
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
村松商工会（法人番号 ６１１０００５００４００５） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

人口減少や少子高齢化、競争激化等の経済・社会環境の変化により需要の低迷や売上
の減少に直面する小規模事業者に対し、本事業を通じてその強み・弱み・課題を分析し、
成長・発展のみならず事業の再構築を促し経営改善・経営革新を進め、経営の持続的発
展とひいては地域経済の活性化を目的として、他の公的支援機関との連携を強化しなが
ら、下記重点目標を設定し、きめ細かな伴走型の経営力向上支援に取り組む。 
【今後重点的に取り組む目標・テーマ】 
◎地域経済動向の調査・分析とそれに基づく情報提供及び地域情報の発信支援 
◎経営を維持・発展させるための経営分析及び事業計画策定支援 
◎新事業展開・新商品開発や経営の高度化による経営革新支援 
◎後継者育成をはじめとした事業承継及び新規創業支援 
◎売上・利益確保のための商品・役務の販路開拓・販売促進支援 
◎地域経済活性化のための「城下町むらまつ」を活かした地域振興事業の推進 

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 
 県内及び五泉・村松地域の経済動向の調査・分析により、地域経済と小規模事業者の
業種・業態別動向を把握、経営計画策定や事業実施及び個別相談指導の基礎資料・情報
提供資料として活用する。(景況調査の実施及び調査結果の分析・公表、国・県他連携
機関が実施する各種経済動向調査資料の調査・分析及び個別相談指導業務を通じて収集
した情報等の有効活用)。また、必要に応じ専門機関・専門家等を活用し調査を行う。
２．経営状況の分析に関すること 
 経営指導員等による巡回・窓口相談、経営セミナー等の各種講習会・金融等の個別相
談会、記帳機械化事業を通じ、小規模事業者の財務（収益性・安全性・生産性）を中心
とした経営分析を行い、今後の経営計画策定と経営指導に活用する。 
３．事業計画策定支援に関すること 
 経営計画策定に係るセミナーの独自開催（年１～２回）や個別相談会に加え、連携す
る専門機関が実施する創業塾・経営革新塾や専門家等の活用により、小規模事業者の事
業計画(創業・経営革新・事業再生・経営改善・事業承継)策定支援を行う。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 策定した事業計画に沿って行われる事業の実施について、個別相談業務の強化（進捗
状況に合わせた計画見直しや課題解決への提案）や、各連携機関との協力のもと、資金
調達や販路開拓等の計画実行までのサポートを徹底的に行う。 
５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者の販路開拓・販売促進による売上・利益確保のため、その商品や役務の
需要動向について、各種統計資料や日経テレコン POS 情報等の各種調査資料を収集・分
析し、必要な情報提供を行い、活用を促す。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 販路開拓やビジネスマッチング等の企業間連携を進めるため、小規模事業者に対し、
連携する関係機関が主催する地域資源を活用した特産品等の物産展や商談会及び地域
の販促イベント等への出店を促し、商品ＰＲと販路開拓支援を行う。また、ＩＴを活用
した販路開拓支援のため、ネットビジネスをテーマとしたセミナーやＨＰ作成講習会を
開催し、新たな販路開拓による経営の高度化を支援する。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 歴史と文化のまち「城下町むらまつ」という特色を活かし、保有する観光資源の有効
活用と中心市街地活性化のため、商工業を主体としたイベント事業と文化的事業を融合
した取り組みを支援、観光客や消費者集客による地域経済の活性化に繋げる。 
(「松城祭」「街中美術館」「思い出写真館」「のぼり旗祭り」「桜まつり」「100 円商店
街」等) 

連絡先 

村松商工会 〒959-1705 新潟県五泉市村松乙２４５ 

            電話：0250-58-2201 ＦＡＸ：0250-58-8409 

            メールアドレス：mms2201@blue.ocn.ne.jp 

            ホームページ：http://www.muramatu-net.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 

１．五泉市及び村松商工会地域の現状 

（１）地域の背景と現状 

 五泉市は、新潟県のほぼ中央より北東、穀倉新潟平野の東部に位置し、東に阿賀野川、中

央に早出川、西に能代川が流れ、市の三方は登山で賑わう白山・菅名岳等の山地・丘陵地に

囲まれており、また、日本海側初の政令指定都市・新潟市まで約 25Km の自然に恵まれた地域

である。平成 18 年 1 月 1 日に、旧五泉市と当商工会の存する旧中蒲原郡村松町の新設合併に

より新生「五泉市」として誕生し、現在に至る。 

 両市町は、それぞれ特色を持った歴史があり、旧五泉市は稲作等の農業とともに、江戸時

代からの織物業が戦後急速に発展したニット産業等の工業で栄え、一方、旧村松町は、江戸

時代（1644 年～）から明治の廃藩置県（1871 年）まで「村松藩・堀家三万石」の城下町とし

て、また、戦前・戦中は軍都(1897 年～1945 年/大日本帝国陸軍歩兵第 30 連隊、歩兵第 158

連隊、陸軍病院、陸軍少年通信兵学校)として栄え、歴史と伝統に培われた「教育の町」とい

った側面を持っている。 

 五泉市の産業は、上記のとおり古い伝統と歴史を持つ絹織物と戦後目覚ましい発展を遂げ

たニット製造業を地場産業として近年まで経済活動の中心を担い、その生産額は、国内でも

有数のシェアを誇ってきた。しかし、経済の国際化に伴い、海外及び同業他社との競合やバ

ブル崩壊等の不況により徐々に衰退傾向が表れ、五泉市全体はもとより当村松地域のニット

産業も倒産・廃業に見舞われ下請業者を含め事業所数が減少、基幹産業の衰退とともに地元

雇用環境及び消費・購買力も低下し現在に至っている。 

 また、それらと併せ、少子高齢化や人口減少により、経済環境が低迷し小規模事業者は厳

しい環境となっている。詳細は、下記「表－１」のとおり。 

 

（２）商工業の現状 

 ①人口及び商工業者数・会員数の推移 

【表－１】村松商工会地区の人口・組織の推移(県統計資料・商工会実態調査資料等) 

 ※商工業者数・小規模事業者数・会員数・組織率は、旧村松町(村松商工会地区)の数値 

項目／年度 S35 S45 S55 H2 H11 H12 H17 H22 H26 

人 
 

口 
新潟県全体 2,442,037 2,360,982 2,451,537 2,474,583 2,486,271 2,475,733 2,431,459 2,374,450 2,313,820

年少(0～14 歳) 798,808 573,414 552,118 462,559 374,377 365,667 330,302 301,708 281,969

生産年齢(15～64 歳) 1,490,414 1,597,283 1,625,404 1,632,329 1,598,361 1,581,186 1,514,869 1,441,262 1,352,010

老年(65 歳～) 152,815 190,285 273,439 377,857 513,427 526,112 580,739 621,187 669,548

旧五泉市 36,941 39,010 39,936 39,375 38,738 38,306 37,282 36,025 34,096

年少(0～14 歳) 12,263 9,986 9,657 7,475 5,720 5,549 5,111 4,577 4,148

生産年齢(15～64 歳) 22,324 26,184 26,165 26,090 25,016 24,599 23,039 21,754 19,426

老年(65 歳～) 2,354 2,840 4,114 5,810 8,008 8,154 9,129 9,664 10,491

旧村松町 24,938 23,028 22,580 21,914 20,706 20,514 19,680 18,525 17,870

年少(0～14 歳) 8,475 5,610 4,965 4,247 3,063 2,979 2,500 2,058 1,850

生産年齢(15～64 歳) 14,781 15,346 14,632 13,699 12,520 12,331 11,608 10,708 10,151

老年(65 歳～) 1,682 2,072 2,983 3,963 5,125 5,204 5,572 5,758 5,869

商工業者数（人） 967 1,153 1,083 1,106 1,151 1,136 1,098 1,055 1,039

小規模事業者数（人） 905 1,042 1,045 1,042 1,048 1,037 1,059 1,013 1,004

会員数（定款会員含）（人） 442 534 683 678 678 654 600 538 528

組織率 45.7% 46.3% 63.1% 61.3% 58.5% 57.6% 54.2% 51.0% 50.0%

備     考 設立      H18 年 1 月 1 日 五泉市と村松町が行政合併
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②商工業の現状 

