ミラサポ専門家派遣での各専門分野の知識向上を図る。 

  5)日本政策金融公庫並びに新潟県信用保証協会と課題解決、情報交換等の会議を開

催し経営指導員の資質向上を図る。 

  6)商工会議所部会、委員会での会議等での市内経済状況等の情報交換により、会員

の課題解決に繋げる。 

  7)税務、労務、金融、法律等、会員事業所の抱えている課題解決を行うため、専門

相談員等と研修会を実施。 

  8)販路開拓、販売促進において、国、県等の補助金、助成金を小規模事業者への周

知、斡旋、助言するため、日本商工会議所、県等との連携を強化、情報交換を行

い、経営指導員自身の資質向上を図る。 

  9)中小企業大学校等の専門研修会への参加 

   ・企画力向上、思考法研修会 ・コーディネート、コミュニケーション能力研修

   ・営業力向上研修 ・ｺｰﾁﾝｸﾞ研修 ・マーケティング研修 ・リーダーシップ研

修 

 

３．事業の評価及び見直しをするための取り組み 

  1)当所専門相談員、日本政策金融公庫、新潟経営大学、加茂市商店街(協)等と本計

画の事業実施並びに結果、今後の計画について、「経営発達事業推進委員会」を

設置し、協議を行う。 

  2)事業見直し、評価、結果について「経営発達事業推進委員会」にて方針を決定す

る。 

  3)事業報告、事業計画について当所ホームページに（http://www.kamocci.or.jp/）

計画期間中掲示する。 
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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 

（２７年９月現在）

（１）組織体制 

経営発達支援事業に係る人員１０名 

 

【組織】 

・専務理事兼事務局長 若 杉 俊 彰 

 

・課  長 高畑結城子 記帳選任職員 

・課長補佐 大 橋  誠 経営指導員 

・課長補佐 佐 藤 昌 稔 経営指導員 

・主  任 山 本  玲 経営指導員 

・主  任 明 間  浩 補助員 

・主  査 滝 沢 照 子 記帳専任職員 

・主  事 大 瀧 裕 未 記帳専任職員 

・主  事 渡 邊 祐 子 一般職員 

・主 事 補 佐 藤 優 衣 一般職員 

 

  経営指導員  ３名  

  補助員    １名 

  記帳専任職員 ３名 

  一般職員   ２名  

 

（２）連絡先 

    住所：〒959-1313 新潟県加茂市幸町２-２-４ 

TEL:０２５６-５２-１７４０ 

FAX:０２５６-５２-４１００ 

E-mail:info@kamocci.or.jp  

HP: http://www.kamocci.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） 

 26 年度 

(26年4月

以降) 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

 

31 年度 

必要な資金の額 45,899 46,315 46,915 47,465 48,015 48,015

 

1.商工観光推進費 

工業支援費 

商業支援費 

観光推進費 

2.商工施策推進費 

補助事業費  

3.会員振興費 

講演研修会開催費 

部会活動費 

委員会活動費 

4.経営改善普及事業費 

5.緊急経営安定支援事業 

11,400

3,000

2,000

6,400

22,730

22,730

6,440

440

3,000

3,000

4,914

415

11,400

3,000

2,000

6,400

23,000

23,000

6,500

500

3,000

3,000

5,000

415

11,400

3,000

2,000

6,400

23,500

23,500

6,500

500

3,000

3,000

5,100

415

11,400 

3,000 

2,000 

6,400 

24,000 

24,000 

6,500 

500 

3,000 

3,000 

5,150 

415 

11,400

3,000

2,000

6,400

24,500

24,500

6,500

500

3,000

3,000

5,200

415

11,400

3,000

2,000

6,400

24,500

24,500

6,500

500

3,000

3,000

5,200

415

（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 

１．会費収入 

２．事業収入 

３．諸行事参加負担金収入 

４．補助事業収入 

・人権啓発支援事業（経済産業省） 

・地域商店街活性化事業（経済産業省） 

・地域力全国展開プロジェクト事業（日本商工会議所） 

・消費税転嫁対策窓口相談事業（日本商工会議所） 

・経営計画策定支援事業（日本商工会議所） 

・地場産業環境改善支援事業（新潟県） 

・経営支援事業補助金（新潟県） 

・地域資源発掘型マーケティング事業費（新潟県） 

・中小企業会計普及事業（中小機構） 

・緊急経営安定支援事業助成金（財団法人にいがた産業創造機構） 

 ・中小企業施策推進費（加茂市） 

 

