
経営発達支援計画の概要 

実施者名 水原商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目 標 

経営計画書策定等による個別企業の経営力向上及び創業・経営革新支援、

「産業フェア」の開催により、小規模事業者の持続的発展及び創業者数

の増加を図り、地域経済の活性化を目指します。 

事業内容 

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 

各種統計資料を活用して、地域の経済動向を調査･分析することによ

り、小規模事業者支援の基礎資料とします。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の経営分析を行うことにより問題点や課題を整理し、強

みを生かした経営発達が行えるよう支援します。 

３．事業計画策定支援に関すること 

（１）経営計画策定セミナーの開催 

（２）経営計画策定にかかる個別相談 

（３）創業セミナー等開催情報の周知 

（４）創業･経営革新にかかる個別相談 

（５）クラウドファンディングを活用したビジネスプランコンテストの

開催及びプラン策定の個別フォローアップ 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）「小規模事業者経営発達支援融資制度」の斡旋 

（２）阿賀野ドリームプロジェクト、ｅ－ねっと阿賀野塾と連携した新

商品開発及び販路開拓支援 

（３）巡回訪問による経営計画進捗状況等の確認支援 

（４）水原本町商店街への出店支援 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者の商品･サービス等の需要動向を調査することにより新

たな需要を獲得するための情報を提供します。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）バイヤー等を講師にした、新商品開発・販路開拓研修会の開催 

（２）阿賀野市内４商工会共催の「産業フェア」開催 

（３）阿賀野市と連携した展示会･商談会への出展支援 

Ⅱ. 地域経済の活性化に資する取組 

（１）イベント開催等による水原本町商店街の活性化 

（２）プレミアム商品券の発行による地域経済の活性化 

（３）水原まつり他イベント等によるにぎわい創出、地域情報発信 

連絡先 

水原商工会 

〒959-2021 新潟県阿賀野市中央町 2-12-5 

電 話 0250-62-2047  ＦＡＸ 0250-62-7007 

メール stsci@iplus.jp   ＨＰ http://www.suibara-sci.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．阿賀野市及び当水原商工会地域の現状 

 (1) 地域背景と現状 

   当阿賀野市は、平成１６年４月１日に４町村（安田町・京ヶ瀬村・水原町・笹神村）

が合併し新市となりました。県庁所在地の新潟市に隣接していますが、自然豊かな五

頭山系と阿賀野川の恵みによって、古くから農林業を基幹産業として栄え、農林業を

はじめとする中小企業者が地域経済を支えながら発展してきました。しかし、高度経

済成長による農村部から都市への労働力の流出や、国の輸出産業重視の経済政策によ

って、米を始めとした農畜産物の輸入自由化により農業は徐々に衰退し、結果として

農地の荒廃や後継者不足が深刻な問題となっています。また、商工業も経済の国際化

や厳しい企業間競争、急速な少子高齢化や人口減少時代によって、極めて厳しい経営

環境に置かれています。 

  (表-1) 人口の推移（国勢調査・新潟県推計人口・阿賀野市の統計データ参照） 

地区 H12.10.1 H17.10.1 H22.10.1 H26.10.1 
 H26.10 

-H12.10 比

阿 賀 野 市 48,456 47,043 45,560 44,875 △ 3,581

水 原 地 区 20,457 20,175 19,728 19,623 △ 834

 

 (2) 事業所数 

   阿賀野市の商工業者は、平成８年の 2,305 件から平成 23 年現在では 1,996 件と 309

件減少（△13.4%）しており、小規模事業者は、平成８年の 1,921 件から平成 23 年現

在では 1,754 件と 167 件減少（△8.7%）しています。一方、当商工会（水原地区）の

商工業者は、平成８年の1,151件から平成23 年現在では996 件と 155件減少（△13.5%）

しており、小規模事業者は、平成８年の 964 件から平成 23 年現在では 856 件と 108

件減少（△11.2%）しています。阿賀野市全体では、当水原地区の小規模事業者数の減

少率が若干ではあるが減少率が高くなっています。 

  (表-2) 事業所数と小規模事業者数の推移（事業所統計データ参照） 

地区 H8.10.1 H13.10.1 H18.10.1 H23.10.1 
 H23.10 

-H8.10 比

阿賀野市   

 商工業者数 2,305 2,097 2,096 1,996 △ 309

小規模事業者数 1,921 1,759 1,761 1,754 △ 167

小 規 模 割 合 83.3% 83.9% 84.0% 87.9 

水原地区   

 商工業者数 1,151 1,021 995 996 △ 155

小規模事業者数 964 874 855 856 △ 108

小 規 模 割 合 83.8% 85.6% 85.9% 85.9% 

 

 (3) 工業 

   阿賀野市の工業従業者数及び事業所数はこれまで減少傾向で推移しています。ただ

し、従業者数については、平成 17 年（4,423 人）以降は僅かに増加に転じています。 
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   製造品出荷額等はこれまで増加傾向で推移していたものの、平成 12 年以降はその傾

