
経営発達支援計画の概要 

実施者名 田上町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

地域の強みや課題を踏まえ、地域の唯一の総合経済団体である田上町商工会

が、新潟県や田上町、地域金融機関やその他支援機関と連携し、他地域との差

別化を図る為に、町の特産品の開発の取組や、経営資源の乏しい個別企業の経

営力向上、情報発信をはじめとする販売促進等を継続して支援することを通し

て、「頼られる商工会」として、小規模事業者の活力を生み出し地域全体を活性

化させることを目標とする。 

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【指針③】 

（１）会員現況調査を実施。（２）商工会事業活性化会議を開催 

（３）田上町金融協議会を開催し、小規模事業者に田上町の金融制度資金等の

情報の提供を「商工会からのお知らせ」で行う。 

（４）「商工行政懇談会（土木懇談会）」を開催し、情報の提供を図る。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）自社だけだは解決できない、技術の向上や新たな事業の分野の開拓など

の経営の発達に特に資する問題点を把握する。 

（２）ニーズに適したテーマのセミナー・講演会を開催する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

地域の経済動向、小規模事業者の経営状況を分析して、地域の状況、自社の

状況の再認識をうながし、それらを踏まえた事業計画を策定する支援を行う。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）計画の進捗状況等を把握し、計画の見直しが必要な場合においては、専

門家を活用するなど、伴走型のフォローアップを行う。 

（２）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、

総合的先進的経営のアドバイスを目指す。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

会報誌「商工会からのお知らせ」で情報の提供。 

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】 

経営資源の乏しい小規模事業者にとって、事業規模の拡大や将来的に本業の

ノウハウを生かした新たな事業展開が期待でき、販路開拓は必要不可欠と考え

られる為、積極的に支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

田上町商工会をはじめ、町内の各団体が連携して、「田上町農商工連携地域協

議会」を組織して、町の地域資源を活用した農商工連携事業の実施を通して地

域経済の活性化を図る。 

連絡先 

田上町商工会 

〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田 3072 

TEL0256-57-2291 FAX0256-57-5100   

E-mail  tagami@tagami.or.jp 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

田上町は、新潟県の県都新潟市から南東約 30ｋｍほど、新潟県のほぼ中心部に位置し

ており、町の東側は森林地帯、西側は田園地帯と大河信濃川が流れ、中央部に住宅地と

商店が点在している。 

町の中央部に、南北に走る JR 信越本線と国道 403 号線があり、JR は羽生田駅と田上

駅の 2つの駅が存在し、新潟駅までは約 35 分。北陸自動車道「三条・燕 I.C」から 13km、

磐越自動車道「新津 I.C」から 10km、上越新幹線「燕三条駅」から 13km の立地である。

また、平成の大合併では、合併せずに、単独行政として存在している。単独行政区域

に単独商工会として、行政、商工会が連携して、まちづくりに邁進している状況である。

 

主産業は農業で、米はもとより、桃、梅(越の梅)、筍などの地域資源が栽培されてい

る。工業においては、燕三条の金属加工業の下請けや隣接する加茂地区の特産品である

桐たんす製造業が存在する。また、町内には湯田上温泉があり、温泉を中心とした観光

事業にも力を注いでいる。梅まつり、護摩堂山開き、あじさいまつり、湯田上温泉まつ

り、田上町産業まつり等、年間を通じたイベント事業により、県内外からの集客もある。

また湯田上温泉は現在 4件の温泉旅館が存在しており、観光業として関連する企業も多

い。観光資源も豊富で、湯田上温泉の他、越後の豪農の旧田巻家の離れ座敷として建て

られた「椿寿荘」、越後七不思議の一つ「了玄寺のつなぎがや」、春夏秋冬でハイキング

が楽しめる護摩堂山が存在し、護摩堂山山頂にある「あじさい園」は、約３万株のあじ

さいが群生し、６月の開花期には青、赤、紫、白の色とりどりの花が咲き、来場者の目

を楽しませている。 

 

人口は、平成１２年の 13,643 人をピークに年々減少しており、平成２６年１２月調

査では、12,502 人となっており、また人口に占める 65 歳以上の割合(高齢化率)も、平

成２７年の推計値で、全国の 0.27 に比べ、田上町は 0.32 と人口の高齢化の進行がうか

がえる。 

 

