
経営発達支援計画の概要 

実施者名 笹神商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

『阿賀野市産業経済振興基本計画』に沿った地域経済活性化を目指し、以下

の目標を達成するため経営発達支援事業を実施する。 

１．小規模事業者の持続的発展支援と創業（第二創業）支援 

廃業率が直前１０年間との比較で４０％減少するよう、事業計画の策定支

援と策定した事業計画に沿った経営が行われるよう重点的に支援する。 

さらに、創業予定者、創業者、第二創業者および事業承継者が円滑に事業

を進められるよう、事業計画策定後のフォローアップを実施する。 

２．小規模事業者の売上向上対策と地域経済の活性化 

疲弊した地域経済を活性化させるべく、新たな販路開拓、企業間連携、新

商品開発等を目指す小規模事業者を強力にバックアップする。 

市と協力する「産業フェア」の開催、市内小規模事業者で展示会や商談会

へ共同出展を行う等、販路開拓による売上・利益向上を目標とする。 

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 

地区内の経済動向を調査・分析することにより、地域経済の現状を把握し、

小規模事業者の経営支援に活用していく。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的発展に力点を置き、経営指導員の巡回・窓口相談の

ほか、各種セミナーの開催等を通じて小規模事業者の経営分析を実施すると

ともに、小規模事業者自身の経営分析能力向上を支援する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

当会で事業計画策定支援を行うことを十分に周知し、より多くの小規模事

業者が経営課題解決のために事業計画を策定できるよう支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画を具現化すべく策定後のフォローを徹底的におこなう。

小規模事業者の他、創業予定者も策定後の支援を実施し、開業を後押しする。

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者の販売する商品や業種の需要動向の情報を調査、整理、分析

し、その結果を提供することにより小規模事業者の持続的発展を支援する。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の販路開拓、企業間連携を目指し、産業フェアを開催する。

また大消費圏域での展示会・商談会への市内事業者による共同出展を支援し、

売上・利益向上を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

関係他団体との地域経済活性化連携会議を実施する。地域ブランドの確立

を目指すほか、市基本計画に沿った地域経済の活性化を検討する。 

連絡先 

住所 〒959-1919 新潟県阿賀野市山崎 379 番地 

笹神商工会 経営支援室 野口 等 

電話：0250-62-4563 FAX：0250-62-7924 mail：sasa4563@iplus.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 

 

阿賀野市は、大河「阿賀野川」が越後平野と出会い、市の東部には五頭連峰をいただ

き、中心部には白鳥や多くの野鳥が飛来するラムサール条約登録湿地の「瓢湖」を有す

る自然の恵み豊かなまちである。 

当地域は全産業の３０％強を建設業が占める古くからの職人のまちで、大工・左官・

畳・板金・屋根・設備職人などが多い地域である。これは、地域に神社仏閣が多い点や、

中心部においてかつて賑わった笹岡城跡を擁していること、古い歴史ある五頭温泉郷の

隆盛がその証であり、これまで続いてきた旅館等の維持管理で欠かすことのできない大

切な職業であったことを物語っている。このように豊かな自然の中にあって、歴史ある

文化遺産にも恵まれ、次のような観光資源が存在している。 

① 緑の自然とそこに育まれた安全・安心な農産物(里山・やまびこ通り・五頭連峰・
有機米・有機野菜・薬草園・五頭山麓県民いこいの森キャンプ場・奥村杉キャン

プ場・どんぐりの森キャンプ場・笹神七清水) 

② 体の治癒力を高める効能を持つラジウム含有量日本有数の五頭温泉郷(県内最古
の出湯温泉・村杉温泉・今板温泉) 

③ 歴史ある文化遺産(笹岡城跡・華報寺・優婆尊・清廣館等) 
また、当市はかつて交通の要衝として栄え、歴史と自然、文化が調和しながら発展し、

平成１６年４月、北蒲原南部４町村が合併し新たに「阿賀野市」として誕生した。 

しかし、高度経済成長後の現在においても政治、経済、情報の東京一極集中はますま

す加速し、地方からの労働力の流出、国の輸出産業重視の経済政策による農産物の輸入

自由化等により、これまで地方の基幹産業であった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る。 

商工業もまた、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

の到来によって、極めて厳しい経営環境におかれている。さらに地域消費力の大部分を

占める労働者の雇用情勢も不安定なため、地域経済は疲弊し市民生活の安定向上と安全

を守ることを使命とする行財政運営までもが難しい状況となっている。 

 市町村合併によるスケールメリットや、専門性の追求などによる各方面への波及効果

が期待されたが、これまで日本経済を支えてきた地方の中小企業者にとっては、景気の

長期低迷、大企業の一極集中や海外進出などにより、業績に大きな暗い影を落とす結果

となってしまった。 

なお、市がまとめた阿賀野市の現状および市を取り巻く環境変化は次のとおり。 

  