向が鈍化し、横ばいとなっています。平成 20 年現在、従業者数は 4,464 人、事業所

数は 190 件、製造品出荷額等は 949 億 4,900 万円となっています。 

  (表-3-1) 工業指標の推移（資料：工業統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   産業中分類別でみると、「食料品」の出荷額等が 302 億 2,700 万円で最も大きく、

総額の約 3 割を占めています。次いで「家具・装備品」、「窯業・土石製品」、「電子部

品」が 50～70 億円程度となっています。 

  (表-3-2) 産業中分類別出荷額等の推移(主要品目)（資料：工業統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 商業 

  【卸売業】 

   阿賀野市の卸売業従業者数、事業所数はこれまで増加・減少を繰り返して推移して

います。平成 19 年現在、従業者数は 386 人、事業所数は 63 件となっています。 

   年間販売額は、平成 14 年まで減少傾向でしたが、それ以降は増加傾向に転じており、

平成 19 年現在の販売額は 146 億 2,700 万円となっています。 
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  (表-4-1) 商業（卸売業）指標の推移（資料：商業統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【小売業】 

   阿賀野市の小売業従業者数は平成 14 年まで増加傾向であったものの、それ以降は減

少傾向に転じています。事業所数は、微減傾向です。年間販売額は、平成９年から 16 年

にかけて減少し、その後平成 16 年から 19 年にかけて再度増加に転じています。 

  平成 19 年現在、従業者数は 2,500 人、事業所数は 571 件、年間販売額は 358 億 7,900

万円となっています。 

  (表-4-2) 商業（小売業）指標の推移（資料：商業統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成３～19 年の増減率を近隣市町と比較すると、阿賀野市は事業所数の減少率が他市

町と同程度であるのに対し、従業者数の減少が目立つ状況となっています。売場面積

（+30.9％）は、新潟市、新発田市の約半分程度の伸び率です。 

  (表-4-3) 市町別商業（小売業）指標の増減率（H3～19 年）（資料：商業統計調査） 
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   阿賀野市民の買物利用地についてみると、買回品については新潟市での利用が最も

多い 50.8％となっています。先述の「売場面積増加率」が高い新潟市及び新発田市で

の利用率が増加しています。 

   最寄品については、平成 19 年現在、阿賀野市内の利用率が 68.6％と最も大きいも

のの、その比率は減少傾向となっています。 

  (表-4-4) 阿賀野市民の買物利用地（最寄品） 

         （資料：中心市街地に関する県民意識・消費動向調査報告書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   最寄品の買物利用地をさらに詳細にみると、阿賀野市内でも水原地区の比率が最も

高く、次いで安田地区が続きますが、いずれも利用率が減少しています。 

 

  (表-4-5) 市内地区別買物利用地の推移（最寄品） 

         （資料：中心市街地に関する県民意識・消費動向調査報告書） 
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 (5) 観光 

   阿賀野市の観光入込み客数は、平成７年以降は減少傾向になっており、平成 21 年現

在は 144 万 8,000 人となっています。 

   平成 21 年の入込み客の内訳は、県内客が 119 万人に対し県外客が 25 万 7,000 人で、

全体の８割以上が県内からの来訪者となっています。 

  (表-5-1) 阿賀野市入込客数の推移（資料：新潟県観光動態の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   近年の目的別入込み客数の推移をみると、平成 21 年現在、ゴルフ場・遊園地などが

含まれる「その他レクリエーション施設」が 38 万 6,000 人と最も多く、次いで「自然

景観」が 33 万 4,000 人、「温泉」が 31 万 2,000 人となっています。また平成 16 年以

降は、「産業観光」が 15 万人超の入込み客数を維持しています。 

  (表-5-2) 目的別入込客数の推移（資料：新潟県観光動態の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   市内の主要な観光施設別入込み客数の推移をみると、平成21年現在当水原地区の「瓢

湖水きん公園」が31万1,000人で最も多く、「サントピアワールド等」（19万2,000人）、
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「五頭山麓うららの森」（15 万 9,000 人）、「村杉温泉」（11 万 7,000 人）が続きます。 