（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 

 

地域事業所の経営課題調査及び経営分析・課題解決に向けた支援 

 

連携者及びその役割 

①専門相談員…個別相談、巡回動向訪問指導、定例相談 

②新潟エキスパートバンク・中小企業庁・（財）にいがた産業創造機構…専門家派遣 

③関係諸機関（税務署、労働基準監督署、ハローワーク他）…指導、施策普及、調整 

④金融機関（日本政策金融公庫・信用保証協会・市内金融機関他）…マル経、金融、協調融資

経営改善計画調整等 

⑤新潟経営大学…調査結果分析・アドバイス 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

～様々な経営課題～ 

市内事業所 

②新潟エキスパー

トバンク・中小企

業庁・（財）にいが

た産業創造機構 
・ミラサポ、専門

家派遣 

③関係諸機関 
・ハローワーク 
・税務署  他 

商工会議所・経営指導員

・経営課題の抽出 
・コーディネート 
・セミナーの開催 
・アンケート、巡回指導

④金融機関 
マル経 
金融支援 
協調融資 
経営改善計画調整 

⑤新潟経営大学 
調査結果分析 
アドバイス 

①専門相談員 
・中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・弁護士、弁理士、ＩＴ専門家等

個別相談、巡回同行訪問指導、定例相談 

専門相談員と 
連携し経営支援 

巡回指導、アンケート調査等

による経営相談 

連携 

連携 

指導・施策普及 連携

連携

連携 
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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 

 

経営計画の策定・実施支援 

 

連携者及びその役割 

①日本商工会議所…小規模事業者持続化補助金、経営計画作成支援 

②中小機構…中小企業会計普及啓発セミナー 

③専門相談員…個別相談、巡回動向訪問指導、定例相談 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

市内事業所 
補助金の活用、経営計画の作成と自らの経営改善計画の実行 
どんぶり勘定からの脱却 

③専門相談員 
・中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・弁護士、弁理士、ＩＴ専門家等

個別相談、巡回同行訪問指導、定例相談 

①日本商工

会議所 
小規模事業

者持続化補

助金、経営

計画作成支

援セミナー 

商工会議所・経営指導員 
・セミナーの企画運営 
・計画作成支援 
・計画実行フォロー 
・専門家との共同支援 
・補助金の利用推進 

②中小機構 
中小企業会

計普及啓発

セミナー 

専門相談員と 
連携した経営支援 

補助金申請、計画書作成支援依頼、

セミナーへの参加 

連携 
申請 

連携

連携 
申請 
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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 

 

開業・起業・創業支援業務 

 

連携者及びその役割 

①（財）にいがた産業創造機構…県創業補助金 

②金融機関…国創業補助金 

③新潟エキスパートバンク・中小企業庁…専門家派遣、ミラサポ活用 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

創業を志す人（創業人材） 
・創業意欲はあるが創業のための知識と覚悟が欠如 
・相談窓口が分からない場合が多い 
・各種届出関係、金融関係などトータルで相談できる窓口をさがしている。 

②金融機関 
・国創業補助金 

①（財）にいがた産業創造機構 
・県創業補助金 

③新潟エキスパートバンク 
 中小企業庁 
・専門家派遣 
・ミラサポの活用 

Step１ 創業支援 
・補助金申請指導 
・金融機関の紹介 
・専門家との連携指導

連携 

商工会議所・経営指導員 
・創業計画作成指導 
・金融機関紹介 
・創業補助金の紹介と申請書作成指導 
・フォローアップと継続的指導 
・開業手続き指導 

よろづ相談窓口 
税務、金融、労務、創業

計画、補助金申請等 

連携 連携 

Step2 伴奏型指導 
巡回指導 
フォローアップ 
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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 

 

小規模事業者販路開拓支援 

 