〈基礎データによる阿賀野市の現状〉 

【人口】 

 ・平成7年の48,828人をピークに人口減少へ。 

【就業】 
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・市在住就業者約23,800人のうち、37％に当たる約8,900人が市外で就業。 

・第１次産業の比率(11.5%)が比較的多い就業構造。 

【農業】 

・農家数減少、特に兼業農家激減（約20年間で4割減少）。農地面積の減少。 

・農業従事者の高齢化（H22年現在80.5%）。 

【建設業】 

 ・他市町に比べ事業所比率が高い（20.5%）が事業所数は減少（H18年480件）。 

【製造業】 

 ・事業所数及び従業者数（S60年5,431人→H20年4,464人）の減少。 

【商業】 

・小売業数の減少（H6年711件→H19年571件）。 

・市内での買物利用客の減少。 

・小売業従業者は2,500人、卸売業従業者は386人。 

【観光】 

・観光客の減少（H11年1,895千人→H21年1,448千人）。 

・瓢湖水きん公園311千人、サントピアワールド等192千人、うららの森159千人、 

村杉温泉117千人などへの入込客が中心。 

 

〈阿賀野市を取り巻く環境変化〉 

【社会経済情勢の変化】 

・高齢化・少子化の進展 

 ・長引く経済低迷と財政悪化（借金の拡大） 

 ・社会保障負担の増加（医療費、介護、年金…） 

・建設工事等、社会資本投資余力の減少 

 ・東日本大震災復興への注力 

【市民意識の変化】 

・経済情勢悪化、老後への不安などの中で消費抑制 

 ・原子力発電所問題を含む電力消費や環境問題への認識の高まり 

 ・「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」への意識の変化 

・観光の質の変化（団体から小グループへ、物見遊山から体験・交流へ） 

 ・こだわり志向、ふるさと回帰、人同士のふれあい・絆への関心 

【物理的変化】 

・県営東部産業団地の約100haの残地 

・東部産業団地における全国自治体初の17MW太陽光発電所稼働 

・国道49号沿いでの郊外型店舗の立地が進展 

・国道49号バイパス建設の進展 

※以上、『阿賀野市産業経済振興基本計画』より 

 

（２）地域の課題（強みと弱み） 

 

このようなことから、阿賀野市のすべての産業・関係機関団体・市民並びに行政がそ

れぞれの役割をもって協働し、経済の地域内循環(経済の地産地消)による産業振興と産
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業集積による活力のあるまちづくりを目指すため、平成２１年「阿賀野市産業経済振興

条例」が制定された。これを踏まえ、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』が策定された。 

 

阿賀野市は『阿賀野市産業経済基本計画』の中で、地域の強み・弱みについて記述し

ている。 

 
 （１）の市の現状や、市を取り巻く環境変化に関する記述、および上記分析の結果に

ついては、当会も共通の認識を持っており、事業目標を立てる際にヒントとした。 
 

（３）経営発達支援事業の目標と実施方針 

 

当会では、阿賀野市で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

興につながると考えており、『市産業経済振興基本計画』における当地域の強みと弱み、

課題を踏まえ、新潟県、阿賀野市、新潟県商工会連合会、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、本事業において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

標とする。 
 
Ⅰ．小規模事業者の持続的発展支援と創業（第二創業）支援 

 
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ある。過去２

年の相談のうち、事業継承の相談は年１件もしくは２件程度であり、創業の相談は３０

代～４０代の年代が中心で、Ｈ２５年度が２件、Ｈ２６年度が１件となっている。 
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（事業計画）にすることや数値

計画を策定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、商工会が策定を支援することが多くなっているのが現状

である。また、現在の経営状態を数値化することも苦手な場合が多く、経営の近代化の

「強み」としては、新潟市という大きな消費圏域に隣接しているにもかかわ

らず自然環境を中心とした観光資源が豊富で、なおかつ農業が盛んであること

が挙げられます。一方「弱み」としては、個々の資源のもつ魅力値は高いもの

の連携やネットワーク不足から地域全体としての発進力に欠けることが挙げ

られます。 
 それらを解決する「機会」としては、行政をはじめとする側方支援により関

係機関との連携に期待が持てること、さらに「脅威」に関しては、温泉街や農

産物（コシヒカリ）など、県内に類似するカテゴリーが存在し、なおかつ有力

であることや大規模小売店舗の存在が街中の商業を圧迫していることなどが

挙げられます。 
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大きな妨げとなっている。 
小規模事業者数は直近の５年間で、３５３件から３０７件にまで減少しており（４６