  (表-5-3) 年間５万人以上入込客数のある施設別入込数の推移 

                       （資料：新潟県観光動態の概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．阿賀野市の取組み 

 ・前述１の背景を踏まえ、経済の地域内循環（経済の地産地消）による産業振興と産業

集積による活力のあるまちづくりを目指すため、当市は平成 21 年「阿賀野市産業経済

振興条例」を制定しました。 

  この条例は、中小商工業の振興のみならず、農林業を含めた阿賀野市のすべての産業

の生産活動から分配、消費までの経済全般を振興することによって、阿賀野市地域経

済の活性化を図ることを目的としています。 

  この条例を踏まえ、平成 24 年３月に「阿賀野市産業経済振興基本計画」が策定され、

阿賀野市の産業振興及び産業集積による地域経済の活性化を図るため、市民をはじめ、

行政、事業者、各関係機関団体が協働し「にぎわいを創出する産業のまち阿賀野」を

構築することを目的として策定したものです。 

 ・本計画において、３つの重点戦略（①地域ブランド化、②農業６次産業化、③中心市

街地活性化）を定めています。 

  この計画策定において、「強み」・「弱み」などのＳＷＯＴ分析が行われ、当商工会地域

の「強み」として、①自然環境を主とした観光資源（瓢湖）に恵まれている。②大消

費圏域に隣接（新潟市）している。③身近な資源が豊富であり、農産物の加工や輸出

などの事業の多角化が進行している。④中心市街地（水原本町商店街）に近い観光地

に多くの訪問者がいる。⑤魅力ある資源（和菓子屋など）が多く点在する。などが掲

げられています。 

 

３．当商工会地域の課題と経営発達計画の目標 

   当商工会地域で 85.9％を占める小規模事業者の持続的発展が地域経済の再興に繋が

ると考えています。 

   ついては、市の産業経済振興基本計画における当地域の強み及び次の課題を踏まえ、
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新潟県、阿賀野市、新潟県商工会連合会、（公財）にいがた産業創造機構、地域金融機

関その他支援機関と連携し、個別企業の経営力向上、販売促進等を継続的に支援する

とともに創業支援を行うことで、地域経済の活性化を図ることを目標とします。 

 ① 当阿賀野市は、平成 16 年４月１日に４町村が合併し、当商工会地区の旧水原町は、

従来から商業集積（水原本町商店街）を形成しており、地域の総合病院、行政の本所、

金融機関を有し、中心的役割を果たしています。 

   しかし、人口の減少、モータリゼーションの進展に伴い消費者は郊外へ流出し、売

上減少とともに経営者の高齢化・後継者難が進み廃業とともに空き店舗も増加してい

ます。新潟県消費動向調査結果では、地区別買物割合は水原本町商店街で平成 22 年度

が 5.0％、平成 25 年度が 4.6％と低下しており、地元購買率の減少、空き店舗の増加

が課題となっており、且つ、空き店舗は、居住者の生活圏と区別されておらず、簡単

に貸店舗とできない課題があること並びに商店街を構成している店舗は、金融機関を

除き、全て小規模事業者であり、経営資源（人・もの・金・情報）が乏しく「強み」

を発揮できていません。 

   現在の取組みは、商店街の来街者増加を目指し、毎年７月の最終土・日曜日の２日

間、商店街歩行者天国「七夕夜店」を実施しています。また、ＮＰＯ法人・市民ネッ

トあがのが当商店街及び阿賀野市の情報発信拠点として、平成 22 年 12 月に空き店舗

を活用し「おんこ茶屋」を設置して運営しています。平成 25 年 10 月からは、来街者

おもてなし事業として各店舗の協力を得て「お客様トイレ」、平成 26 年 12 月には水原

本町商店街イルミフェスタ（商店街をイルミネーションで電飾）の実施及び水原本町

商店街タウン誌（情報誌）を発行しており、商工会・本町商店街が積極的に取組んで

います。 

   当地域の「強み」である観光資源「瓢湖水きん公園」に年間 31 万人もの人が訪れて

おり、この訪問者を商店街に回遊させるためイベントを継続的に実施します。併せて、

個店の個性・魅力を最大限に活かすため新潟県商工会連合会、（公財）にいがた産業創

造機構と連携して、経営診断を実施し個店の経営力向上、販売促進等を支援します。 

   このような支援により「にぎわいと活力ある商店街」を目指すため空き店舗対策（現

在５店舗が貸出可能）を阿賀野市と連携して構築し、商業関係の小規模事業者が、持

続的発展ができるよう支援し、かつ、創業支援と併せて商店街空き店舗への出店を支

援することで、空き店舗の減少を継続的に実施し、商店街の店舗数を増加させ中心商

業地の復活を目標とします。 

 ② 当商工会地域の小規模事業者の減少理由は、高齢化による廃業が大半です。過去２

年の相談を分析すると事業継承の相談は年１件か２件であり、創業の相談は 30 代・40

代が大半で H25 年度が４件、H26 年度が４件となっています。 

   創業者（小規模事業者）は、経営としての技術力は持っており、相談経緯において

経営者の夢、ビジョンを語ることができるものの、それを活字（経営計画）にするこ

と、数値的目標を作成できないことが多く、資金調達（金融機関からの借入、補助金・

助成金など）のための計画書が作成できず、商工会が作成支援することが多くなって

います。 

   また、経営を数値化することが苦手な経営者が多いことも課題となっています。 

   前述１の小規模事業者数の推移では過去 15 年間で、当商工会地域の減少率（11.2%）

が阿賀野市全体（8.7%）を上回っていることから廃業等を減らすため、小規模事業所

が自ら経営計画（ビジネスプラン）を立案できるよう支援します。また、創業を支援

するため当商工会が相談窓口であることを周知し、個別相談支援を実施します。 

   このような支援によって、当商工会は小規模事業者減少率（直近 10 年 2.1%）を 20％
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抑制し、今後 10 年間の減少率を 1.7％にすることを目標とします。 

