
経営発達支援計画の概要 

実施者名 弥彦村商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 

弥彦山、彌彦神社、温泉、弥彦競輪など観光資源に恵まれている当

地域ですが、ここ数年で観光関連業の経営環境は大きく変化しまし

た。製造業では後継者不在による事業廃業、地域内での雇用受け皿が

無くなることが懸念されています。そのため、経営発達支援事業の目

標として、雇用等地域経済への波及効果の大きい観光業と工業の振興

を、優先課題として、各事業所が経営資源を最大限活用できるように、

支援機関として役割を果たします。 

 

観光業  宿泊客数の対前年比３％増加 

工 業  事業承継・技能承継ニーズ把握、分析支援 

 年１事業所 累計５件 

 

事業内容 

 

（１）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること及び雇用の維持

に寄与する事業に関すること 

インバウンド誘客共通指針を策定します。 

国内各種団体サークル合宿地誘致活動に取り組みます。 

事業承継ニーズ、技能承継ニーズ把握のため、巡回指導を強

化します≪指針①，②，③，④≫ 

 

（２）経営状況の分析に関する事 

経営者が、現状から、あるべき姿に到達するための道筋を

示す、「経営計画」を策定するために必要な経営状況分析支援

を、セミナー開催、個別指導で行います≪指針①，③≫ 

 

（３）市場調査支援。経済動向の把握に関する事 

各種情報源を活用して、効率的に必要なデータを収集する。

時間とコストがかかるので、仮説を立て、必要なデータを絞

り込み、収集したデータを組み合わせ、納得性を高め、経営

資源に限りのある小規模事業者に対して、外部環境、経済動

向についての情報提供を行います≪指針①，③≫ 

 

（４）事業計画策定・実施支援に関すること 

定性的な計画と、定量的な計画の整合性が取れていて、実

現性がある経営計画の策定支援を目指します。策定した計画

が実現されるように、ＰＤＣＡサイクルを回して実行管理す

ることができるように伴走型の支援を行います≪指針②≫ 

 

連絡先 

弥彦村商工会 経営支援室 

新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦２９５３ 

電 話 0256-94-2272 ＦＡＸ0256-94-4650 

ホームページ http://www.shokokai.or.jp/yahiko/ 

メールアドレス yahiko29@sweet.ocn.ne.jp 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【現状・課題】 

当地域は、弥彦神社、弥彦山を中心とする多くの観光客でにぎわう観光地で、国

民保養温泉地、国際観光モデル地区に指定されており、観光関連業は村の基幹産業

として重要な位置を占めています。また、国内唯一の村営競輪場があり、寬仁親王

牌開催、ガールズ競輪にいち早く取り組むなど、競輪ファンが多く集まり、地域経

済への発展につながっています。観光客入込みの対象は、弥彦神社、温泉（湯神社

温泉、桜井郷温泉）、弥彦山、菊まつり、弥彦公園をはじめとする自然や文化財、季

節の行事が主となっていますが、近年は通過型観光地傾向にあり、滞留機能の整備

などが課題となっています。さらに、最盛期には２７軒あった旅館等が、昨年度、

宿泊客収容規模２位のホテルが廃業し、現在では１１軒と大幅に減少しており、地

区内の経営環境は大きく変化しております。（事業者数ｈ21―129 件 ｈ26―118 件） 

 

商業は、近隣の大型商業施設などへの購買力流出が続いており、商業経営は厳し

く、村内には、商店が散在していますが、定住環境整備に不可欠な身近な商業サー

ビス業を確保していく必要があります。（事業者数 ｈ21―88 ｈ26―80） 

 

工業は、従来からの弥彦村工業団地に加えて、農村地域工業等導入促進法に基づ

く弥彦大戸企業団地への企業立地が進み、村内雇用の場が拡大してきました。しか

し、事業所は、金属関連の下請け企業が多く、景気動向に大きく左右され、工業統

計による事業所数、従業者数、製造品出荷額等とも近年は減少傾向にあり、また、

後継者候補不在による技術、技能承継が課題であり、厳しい経営状況にあります。

（事業者数 ｈ21―100 ｈ26―91） 

 

建設業は、排水河川の整備、急傾斜地等の災害対策も進み、安全環境は増してい

ますが、地震、水害等近年頻発する予期しない大規模災害が発生した際、インフラ、

住宅等復旧工事、除雪作業など、安心安全な暮らしを守るには欠かせない産業であ

り、地元業者の経営維持は重要です。（事業者数 ｈ21―112 ｈ26―101） 

 