件減、減少率１３％）、この廃業をこれ以上増加させないためにも小規模事業所が自ら

事業計画（ビジネスプラン）を策定できるよう支援することが求められている。 
さらに、創業を支援するため当商工会が相談窓口であることを十分に周知し、個別相

談支援を実施し、小規模事業者の減少率を今後１０年間で８％以内（約４０％減）にま

で抑制することを目標とする。 
 
Ⅱ．小規模事業者の売上向上対策と地域経済の活性化 

 
 当地域の人口は年々減少の一途をたどり、地域内の需要だけでは地域経済が衰退する

ことが予想されている。今後の地域経済を考えた場合、新たな販路開拓や企業間連携等

による新ビジネスの創出が必要であり、さらに大消費圏域との取引・販売の促進を図り、

経済を活性化することが不可欠である。しかしながら、現状では新ビジネスの創出・販

路開拓の機会、マッチングの場がないことが当地域の大きな課題となっている。 
 現在阿賀野市４商工会（安田・京ヶ瀬・水原・笹神商工会）で、市の基本計画にもと

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」を実施している。この産業フェアを今後も発展的に継続し、

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

を全面的に支援していく。 
 また、市の基本計画に沿った小規模事業者支援となるよう、さらに阿賀野市と連携を

深め、大消費圏域（新潟市や関東圏）で開催される展示会・商談会への共同出展を行う

等、小規模事業者の販路開拓による売上増加を図ることを支援目標とする。 
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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（２７年４月１日～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】 

  

（現状と課題） 

経営発達支援事業を遂行するうえで、地域の経済動向を正確に把握し、小規模事業者

にその分析結果を提供していくことは非常に重要である。 

現状では、国、県、市、県商工会連合会、金融機関等のまとめた統計資料を、広報紙

へ掲載することや、相談時に利用することで小規模事業者へ提供してきたが、十分活用

できているとは言えない。従って今後は調査結果を小規模事業者の経営指針、販売戦略、

販路開拓、商品開発等の参考としていただくため、より広く・速く情報発信することが

求められている。 

 

（改善方法） 

・月に１度発行の会報誌への情報掲載のほかに、「地域経済動向情報」を小規模事業者

に配付する。 

・地域内景況調査・小規模事業者実態調査を実施し、調査により得られた結果を整理分

析し、課題の抽出をおこない、その後の相談時等に活用、提供していく。 

・本会職員間で「調査結果の勉強会」を行い、小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課

題等を共有する。 

 

（事業内容） 

（１） 経済産業局ＨＰ掲載の各種データ、全国商工会連合会および新潟県商工会連合

会実施の「中小企業景況調査」、新潟県実施の「県民意識・消費動向調査」等をも

とに、業種および地域別の経済動向を分析する。分析した情報を年４回程度まとめ、

小規模事業者へ提供する。また提供情報の中で、中小企業庁や経済産業局、新潟県、

阿賀野市等の統計情報掲載サイトを紹介し、事業に役立ててもらう。（既存事業改

善） 

（２） 地域内小規模事業者の販売する商品または提供する役務の内容、保有する技術

またはノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務内容その他の経営状況を把握す

るため、年に１回「地域内景況調査・小規模事業者実態調査」を実施する。調査で

得られた結果を整理・分析し、小規模事業者へ情報提供するとともに、今後の相談

時等に活用する。（新規事業） 

（３） （１）で分析した経済動向や（２）で得られた結果をもとに、本会職員間で年

４回の「調査結果の勉強会」を行う。この勉強会により、職員全員が地域の経済動
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向や景況を把握、共有し、一層の伴走型支援を実施する。（新規事業） 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

地域経済動向情報の配付 0 4 4 4 4 4 

景況・小規模事業者 
実態調査 

0 1 1 1 1 1 

調査結果の勉強会 0 4 4 4 4 4 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と課題） 

小規模事業者のうち、実際に自社の経営分析を実施したうえで、「強み・弱み」を正

確に把握し、事業活動や事業計画の策定に活かしている事業者は極めてまれである。 

これらの小規模事業者に、経営分析の必要性と重要性を十分に理解してもらい、さら

に事業者の持続的発展のためにその「強み」を伸ばしていくための基礎資料となる経営

分析を行っていくことが今後の課題である。 

 