 工業では、バブル崩壊後の不況により地場産業であるニット産業が衰退し、公共工事の減

少による建設不況、人口減少や過疎化による建築業界の低迷等が重なり厳しい状況が続いて

いる。一方、商業では、地区内中心部にアーケードを有する４つの商店街（本町一、仲町、

共栄、上町）を有するが、地区内の近隣大型店をはじめ近隣都市部への消費者の流出ととも

に、商圏・購買人口減少からくる消費・購買力の低下、同業他社との競争激化により小規模

商店の廃業等が顕著となってきている。また、商業・工業とも事業主の高齢化や後継者難が

特に大きな課題となっている。 

観光面では、花見の名所として県景勝百選に選ばれた「村松公園」があり、3千本余りの桜

が咲き誇り県内外から観光客が訪れている。 

また、まちのホットスポットとなっている日帰り温泉保養施設「桜藩（さくらんど）温泉」

や城下町「村松」を偲ばせる「郷土資料館」・「村松城址公園」、県指定天然記念物の杉並木が

続く参道奥に佇む 600 年以上の歴史を持つ曹洞宗の名刹「慈光寺」をはじめ寺社が多く、近

年は歴史を愛する観光客のために企画された「寺社めぐり」がブームとなっている。他にも

農産物を中心に、栗・銀杏・鯉料理・餅・清酒などが特産品として有名である。 

 

【表－２】村松商工会地区の商工業の推移(国・県統計資料・商工会実態調査資料等) 

年度 

工業(製造業) 商業(卸・小売業) 

工場数 
従業者数 

(人) 

製造品出荷額

(百万円) 
商店数 従業者数(人)

年間販売額 

(百万円) 

S45 - - - 454 1,548 5,423 

S49 193 2,464 11,180 - - - 

S51 201 2,339 14,792 461 1,594 12,657 

S60 183 2,244 24,126 363 1,292 17,704 

H 3 183 2,534 37,179 343 1,132 18,330 

H11 157 2,140 36,124 299 1,182 17,651 

H14 131 2,049 37,194 295 1,238 16,188 

H17 126 1,684 33,155 285 1,138 13,847 

H18 H18.1.1 旧五泉市と旧村松町が合併のため、以下は両市町の合計数値 

H25 318 5,263 97,639 736 3,970 52,075 

 

（３）商工会及び地区内小規模事業者の課題 

上記「表－１」・「表－２」のような経済(事業所数や出荷額及び販売額の減少)・社会環境(人

口減少・少子高齢化の進展)の変化は、今日の小規模事業者の経営環境に大きな影響を与えて

いる。人口及び事業者数の減少や少子高齢化・過疎化の進展による消費・購買力の低下、更

に平成 18 年の旧五泉市との合併による同業他社との競争激化(例えば、地方の建設業では、

地元公共工事が売上げの中で大きなウェイトを占めるため、入札企業数の増加は競争が激化

し受注量の減少や受注単価の低下につながることとなる)等が、売上・利益の減少をもたらし、

小規模事業者は厳しい経営環境にさらされている。 

また、経営者の高齢化と後継者難により、経営意欲の減退とともに経営改善・経営革新に

消極的になり、多様化・高度化する消費者ニーズへの対応に後れを取っているケースが多い。

小規模事業者は、地域社会において住民の生活基盤と密接に関わっており、たとえば、廃

業の増加等による商店街の空洞化は、高齢者等の買い物弱者の日常生活に支障を来すことと
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なり、地場産業であるニット産業や建設業の衰退は、中山間地域の雇用を支える観点（就業

の場の減少）からも大きな課題となっている。 

 

（課題等の抽出） 

商工会役員（地区別・業種別等）をはじめとした会員（小規模事業者）からの経営指導員

等職員による日々の相談業務や情報交換によるヒアリングから、上記のような現状と課題が

見えたことから、これらを基に下記のとおり地域の課題（内部環境・外部環境における強み・

弱みの分析等）を抽出・整理した。 

 

【表－３】商工会及び小規模事業者の現状と課題（ＳＷＯＴ分析表） 

内
部
環
境 

強み(Strength) 弱み(Weakness) 

《商工会組織》 

○地域に密着した公益機関として行政と連

携した事業活動の展開による地域社会への

貢献 

○地域の実態を十分に把握した親身な相

談・指導体制と機能 

○会員同士の地域コミュニティや人的ネッ

トワークの連携の強さ 

《小規模事業者》 

○大企業にはない小規模企業ならではのき

め細かなサービスと地域に密着した経営手

法（顧客対応の速さ・小口受注・アフター

サービスの充実等組織の柔軟性・機動性）

○地域社会毎の市場特性への対応力 

○地域の高齢者雇用の受け皿として地域に

貢献 

《商工会組織》 

○経営難、後継者難による転廃業の増加と、

それに伴う会員数の減少(組織の弱体化) 

○会員数の減少等による会費・手数料等自

主財源の減少(商工会財政の悪化) 

○専門的・高度な支援ニーズに対する対応

力や受け入れ態勢の不足 

○地域をけん引するリーダー等の人材不足

《小規模事業者》 

○高度情報化社会(IT 化)等経営環境の変化

や高度化への対応不足（先進的技術力や商

品開発力、企画・提案力、マーケティング

力等の不足） 

○人材(ヒト)・資産(モノ)・資金(カネ)等

の経営資源の不足 

○事業主の高齢化や後継者難による経営意

欲の減退 

外
部
環
境 

機会(Opportunity) 脅威(Threat) 

《商工会組織》 

○小規模企業振興基本法の制定による小規

模企業支援施策の拡充 

《小規模事業者》 

○規制緩和と地方分権の更なる推進 

○経済のグローバル化・情報化の進展によ

る経営環境の変化と市場・ビジネスチャン

スの拡大 

 

《商工会組織》 

○地方自治体の財政難等による補助金削減

《小規模事業者》 

○地区内人口の減少と少子高齢化による地

域経済の停滞（消費・購買力の低下・流出、

商店街等中心市街地の衰退） 

○国際化や高度情報化社会の更なる進展に

よる経済・経営環境の変化 

○規制緩和の推進 

 

 

（４）五泉市及び村松商工会による地域経済・商工業活性化(小規模事業者支援)のためのこ

れまでの取り組みと今後の目標 

 平成 18 年 1 月 1 日、旧五泉市と旧村松町が合併し新生「五泉市」が誕生、商工会等関係機

関も関与し、平成 19 年度に「第一次五泉市総合計画（19～28 年度までの 10 年間）」が策定さ

れ新市の基本構想・計画が示された。また、それらの考え方を受け平成 21 年度には「五泉市

都市計画マスタープラン（総合計画に則した部門別計画）」が策定され、その基本政策の中の

経済・商工業振興施策にもとづき、当商工会も行政と連携し各種事業に協力するとともに、
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独自の経営改善普及事業と地域振興事業を実施してきたところである。 

  