農業が地域の基幹産業と位置付けられる本村では、豊かな自然に育まれた農産物

（コシヒカリ、野菜、果物等々）が豊富です。平成２１年度に「地域資源全国展開

プロジェクト」で枝豆「弥彦むすめ」を素材に、特産品開発を行いました。平成２

２年ニッポン全国物産展において、ご当地おやつグランプリで第１位となる弥彦む

すめ餡入り「パンダ焼き」は、店頭に連日行列が出来るほどの成果を収めました。 

 

【方   針】 

このような現状、課題を踏まえて、雇用等地域経済への波及効果の大きい観光業

と工業の振興を、優先課題として、各事業所が経営資源を最大限活用できるように、

支援機関として役割を果たします。 

 

【目   標】 

観光業  宿泊客数の対前年比３％増加 

工 業  事業承継・技能承継ニーズ把握、分析支援 年１事業所 累計５件 

 



 

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．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること及び雇用の維持に

寄与する事業に関すること【指針①，②，③，④】 
 

観光業は、国内市場縮小の中、小規模事業者の持続的発展に資するため、

地域内での努力、近隣観光地との差別化が重要であることを認識のうえ、下

記二項目を重点に取組みます。 

 

第一に、現状では、接客、ホームページ等の情報発信、観光パンフレット・

看板等の言語表示、消費税免税制度導入等々、インバウンド誘客についての

地域一体となった取り組みは手探りの状況です。東京オリンピック開催を控

え、周辺観光地との競争に乗り遅れないことが肝心です。行政、関係団体と

連携して、地域全体でインバウンド誘客に取組むことは、地域小規模事業者

の持続的発展、技術向上、新分野開拓に資することができます。 

外部専門機関、専門家を招聘して、弥彦村、弥彦観光協会、弥彦旅館組合、

弥彦妓芸協同組合、彌彦神社等、地域全体で、インバウンド誘客の実情、外

部環境等の認識を共有して、「インバウンド誘客共通指針」を策定します。地

域内で方向性を共有することは、各小規模事業者が個性を発揮して、創意工

夫することにつながります。 

以下の、経営状況分析、市場調査支援・経済動向把握、事業計画策定・実

施支援において、「インバウンド誘客共通指針」を参考にして、事業計画実施

に取組み、商工会が経営発達支援事業として実施します≪指針①，②，③，

④≫ 

 

第二に、国内需要の開拓として、大学、各種団体サークル活動の合宿地と

して誘致活動に取り組みます。現状では、事業者個々の事情もあり、活動は

限られましたが、新たに、近隣市町村の体育施設、文化施設を紹介するパン

フレットを作成して、首都圏、関西圏等への営業活動に対して支援します。 

取組む各小規模事業者に対しては、経営状況分析、市場調査支援、経済動

向把握、事業計画策定・実施に基づく行動に対して、経営発達支援事業とし

て実施します≪指針①，②，③，④≫ 

 

工業製造業は、事業承継ニーズ、技能承継ニーズについて巡回指導で把握

を行い、事業計画策定支援、計画実施支援を行います。廃業に至らないよう

に、事業引受先のマッチィングのフォロー、５Ｓ運動推進、カイゼン活動、

ＱＣサークル活動への支援を、外部専門家の助言を得て行います。意欲ある

小規模事業者に対して、経営状況分析、市場調査支援、経済動向把握、事業

計画策定・実施に基づき、経営発達支援事業として実施します≪指針①，②，

③，④≫ 

 



 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①，③】 
 

【目標】 

経営者が、現状から、あるべき姿に到達するための道筋を示す、「経営計画」

を策定するために必要な経営状況分析支援を、セミナー開催、個別指導で行う。

現状は、事業者が困窮状況に陥ってから、相談を受けるという受け身の姿勢で、

後手に回っていたが、日常より巡回指導を通じて、小規模事業者に積極的にア

プローチし、巡回指導の質と量の両面でレベル向上を目指す≪指針①，③≫ 

 

観光業 ５事業所（年１事業所） 工業 ５事業所（年１事業所） 

支援内容 現状 ｈ27年度 ｈ28年度 ｈ29年度 ｈ30年度 ｈ31年度

巡回訪問

件数 
0 48 48 48 48 48

セミナー

開催回数 
0 2 2 2 2 2

経営分析

件数 
0 2 2 2 2 2

＊巡回訪問 月２回×２件＝４８回 

 