 ③ 地域の人口が減少している中で地域内経済圏だけでは地域が衰退することとなりま

す。今後の地域経済を考えた場合、企業間連携等による新ビジネスを創出し、大消費

圏域との取引・販売を図り経済を活性化することが必要ですが、新ビジネスの創出・

販路開拓の機会・手段の場がないことが課題となっています。 

   現在の取組みは、阿賀野市４商工会（安田・京ヶ瀬・水原・笹神商工会）で、市の

基本計画に基づき平成 24 年度から阿賀野市産業の情報発信、地域ブランド構築、企業

間連携による新ビジネス創出、６次産業化を推進するため市内農商工市民の協働によ

る実行委員会を組織し「産業フェア」を実施しています。 

   この産業フェアを今後も発展的に実施し、当地域小規模事業者の製品・商品・サー

ビスの情報発信、特産品開発、新ビジネス創出を支援します。 

   このような支援により、阿賀野市と連携し、大消費圏域等で開催される展示会・商

談会への出展を支援し、小規模事業者の販路開拓による売上増加を図ることを目標と

します。 
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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】 

  阿賀野市及び地域内の経済動向を調査･分析することにより、商店街の利用状

況、地区内購買層、観光客の動向を把握し、巡回指導、各種相談事業にて提供す

る情報及び経営計画を検討・作成する際の基礎資料とする。 

 ※現状でも統計資料を活用しているが、小規模事業者へ統計資料を積極的に提供

することにより、データに基づく経営計画の策定を支援する。 

（事業内容） 

 (1) 全国商工会連合会、新潟県商工会連合会で実施している「中小企業景況調査」

を基に、業種別の経済動向を分析する。【指針③】 

 (2) 新潟県が実施している県民意識･消費動向調査により、消費動向を調査、分析

する。調査結果は、経営分析、事業計画の策定・支援に活用及び巡回等相談指

導時に提供する。【指針③】 

 (3) 既存の統計資料で足りない場合は、専門の調査機関等へ委託することにより

必要な調査を行う。【指針③】 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

景況調査分析 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

消費動向調査 未実施 １ １ １ １ １ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  巡回指導･窓口相談、各種セミナーの開催等を通じ、小規模事業者の課題等を抽

出し経営分析を行う。 

  現状の記帳機械化事業は税務申告が主な目的となっているが、ネット de 記帳の

「簡易財務診断」を利用すると小規模事業者がリアルタイムに財務状況を把握で

き、必要なときに素早く財務分析の基礎資料として提供できる為、経営発達に係

る経営分析の前段として積極的に活用する。 

  専門的な課題等については、新潟県商工会連合会の専門家派遣事業及び（公財）

にいがた産業創造機構のコーディネーター等と連携し、小規模事業者の抱える経

営上の悩み・相談に対し丁寧にサポートする。 

  小規模事業者の多くは経営分析を行ったことがなく自社の強みを自覚していな

い為、経営分析を通じ、問題点や課題の整理、強み弱みを抽出して、今後の経営

発達支援事業に活かす。 
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（事業内容） 

 (1) 巡回指導・窓口相談及び経営分析に関するセミナー等により啓蒙するととも

に、自社だけでは解決できない、技術の向上や新たな事業分野の開拓など、経

営発達に資する問題点をヒアリングシート等により把握する【指針①】 

 (2) ネット de 記帳から出力できる「簡易財務診断」を経営分析の入り口と捉え、

積極的に活用する。また、単に診断書を渡すのではなく、担当者のコメントを

付けて、小規模事業者に分かりやすく説明をする。【指針①】 

 (3) 分析内容は、ネット de 記帳による簡易財務診断だけでなく、財務、販売（季

節指数、ABC）、PEST、3C、SWOT 分析等、その事業者・業種に合った分析を行い、

専門的知識を必要とするときは、新潟県商工会連合会、にいがた産業創造機構

等の専門家と連携して行う。【指針①】 

  ※「簡易財務診断」は、経営係数分析に基づき、比較貸借対照表、比較損益計

算書、損益分岐図表、経営分析レーダーチャートを作成し、簡易経営診断結果

を出力できる。 

 (4) 分析結果と需要動向調査を基に経営課題を発見し、課題を解決する為に財務、

マーケティング、業務改善などについてアドバイスを行う。また、より高度な

課題の解決や成長発展を目指す為、専門家派遣事業を活用し、伴走型のフォロ

ーアップを行う。【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・窓口 
相談件数 

８９９ ９００ ９００ ９００ ９００ ９００

セミナー開催回数 ３ ４ ４ ４ ４ ４

セミナー参加人数 ６２ ８５ ８５ ８５ ８５ ８５

経営分析件数 ５ ３０ ５０ ５５ ５５ ６０

  ※伴走型支援を実施する為、巡回・窓口相談件数は現状を維持しながら、相談

内容の充実を図る。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  事業者が経営課題を解決するため、地域の経済動向調査、経営状況の分析、需