（改善方法） 

小規模事業者の持続的発展を目的に、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの

開催等を通じて小規模事業者の課題等を抽出し、経営分析を行う。このことにより小規

模事業者が自身の経営状況を的確に把握し、経営課題の改善等に取り組み、より一層伴

走型の支援が効果的に実施されることを目指す。 

専門的な課題については、新潟県、阿賀野市、県商工会連合会、地域金融機関、（公

財）にいがた産業創造機構、新潟県よろず支援拠点等と連携し、小規模事業者の抱える

経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 

（事業内容） 

（１） 経営分析の必要性と重要性を理解していただくセミナーを定期的に開催する。

講師は、にいがた産業創造機構や新潟県よろず支援拠点、地元金融機関等、連携先

から招聘し課題の共有を図る。（新規事業） 

（２） 当会は全会員に対して年に２回以上巡回することを目標としている。この巡回

指導や窓口指導での金融相談、経営相談業務において経営分析の対象となる事業所

をピックアップする。これまで経営分析の必要性を認識していなかった事業所に対

してはその重要性を説明し、需要の掘り起こしに努める。（既存事業改善） 

（３） 主な分析項目は 

・（総合）損益分岐点分析、損益計算書および貸借対照表の３期比較など 

・（財務）自己資本比率、流動比率、当座比率、固定長期適合率など 

・（生産・販売）売上高総利益率、１人当り売上高・利益高、面積当り売上高など 
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・（労務）売上高対人件費率、１人当り固定資産額など 

（４）（３）の各種指標は商工会「ねっとｄｅ記帳」利用事業者には定期的に提供され

ている。経営支援員（記帳担当）は、月次試算表だけでなく「経営計数分析表」をもと

に、年３回以上の分析結果を提供する。（既存事業改善） 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

セミナー開催回数 0 1 1 2 2 2

セミナー参加人数 0 15 20 30 30 35

経営分析件数 8 20 25 25 30 30

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

事業計画の策定は、金融相談時における金融機関への提出資料の一部としての対応に

とどまっているのが実情であった。事業計画を策定し、これに沿った事業活動を行うこ

とが事業の持続的発展につながることが十分に理解されていないことが大きな課題と

なっている。 

 

（改善方法） 

このような現状を踏まえ、まず始めに、小規模事業者および創業（予定）者、事業承

継（予定）者に対し、事業計画策定が事業の持続的発展になぜ必要なのかを認識いただ

くための周知活動を重点的に実施する。 

また、計画策定支援にあたっては事業者からのヒアリングを最重要視し、新潟県よろ

ず支援拠点、にいがた産業創造機構、県商工会連合会、地元金融機関と連携し、伴走型

の指導・助言を行う。 

さらに、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

目的に、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のに伴

い、応募ビジネスプランの作成を支援する。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やにいがた産業創造機構、

ミラサポ等の専門家派遣事業を活用し、実現に向けた伴走型の支援を実施する。 

 

（事業内容） 

（１） 事業計画策定セミナー（集団１回、個別４回程度）を開催し、地元経営者等か

ら事業計画の重要性などの講演、専門家による講義で小規模事業者の事業計画（ビ

ジネスプラン）策定の支援を行う。（既存事業改善） 

（２） 現状は事業者からの相談により策定支援を行ってきたが、（１）のセミナー開

催により需要の掘り起こしを行うことにより、一層効果的な巡回指導・窓口指導が

実現する。特に巡回指導時のヒアリングに重点を置き事業計画策定支援にあたる。
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（既存事業改善） 

（３） これまでの事業計画策定支援に加え、小規模事業者経営発達支援融資制度や

国・県・市等の補助金・助成金の周知を図り、申込時、申請時に事業計画の策定支

援を行い、支援件数の増加を目指す。（既存事業改善） 

（４） 創業予定者や第二創業（経営革新）を目指す方、事業承継を予定している事業

者に対し、にいがた産業創造機構や県商工会連合会が開催する対策セミナーを周知

する。特に創業予定者は会員でないため、これまで周知が行き届いていなかったが、

年に１回は創業対策セミナー開催に合わせ、折込チラシを作成し周知に努め、創業

計画策定支援につなげる。（新規事業） 

（５） ビジネスプランコンテストの開催に際し、地域資源の活用、企業間連携の促進

を図るための説明会を実施したうえで、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。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。（新規事業） 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業支援事業者数 2 4 4 5 5 6 