連携者及びその役割 

①新潟県…販路開拓補助金 ②（財）にいがた産業創造機構…販路開拓補助金 

③日本商工会議所、横須賀商工会議所…ＩＴ支援 ④ＪＥＴＲＯ…海外市場調査、販売支援 

⑤ＪＩＣＡ…海外支援、開発補助金 ⑥商店街振興組合…商業振興 

⑦石川県立大学他研究支援機関…技術指導 

⑧ＪＡＰＡＮブランドデザイナー…新デザインの桐箪笥木工製品の提案、販売促進に係る支援

連携体制図等 

 

⑧ＪＡＰＡＮブランドデザイナー 
新デザインの桐箪笥、木工製品の提案 
販売促進に係る支援 

加茂商工会議所 
【プロジェクトチーム】 

・木工製品/ＪＡＰＡＮブランド事業 

・金属製造業技術集団 Tech×Tech KAMO 

【直轄プロジェクト】    【物産販売】 

・六角升之助        ・首都圏でのシティーセールス 

【ＩＴ支援】・商工会議所ビジネスモール、おもてなしギフトの活用 

【商業支援】・プレミアム商品券、まちゼミナールの実施 

③ＪＥＴＲＯ 
海外市場調査 
海外販路開拓支援

⑤ＪＩＣＡ 
海外展開支援 
開発補助金 

⑦石川県立大学他 
マイクロ水力発電機開発

協力、技術指導 

②(財)にいがた産業
創造機構 

販路開拓補助金 

①新潟県 
販路開拓補助金 

④日本商工会議所 
横須賀商工会議所 
ＩＴ支援 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

参
画
事
業
所 

募集 
・申込 

⑥商店街振興組合 
商業振興協力 

連携
・申請

連携 
・申請 

連携
・申請

連携 
・支援 

連携 
・支援 連携 

・支援 

連携・支援 連携・支援 
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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 

 

中心市街地活性化支援事業 

 

連携者及びその役割 

①（一社）加茂青年会議所…あかりばの共催 

②越後加茂川夏祭り実行委員会…夏祭りの実施 

③ＮＰＯ団体、まちづくり団体等…マップ作成、まちづくり連携 

④商店街振興組合…商業振興、イベント連携 

⑤ＪＲ東日本加茂駅…トレッキング事業周知ＰＲ 

連携体制図等 

 

①(一社)加茂青年会議所 
あかりばイベント共催 

商工会議所・経営指導員 
・中心市街地活性化 
・コミュニティーの形成 
・まちづくりに関する提言 
・団体間の調整 
・団体、市民からの意見調整

・イベントの実施、運営 

③ＮＰＯ、まちづくり 
団体等 

観光マップ作成 
まちづくり連携 

②越後加茂川夏祭り 
実行委員会 

夏祭り事業の開催 

⑤ＪＲ東日本 
加茂駅 

広報支援 
観光ＰＲ協力 

 

市内事業所、市民 
まちづくりに対しての意見交換、各種事業への参加 
 

連携 

④商店街 
振興組合 

商業振興、 
イベント連携 

連携・イベント開催 連携、意見交換 
連携・
イベント開催 

連携 
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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 

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 

連携者及びその役割 

①新潟県内下越８商工会議所指導員研究会（村上、新発田、新潟、亀田、新津、五泉、燕、加

茂）･･･巡回・窓口指導事例発表並びに地域経済活性化に向けた取り組み等情報交換 

②新潟県内経営安定特別相談室・商工調停士・専門相談員等研究会（新潟、五泉、三条、燕、

長岡、柏崎、上越、加茂及び新潟県商工会連合会）による各地倒産防止相談事業等情報交換

③行政、金融機関、大学、研究機関等とで多様化する事業所の経営課題の抽出と解決 

④経営指導員と日本政策金融公庫三条支店とで、各地経済、金融動向等の情報交換 

⑤中小企業支援連携ミーティングにおいて、県央３会議所並びに商工会とで新潟県信用保証協

会を交えて管内地域の景況並びに中小企業支援の取り組みについて意見交換、情報の共有化

⑥行政、（独）中小機構や㈱全国商店街支援センター等の支援機関と連携。今後の小規模事業

施策や補助金等の情報交換 

⑦新潟県よろず支援機関による会議への出席による、支援事例と情報の収集 

連携体制図等 

 

 