【分析を行う項目】 

 

・外部環境分析≪指針③≫ 

①マクロ環境分析 

政治的（法規制や税制の見直し、経済産業省、外務省、観光庁等）環境

要因 

経済的（景気動向、為替、金利、インフレ/デフレ）環境要因 

社会的（人口動態、世論調査）環境要因 

技術的（活用可能な技術）環境要因 

②市場分析（インバウンド市場動向（観光）、自社の属する業界、自社製品

サービスの市場規模・見通し） 

③競合分析（競合他社の市場シェア、収益性、動向） 

 

・自社分析（経営資源の分析）≪指針①≫ 

①組織分析（ヒト、インバウンド対応（観光）） 

②財務分析（カネ） 

③業務体制分析（システム、インバウンド対応体制（観光）） 

④マネジメント分析（管理） 

 

【手段・活用方法】 

各種分析手法を活用する≪指針①，③≫ 

①ブレーンストーミング ②ＫＪ法 ③特性要因図 ④ＡＢＣ分析 

⑤ツリー状分析 ⑥マトリックス分析 他 

 



 

 

３．市場調査支援・経済動向の把握に関すること【指針①，③】 
 

【目標】 

各種情報源を活用して、効率的に必要なデータを収集する。時間とコストがか

かるので、仮説を立て、必要なデータを絞り込み、収集したデータを組み合わ

せ、納得性を高め、経営資源に限りのある小規模事業者に対して、外部環境、

経済動向についての情報提供を行う≪指針①，③≫ 

 

１）販売する商品、提供する役務に関すること 

 

【提供する情報・入手手段】≪指針①，③≫ 

・他者の提供する情報≪指針③≫ 

①公共刊行物（政府、業界団体が刊行する統計、白書、報告書） 

②雑誌、新聞、書籍（一般紙、専門紙、専門雑誌、関連書籍） 

③弥彦村統計資料（観光客入込数、入湯税等） 

④Ｊ－Ｎet２１、日経テレコン等インターネット 

⑤各種マーケティング機関の資料等々 

⑥全国各地のインバウンド誘客事例の収集（観光） 

⑦インバウンド観光動向把握（観光） 

 

・自社が収集する情報≪指針①≫ 

①アンケート調査（郵送、電話、メール）、インタビュー調査 

②観察調査（購買行動、売場） 

③実験（試販、一時陳列、テストマーケティング） 

④決算書、営業日報 

⑤その他（クレーム、従業員ヒアリンング） 

 

【活用方法】 

仮説を立て、必要なデータを絞り込み、収集したデータを組み合わせて活用す

る≪指針①≫ 

 

２）地域の経済動向に関すること 

 

【提供する情報・入手手段】≪指針③≫ 

①公共刊行物（新潟県、弥彦村、日銀新潟支店、全国連、県連合会、にいが

た産業創造機構、中央会等の統計、報告書） 

②新聞、書籍（新潟日報、三條新聞、地元出版社刊行物） 

③地域金融機関（銀行、信金等）が行った調査、報告書 

④従業員から得られる情報 

⑤取引先から得られる情報 

⑥その他（インターネット） 

 

 

 



 

 

４．事業計画策定・実施支援に関すること【指針②】 
 

１）事業計画策定支援に関すること 

 

【目標】 

 

定性的な計画と、定量的な計画の整合性が取れていて、実現性がある経営計

画の策定支援を目指す。現状は、事業計画策定支援にまで至らなかったので、

日常より巡回指導を通じて、小規模事業者に積極的にアプローチし、巡回指

導の質と量の両面でレベル向上を目指す≪指針②≫ 

 

観光業 ５事業所（年１事業所） 工業 ５事業所（年１事業所） 

支援内容 現状 ｈ27年度 ｈ28年度 ｈ29年度 ｈ30年度 ｈ31年度

巡回訪問

件数 
0 48 48 48 48 48

策定支援

件数 
0 2 2 2 2 2

＊分析支援の目標に同じ 

 

【手段】 

 

経営状況分析、市場調査・経済動向の把握で整理された事項より、ＳＷＯＴ

分析で外部環境分析、自社分析を行い、自社の強みと弱み、機会と脅威を掛

け合わせてマトリクスにより戦略立案を行う。戦略は、分析との整合性がと

れていて、他社との競争を、優位に進めるための方針であることが求められ

る。≪指針②≫ 

 