要動向調査の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び阿賀野市、にいがた産業創造

機構と連携し、伴走型の指導･助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

  また、新潟県商工会連合会、にいがた産業創造機構等が開催する創業（第二創

業）セミナーを活用した創業支援も行う。 

  更に、阿賀野市の産業を活性化するため、阿賀野市内４商工会（安田・京ヶ瀬・

水原・笹神商工会）が阿賀野市、市内若手経営者を中心として組織された阿賀野

ドリームプロジェクトと連携して、地域の資源・商品・サービス・技術を活用し

た新ビジネス・新商品の創出を目指し、クラウドファンディング活用型ビジネス

プランコンテストを実施する。 
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（事業内容） 

 (1) 経営計画策定セミナー(５回程度)を開催し、地元経営者等から経営計画の重

要性などの講演、専門家による事業計画策定セミナーで小規模事業者の経営計

画（ビジネスプラン）作成の支援を行う。【指針②】 

※平成２６年度からセミナーを開催しているが、時間（コマ数）を増やすことに

より内容を充実させ、参加者数の増加を図る。 

 (2) 窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事

業計画の策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

※現状は、事業者からの相談があってから策定支援をしていたが、上記セミナー

等により経営計画の必要性を啓発することにより掘り起こしを図る。 

 (3) 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融･税務相談、小規模事業者等持

続化補助金等各種補助金の申請時に事業計画の策定支援を行う。【指針②】 

※現在は、金融相談による経営計画策定が中心であったが、持続化補助金等につ

いて、これまで以上に周知することにより策定支援件数の増加を図る。 

 (4) 小規模事業者が持続的発展を図るため資金調達が必要となった場合は、事業

計画の策定支援を行い、低利融資である日本政策金融公庫の「小規模事業者経

営発達支援融資制度」を積極的に活用する。【指針②】（新規） 

 (5) 新潟県、(公財)にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会による創業塾等

を周知し、また、必要に応じ個別相談会にて経済動向等の情報提供、経営計画

作成支援等により創業支援を行う。【指針②】 

※これまでは開催チラシの配布がメインであったが、ＨＰの掲載により一般の方

へも広く周知し、セミナー参加･相談人数の増加を図る。 

 (6) ビジネスプランコンテスト実施の趣旨説明会を開催し、地域資源の活用、企

業間連携の促進を図る。【指針②】 

※現状ではコンテストのルール説明が主であったが、この説明会を通じ、クラウ

ドファンディングの有効性、地域資源の活用や企業間連携の重要性についても

認識してもらい、ビジネスプラン(経営計画)策定者を増加させる。 

  

（目標） 

  セミナー開催により経営計画策定の支援を行い伴走型の指導･助言を行う。 

【（ ）内は、水原商工会目標値】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

セミナー開催回数 未実施 １ １ １ １ １ 

セミナー参加人数 未実施 １５ ２０ ２０ ２０ ２０ 

事業計画策定事業者数 未実施 １０ １５ １５ １５ １５ 

セミナー、個別相談会

回数（創業関係） 
未実施 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回

創業支援者数 １ ４ ４ ４ ４ ４

第二創業支援者数 １ １ １ １ １ １
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趣旨説明会 １回 １回 １回 １回 １回 １回

ビジネスプラン支援

者数 

１ 

(１)

５ 

(２)

５ 

(２)

５ 

(２)

５ 

(２) 

５ 

(２)

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  阿賀野市、にいがた産業創造機構と連携し、伴走型の指導･助言を行い、小規模

事業者の持続的発展を図る。 

ビジネスプランコンテスト最優秀賞を受賞した事業所のプランについて、クラウ

ドファンディングの活用を支援し、プランの実現化を目指す。 

  また、最優秀賞以外のプランについても、新潟県商工会連合会、（公財）にいが

た産業創造機構の専門家派遣事業等を活用し、実現に向けた伴走型の支援を実施

する。 

 