経済センサスによると、平成２１年では、事業所数 494 件、従業員数 3,459 人、２４

年調査では、事業所数 471 件、従業員数 3,288 人と事業所数、従業員数ともに減少して

いる。 

 

商工会員数も、平成２１年度当初の 358 名から、平成２６年１２月末で、311 名と、

主に廃業等が原因で減少傾向にある。  

 

 

 

 

 

１



 

 

以上により、当地域は、桃や梅(越の梅)、筍などの地域資源(第１次産業)や湯田上温

泉をはじめとする観光資源が豊富に存在する「強み」があるものの、地域資源を十分に

活かした食品加工業への展開や、食品関連産業への広がりが乏しく、町外へ加工関連を

まかせざるを得ない等の機会損失が生じている。その結果、際立った町の特産品があま

りない現状にある。また、近年、町内人口の減少や、全国を上回るペースでの高齢化の

進展、あるいは後継者不足による経営意欲の停滞の現状の中で、経営資源の乏しい小規

模事業者にとっての経営環境は非常に厳しいと言える。 

 

 これら地域の強みや課題を踏まえ、地域の唯一の総合経済団体である田上町商工会

が、新潟県や田上町、地域金融機関やその他支援機関と連携し、他地域との差別化を図

る為に、町の特産品の開発の取組や、経営資源の乏しい個別企業の経営力向上、情報発

信をはじめとする販売促進等を継続して支援することを通して、「頼られる商工会」と

して、小規模事業者の活力を生み出し地域全体を活性化させることを目標とする。 

 

・経営発達支援事業の実施期間を通じ、各事業所の現状に合致した事業計画策定の支援

を行う。 

・経営指導員による窓口･巡回指導、記帳指導職員等による記帳指導に際し、各小規模

事業者の経営上の問題点や課題を抽出し、一緒に解決策を見出す、伴走型の指導助言を

行い、小規模事業者が持続的な発展ができる支援を行う。 

・経営上の課題が、より高度な専門的知識を要する場合においては、商工会が仲介役 

となり、商工会連合会のエキスパートバンク等による専門家派遣事業の活用や、各 

団体、各支援機関と連携し効果的な支援を行う。 

・定期的に、会員現況調査を行い、小規模事業者の現状を把握するとともに、会員の 

ニーズに合致したテーマでの講演会や、各部会(商業部会･工業部会･サービス部会･建築

部会・建設土木部会･青年部会･女性部会)主催による、より専門的な業種別の課題を対

象とする講演会を開催する。 

 併せて、調査結果を基に、行政の施策に反映させるよう田上町に対し意見具申を行う。

・経営資源の乏しい小規模事業者にとって、持続的な成長や経営意欲を高める一助と 

する為、大消費地である首都圏での、物産展・商談会の実施を通して、需要の開拓 

を行う。 

・他地域との差別化、特色あるまちづくりの構築をめざし、町の地域資源のうち、筍(竹)、

梅（越の梅）、そして町の伝統野菜「曽根人参」を素材として、農業-商業者-工業者が

連携をして町の特産品開発や、販路拡大を目的とした、物産展や商談会に積極的に出展

し、田上町の特産品を全面に出したＰＲ活動を行うことで、田上町のブランド化を図る。
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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】 

従来から実施している会員現況調査を継続して実施し、地域の商工業者の問題点や事

業者ニーズを抽出して、経営発達支援事業に活かす。 

また、その結果を基にして、必要に応じて、商工会事業活性化会議を開催して、今後

の商工会事業計画の参考とし、田上町の施策に対しての商工会の意見を反映させる基と

するとともに、小規模事業者の経営発達支援事業に役立てる。 

過去においては、会員現況調査の結果を基に、経営革新塾の開催や、パソコン教室の

開催、町に対しての融資制度の拡充、公共工事の前倒し実施等の要望を行っている。平

成２４年度調査結果により、商業の活性化、地域の消費の喚起のためのプレミアム付き

商品券の発行事業を平成２５年度、２６年度に実施。そのための事業資金確保として、

田上町に対して、プレミアム付き商品券発行事業の事業費補助金を要望し、２年連続し

て町の補助金を獲得して、事業実施を可能とした。 

その他、田上町と町内の金融機関とで実施している「田上町金融懇談会」で、町内金

融状況、経済状況の情報収集を行い、小規模事業者にそれらの情報の提供を行うことや

「商工行政懇談会（土木懇談会）」で、三条地域や町の土木施策についての説明会を開

催する。 

 