会員事業所 

【施策・政策・情報・補助金】 
・日本政策金融公庫 
・新潟県信用保証協会 
・商工調停士・専門相談員 
・行政、金融機関、大学 

研究機関等 

・新潟県よろず支援機関 他 

【経営課題・指導ノウハウ】 
・新潟県内下越８商工会議所指導員研究会 

・新潟県内経営安定特別相談室 

商工調停士・専門相談員等研究会 

・小規模事業者経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会 

・中小企業支援連携ミーティング 

加茂商工会議所 

・巡回訪問による経営 
課題の抽出 

・情報の提供 
（巡回・会報等に

より情報提供） 

・施策提案・作成 
・情報交換 
・ノウハウの共有 
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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 

 

経営指導員の資質向上等に関すること 

 

連携者及びその役割 

①日本商工会議所…研修企画、参加 

②中小機構、中小企業大学校…研修企画、参加 

③新潟県商工会連合会…研修企画、参加 

連携体制図等 

 

 

 

商工会議所・経営指導員 
・研修会への参加     ・所内内部会議の充実 
・事業所への伴走型支援  ・経営指導スキルの平準化 
・巡回指導        ・指導マニュアルの充実 

③新潟県商工会議所連合会 
 新潟県商工会連合会 

様々な経営課題を抱えている 

市内事業所 

知識をいかした

伴走型支援 
巡回指導 

相談依頼 

①日本商工会議所 ②中小機構・ 

中小企業大学校 

研修会への積極的参加 
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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 

 

事業の評価及び見直しをするための取り組み 

 

連携者及びその役割 

①経営発達支援推進委員会の設置 

②委員会において、事業実施結果並びに見直し、今後の計画について協議を行う 

連携体制図等 

 

 

 

商工会議所・経営指導員 

経営発達支援推進委員会の設置 
①専門員 ②㈱日本政策金融公庫 ③新潟経営大学 ④加茂市商店街(協) 
⑤市内金融機関 等 

・事業報告 
・小規模事業者への支援に対する

情報交換並びに市内経済状況

の把握 
・経営発達に関する情報提供 等

様々な経営課題を抱えている 

市内事業所 
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支援者代表者名一覧 

 

地域事業所の経営課題調査及び経営分析・課題解決に向けた支援 

所属機関 役職 代表者名 住所 

専門相談員 ㈲ＭＣＡ 社長 小松 俊樹（中小企業診断士）
 

 

専門相談員 星労務事務所 所長 星 仁一郎（社会保険労務士）
新潟県長岡市希望ヶ丘 

1-530-13 

専門相談員 ㈱共同ビジネスセンター 社長 中野 亘（税理士） 新潟県加茂市柳町 1-4-5 

専門相談員 石附哲法律事務所 代表 石附 哲（弁護士） 新潟県加茂市神明町 2-2-26 

新潟エキスパートバンク 新潟商工会議所 会頭 福田 勝之 
新潟県新潟市中央区万代島 

5-1-7F 

(財)にいがた産業創造機構 理事長 泉田 裕彦 
新潟県新潟市中央区万代島 

5-1-9F 

新潟経営大学 学長 渡辺 保 新潟県加茂市希望ヶ丘 2909-2

 

経営計画の策定・実施支援 

所属機関 役職 代表者名 住所 

専門相談員 ㈲ＭＣＡ 社長 小松 俊樹（中小企業診断士） 新潟県長岡市柏町 2-1-34 

専門相談員 星労務事務所 所長 星 仁一郎（社会保険労務士）
新潟県長岡市希望ヶ丘 

1-530-13 

専門相談員 ㈱共同ビジネスセンター 社長 中野 亘（税理士） 新潟県加茂市柳町 1-4-5 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫 東京都千代田区 2-5-1 

(独)中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 
東京都港区虎ノ門 3-5-1 

37 森ビル 

 