第二創業支援者数 1 2 2 3 3 4 

事業計画策定支援件数 4 8 8 10 10 12 

ビジネスプランコンテ

スト応募支援者数 
0 1 1 2 2 2 

 

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） 

小規模事業者が事業計画を策定するのは、多くの場合、創業・経営革新、各種補助金

や助成金の申請を目的にしており、計画策定本来の意義である、企業としての「経営理

念・経営ビジョン」「経営戦略」が明確にされず、到達目標が具現化できないケースが

非常に多いことが課題となっている。 

また、当地区における開業より廃業が多い状況において、創業時の計画が具体的に進

められていないことが想定されるため、創業（第二創業）者へのフォロー不足も課題で

ある。 

 

（改善方法） 

策定された事業計画が「活きた計画」となるように、公的機関や他団体等の支援策を

徹底的に周知し、制度利用勧奨を図る。小規模事業者に対し、計画策定後のフォローを

行うのはもちろん、創業（予定）者についても可能な限りフォローを実施する。 
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（事業内容） 

（１） 国（例えば労務関係の助成金等含む）、県、市、にいがた産業創造機構等の行

う各種支援策を徹底的に広報する。策定した事業計画を利用して助成金を申請でき

ることが十分に周知されていないため、この点についても周知する。（既存事業改

善） 

（２） 事業計画策定後、必要に応じて２ヶ月に１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。特に定期的に訪問することによりＰＤ

ＣＡサイクルによる伴走型の支援を目指す。（既存事業改善） 

（３） 事業計画策定後に、事業の持続的発展のための取組みに必要な設備資金及びそ

れに付随する運転資金の融資を受ける際には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」を積極的に活用し、その後は伴走型の指導・助言をしながら

フォローアップを実施する。（新規事業） 

（４） 創業予定者の同意が得られた場合、小規模事業者と同様に（（２）と同様に）

必要な指導・助言を行う。当会主催のセミナーや、連携先主催の事業等にも参加で

きることを十分に説明し、策定された創業計画が具現化されるようフォローアップ

を行う。（新規事業） 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定事業者 
への定期巡回回数 

24 48 48 60 60 72 

小規模事業者経営発達 
支援融資制度利用件数 

未実施 1 1 2 2 3 

創業予定者への 
定期巡回回数 

未実施 6 12 18 24 30 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

小規模事業者が、自身の販売する商品、提供する役務の需要動向について正確に把握

し、自らの販売・受注活動に反映させていくことは大変重要である。 

先の経営分析により認識した自社の「強み・弱み」と外的需要動向をあわせ、消費者

や市場ニーズに即時対応できるような小規模事業者の体制づくりをサポートしていく

ことが必要であるが、現状では具体的な支援策がとられてこなかったことが課題であ

る。 

 

（改善方法） 

具体的には以下で述べるが、当会で、それぞれの商品や役務の提供についての需要動

向調査が可能であることを周知すること、他団体と連携し、業種による苦手（片寄り）

がないように幅広く調査すること、調査した結果はレポートとして小規模事業者へ提供

すること、調査内容について本会職員間で情報を共有すること、で改善を行う。 
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（事業内容） 

（１） 月に１度発行している広報紙にて、商品、役務の提供等についての需要動向調

査を行うこと、調査する項目などを掲載し、幅広く支援できることをＰＲする。（既

存事業改善） 

（２） 主な調査は経済産業局の統計調査や、県の消費動向調査と観光統計情報、県商

工会連合会の景況調査等を利用し、情報を収集・整理する。その他各業界団体（例

えば○○製造業や、○○小売業等）のＷＥＢサイトの情報が詳細で有効な場合が多

いため、積極的に利用する。（新規事業） 

（３） 専門性の高い調査については、新潟県商工会連合会登録エキスパート、新潟県

よろず支援拠点コーディネーター、にいがた産業創造機構、ミラサポの登録専門家

等と連携し調査・情報提供を行う。（既存事業改善） 

（４） 調査結果は今後の経営判断の参考となるよう、レポートとして小規模事業者に

提供する。さらに、このレポートをもとに職員間で情報共有を図り、小規模事業者

の課題解決に向けて伴走型の支援を実施する。（新規事業） 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

需要動向調査件数 未実施 6 8 8 10 10 

連携先専門家等による

調査実施 
未実施 2 3 3 5 5 

 

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） 

小規模事業者が抱える経営課題の最たるものの一つが、売上・収入の維持であること

は間違いない。多くの小規模事業者が事業の持続的発展のために売上・収入の維持を目

指しているが、現代の少子高齢化や人口の減少、長く続いてきた不況により、思い描く

ような数字を獲得できているとは言い難い状況である。 

このような状況の中で当会としては、小規模事業者が比較的苦手としている商品・技

術等のＰＲを促進し、販路開拓につながる支援を今まで以上に求められている。 

 