①五泉市総合計画における主な地域経済・商工業活性化施策 

 ア 商業の活性化 

商工団体（商工会・商工会議所・商店街組合等）との連携により、地域に根差した商業活

動の活性化。（主な事業）・商業活性化支援事業 ・魅力ある商店街づくり事業 

・コミュニティバス導入推進事業 ・中小企業金融対策事業 

 イ 工業の活性化 

  地場産業の主力となるニット産業の活性化と、新分野進出等による新たな産業の創出と

振興支援による活性化。（主な事業）・工業活性化支援事業 ・経済活性化推進事業 

・産学官連携支援事業 ・中小企業金融対策事業 

 ウ 雇用環境の整備と充実 

  地場産業の活性化を図るとともに、起業促進と企業誘致により、新たな魅力ある産業と

雇用の創出。（主な事業）・雇用安定促進事業 ・再就職支援事業 ・就業環境整備事業 

             ・工場設置奨励推進事業 ・企業誘致推進事業 

 エ 地域資源を活かした観光と都市交流 

  保有する観光資源の魅力を再認識し、眠っている地域資源を掘り起すことにより、観光

資源の整備・拡充を図るとともに、交流人口を増やし通過型観光から滞在型観光への転

換を進め、特産品販売や五泉ブラントの育成による地域経済活性化。 

（主な事業）・観光イベント事業 ・観光資源発掘事業 

             ・都市消費者交流事業 ・観光誘客推進事業 

 ②五泉市マスタープランにおける都市計画と地域経済・商工業活性化施策 

 【都市づくりの方向性に関する課題】 

  ○五泉市の歴史・文化を活かした新たな魅力あるまちの形成 

  ○地域資源の連携による風格と潤いのあるまちの形成 

  ○若者にも魅力ある働く場のあるまちの形成 

  ○子供たちが健全かつ安全に育つまちの形成 

  ○五泉らしさのあるコンパクトなまちの形成 

【都市づくりのための５つの戦略と主な取り組み】 

※商工会事業と特に関連するものをアンダーラインで記載。 

  ○戦略１：都市の魅力向上 

   五泉市の都市としての価値を高め、都市生活者だけでなく、来訪者にとっても魅力的

で住みたいと思える都市をつくるための取り組み。 

   ・都市の個性磨き ・雇用環境の充実 ・美しい都市づくり 

・安全、安心の生活確保 ・環境にやさしい都市 

  ○戦略２：街なかの再生 

   五泉市版コンパクトシティ実現の核となる中心市街地の活性化について、市民や商工

団体、行政が一体となって推進することを目指す取り組み。 

・中心商店街の活性化 ・郊外型店舗との調和 ・街なか居住の推進 

・都市施設の集積、配置 ・地域産業の活性化（繊維産業の積極活用、城下町の歴史 

 を活かした新たな産業の育成、地域資源や地場産業との連携による魅力向上） 

  ○戦略３：農村集落環境の維持と保全 

   市街地の拡大をコントロールしながら、これを取り囲む水、緑、農地、集落の環境や

機能を維持保全し、互いに連携するための取り組み。 

  ○戦略４：移動環境の改善 

   高齢者や障害者をはじめ、誰もが自由に移動できる交通サービスの充実を図り、移動
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環境の円滑化を目指す取り組み。 

  ○戦略５：参加・協働の仕組みづくり 

   多様なコミュニティの維持強化と相互連携により、まちづくりに地域自らが主体的に

取り組むことで、愛着心や新たな活力が生まれるまちを目指す取り組み。 

   ・都市づくりに関わる各主体の自立と連携 

・持続的発展が可能なマネジメント体制づくり 

   ・地域コミュニティの維持、発展 

 【地域別方針と先導的に取り組む事業】 

 五泉市街地 村松市街地 農村集落地域 

地

域

づ

く

り

の

視

点 

●中心市街地活性化の推進 

●地域産業や商業の活性化を

支援する土地利用の誘導 

●ＪＲ五泉駅を核とした他地

域・他都市との移動環境の充

実 

●城下町の資源を活かした市

街地活性化 

●五泉市街地との連携強化 

●閑静で良質な住環境の形成

と定住化対策 

●市街地拡大のコントロール

と集落活力維持のための対

応 

●都市サービス今享受のため

の市街地への移動環境整備 

●市街地や他都市との連携交

流促進（都市の魅力向上に向

けた役割強化） 

地

域

別

方

針 

●五泉市街地の中心市街地活

性化推進 

●新たな市街地の計画的な整

備 

●市街地内道路の計画的な整

備 

●ＪＲ五泉駅を核とした都市

づくり推進 

●安心して歩ける歩行者空間

の整備 

●緑と潤いのある街並み形成 

●基幹都市軸の機能強化 

●村松市街地の中心市街地活

性化推進 

●街なか居住の推進 

●城下町の街並み景観の 

形成 

●公共交通の利便増進 

●市街地内道路の計画的な整

備 

●安心して歩ける歩行者空間

の整備 

●基幹都市軸の機能強化 

●農地や森林等の保全 

●地域公共交通の整備充実 

●集落活力の維持 

●市街地や他都市との連携 

 ③村松商工会のこれまでの取り組み 

 昭和 35 年の商工会設立以来、行政と連携・協力しながら村松地域の特色を生かした様々な

事業展開を行ってきた。特に旧五泉市同様、五泉（村松含む）産地として全国でも大きなシ

ェアを持つ地場産業である繊維・ニット産業の育成をはじめ、工業団地への企業誘致による

工業振興策や町の都市計画等に反映させるための「まちづくり将来ビジョン」の策定、人口

増加策としての住宅団地造成事業等の地域活性化事業に積極的に取り組んできた。 

また商業面では、国の商店街高度化事業（４商店街のアーケード建設や共同駐車場建設）

や県の商業診断（専門家による商店街診断）をはじめ地元行政（旧村松町）と連携しながら

中心市街地活性化のための各種事業を展開、併せて商工会の若手経営者（青年部）が中心と

なり「城下町・村松」という特色を活かした町づくりのためのビジョンの策定・提言により

様々なイベントを企画・実施し、地域経済及び商工業活性化事業に取り組んできた。 

一方、個別指導等の経営改善普及事業では、金融相談・支援による事業拡大のための設備

近代化を促すとともに、事業再生・経営改善指導においては、地元金融機関や政府系金融機

関、信用保証協会との密着した協力体制を構築し、行政（村松町）への働きかけにより、他

市町村に例のない低利・長期（現在は返済期間最長 12 年/平成初期の創設当初は設備 20 年返

済）の制度融資を創設いただき、倒産回避や経営改善による事業継続をサポートし、地域小

規模事業者の経営安定と持続的発展に積極的に対応、地域経済を牽引し所要の成果と実績を

あげてきた。 

しかし、その後のバブル経済崩壊とともに、基幹産業であるニット産業の衰退等により商
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工業者数や会員数も減少し、小規模事業者の売上・利益の確保が厳しいことから、近年は実

店舗の経営支援はもとより、インターネット等ＩＴ活用による販路開拓・売上拡大のための

相談・指導を強化、複数回のシリーズによるＩＴ講習会をはじめ、市の補助金を得てポイン

トカード会による通年型の販促イベント事業やプレミアム商品券発行事業による商業活性化

事業等の販促事業を展開、また、国・県の各種支援策(専門家派遣による経営革新計画及経営

改善計画の策定支援、ものづくり補助金・持続化補助金等の各種施策の活用支援、商工会ホ

ームページや広報による支援策のＰＲと施策普及活動)の活用支援を重点的に実施している。

 

④今後の目標 

 前述した地域の特色とその「強み」・「弱み」・「課題」を踏まえ、「小規模企業振興基本法」

及び「新潟県小規模企業振興基本条例」の目的を達成するため、上部団体である全国商工会

連合会・新潟県商工会連合会をはじめ、行政（新潟県・五泉市）及び中小企業（小規模事業

者）の支援機関である地域金融機関（第四銀行・北越銀行・大光銀行・加茂信用金庫・さく

らの街信用組合）や日本政策金融公庫等政府系金融機関、再生支援協議会並びに新潟県信用

保証協会、にいがた産業創造機構、新潟県中小企業団体中央会等の公的支援機関をコンソー

シアムと捉え、その連携を今以上に強化しながら、下記のとおり目標を設定し、小規模事業

者の経営改善・経営革新を進め、持続的発展のためのきめ細かな伴走型の経営力向上支援に

取り組むこととする。 

 