（事業内容） 

 (1) 小規模事業者が持続的発展を図るため資金調達が必要となった場合は、事業

計画の策定支援を行い、低利融資である日本政策金融公庫の「小規模事業者経

営発達支援融資制度」を積極的に活用する。【指針②】（新規） 

 (2) 阿賀野ドリームプロジェクト（市内農商工市民が参画している産業の活性化

を目指す任意団体）及び e-ねっと阿賀野塾（市内農商工業者がインターネット

を活用して販路開拓の勉強会を実施している任意団体）への加入を勧奨するこ

とにより、新商品開発、新ビジネス創造、インターネットを活用した販路開拓

などを自主的・継続的に取組めるよう支援する。【指針②、④】 

  （２つの団体は、当商工会が事務局を務めている。） 

※２つの団体は、それぞれの目的に基づき組織された任意団体であるが、団体に

加入し経営者・後継者等と交流を図ることで、企業間連携・新ビジネス創出・

販路開拓に効果的であることと双方の組織の充実を図る。 

 (3) 事業計画策定後、必要に応じて２ヶ月に一回程度巡回訪問し、進捗状況の確

認を行うとともに、必要な指導・助言を行う。【指針②】 

※巡回指導は現状も積極的に行っているが、定期的に訪問することにより PDCA

サイクルによる伴走型の支援を目指す。 

 (4) 阿賀野市と連携し、本町商店街空き店舗への出店について家賃補助等による

創業支援を検討する。【指針②】（新規） 

 (5) 創業支援を実施するなかで、本町商店街の出店を計画している場合は、空き

店舗への出店を支援する。【指針②】 

※現状は、空き店舗の情報収集にとどまっているが、施策の創設と併せて、創業

予定者の空き店舗活用による出店を支援する。創業者は、上記(4)の家賃補助

制度が決まれば、出店し易い環境が整備されることとなる。 

 (6) ビジネスプランコンテストの審査（外部機関審査含む）及び発表会・講評を

実施し、支援先、支援方法等の方針を決定する。【指針②】 

  ※現状はコンテスト結果の発表が主であったが、その後の支援方法等について

も審査員、参加者で協議できる機会を開催する。 
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(7) ビジネスプラン策定の個別フォローアップを行い伴走型の支援を行う。【指針

②】（新規） 

 

（目標） 

  阿賀野市、阿賀野ドリームプロジェクト及び e-ねっと阿賀野塾との連携により

実施支援を行い、伴走型の指導･助言を行う。 

【（ ）内は、水原商工会目標値】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

小規模事業者経営発達

支援融資制度利用件数 
未実施 ３ ３ ３ ３ ３ 

阿賀野ドリームプロジェ

クト、e-ねっと阿賀野塾 

新規加入事業者数 

未実施 ４ ４ ４ ４ ４ 

創業支援者数 １ ４ ４ ４ ４ ４

第二創業支援者数 １ １ １ １ １ １

本町商店街空き店舗

出店数 
未実施 １ １ １ １ １

ビジネスプランフォ

ローアップ支援者数 

３ 

(２)

５ 

(２)

５ 

(２)

５ 

(２)

５ 

(２) 

５ 

(２)

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  経営指導員の巡回指導･窓口相談、各種セミナーの開催等を通じ経営課題等の改

善並びに小規模事業者の永続的な経営を図る。 

 専門的な課題等については、新潟県商工会連合会の専門家派遣事業及び（公財）

にいがた産業創造機構のコーディネーター等と連携し、小規模事業者の抱える経

営上の悩み・相談に応じ、経営課題を改善するとともに、経営者の活力となるよ

うな経営計画を提案する。 

（事業内容） 

 (1) 巡回指導・窓口相談及び研修会の開催、各種補助金・助成金の相談業務によ

り分析の対象となる小規模事業者をピックアップする。【指針③】 

※現状の支援に加え、小規模事業者のニーズを把握し、積極的に分析を行う。 

 (2) ピックアップした事業者の商品、提供する役務の需要動向について、総務省、

新潟県、阿賀野市が実施している統計資料、中小企業庁が発行している中小企

業白書等により国内外の需要動向を情報収集・加工分析し、新たな需要を獲得

するために情報を提供する。【指針③】 

※現在の情報提供だけにとどまらす、その先の新たな需要獲得という目的意識を

持って情報を提供する。 

 (3) 専門的な知識を必要とする課題等については、連携機関の実施する専門家派

遣事業の利用や「ミラサポ」「よろず支援拠点」等のコーディネーターと連携し

て支援する。【指針③】 

※現在の専門家派遣事業に加え、小規模事業者のニーズを把握し積極的に専門家
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による支援を行う。 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

研修会開催回数 ３ ４ ４ ４ ４ ４

研修会参加人数 ６２ ８５ ８５ ８５ ８５ ８５

 

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】 

  阿賀野市全体の産業を販路開拓、企業間連携（ビズネスマッチング）、農商工連

携を推進するため、展示会を開催する。また、様々な機会を捉え、展示会・物産

展・商談会等に阿賀野市の産業がまとまって出展することで、スケールメリット

を活かし、阿賀野市産業の認知度の向上を図る。 

（事業内容） 

 (1) 阿賀野市内４商工会（安田・京ヶ瀬・水原・笹神商工会）が阿賀野市、阿賀

野ドリームプロジェクトと連携し、バイヤー等を講師に招き、大手スーパーの

求めている物などについて研修を行う。併せて、個別相談会を実施し、小規模

事業者の販路開拓を支援する。【指針④】（新規） 

 (2) 阿賀野市内４商工会（安田・京ヶ瀬・水原・笹神商工会）が阿賀野市、阿賀

野ドリームプロジェクトと連携し、産業フェアを開催し、阿賀野ブランドの情

報発信と併せて販路開拓、企業間連携（ビズネスマッチング）、農商工連携の推

進を図る。【指針④】 

※平成２７年度で４回目の開催となるが、マンネリ化することなく阿賀野ブラン

ドの確立、新ビジネス創出を目指し開催する。 

 (3) 阿賀野市内小規模事業者の販路開拓を支援するため、阿賀野市内４商工会（安

田・京ヶ瀬・水原・笹神商工会）が阿賀野市と連携し、展示会・商談会に出展

する。【指針④】（新規） 

（目標） 

  販路開拓・産業活性化の推進【（ ）内は、水原商工会目標値】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