（事業内容） 

（１）以下の調査項目を入れた会員現況調査を実施。 

  ①売上高 ②受注状況 ③従業員数 ④景況 ⑤資金繰り状況 

  ⑥田上町に対する要望 ⑦商工会に対する要望 ⑧その他の事項 

 

（２）会員現況調査の回答を基に、商工会理事で組織する商工会事業活性化会議を開催

して、調査結果を業種別、時期別に傾向分析をし、会員事業所の問題点を抽出した中で、

小規模事業者の経営発達支援事業に活かすとともに、今後の商工会事業計画の参考と

し、田上町の施策に対しての商工会の意見を反映させる基とする。 

（３）田上町、町内金融機関と商工会の「田上町金融協議会」を以下の議題で開催し、

町内の金融状況、経済状況について、情報の収集を行い、小規模事業者に田上町の金融

制度資金等の情報の提供を「商工会からのお知らせ」で行う。 

  

 

３



 

①当年度の制度資金取扱状況について 

 ②次年度の制度資金予算に関する内容について 

 ③金融情勢の現状について 

 ④その他意見交換 

（４）商工会員を対象とした「商工行政懇談会（土木懇談会）」を開催し、新潟県三条

地域振興局の三条地域整備部管内の社会資本整備に関する説明、並びに田上町長、田上

町担当課長より田上町の土木行政について説明会を開催して、小規模事業者に対して、

情報の提供を図る。 

 

 

（目標） 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

会員現況調査※１ １回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

商工会事業活性化

会議 
0 回 １回 １回 １回 １回 １回 

田上町金融協議会

の開催 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

商工行政懇談会（土

木懇談会）の開催 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

※１ ４月～７月 １回、８月～１１月 １回、 １２月～３月 １回 合計３回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 地域の小規模事業者の経営状況を分析することにより、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。その方法は、経営指導員の巡回、窓

口相談を通じ、また、記帳指導職員等の記帳指導及び労働保険の指導業務等の際に、小

規模事業者の悩みの相談に応じ、一緒に解決策を見出す。その他、集団指導として、当

会主催の各種セミナーや講習会の開催、新潟県商工会連合会や新潟県、にいがた産業創

造機構や新潟県中小企業団体中央会等のセミナーの斡旋、紹介を通じて課題の解決策を

見出す。 

 より高度な専門的知識を要する課題については、商工会連合会のエキスパートバンク

事業、ミラサポ、建設サポート事業、にいがた産業創造機構、新潟県よろず支援拠点等

による専門家派遣による相談事業を実施する。 

 

 

 

 

４ 



  

（事業内容） 

（１）巡回訪問による会員の経営状況、悩み等の経営の改善を図りながら、自社だけで

は解決できない、技術の向上や新たな事業の分野の開拓などの経営の発達に特に資する

問題点を把握する。 

 

（２）上記の巡回指導に基づいて、会員ニーズに適したテーマのセミナー・講演会を開

催し、問題解決の一助とする。特に、全商工会員を対象とした、時勢に合わせたセミナ

ーや、部会総会時における講演会、青年部、女性部のセミナーを実施することにより、

より掘り下げた業種別の課題を対象とするセミナーを開催する。 

 

（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※１ 950 件 970 件 1,000 件 1,000 件 1,000 件 1,000 件

セミナー講演会 

開催件数※２ 
8 回 8 回 8 回 8 回 8 回 8 回 

 

※１ 経営指導員     ２名×300 件 600 件 

   経営支援員（補助員）１名×100 件 100 件（27 年度は 90 件） 

   経営支援員（記帳専任職員）２名×150 件 300 件（27 年度は 280 件） 

※２ セミナー講演会開催件数 年間８回 

   全会員向け講演会 1 回、 

工業部会主催 ２回、商業部会主催 １回、建設業部会主催 １回、 

建築部会主催 １回、青年部主催 １回、女性部主催 １回 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（事業内容） 