【今後重点的に取り組む主な目標・テーマ】 

◎ 地域経済動向の調査・分析とそれに基づく情報提供及び地域情報の発信支援 

◎ 経営を維持・発展させるための経営分析及び事業計画策定支援 

 ◎ 新事業展開・新商品開発や経営の高度化による経営革新支援 

 ◎ 後継者育成をはじめとした事業承継及び新規創業支援 

◎ 売上・利益確保のための商品・役務の販路開拓・販売促進支援 

 ◎ 地域経済活性化のための「城下町むらまつ」を活かした地域振興事業の推進 

 

□事業の全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指導員を中心としたワンストップ機能の発揮 

～幅広い相談案件への対応と、きめ細かな伴走型支援～ 

状況や 

ニーズの 

把握 

課題を抱える

小規模企業

（相談） 

課題の整理 

  企業の 

 気づき 

的確な対策 

  企業の 

   理解 

実施に際し 

 ての助力 

 指導・支援

適時の 

   ﾌｫﾛｰ 

ｱｯﾌﾟ 

経営課題の 

解決 

事業化達成 

村松商工会による経営発達支援事業 

全国商工会連合会 新潟県商工会連合会 新潟県 五泉市 

にいがた産業創造機構 日本政策金融公庫 新潟県中小企業団体中央会 

新潟経済社会リサーチセンター ホクギン経済研究所 

第四銀行 北越銀行 大光銀行 加茂信用金庫 さくらの街信用組合 

再生支援協議会 中小企業基盤整備機構 

中小企業庁(ミラサポ) 

持続的発展への寄与 
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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．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 県内及び五泉・村松地域の経済動向を調査・分析することにより、商業（小売・サービス）・

工業（製造・建設）に係る内部・外部環境や業種・業態別の動向を把握し、各種経営計画策

定や事業実施及び個別相談指導の際の基礎資料とするとともに情報提供等に活用する。 

 

（事業内容） 

(1)村松地区内小規模事業者の組織・経営実態、景況感(経営者マインド等地域経済動向)、

課題等を把握し、その後の経営相談時に活用することを目的に、会員事業所約 500 社を対

象としたアンケートによる景況調査(経済動向・経営実態調査を兼ねる)を年 1回実施する。

調査内容としては、業種業態別・規模別の売上高や仕入（原価）、営業利益、資金繰り、

設備投資計画等の経営状況項目と地域経済に対する景況感・今後の見通し等に関するもの

を主とし、得られた回答を集計・分析の上、概要を商工会の会報やホームページ等で公表

する。 

さらに本会職員間でその調査データを共有し、日々の相談指導業務に活用・情報提供す

ることで、小規模事業者の課題解決を支援する。 

(2)国・県の各種統計調査資料や地元金融機関のシンクタンク（新潟経済社会リサーチセン

ター・ホクギン経済研究所）が実施する経済・景況調査資料により地域の経済動向を調査・

分析し個別企業の経営相談時に情報提供を行うとともに、会報等の情報誌やホームページ

等で情報発信を行う。 

(3)全国商工会連合会、新潟県商工会連合会が実施している「中小企業景況調査(小規模企業

対象)」により商工会地区会員の現状を把握・分析し、個店等の業種別指導に活用する。 

(4)経営指導員をはじめとした指導職員による日々の相談業務や情報交換によるヒアリング

から、地区内小規模事業者の現状把握を行い、経営改善計画策定等に係る参考資料として

活用する。 

(5)既存の統計資料で不足の場合は、必要に応じて専門機関や中小企業診断士等の専門家を

活用し調査を行う。 

 

（目標）《表－１》 

項   目 実施時期及び回数 調査対象者数 
調査結果及び各種統計 

資料の情報提供手段等 

(1)経済動向・経営実態調査(独自) 

<現在未実施> 
毎年 12 月(年 1回) 約 500 社(全会員) 

・会報(毎月発行) 

・ホームページ 

・個別相談時等随時 

(2)国・県・県内シンクタンクの各種統

計資料を活用した情報提供・指導 

<現在、随時実施> 

統計資料公表後随時 － 

・会報(毎月発行) 

・ホームページ 

・個別相談時等随時 

(3)上部団体実施の景況調査を活用し

た情報提供・指導 

<現在、随時実施> 

毎年度の四半期毎 

(年 4回/3・6・9・12 月)

県内 15 商工会の小

規模事業者 225 社 

・会報(毎月発行) 

・ホームページ 

・個別相談時等随時 

(4)経営指導員等職員による情報収集

とその活用による情報提供・指導 

<現在、随時実施> 

随 時 
個別相談対象者 

(希望する全会員) 
・個別相談時等随時 

 ※(5)専門機関や専門家等を活用した調査については、必要の都度対応・実施する。 

 



- 8 - 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等指導職員による巡回・窓口相談、経営セ

ミナー等各種講習会・研修会及び個別相談会の機会を通じ、小規模事業者の経営分析を行う。

 分析内容としては、損益計算書(P/L)のみで貸借対照表(B/S)が作成されていない小規模事

業者も多いことから、貸借対照表の作成指導とともに経営内容・相談内容に応じ、下記項目

を中心に分析、経営・財務内容の現状を把握し、今後の経営計画策定と経営指導に活用する。

【経営分析の主な項目】 

 ◎「収益性分析」①経営資本対営業利益率 ②経営資本回転率 ③売上高対営業利益率 

         ④売上高対総利益率 

 ◎「生産性」  ①従業員 1人当り月平均人件費 ②従業員 1人当り年間売上高 

         ③売上高対人件費率 ④従業員 1人当り年間総利益高 

 ◎「安全性」  ①総資本対自己資本比率 ②固定長期適合率 ③流動比率 ④当座比率 

         ⑤債務償還年数 ⑥借入金月商倍率 ⑦借入金依存度 

（事業内容） 

 (1)巡回指導・窓口相談及び金融・税務・労務等の個別相談会を通じ対象者を掘り起し、「経

営自己診断システム(中小企業基盤整備機構が運用する経営分析システム)」等を活用し、

財務をはじめとした経営分析を行い、経営課題の抽出とその対応策を検討する。 

 (2)記帳機械化（ネット de 記帳）システムの経営分析機能を有効活用し、事務委託小規模

事業者の経営分析を行う。 

 (3)上記の結果をもとに、企業の経営課題や強み・弱みを抽出・分析し、今後のマーケティ

ングをはじめとした経営計画策定のための情報・基礎資料を収集・活用する。 

 

（目標）《表－２》 

支援・事業内容 現状 
1 年目 

(H28) 

2 年目 

(H29) 

3 年目 

(H30) 

4 年目 

(H31) 

5 年目 

(H32) 

経営分析件数 

(企業数) 

経営指導員 16 24 28 32 36 40 

記帳専任職員  4  6 8 10 12 14 

(合 計) (20) (30) (36) (42) (48) (54) 

  ※記帳専任職員の経営分析は、記帳機械化事務委託事業所を対象として経営指導員がサポートし実施する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 小規模事業者の経営課題を解決し持続的発展を実現するため、「２．経営状況の分析に関す

ること」による経営分析の結果を踏まえ、経営計画（創業・経営革新・事業再生・経営改善・

事業承継）策定のためのきめ細かな伴走型の支援を行う。 

 

（事業内容） 

(1)現在は、県連主催の経営計画作成セミナー等他機関の事業を活用し、会員企業の参加を

いただいているが、27 年度以降は既存のセミナー等研修内容を再検討し、年１回～2 回程

度、独自開催で経営計画策定に係るセミナー・研修会や個別相談会を開催、また、必要に

応じ専門的・高度な支援課題については、新潟県商工会連合会及びにいがた産業創造機構

が主催する創業塾や経営革新塾等のセミナー・研修事業を有効活用し、創業・経営革新計

画の策定を支援するとともに、「よろず支援拠点」をはじめ連携する専門機関や専門家派遣

事業の活用により経営計画の策定を支援する。 

 (2)窓口相談・巡回指導時に、小規模事業者からの相談に対応するとともに事業計画策定を

目指す企業の掘り起こしを行う。特に、創業予定者や経営革新を目指す小規模事業者の相

談に対して、創業に必要な知識の習得と個別具体的な創業実務、ビジネスプランのブラッ
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シュアップを支援する。さらに、新商品開発等の専門的・高度な課題については、大学・