（改善方法） 

当地域を含む阿賀野市全体の産業の販路開拓、企業間連携（ビジネスマッチング）、

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による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
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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

いるもの等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。（新規事業） 

（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（ビジネスマッチング）、農商工連携の推進を図る。

（既存事業改善） 

※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。

（新規事業） 

 

（目標） 

【（ ）内は、笹神商工会目標値】 

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 

出展支援者数 

108 

(3) 

110 

(5)

110 

(8)

110 

(8)

120 

(10) 

120 

(10)

商談会、物産展 

出展支援者数 
未実施 

10 

( 2)

10 

( 2)

10 

( 3)

15 

(4) 

15 

( 4)

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（現状と課題） 

当商工会地域は阿賀野市内でもっとも自然豊かで、山、温泉、農産物等の地域資源が

豊富に存在する地域である。これまでも市や市観光協会、五頭温泉郷旅館協同組合、Ｊ

Ａささかみ等と連携し、地域資源活用事業の実施やイベントの共同開催などで地域のＰ

Ｒに努めてきたが、未だ地域経済の活性化にいたっているとは言い難い。 

また、少子高齢化による消費そのものの減少に加え、消費の地域外流出により、小規

模事業者は大きな苦境に立たされており、少しでも多くの財が地域内で消費されること

も地域経済の活性化のために重要である。 

 

（改善方法） 

地域内における上述の他機関との間で、同じ方向を見つめながら事業を実施するため

に、既存の連携の枠組みを利用し、今後の地域経済活性化の方向性を検討する。イベン

トは地域経済の活性化を第一の目標に実施し、来場者へのアンケート調査によって得ら

れる情報から、地域のイメージ、期待されること、地域のブランド等について検討する。
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（事業内容） 

（１） 五頭温泉郷旅館協同組合およびＪＡささかみと連携し、「ささかみゆうきの里

の火祭り」を実施しているが、地域経済の活性化を目指し、より新しい取り組みに

挑戦する。従来取り組んできた「巨大さいの神つくり」をメインに、地域産品や地

域資源情報を一堂に集め、地域内外に当地区の魅力を発信できるイベントを実施す

る。（既存事業改善） 

（２） 阿賀野市の協力を受け、上記（１）イベントの主催（当会も含め）３団体によ

る地域経済活性化連携会議を立ち上げ、この団体を母体に地域経済の活性化対策や

異業種間を横断する「地域ブランド」確立等の検討をする。特に阿賀野市からは会

議や事業に参加いただき、市基本計画に沿った地域経済活性化策となるよう留意し

ながら運営する。（新規事業） 

（３） 地域経済の活性化、地域消費者満足度の向上、消費の地域外流出対策として、

阿賀野市、市内４商工会と協力し「プレミアム付き商品券」を発行する。これまで

も実施してきたが、さらに多くの小規模事業者が取扱店となるようＰＲを強化す

る。（既存事業改善） 

（４） 阿賀野市では、「住宅リフォーム支援事業」として市内住宅関連業者の振興と

地域経済の活性化を図るため、市民が市内施工業者を活用してリフォームを行う場

合にその経費の一部を補助している。当会では、市および笹神建築協同組合と連携

し、事業の周知・ＰＲを図るとともに、消費者とのつながりを当事業だけで終わら

せないよう小規模事業者を支援していく。（既存事業改善） 

（５） 新潟県において昨年１２月、「小規模企業の振興に関する基本条例」が交付さ

れた。これを受け、市内４商工会では当阿賀野市に対しても小規模事業者の持続的

発展の位置づけを明確にした「阿賀野市小規模企業の振興に関する基本条例」の制

定を継続的に要望し、阿賀野市とともに地域経済の活性化を目指す。（新規事業） 

 

（目標） 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

イベント出展事業者数 6 10 10 12 12 14 

プレミアム商品券 
取扱店数 

75 80 80 85 85 85 

住宅リフォーム支援事業

利用者数（当地区） 
40 45 50 50 60 60 

 

 

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 

 

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。 
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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、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、（公財）にい

がた産業創造機構が主催する「経営セミナー」や中小企業大学校の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、売上げ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。 