①行動計画（具体的な行動計画策定） 

②売上計画（月別、地域別、商品/サービス別等） 

③費用計画（生産関連、生産以外関連、製造原価、購買単価、設備投資等） 

④利益計画（予想損益計算書） 

⑤資金計画（資金繰り表、資金調達計画、予想貸借対照表） 

 

経営計画策定セミナーを開催して、多くの事業所に、計画策定の意識付けを

行う。観光業については、「インバウンド誘客共通指針」を基本に戦略立案

する。工業は、巡回指導により得た情報をもとに、事業承継、技能継承が課

題となる事業所に対しての個別指導、さらに高度な知識が必要となる場合、

県連合会、ミラサポ、新潟県建設サポート事業、にいがた産業創造機構等々

の専門家派遣事業を使い、中小企業診断士、税理士等を招聘して援助を受け

る。⑤資金計画において、日本政策金融公庫「小規模事業者経営発達支援融

資制度」を利用できる場合は、公庫と連携して伴走型支援を行う≪指針②≫ 

 



 

 

 

２）事業計画実施支援に関すること 

 

【目標】 

策定した計画が実現されるように、ＰＤＣＡサイクルを回して実行管理する

ことができるように伴走型の支援を行う。≪指針②≫ 

 

観光業 ５事業所（年１事業所） 工業 ５事業所（年１事業所） 

支援内容 現状 ｈ27 年度 ｈ28 年度 ｈ29 年度 ｈ30 年度 ｈ31 年度

専門家派遣事業 

利用回数 
6 10 10 10 10 10

セミナー 

開催回数 
0 1 1 1 1 1

事業計画実施支援 

事業者数 
0 2 2 2 2 2

 

 

【手段】 

ＰＤＣＡサイクルを回すためのポイントを整理する≪指針②≫ 

 

（１）ＰＬＡＮ（経営計画を策定、修正する）――策定支援 

 

根拠があり、実現可能な計画を立案 

計画とのかい離を解決するための行動計画を立案 

 

（２）ＤＯ（経営計画を実行する）――会社内で共有実行できているか 

 

各社員が経営計画を理解して、責任の範囲で目標実現に向けて行動 

 

（３）ＣＨＥＣＫ（経営計画の進捗状況を確認する）――項目ごとに計画と

実績の違いを把握 

 

何を、いつ、誰が、どのように確認するか、あらかじめ明確にでき

ているか 

 

（４）ＡＣＴＩＯＮ（経営計画と実績のかい離を分析）――解決手段検討 

 

支援先において、ＰＤＣＡサイクルが回らない原因、あぶりだされた問題点に

焦点をあて、巡回指導、各種専門家派遣事業を使い、経営計画実施にむけて伴

走型支援を行う≪指針②≫ 

 

 



 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 
 

【現状・取り組む内容】 

 

観光協会では、新たな観光魅力づくりを推進する「弥彦浪漫化計画」に積極

的に取り組み、門前町情緒の演出、インターネット無線ＬＡＮを活用したフリ

ースポット設置による観光情報を含む情報化の推進、弥彦観光ぼらんてぃあガ

イドの実施などを推進しています。 

 

商工会としても、観光協会の活動と連携して、各種イベント開催、新たな視

点から当地域を案内する観光パンフレット作成等、魅力ある観光地づくりを目

指して活動します 

 

①季節のイベント（桜まつり、納涼まつり、年末大売出し等）開催 

 

②青年部 夏期子供向けイベント「縁日村」開催 

     障害者施設主催イベント出店参加 

 

③女性部 地域美化活動「花いっぱい運動」（競輪寬仁親王牌歓迎事業他） 

 

【目標】 

 

項目 現状 ｈ27年度 ｈ28年度 ｈ29年度 ｈ30年度 ｈ31年度

季節イベント 

開催回数 
3 3 3 3 3 3

青年部開催回数 2 2 2 2 2 2

女性部開催回数 3 3 3 3 3 3

パンフレット 

作成 
0 1 0 1 0 1

 

 

 



 

 

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 

 