県等の各種研究機関やその技術等に知見を有する専門家を活用し課題解決にあたる。 

 (3)事業計画の策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、国・県・市等の各種補助金申請

の機会を通じ、事業計画策定支援を行う。特に、事業計画の策定が条件となる日本政策金

融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度（第二マル経）」や「新規開業資金」等の

融資希望者に対しては、制度活用にあたって資金計画を含めた事業計画策定支援を行う。

  具体的な目標は「表－３」のとおり。 

 

（目標）《表－３》<※講習会事業については、国・県・県連補助事業を活用し地元開催したものを含む> 

支援・事業内容 現状 
1 年目 

(H28) 

2 年目 

(H29) 

3 年目 

(H30) 

4 年目 

(H31) 

5 年目 

(H32) 

巡回件数 

(実企業数) 

経営指導員 665(208) 705(220) 726(222) 748(229) 770(236) 793(243)

記帳専任職員 181( 50) 200( 52) 210( 53) 220( 54) 231( 55) 243( 56)

セミナー・講習会 

個別相談会開催回数 

(延回数・参加人数) 

集団指導 12(329) 14(350) 15(360) 16(370) 17(380) 18(390) 

個別指導 16(218) 18(240) 19(250) 20(260) 21(270) 22(280) 

経営計画 

策定件数 

経営指導員 16 24 28 32 36 40 

記帳専任職員  0  6 8 10 12 14 

(合 計) (16) (30) (36) (42) (48) (54) 

記帳機械化事務受託件数 50 52 53 54 55 56 

 ※経営分析・経営計画策定件数は、経営指導員は「県緊急経営安定化支援事業」及び「国持続化補助金事業」

「国ものづくり商業・サービス革新補助金事業」により経営分析・計画策定した件数と専門家派遣事業を活用

し経営分析・計画策定した件数(企業数)。 

※記帳専任職員は、「県資質向上対策事業」で経営指導員のサポートを受けて経営分析を行った件数(企業数)。

  なお、記帳専任職員の計画策定については、経営指導員がサポートし、記帳事務委託事業所の経営計画策定

を支援する。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

上記「３．事業計画策定支援に関すること」の事業を踏まえ、地域における新規創業者及

び新商品開発や新事業展開等の経営革新を見据えた事業計画を策定した小規模事業者に対

し、策定した事業計画に沿って行われる事業の実施について必要な伴走型の支援を行うため、

個別相談業務を強化するとともに、連携先となる各機関（国の機関や新潟県商工会連合会、

にいがた産業創造機構、日本政策金融公庫、地元金融機関等）と協力し以下の事業を行う。 

 

（事業内容） 

 (1) 上記「３．事業計画策定支援に関すること」により策定した事業計画について、定期

的(四半期毎)に巡回又は窓口指導を行い、策定後の計画実行に係る PDCA サイクルによる

フォローアップと事後指導を実施する。 

特に、赤字企業や売上が著しく減少傾向にある事業所にあっては、売上・受注確保を確実

なものとするため、巡回又は窓口による支援頻度(毎月)を高め、進捗状況に合わせた計画の

見直しや実行を支援し、赤字の解消や売上アップ等のため直面する課題の解決にあたる。 

また、最終的には経営改善・事業再生や創業及び経営革新計画実現のための資金調達(不

況対策制度融資、創業融資・経営革新融資・小規模事業者経営発達支援融資制度等)及び販

路開拓等の計画実行までを丁寧にサポートする伴走型の支援を行う。 

 (2)上記により策定・見直しした事業計画について、債務超過等で財務内容が著しく悪化し

短期的に赤字解消等の改善が困難な場合は、中小企業診断士等の専門家を活用し、3～5年

程度の中・長期計画の策定や予実管理とフォローアップ強化のため、さらに専門的・高度
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な指導・支援を行う。また、事業拡大のための事業計画策定に伴い「小規模事業者経営発

達支援融資制度（第二マル経）」や各種設備資金等の制度融資を利用した小規模事業者に

対しては、㈱日本政策金融公庫をはじめ、メインバンクである地元金融機関の協力を得て

連携したフォローアップを行う。 

 

（目標）《表－４》 

支  援 

事業内容 
現状 

1 年目 

(H28) 

2 年目 

(H29) 

3 年目 

(H30) 

4 年目 

(H31) 

5 年目 

(H32) 

経営計画策定後の 

実施支援件数(企業数) 
16 30 36 42 48 54 

 

うち経営改善・事業再生 

支援件数 
11 21 26 30 35 40 

 
うち黒字化・売上増 

達成企業数 
4 8 10 12 14 16 

うち創業支援件数 1 3 3 4 4 4 

 
うち黒字化・売上増 

達成企業数 
1 2 2 3 3 3 

うち第二創業(経営革新) 

支援件数 
4 6 7 8 9 10 

 
うち黒字化・売上増 

達成企業数 
2 4 5 6 6 7 

計画策定後の実施支援に 

係る巡回及び窓口指導件数 

(経営指導員・記帳専任職員合計) 

82 180 216 252 288 324 

※創業・経営革新に係る個別相談会は、「よろず支援拠点」との共同開催による経営個別相談会及び金融・税

務個別相談会の機会に併せて実施するものとする。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 小規模事業者が持続的に事業を発展させていくためには、商品等の需要動向を把握し経営

計画の中で販売戦略に活用することが必要不可欠であることから、小規模事業者の販売する

商品又は提供する役務の需要動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う。 

 現状では、小規模事業者の多くが、需要動向の把握を個人の経験や感覚及び仕入先等取引

業者からの情報に頼り、その活用においてもノウハウや情報・人材不足から十分に行われて

いないケースが多い。また、商工会としても関係機関等の外部資料や書籍・インターネット

により商品やサービス等に関する資料やデータを取得して情報提供しているものの、それら

について正確な分析や情報の整理・蓄積がなされておらず、必ずしも業務に生かされるレベ

ルに達していない。よって今後は、消費者やバイヤー等からのヒアリング及びアンケート調

査により、小規模事業者が取り扱う商品やサービスの持つ強み・弱み及び競合状況等を把握、

その需要動向を関係機関等の外部調査資料やインターネットの活用と併せて分析し、多様化

する消費者動向に関する最新情報をわかりやすく提供するとともに、事業計画策定に活用す

ることにより売上アップ等の販売戦略に生かし、今後の経営改善や経営革新を支援する。 

なお、情報提供の手段としては、以下に示す事業ごとに、巡回・窓口相談時あるいは当会

の会報及びホームページ等により随時提供できる体制を構築し、情報の有効活用を図る。 

 

（事業内容） 

 (1)前述「２．経営状況の分析に関すること」にて経営分析を行った小規模事業者を対象に、

品目ごとの購買動向・価格帯・購買層・買物地区等について、県が県内市町村単位で消費

者を対象に実施する「中心市街地に関する県民意識・消費動向調査(※１参照)」から五泉・

村松地域の需要動向に関する情報を収集、また、全般的な需要動向については、「家計調査
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年報」等の各種統計資料や日経テレコン POS 情報により、売れ筋商品やヒット商品に関す

る消費者ニーズ・顧客ターゲット・競合状況・需要予測等の情報を収集・分析し、当地域

の需要動向(地域の特性)とともに、小規模事業者が取り扱う主要な商品・サービスに関す

る情報を、巡回・窓口相談等個別面談の際に提供する。 
(※１)品目：大分類/買回品・準買回品・最寄品の 3 分類と小分類/衣料品・身辺細貨・文化品・日用品・食料品・贈答品