販路開拓のための

研修会 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

産業フェアの開催 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

産業フェアの出展

支援者数 

108 

(38) 

110 

(40)

110 

(40)

110 

(40)

120 

(45) 

120 

(45)

商談会、物産展参

加回数 
未実施 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

商談会、物産展出

展支援者数 
未実施 

10 

( 3)

10 

( 3)

10 

( 5)

15 

(5) 

15 

( 7)
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  水原地区の中心市街地である本町商店街について、水原本町商店街協同組合と

連携して、七夕夜店、イルミネーション事業を実施することで、市内外・観光客

の来街を促し、水原本町商店街のにぎわいを創出し、個店の来店者数・売上増加

を図る。 

  また、阿賀野市全域の商工業活性化に資するため、消費者ニーズへの対応を図

りつつ地元消費拡大、地域経済の活性化に資することを目的にプレミアム商品券

を発行する。 

  阿賀野市、観光協会、ＪＡ等から役員（実行委員）が選出されている「水原ま

つり」について、各団体と連携することにより市外、県外からも大勢の来場者が

来てくれるような祭りを目指す。特に水原商工会青年部が実施している「ザ・灯

篭来舞」は、阿賀野市内４商工会（安田、京ヶ瀬、水原、笹神）及び豊浦商工会

の青年部と連携しながら実施してきており、阿賀野市の知名度が上げられるイベ

ントを目指す。 

  市内観光施設等で、込み客数が最も多い当水原地区の「瓢湖水きん公園」は、

白鳥の飛来する湖「瓢湖」と隣接しており、年５回の祭り･イベントを実施してい

る。このイベントを通じて、特産品・新商品等の販売･試食の機会を作り販売促進

の支援を行う。 

 

（事業内容） 

 (1) 水原本町商店街活性事業 

   水原本町商店街のにぎわいを創出し、個店の来店者数・売上増加を図る。 

  ① 七夕夜店  ７月最終土・日曜日の２日間実施予定 

  ② イルミネーション事業  １２月上旬～翌１月上旬まで点灯予定 

  ※イルミネーション事業は、平成２６年度に新規で取組んだ事業であり、イベ

ント事業の継続により、事業を定着させ来街者数の増加を図り、小売店への

来店者数･売上の増加に繋げる。 

 (2) プレミアム商品券を発行することにより、地域経済の活性化、地元購買率の

増加を図る。 

  ※現在の事業において、消費者及び加盟店アンケートの効果測定を実施し今後

の事業展開に活用するとともに地域経済の活性化を図る。 

 (3) 阿賀野市、警察署、市議会、観光協会、ＪＡ等で構成されている水原まつり

実行委員会において、魅力的な祭りとなるよう検討する。 

   「ザ・灯篭来舞」の来場者数増加を図るため、阿賀野市内４商工会及び豊浦

商工会青年部と連携し、実施方法・宣伝方法等を検討する。 

※現在の事業を充実させ、単なるイベントで終わることなく地域の魅力が向上す

るような伝統行事にし、来場者数の増加を図る。 

 (4) 祭り･イベントにおいて、商工会青年部･女性部を中心に、地域経済の活性化、

にぎわいの創出及び特産品・新商品の販売･試食機会を創出する。 

  ※現在の事業では、単に飲食の出店で終わっているが、青年部･女性部で新商品

等の開発を促し、イベント事業を通じて消費者ニーズの把握の場として活用

する。 
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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

本町商店街活性化事

業実施回数 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

プレミアム商品券発

行回数 
１ １ １ １ １ １ 

水原まつり来場者数 

（ザ・灯篭来舞） 
5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 6,100 

 

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（新規） 

  阿賀野市内４商工会（安田、京ヶ瀬、水原、笹神）経営支援担当者による定例

会を毎月１回開催し、支援ノウハウ、支援の現状、各種情報交換を行う。 

  また、阿賀野市、阿賀野ドリームプロジェクトと連携して開催している「阿賀

野わくわく産業フェア」開催に付随して開催される会議等には阿賀野市商工観光

課、農林課、広報関係も参加しており、更にセミナー等開催時には専門家を招聘

しているので、この機会を活用し支援のノウハウ、支援の現状、支援に関わる知

識･情報及び新たな需要の開拓等について相互意見交換を行う。 

  更に、必要に応じて地域内金融機関、（公財）にいがた産業創造機構と情報交換

を図るとともに、小規模事業者と懇談を深める機会を構築する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  全国商工会連合会・新潟県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企