また、前述した市内４商工会経営支援に関する定例会を実施する際、年に２回程度は

外部講師を招き、従来の経営指導能力の向上を目指す研修に加え、小規模事業者の売

上・利益確保・事業持続化に資する支援ノウハウ習得を目指す研修を実施し、積極的に

受講する。 

これまでも週に一度のミーティングで業務予定の確認を行ってきたが、今後は小規模

事業者の相談内容や現状を報告する等情報を共有する時間を設け、職員全員が事務分掌

に関わらず相談に対応出来る体制づくりに努める。また、経験の少ない若手職員が支援

に苦慮している場合はベテラン職員と支援ノウハウの共有を図り、更に経営支援員（補

助員・記帳専任等）と経営指導員は、事業者の情報や経営支援に関するノウハウを共有

し、積極的にチームを組んで小規模事業者を支援する。 

さらに、記帳担当職員等が担当する指導先の試算表をもとに経営分析を行い、経営指

導員からの分析結果や助言等を付記して指導先の分析を行うことで、ＯＪＴにより経営

分析の手法、経営計画の立案方法等を学び、組織全体として伴走型の支援能力向上を図

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 

 

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 阿賀野市商工業振興担当者ら有識者により、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 前述のⅠの１～６、およびⅡで示したそれぞれの数値指標に対する成果について図
表化し、進捗度・達成度を確認するために見直しの方針と併せて理事会へ報告し、

承認を受ける。 

事業の成果・評価・見直しの結果をまとめた報告書を事務所に備え付け、会員その他

関係者がいつでも閲覧できる状態にしておく。また報告の要約を毎月発行の「商工ＮＥ

ＷＳささかみ」に定期的に掲載し、計画期間中公表する。 
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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 

（２７年７月現在）

（１）組織体制 

笹神商工会 会員数 ２１７名 

         役員数  １５名 

   ＜事務局＞ 

   事務局長  １名 

   経営指導員 ２名 

   事務職員  ３名（経営支援員２名、記帳指導員１名） 

 

（２）連絡先 

笹神商工会 経営支援室 

   〒９５９－１９１９ 新潟県阿賀野市山崎３７９番地 

   電 話：０２５０－６２－４５６３ 

   ＦＡＸ：０２５０－６２－７９２４ 

   メールアドレス：sasa4563@iplus.jp 

   営業時間 ８：３０～１７：１５（土日・祝日を除く） 

 

 

 

（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 21,480 21,600 22,700 22,850 22,950

 

小規模企業対策事業費 

・指導職員設置費 

 

・指導事業費 

 

・イベント事業費等 

18,810

2,170

500

18,900

2,200

500

20,000

2,200

500

 

20,100 

 

2,250 

 

500 

20,200

2,250

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 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、受益者負担 

（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 地域の経済動向調査に関すること 

連携先…①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧ 

２ 経営状況の分析に関すること 

連携先…①、②、③、④、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮ 

３ 事業計画策定支援に関すること 

連携先…⑪、⑫、⑬、⑭、⑮ 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

連携先…⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳ 

５ 需要動向調査に関すること 

連携先…①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧ 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

連携先…②、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳ 

※番号は下記「連携者及びその役割」参照 

連携者及びその役割 

 

①新潟県庁 知事 泉田 裕彦 

住所 新潟県新潟市中央区新光町４－１ 

電話 ０２５－２８５－５５１１ 

②阿賀野市役所 市長 田中 清善 

住所 新潟県阿賀野市岡山町１０－１５ 

電話 ０２５０－６２－２５１０ 

 上記①・②との連携により、県内・市内の経済・需要動向の把握がスムーズに行われ、

小規模事業者へのタイムリーな情報発信が可能となる。また、市との連携により阿賀野

市の産業全体の認知度向上に効果が期待できる。 

③全国商工会連合会 会長 石澤 義文 

 住所 東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル北館１９階 

 電話 ０３－６２６８－００８８ 

④ 新潟県商工会連合会 会長 岩村 菖堂 
  住所 新潟県新潟市中央区新光町７－２  

電話 ０２５－２８３－１３１１ 

 上記③・④との連携により、全国・県内の商工業者の経済動向の把握がスムーズに行

われ、小規模事業者へのタイムリーな情報発信が可能となる。また、エキスパートバン

ク・物産展等の支援メニューの活用により、専門的で高度な支援を行うことができる。

⑤阿賀野市観光協会 会長 中島 正昭 

 住所 新潟県阿賀野市岡山町１０－１５（阿賀野市役所内） 

  電話 ０２５０－６２－２５１０ 
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 ⑥五頭温泉郷旅館協同組合 理事長 清野 修栄 