の 6 品目に細分化した多岐にわたる商品購買動向について、県内全市町村ごとに商店街区等の買物地区を設定し、人口に

よる傾斜配分で計 24,000 人の 20 代から 70 代までの男女<県内全世帯の 3%>を対象として実施する世帯別・個人別調査。

調査内容は、①消費動向調査<地区別買物割合・買物地区別交通手段> ②中心市街地に関する意識調査<中心市街地の利

用回数・目的等> ③中心市街地商店街又は商店に対する意識調査<商店街の利用回数・目的や購買額、理由・要望等>。調

査報告書から各市町村別及び商店街区等地区別の各商品に関する上記調査内容のデータを収集することができる。 

(2)地元金融機関のシンクタンク(新潟経済社会リサーチセンター・ホクギン経済研究所)が

実施する県内の各種業界別情報や消費者を対象とした需要動向調査資料をもとに、「エキス

パートバンク」及び「新潟県よろず支援拠点」の専門家やスタッフと連携し、その専門的分

析能力・知見を活用しながら、地区内小規模事業者の取り扱う商品やサービスに関するトレ

ンドや市場動向(調査項目：顧客の購買動向<特性・年齢・性別・購買理由・購買頻度等>)

の情報を収集・分析し、その調査結果を会報やホームページにより情報提供することで、販

路拡大・販促強化による売上増・利益確保を図る。 

(3)地区内小規模事業者を対象に、国内外の消費動向や流通業界の動き・ｅ－コマースの拡

大状況などの消費トレンド・マーケティング戦略をテーマとした、専門家による「需要動向

セミナー」や「個別相談会」を開催し、個社が取り扱う商品や製品・サービスに関する最新

情報の収集・分析・情報提供を行う。 特に、ネットビジネスの分野については、大企業が

応えきれていないニーズや潜在需要を分析し、小規模事業者であっても、これまでの商圏を

超えて活躍する可能性が拡大していることから、ＩＴ活用による売上拡大と販路開拓支援を

強化する。 

(4) 地元特産品の開発・販路開拓を支援するため、県内外の商談会・展示会の視察(年 2 回

程度)を行い、生の商品を実際に確認するとともに、バイヤーからのヒアリングや商談・交

渉に関わることを通じ、商品開発に役立つ情報を収集・分析し、特産品開発に取り組む企業

への資料提供の他、会報やホームページにおいて情報提供する。 

(5)地区内小規模事業者が各種展示会・商談会や販促イベントに出店した際に、消費者等に

対し商品に関する品質や価格・パッケージ・満足度・改善要望事項等に関する「消費者アン

ケート調査(調査件数等は《表-5》)」を行い、集計・分析し出店者に情報提供することによ

り、今後の販売戦略の策定や商品開発に生かすべく活用する。 

 (6)収集・整理・分析した各種データ等の資料は、紙媒体・電子データとして一元的に管理

保管し、職員間でその情報等を共有することにより、日々の経営相談指導業務に有効活用

し得る体制を構築する。 

 

（目標）《表－５》 

  

支  援 
事業内容 

事業 

番号 
現状 

1 年目 
(H28) 

2 年目 
(H29) 

3 年目 
(H30) 

4 年目 
(H31) 

5 年目 
(H32) 

需要動向調査実施件数等        

 

●経営分析・事業計画策定支

援企業及び展示会・商談会・

販促イベント出店者を対象 

⑴ 

⑵ 

⑸ 

企 業 数 4

消費者数 -

企 業 数 10

消費者数 100

企 業 数 15

消費者数 150

企 業 数 20 

消費者数 200 

企 業 数 25 

消費者数 250 

企 業 数 30

消費者数 300

●商談会・展示会におけるバ

イヤーを対象とした調査件数
⑷ 企 業 数 - 企 業 数 3 企 業 数 5 企 業 数 7 企 業 数 8 企 業 数 10

需要動向に関するセミナー 

個別相談会の開催(合計) 

⑶ 

5 7 7 8 9 9 

 
セミナー・講習会 2 3 3 3 3 3 

個別相談会・指導会 3 4 4 5 6 6 
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※現状の需要動向調査実施件数は、「国持続化補助金事業」・「国ものづくり商業・サービス革新補助金事業」

により、個社の需要動向を調査した件数(企業数) 

 ※個別相談会・指導会については、「よろず支援拠点」の専門家・スタッフ等と連携して定期的に開催する。

  

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】 

 五泉市(村松地域)全体の産業について、販路開拓やビジネスマッチング等の企業間連携を

進めるため、地域小規模事業者に対し、その取り扱う地域資源を活用した特産品等のテスト

マーケティング支援として、全国商工会連合会(新潟県商工会連合会)が主催する全国物産展

をはじめ「にいがた産業創造機構（新潟県）」が開催する各種展示会・商談会等に関する情報

提供により、その活用と出店等を支援する。また、地元金融機関のネットワークを活用した

ビジネスマッチングによる新規取引先獲得支援やインターネットを活用した電子商取引支援

のためのＩＴ活用による販路開拓支援セミナーや個別相談会を開催し、特産品のみならず、

既存商品等の売上拡大を支援する。 

 

（事業内容） 

 (1)地域資源を活用した特産品等の販路開拓のため、全国商工会連合会（新潟県商工会連合

会）が主催する「全国物産展」及び「むらからまちから館」に係る事業のＰＲを強化し出

店者の掘り起しを行い、地域小規模事業者の取引先及び売上拡大とテストマーケティング

による商品等の認知度向上を図る。 

 (2)「にいがた産業創造機構」が実施する各種商談会・展示会等の事業や県が首都圏で運営

する県物産のＰＲ・販売拠点である「ネスパス」の活用をＰＲし、販路開拓と商品等の認

知度の向上を図る。 

 (3)五泉市と商工会等の関係団体が協力して実施する各種イベント事業での特産品等販売

のための出店を促し、観光客等への商品ＰＲと売上拡大を支援する。 

 (4)地元金融機関（第四銀行、北越銀行等）との連携により、金融機関が実施するビジネス

マッチング事業への参加をＰＲするとともに、金融機関のネットワークを活用し、新規顧

客や取引先の紹介・斡旋を行い売上の拡大を図る。 

 (5)ＩＴを活用した販路開拓支援のためのインターネット活用セミナーやホームページ作

成講習会の開催により、小規模事業者の情報化と経営の高度化を支援する。また、新たな

システムの導入や構築による経営革新等専門的・高度な取り組みについては、「中小企業

基盤整備機構」や「にいがた産業創造機構」及び「ミラサポ」・「よろず支援拠点」等の各

種補助事業や専門家派遣事業を活用し、個別指導により事業化を支援する。 

 

（目標）《表－６》 

支  援 

事業内容 
現状 

1 年目 

(H28) 

2 年目 

(H29) 

3 年目 

(H30) 

4 年目 

(H31) 

5 年目 

(H32) 

首都圏及び地域イベントや県

等の販売拠点への出店者数 
8 

(内首都圏 1)

12 
(内首都圏 2)

15 
(内首都圏 3)

18 
(内首都圏 4) 

22 
(内首都圏 5) 

22 
(内首都圏 6)

IT 活用による地域資源等の

販路開拓支援者数 
8 12 15 18 22 22 

IT 活用セミナー・販路開拓セ

ミナー等開催回数 
5 6 7 7 8 8 

国・県・市の補助事業活用 

による販路開拓支援者数 
4 6 7 9 11 12 

<現状の実績について> 

※「IT 活用による地域資源等の販路開拓支援者数」は、「県地域資源発掘型マーケティング事業」・「県地域資

源 PR 事業」を活用し支援した件数(企業数) 

※「国・県・市の補助金活用による販路開拓支援者数」は、「国持続化補助金」・「国ものづくり商業・サービ

ス補助金」事業を活用し支援した件数(企業数) 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 堀家三万石の城下町として、歴史と文化の「まち」をテーマに地域振興・地域経済活性化