他の支援機関、関係機関各担当者が参加する会議、研修会、委員会等において、

金融、税務、労務、後継者指導等のテーマごとに、支援の現状、支援ノウハウ

について情報交換をする。法律改正、新制度、新規イベント、活動情報等が得

られて、事業者にとって有益である場合には、会報誌等を通して、積極的に情

報発信する 

（１）新潟市西蒲区内商工会、燕市内商工会、商工会議所、新潟県商工会連合

会等との情報交換 

（２）支援テーマごとの各団体主催会議における情報交換 

・日本政策金融公庫 経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会 

・弥彦村制度融資委員会 

・税務指導者協議会（税務署、税理士） 

・巻税務署管内青色申告会連合会役員会 

・公益社団法人燕西蒲法人会役員会 

・労働保険事務組合巻地区協議会研修会 

・西蒲商工会青年部協議会各種会議 

・西蒲商工会女性部協議会各種会議 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

当会主催セミナー、事務受託団体主催講習会、各種団体が開催する研修会、セ

ミナー、視察研修等々に積極的に参加して、職員の資質向上に努める。受講し

た内容について、朝礼等の職員会議で報告を行い、全職員で内容について情報

共有し、業務に活用する。具体的には、パワーポイントによる発表を、年間１

人１回以上は行い、職員のプレゼンテーション能力向上、説明力向上の機会と

し、職員間で講評、意見交換を行う 

 

（１）新潟県商工会連合会 経営指導員対象研修会 

（２）   〃      経営支援員対象研修会 

（３）巻税務署 決算・確定申告説明会 

（４）全国労働保険事務組合連合会新潟支部 労働保険研修会 

（５）中小企業大学校三条校 支援機関向け研修会 

（６）当会主催セミナー（後継者向け、接客マナー、ＩＴセミナー等） 

（７）業種別部会事業として実施する視察研修 

（８）その他 

 

【目標】 

   パワーポイントによるプレゼンテーション 年間１人１回以上 

 

 



 

 

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 

 

以下の手順により、事業評価、見直しを行う 

 

（１）「経営発達支援事業評価委員会」による事業評価、及び改善等の提言、助

言を受ける。理事会までに、提言等を反映させた経営発達支援計画の修正

を行う 

 

１．構成委員 

①内部関係者（９名） 

・会長 

・副会長２名 

・商業部会代表１名 

・工業部会代表〃 

・建設部会代表〃 

・観光部会代表〃 

・青年部代表〃 

・女性部代表〃 

 

②外部関係者（３名） 

・弥彦村産業振興課長（行政機関代表、観光協会代表兼務） 

・顧問税理士１名 

・中小企業診断士１名 

 

③事務局（３名） 

・事務局長 

・経営指導員２名 

 

２．開催時期：毎年２～３月の間 

 

（２）理事会へ、評価委員会の審議内容を報告して、修正した経営発達支援計画

の内容を説明して、次年度の目標、取組内容の確認を行う 

 

１．報告時期：毎年２～３月の間に開催される理事会へ報告 

 

 

（３）理事会の確認を受けた経営発達支援計画は、会報誌を通じて全会員に周知

するとともに、ホームページに掲載して公表する 

 

１．公表時期：毎年４～５月に会報誌、ホームページによる周知公表 

 

 



 

（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１月現在）

（１）組織体制 

 

項目 担当者 内容 

事業責任者 事務局長 

平岡 悟 

・組織運営統括 

計画策定 

責任者 

経営支援室 室長 

（経営指導員） 

川崎 豊 

・経営発達支援計画策定 

・事業全体統括 

 経営支援室 主査 

（経営指導員） 

山口 徹 

・経営発達支援計画策定 

・セミナー企画開催 

・外部専門家招聘 

・研修会企画開催 

 経営支援室 主事 

（経営支援員） 

金子 潤子 

・経営発達支援計画策定 

・数値計画資料提供 

 経営支援室 主任 

（経営支援員） 

岡村 佐智子 

・組織運営の予算、執行管理 

 

 

（２）連絡先 

 

弥彦村商工会 経営支援室 

新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦２９５３ 

電 話 0256-94-2272 

ＦＡＸ0256-94-4650 

ＨＰ http://www.shokokai.or.jp/yahiko/ 

メールアドレス yahiko29@sweet.ocn.ne.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） 

 
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

 

経営改善普及

事業職員設置

費 

 

経営改善普及

事業指導事業

費 

 

25,000 

 

 

 

2,000 

 

25,000

2,000

25,000

2,000

25,000 

 

 

 

2,000 

 

25,000

2,000

（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 

新潟県補助金、弥彦村補助金、会費収入、各種手数料収入等 

 

 

（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。 

 

 