業大学校や中小企業基盤整備機構等他の支援機関が主催する研修に経営指導員が

年間１回以上参加することで、売上や利益を確保することを重視した支援能力の

向上を図る。 

  経営支援員（補助員、記帳専任等）は、組織内で経営支援に関するノウハウを

共有し、経営指導員とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、伴走型

支援能力の向上を図る。 

 ※現状に加え、組織内でノウハウを共有し、チームで支援する体制を構築する。 

 

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 

  毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により

評価･検証を行う。 

 (1) 行政（商工観光課）等の有識者により、事業の実施状況、成果の評価・見直

し案の提示を行う。 

 (2) 正副会長会議において、評価･見直しの方針を決定する。 

 (3) 事業の成果･評価･見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける。

 (4) 事業の成果･評価･見直しの結果を総会・会報で公表する。 
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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 

（平成２７年４月現在）

（１）組織体制 

   水原商工会（全体） 

    会  長          1 名 

    副 会 長          2 名 

    理  事          22 名 

    監  事          2 名 

    事務局長          1 名 

経営指導員         2 名 

経営支援員（補助員）    1 名 

経営支援員（記帳専任職員） 2 名 

記帳指導職員        1 名 

     合計           34 名 

  経営発達支援事業については、事務局長を除く 6名の職員が対応する。 

 

（２）連絡先 

   水原商工会 

    〒959-2021 新潟県阿賀野市中央町２丁目１２－５ 

電話番号 0250-62-2047 F A X番号 0250-62-7007 

ホームページ http://www.suibara-sci.jp/ 

    メールアドレス stsci@iplus.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） 

 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 376,450 376,650 376,850 377,050 377,250

 

小規模企業対策事業費 

1.経営改善普及事業 

 指導職員設置費 

2.経営改善普及事業 

 指導事業費 

3.プレミアム商品券 

 発行事業 

4.産業フェア事業 

34,500

6,450

330,000

5,500

34,700

6,450

330,000

5,500

34,900

6,450

330,000

5,500

 

35,100 

 

6,450 

 

330,000 

 

5,500 

35,300

6,450

330,000

5,500

（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 

 

県補助金、市補助金、会費・手数料等収入、受託料収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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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) 中小企業診断士等の専門家派遣 

 (2) 事業計画の策定支援 

 (3) 新ビジネス創出のためのビジネスプランコンテストの開催 

 

連携者及びその役割 

 

№ 
名  称 

代表者名 
住  所 電話番号 役  割 

1 
新潟県商工会連合会 

会長 岩村菖堂 

新潟県新潟市中央

区新光町 7番地 2 
025-283-1311 ・専門家派遣 

2 

(公財)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番 1号 
025-246-0025 ・専門家派遣 

3 
新潟県 

知事 泉田裕彦 

新潟県新潟市中央

区新光町 4-1 
025-285-5511 

・調査分析資料等の提供

・補助事業、制度融資等

の情報提供 

4 
阿賀野市 

市長 田中清善 

新潟県阿賀野市岡

山町 

10 番 15 号 

0250-62-2510 

・事業計画の策定支援 

・ビジネスプランコンテ

スト開催 

5 

日本政策金融公庫 

新潟支店国民生活事業 

事業統括 山本 要 

新潟県新潟市中央

区万代 4-4-27 

NBF 新潟テレコムビル 9F

025-246-2012 ・金融面の専門的な助言

6 
さくらの街信用組合本店 

本店長 菅谷義昭 

新潟県阿賀野市中

央町 1-9-1 
0250-62-2880 ・金融面の専門的な助言

7 
第四銀行水原支店 

支店長 渡辺 哲 

新潟県阿賀野市中

央町 1-1-38 
0250-62-4111 ・金融面の専門的な助言

8 
大光銀行水原支店 

支店長 田中和義 

新潟県阿賀野市中

央町 2-6-22 
0250-62-2830 ・金融面の専門的な助言

9 
北越銀行水原支店 

支店長 小湊裕実 

新潟県阿賀野市中

央町 1-8-7 
0250-62-3111 ・金融面の専門的な助言

10 
安田商工会 

会長 本間 武 

新潟県阿賀野市保

田 3726-7 
0250-68-2208 

・各種情報交換、共有 

・事業共同開催 

11 
京ヶ瀬商工会 

会長 小林孝 

新潟県阿賀野市姥

ヶ橋 660-5 
0250-67-2743 

・各種情報交換、共有 

・事業共同開催 

12 
笹神商工会 

会長 小林郁夫 

新潟県阿賀野市山

崎 379 
0250-62-4563 

・各種情報交換、共有 

・事業共同開催 
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連携体制図等 

 

 

小規模事業者

水原商工会 

新潟県商工会連合会 
にいがた産業創造機構 

新潟県 
阿賀野市

支 

援 

相 

談 

連 

携 

安田商工会 
京ヶ瀬商工会 
笹神商工会 

日本政策金融公庫 
さくらの街信用組合 

第四銀行 
大光銀行 
北越銀行 