開業・起業・創業支援業務 

所属機関 役職 代表者名 住所 

専門相談員 ㈲ＭＣＡ 社長 小松 俊樹（中小企業診断士） 新潟県長岡市柏町 2-1-34 

専門相談員 星労務事務所 所長 星 仁一郎（社会保険労務士）
新潟県長岡市希望ヶ丘 

1-530-13 

専門相談員 ㈱共同ビジネスセンター 社長 中野 亘（税理士） 新潟県加茂市柳町 1-4-5 

専門相談員 石附哲法律事務所 代表 石附 哲（弁護士） 新潟県加茂市神明町 2-2-26 

新潟エキスパートバンク 新潟商工会議所 会頭 福田 勝之 
新潟県新潟市中央区万代島 

5-1-7F 

(財)にいがた産業創造機構 理事長 泉田 裕彦 
新潟県新潟市中央区万代島 

5-1-9F 

㈱日本政策金融公庫 三条支店 支店長 宗 靖久 新潟県三条市須頃 1-20 

新潟県 県知事 泉田 裕彦 
新潟県新潟市中央区万代島 

5-1-9F 

加茂信用金庫 理事長 阿部 貴行 新潟県加茂市本町 1-29 
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（株）第四銀行加茂支店 支店長 小林 浩 新潟県加茂市本町 1-27 

（株）北越銀行加茂支店 支店長 大塚 正直 新潟県加茂市本町 2-1 

（株）大光銀行加茂支店 支店長 山岸 弘幸 新潟県加茂市穀町 8-38 

協栄信用組合西加茂支店 支店長 郷 克彦 新潟県加茂市栄町 13-36 

三条信用金庫加茂支店 支店長 長谷川宗克 新潟県加茂市千刈 1-6-24 

 

小規模事業者販路開拓支援 

所属機関 役職 代表者名 住所 

(財)にいがた産業創造機構 理事長 泉田 裕彦 
新潟県新潟市中央区万代島 

5-1-9F 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫 東京都千代田区 2-5-1 

加茂市商店街(協) 理事長 田邊 良夫 新潟県加茂市 1-34 

ＪＥＴＲＯ新潟 所長 小野澤 麻衣 
新潟県新潟市中央区新光町

16-4-5F 

石川県立大学 学長 熊谷 英彦 石川県野々市末松 1-308 

新潟県 県知事 泉田 裕彦 
新潟県新潟市中央区万代島 

5-1-9F 

 

中心市街地活性化支援事業 

所属機関 役職 代表者名 住所 

加茂市商店街(協) 理事長 田邊 良夫 新潟県加茂市 1-34 

ＪＲ東日本加茂駅 駅長 中澤 弘康 新潟県加茂市駅前 1-1 

新潟経営大学 学長 渡辺 保 
新潟県加茂市希望ヶ丘 

2909-2 

(一社)加茂青年会議所 理事長 牛膓 一丈 新潟県加茂市幸町 2-2-4 

 

経営指導員の資質向上等に関すること 事業の評価及び見直しをするための取り組み 

所属機関 役職 代表者名 住所 

専門相談員 ㈲ＭＣＡ 社長 小松俊樹（中小企業診断士） 新潟県長岡市柏町 2-1-34 

専門相談員 星労務事務所 所長 星 仁一郎（社会保険労務士）
新潟県長岡市希望ヶ丘 

1-530-13 

専門相談員 ㈱共同ビジネスセンター 社長 中野 亘（税理士） 新潟県加茂市柳町 1-4-5 

専門相談員 石附哲法律事務所 代表 石附 哲（弁護士） 新潟県加茂市神明町 2-2-26 

日本商工会議所 会頭 三村 明夫 東京都千代田区 2-5-1 

(独)中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 
東京都港区虎ノ門 3-5-1 

37 森ビル 

新潟県商工会議所連合会 会頭 福田 勝之 
新潟県新潟市中央区万代島 

5-1-7F 

新潟県商工会連合会 会長 岩村 菖堂 新潟市中央区新光町 7-2 



- 24 - 
 

加茂信用金庫 理事長 阿部 貴行 新潟県加茂市本町 1-29 

（株）第四銀行加茂支店 支店長 小林 浩 新潟県加茂市本町 1-27 

（株）北越銀行加茂支店 支店長 大塚 正直 新潟県加茂市本町 2-1 

（株）大光銀行加茂支店 支店長 山岸 弘幸 新潟県加茂市穀町 8-38 

協栄信用組合西加茂支店 支店長 郷 克彦 新潟県加茂市栄町 13-36 

三条信用金庫加茂支店 支店長 長谷川宗克 新潟県加茂市千刈 1-6-24 

㈱日本政策金融公庫 三条支店 支店長 宗 靖久 新潟県三条市須頃 1-20 

加茂市商店街(協) 理事長 田邊 良夫 新潟県加茂市仲町 1-34 

 