  住所 新潟県阿賀野市村杉３９４６－１６３ 

  電話 ０２５０－６１－３００３ 

 上記⑤・⑥との連携により、「観光業」の経済動向の把握がスムーズに行われ、小規模

事業者へのタイムリーな情報発信が可能となる。 

 ⑦笹神建築協同組合 代表理事 遠藤 富雄 

  住所 新潟県阿賀野市山崎３７９（笹神商工会内） 

  電話 ０２５０－６２－４５６３ 

 ⑧阿賀北建築組合連合会 会長 菅 幸一 

  住所 新潟県新発田市住田５１０ 

  電話 ０２５４－３３－０３０５ 

 上記⑦・⑧との連携により、「建設業」経済動向の把握がスムーズに行われ、小規模事

業者へのタイムリーな情報発信が可能となる。 

⑨（公財）にいがた産業創造機構 理事長 泉田 裕彦 

住所 新潟県新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル９階・１０階 

電話 ０２５－２４６－００２５ 

 ⑩新潟県よろず支援拠点 コーディネーター 木村 泰博 

  住所 新潟県新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル１０階 

  電話 ０２５－２４６－００５８ 

 上記⑨・⑩との連携により、県内経済・需要動向の把握がスムーズに行われ、小規模

事業者へのタイムリーな情報発信が可能となる。また、専門家派遣等の各種支援メニュ

ーの活用により、事業者の多様化・高度化した課題を解決に導くことができる。 

 ⑪さくらの街信用組合笹神支店 支店長 山口 哲也 

  住所 新潟県阿賀野市上山屋４９２－２ 

  電話 ０２５０－６２－２１９７ 

 ⑫第四銀行水原支店 支店長 渡辺 哲 

  住所 新潟県阿賀野市中央町１－１－３８ 

  電話 ０２５０－６２－４１１１ 

 ⑬大光銀行水原支店 支店長 田中 和義 

  住所 新潟県阿賀野市中央町２－６－２２ 

  電話 ０２５０－６２－２８３０ 

 ⑭北越銀行水原支店 支店長 山家 利洋 

  住所 新潟県阿賀野市中央町１－８－７ 

  電話 ０２５０－６２－３１１１ 

 ⑮日本政策金融公庫新潟支店 国民生活事業 事業統括 田澤 嗣透 

  住所 新潟県新潟市中央区万代４－４－２７ ＮＢＦ新潟テレコムビル９Ｆ 

  電話 ０２５－２４６－２０１２ 

 上記⑪～⑮との連携により、経営分析・事業計画の策定支援において金融面の専門的

な助言を得ることができ、事業を効果的に進めることができる。 

⑯阿賀野ドリームプロジェクト 会長 佐藤 政輝 

住所 新潟県阿賀野市中央町２－１２－５（水原商工会内） 

電話 ０２５０－６２－２０４７ 
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⑰安田商工会 会長 本間 武 

 住所 新潟県阿賀野市保田３７２６－７ 

 電話 ０２５０－６８－２２０８ 

⑱京ヶ瀬商工会 会長 小林 孝 

 住所 新潟県阿賀野市姥ケ橋６６０－５ 

 電話 ０２５０－６７－２７４３ 

 ⑲水原商工会 会長 井岡 英夫 

  住所 新潟県阿賀野市中央町２－１２－５ 

  電話 ０２５０－６２－２０４７ 

 ⑳豊浦商工会 会長 本田 精作 

  住所 新潟県新発田市乙次４７５－３ 

  電話 ０２５４－２２－３９２５ 

 上記⑯～⑳と連携することにより、単独では不可能な産業フェア等の大きな事業の開

催が可能となる。また、スケールメリットを活かして阿賀野市の産業全体への広域的な

販路開拓支援ができる。 
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連携体制図等 

 

 

 

笹神商工会 

経営発達 

支援事業 

小規模事業者 

 

 経営の発達 

経営の改善 
支援 

経営改善普及事業 

●新潟県 

●阿賀野市 

 

・地域経済情報

の提供 

連
携 

●全国商工会

連合会 

●県商工会連

合会 

●ＮＩＣＯ 

●新潟よろず

支援拠点 

 

・支援メニュー

の提供 

・専門的助言 

●阿賀野市 

観光協会 

●五頭温泉郷

旅館（協） 

●笹神建築 

（協） 

●阿賀北建築

連合会 

 

・業界情報提供

●市内金融機

関 

●日本政策 

金融公庫 

 

・金融面での助

言 

●阿賀野ドリ

ームプロジ

ェクト 

●市内・近隣商

工会 

 

・広域的な取り

組み 

地域経済

の活性化 