を進めてきた村松地域の特色を活かし、従来から様々な地域活性化事業を行ってきたことか

ら、その地域特性をさらに引き出し、観光資源の有効活用と中心市街地活性化のため、商工

業を主体としたイベント事業と文化的事業を融合した取り組みを支援する。 

 特に平成 26 年度は、「村松藩開闢３７０年」の年にあたったことから、商工会と城下町の

歴史・文化に精通する団体や商店街、五泉市、観光協会等が協力し、「村松藩開闢３７０年祭」

を実施した。このイベントには、商工会の商業部会や青年部・女性部をはじめ様々な地域の

住民が参加し、例年実施している「城下町村松のぼり旗祭り」とともに一大イベントとして、

「城下町むらまつ」のＰＲと観光客の誘客、地元商店街への消費者集客による経済活性化に

大きく寄与するものであった。本イベントは今後も継続される予定であり、今後は他の観光

施設等との連携など地域資源の活用にも大きな効果が期待される。 

 また、平成 27 年度は五泉市・観光協会と商工会が協力し、桜の名所である「村松公園」を

活かした花見イベント事業「桜まつり」を更にレベルアップさせ、観光客入込客数 20 万人の

目標を掲げ行われることとなり、出店者をはじめ地元商店等の販促に大きな期待が寄せられ

ている。今後は、これらの観光資源をはじめ、文化的資源等の地域資源の活用も図りながら、

観光客等消費人口の流入による経済効果を創出し、地域経済の活性化を進めることとする。 

 

（事業内容） 

(1)「村松藩開闢３７０年祭実行委員会」・「村松お城の会」・「のぼり旗祭り実行委員会」・各

商店街等との連携を深め、各種会議の開催・企画・事業予算等の面で関係機関と協力し、

観光客や消費者の誘客とそれに伴う中心市街地及び経済活性化を支援する。 

 ①各店舗等が所有する村松藩ゆかりの書画・骨董品等を店舗に展示する「街中美術館」 

 ②城下町の歴史をテーマとした「街中講演会」 

 ③城下町でもめずらしく寺社が多い村松の寺町地区のお寺を巡り、歴史・文化を味わう「村

松寺社巡り」 

 ④城下町ゆかりののぼり旗を商店街アーケードに立て城下町をＰＲする「のぼり旗祭り」 

 ⑤江戸・明治から昭和にかけての村松の町並みや様々な行事等の古写真を商店街に展示す

  る「思い出写真館」 

 ⑥上記のイベントに合わせ、各商店街加盟店が目玉商品を取り揃え誘客を図る販促事業

「100 円商店街」 

(2)五泉市・観光協会・地元商店街等と連携し、明治 39 年に日露戦没記念として造られた県

内でも有数の桜の名所である「村松公園」を活用した「桜まつり」イベントの充実により、

観光客 20 万人（１ヶ月間）の誘客による消費・交流人口の増加と地元商業・サービス業等

の出店による販促事業の支援。 

(3)国・市の補助金を活用し五泉市全域の商工業を活性化するため、五泉市・五泉商工会議

所・商店街組合等と連携し、「五泉市プレミアム商品券（プレミアム率 20%）」発行事業を

実施する。 

(4)五泉市・観光協会主催の「大相撲巡業五泉場所」、「五泉花火大会」をはじめとした各種

地域活性化イベントへの協力。 

(5)地元商店で組織する「村松さくらカード会(ポイントカード会)」による通年販促イベン

トの実施・組織運営指導による経済活性化を支援する。 
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（目標）《表－７》<プレミアム商品券事業については、2年目以降の補助金交付が未定のため記載なし> 

 ※27 年度プレミアム商品券事業については、国の「地域住民生活等緊急支援のための交付金」事業を活用し
て実施したため、事業規模が大きくなった。28 年度は、市補助金のみで事業を実施予定のため事業規模が縮

小(H26 年度までの事業規模)。 

 

支  援 

事業内容 
現状 

1 年目 

(H28) 

2 年目 

(H29) 

3 年目 

(H30) 

4 年目 

(H31) 

5 年目 

(H32) 

桜まつり観光客入込客数 15 万人 17 万人 18 万人 19 万人 20 万人 20 万人 

村松藩開闢 370 年祭(松城祭) 

城下町村松のぼり旗祭り 

<観光客入込客数> 
2,400 人 2,800 人 3,000 人 3,200 人 3,400 人 3,600 人 

思い出写真館／街中美術館 

<参加商店数> 
117 店/53 店 125 店/63 店 125 店/68 店 130 店/70 店 130 店/70 店 130 店/70 店

村松 100 円商店街(2 回) 

<加盟店数/抽選会参加消費者数>
110 店/696 人 125 店/800 人 130 店/850 人 135 店/900 人 140 店/950 人 140 店/950 人

プレミアム

商品券発行

事   業 

発行額(万円) 3 億 9,600 1 億 2,000 - - - - 

販売額(万円) 3 億 3,000 1 億 - - - - 

加盟店数(件) 412 400 - - - - 

うち村松地区 

加盟店数 
174 180 - - - - 
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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 

従来より、地元金融機関５行をはじめ日本政策金融公庫及び新潟県信用保証協会との「金

融懇談会」の開催を通じ、地域経済及び金融情勢に関する情報交換や小規模事業者の金融支

援はもとより、経営改善・事業再生支援のための金融調整と経営改善計画策定や新事業展開

のための設備投資に係る資金調達・事業化支援に取り組んできた。今後はさらに、懇談会の

テーマや内容をレベルアップし、金融機関の地域貢献を目的としたリレーションシップバン

キング機能の活用も図りながら、商工会・金融機関相互の支援ノウハウの交換と支援力向上

を図るべく取り組むこととする。 

また、五泉市幹部や市議会議員及び商工担当課、五泉商工会議所との会議・懇談会等を通

じ、情報交換と意見・要望提言等を行うなど、地域振興事業等実施の円滑化と事業実施によ

る実効性を担保し得る環境を整えるべく取り組む。 

（事業内容） 

 (1)金融懇談会の開催 年２回～３回（地元金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会）

 (2)行政懇談会の開催 年３回～４回（市幹部、市議会議員、市職員） 

 (3)各種地域振興事業等に係る会議・懇談会 

            年５回～１０回程度（市、観光協会、商工会議所、関係機関等） 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)上部団体(連携先)である新潟県商工会連合会が、経営指導員及び補助員・記帳専任職員

等を対象に実施する「職種別」・「職制別」及びテーマ別(経営・金融・税務・労務・情報化

等)の各種研修に全職員が参加し、経営指導・支援に係る知識や最新情報の習得に努めると

ともに、支援に係るコーチングスキルアップに取り組む。また、経営指導員にあっては、中

小企業大学校三条校等の課題別研修に参加し、更に専門的・高度な知識の習得と指導・支援

能力の向上に努める。 

(2)当会が小規模事業者を対象に実施する事業計画作成や売上・利益の確保を目的として開

催するマーケティングセミナー・ＩＴ講習会等に全職員が参加し、指導・支援に関わる最新

の情報収集と支援実務能力の向上に努める。 

(3)経験の浅い若手経営指導員や補助員及び記帳専任職員等については、ベテラン経営指導

員とのチーム体制で相談・指導業務に携わることを通じ、本事業の支援課題である経営分

析・事業計画策定や販路開拓支援等に係るノウハウや指導スキルを学ぶ等ＯＪＴによる伴走

型の支援能力向上を図る。 

(4)上記の研修やＯＪＴ等日々の業務で習得した各種情報及び指導・支援スキル等の組織内

での共有の仕組みを構築するため、経営指導員を中心とした指導職員全員による部内会議を

定期的(月 2回程度)に開催し、研修内容の報告・検討や指導業務の中で得た事業所情報・経

営支援ノウハウ・経営発達支援事業の進捗状況等について情報交換を実施する。 

また、研修資料や各種事業所データ(経営・金融・税務・労務等)については、書類(綴り)

及び共有サーバーで保管し活用しているが、今後は、経営分析資料や事業計画書等の情報を

さらに整理・加工し、担当業務の変更や職員の人事異動等により情報共有に支障が生じない

よう対処することにより、職員すべてが日々の業務に活用できるようなネットワークを構築

し、組織体制を整備する。 
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 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。 

（事業内容） 

 (1)経営実務等の専門的知識や公的資格を有する中小企業診断士・コンサルタント等の外部

専門家や連携先である政府系及び地元金融機関支店長、行政担当課課長等の有識者と商工

会幹部による委員会（懇談会）を設置し、事業の実施状況、成果の評価・検証を行う。 

 (2)成果の評価・検証のため、支援先企業を対象に効果に係るアンケート調査を実施する。

 (3)上記調査結果（5段階評価等）を踏まえ、成果・達成率（満足度）が著しく低い場合は、

直ちに対応策を検討し、事業の見直しを行う。 

 (4)事業の成果・評価・見直し案等については、商工会の理事会で報告し承認を得る。 

(5)事業の成果・評価・見直しの結果について、当会が発行する会報や商工会ホームページ

（http://www.muramatu-net.or.jp/）で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 

（平成２７年１２月現在）

（１）組織体制 

 ①経営発達支援事業を確実に実施するための体制 

村松商工会（職員計８名） 

  ・事務局長         １名 

  ・経営指導員        ３名（経営支援室長１名 主任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 

  ・臨時職員（記帳指導員）  １名 

 ②村松商工会組織 

  ・会員数 523 名（普通会員 515 名 定款会員 8名/<うち小規模事業者数 495 名>） 

   ※村松地区内商工業者数 1,038 名（うち小規模事業者数 1,003 名） 

  ・役員 27 名（会長 1名 副会長 2名 理事 22 名 監事 2名） 

 

（２）連絡先 

  ・住 所：〒959-1705 

        新潟県五泉市村松乙２４５ 

  ・電 話：０２５０－５８－２２０１ 

  ・ＦＡＸ：０２５０－５８－８４０９ 

  ・メール：mms2201@blue.ocn.ne.jp 

  ・ＵＲＬ：http://www.muramatu-net.or.jp/ 

 

 

（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） 

 平成 28 年度 
(28 年 4月以降) 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額 56,650 57,200 57,750 58,300 58,850

 

小規模企業対策事業費 

1 経営改善普及事業費

指導職員設置費 

2 事務局長設置費 

3 経営改善普及事業指

導事業費 

4 地域総合振興事業費 

 

36,200

5,350

3,900

11,200

36,400

5,400

4,000

11,400

36,600

5,450

4,100

11,600

 

36,800 

 

5,500 

4,200 

 

11,800 

37,000

5,550

4,300

12,000

（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 経営改善普及事業・地域総合振興事業→県補助金、市補助金、会費・手数料等の自己財源の一部 

２ 地域総合振興事業→市補助金、会費・手数料収入等の自己財源 

３ プレミアム商品券発行事業→国・市補助金等 

（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 

⑴ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

⑵ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

⑶ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

⑷ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

⑸ 需要動向調査に関すること【指針③】 

⑹ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

⑺ 地域経済の活性化に資する取組 

⑻ 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 

⑼ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

⑽ 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 

連携者及びその役割 

※上記⑴～⑽までの連携内容(事業等)を、連携者ごとに記載 

１ 全国商工会連合会(会長 石澤 義文)  

   〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 /電話:03-6268-0088 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

２ 新潟県商工会連合会(会長 岩村 菖堂) 

   〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町 7-2 /電話:025-283-1311 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

３ 新潟県(知事 泉田 裕彦) 

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

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑺地域経済活性化・⑻支援機関連携 

⑼経営指導員等資質向上 

４ 五泉市(市長 伊藤 勝美) 

   〒959-1692 新潟県五泉市太田 1094-1 /電話:0250-43-3911 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑺地域経済活性化・⑻支援機関連携 

⑽事業評価見直し 

５ 五泉商工会議所(会頭 樋口 滋) 

   〒959-1864 新潟県五泉市郷屋川 1-2-9 /電話:0250-43-5551 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑺地域経済活性化・⑻支援機関連携・ 

⑼経営指導員等資質向上 

６ (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 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

７ (一財)新潟経済社会リサーチセンター(理事長 田巻 清文)  

   〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通 2-1-18 /電話:025-246-3211 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 
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８ ㈱ホクギン経済研究所(代表取締役 篠田 弘成) 

〒940-0071 新潟県長岡市表町 3-2-1 /電話:0258-39-7302 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

９ 新潟県中小企業団体中央会(会長 堀 一)  

   〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町 1-47-1 /電話:025-267-1100 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

10 ㈱日本政策金融公庫新潟支店(事業統括 田澤 嗣透) 

   〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代 4-4-27 /電話:025-246-2012 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

⑽事業評価見直し 

11 新潟県信用保証協会(会長 武藤 克己) 

   〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町 1-47-1 /電話:025-267-1312 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

⑽事業評価見直し 

12 第四銀行村松支店(支店長 小島 一浩)  

   〒959-1704 新潟県五泉市村松甲 2145 /電話:0250-58-3711 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑺地域経済活性化・⑻支援機関連携 

⑼経営指導員等資質向上・⑽事業評価見直し 

13 北越銀行村松支店(支店長 高坂 裕士)  

   〒959-1704 新潟県五泉市村松甲 1358-2 /電話:0250-58-1351 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑺地域経済活性化・⑻支援機関連携 

⑼経営指導員等資質向上・⑽事業評価見直し 

14 大光銀行村松支店(支店長 金井 信明)  

   〒959-1704 新潟県五泉市村松甲 1754 /電話:0250-58-6154 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑺地域経済活性化・⑻支援機関連携 

⑼経営指導員等資質向上・⑽事業評価見直し 

15 加茂信用金庫村松支店(支店長 竹内 克巳)  

   〒959-1704 新潟県五泉市村松甲 1769-1 /電話:0250-58-7195 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑺地域経済活性化・⑻支援機関連携 

⑼経営指導員等資質向上・⑽事業評価見直し 

16 さくらの街信用組合村松支店(支店長 佐藤 哲栄)  

   〒959-1704 新潟県五泉市村松甲 2248-1 /電話:0250-58-2121 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑺地域経済活性化・⑻支援機関連携 

⑼経営指導員等資質向上・⑽事業評価見直し 

17 新潟県中小企業再生支援協議会(会長 高橋 豊)  

   〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 5-1 /電話:025-246-0096 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 
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18 (独)中小企業基盤整備機構(理事長 高田 坦史) 

   〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 /電話:03-3433-8811 

【連携内容】⑴地域経済動向調査・⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援 

⑸需要動向調査・⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

19 中小企業庁(ミラサポ)  

   〒100-8912 東京都千代田区霞が関 1-3-1 /電話: 03-3501-1511/(ミラサポ)045-330-1818 

【連携内容】⑵経営分析・⑶事業計画策定支援・⑷事業計画策定後支援・⑸需要動向調査 

⑹需要開拓・⑻支援機関連携・⑼経営指導員等資質向上 

 

連携体制図等 

 

《事業実施のための連携体制イメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指導員を中心としたワンストップ機能の発揮 

～幅広い相談案件への対応と、きめ細かな伴走型支援～ 

状況や 

ニーズの 

把握 

課題を抱える

小規模企業

（相談） 

課題の整理 

  企業の 

 気づき 

的確な対策 

  企業の 

   理解 

実施に際し 

 ての助力 

 指導・支援

適時の 

   ﾌｫﾛｰ 

ｱｯﾌﾟ 

経営課題の 

解決 

事業化達成 

村松商工会による経営発達支援事業 

全国商工会連合会 新潟県商工会連合会 新潟県 五泉市 

にいがた産業創造機構 日本政策金融公庫 新潟県中小企業団体中央会 

新潟経済社会リサーチセンター ホクギン経済研究所 

第四銀行 北越銀行 大光銀行 加茂信用金庫 さくらの街信用組合 

再生支援協議会 中小企業基盤整備機構 

中小企業庁(ミラサポ) 

持続的発展への寄与 