小規模事業者に対して、地域の経済動向調査及び経営状況分析、需要動向調査を踏ま

え、地域の現状、自社の現状の再認識を促したうえで、事業計画を策定する支援を行う。

 

◎目的と効果 

小規模事業者が頭では分かっているつもりの経営課題について、経済動向調査、経営

状況分析、需要動向調査で収集、分析した情報をもとに、小規模事業者が抱える経営課

題を抽出し、書面に書き出し、可視化した上で、事業計画に落とし込むことで、より具

体的な解決策を一緒に見出すことができる。 

 短期的、中期的、長期的な具体的数値目標を定めた事業計画書を策定することによっ

て、事業意欲を引き出し、小規模事業者の持続的発展が期待できる。 

 

  

５ 



 
 
◎支援対象 
今期の支援計画の実施期間中は、後述６（指針④）の販路拡大を目的とした展示会等

の出展や道の駅に隣接する特産品の直売所に参加する意欲のある小規模事業者に主眼

を置く。 

その他、商工会が主催する経営セミナー等に参加する小規模事業者や、巡回指導、小

規模事業者持続化補助金等の補助金申請時に、経営計画策定に関心のある事業所を支援

対象者として掘りおこしを行う。 

また、金融斡旋時において、日本政策金融公庫の従来の小規模事業者経営改善資金制

度の融資限度額を超える金額の要望がある小規模事業者には、小規模事業者経営発達支

援融資制度を活用した、事業計画の作成支援を行い、融資後においても、四半期毎に業

況の確認を行い、計画の見直しの必要が生じた場合においては、変更の手助けを行う。

◎手段 

 経営計画の策定に当たっては、商工会だけでは対応できない専門的な問題に対応する

ために、商工会連合会のエキスパートバンク事業、ミラサポ、建設サポート事業、にい

がた産業創造機構、新潟県よろず支援拠点等による専門家の派遣による支援を含めて実

施し、下記４の事業計画策定後の実施支援を含めて専門家の派遣による相談を行う。 

 
 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

事業計画書 

作成件数 
4 件 5 件 6 件 8 件 10 件 12 件 

専門家派遣による 

相談件数※ 
4 件 6 件 6 件 6 件 6 件 6 件 

 

※ 経営指導員 ２名×３件 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（１）上記３の事業計画策定後に、巡回等の指導の中で、計画の進捗状況等を把握し、

計画の見直しが必要な場合においては、専門家を活用するなど、伴走型のフォローアッ

プを行う。 

（２）上記１～３に関連して、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、総合的先進的経営のアドバイスを目指す。 

 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

専門家派遣による 

相談件数※４ 
4 件 5 件 5 件 5 件 6 件 6 件 

 

 

６ 



 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

個別の小規模企業者に対しては、販売する商品、提供する役務の需要動向等、業界の

動向に関しては日経テレコンや業種別審査事典を利用し、また、日本政策金融公庫や町

の制度融資に関する金融情報などは、会報誌「商工会からのお知らせ」で情報の提供す

ることにより、経営発達支援事業の一助とする。 

 

 

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】 

経営資源の乏しい小規模事業者にとって、事業規模の拡大や将来的に本業のノウハウ

を生かした新たな事業展開が期待できる販路開拓は必要不可欠と考えられる為、積極的

に支援する。その際、支援する対象事業者として、地区内の小規模事業者の継続的発展

の為に商工会が主催する、経営力向上に関するセミナー等に参加している事業者や、巡

回指導等情報収集の中で、経営計画策定に関心のある事業所を中心に支援対象者として

掘りおこしを行う。 

具体的に販路拡大に関する町外向けの取組として、大消費地である首都圏に着目し、

田上町と都市交流の盛んな東京都板橋区で開催されている、板橋農業まつりへの参加を

通して田上町の産業や特産品をＰＲする。また、新潟県の食と観光の発信拠点である、

東京表参道新潟情報館「ネスパス」や東京日本橋「ブリッジにいがた」での、「田上町

観光物産フェア」の開催（当会主催）による、田上町の特産品を全面に出した、販路の

拡大を図る。あわせて湯田上温泉をはじめとする観光ＰＲも行い、町の物産と観光の相

乗効果で、認知度の向上を図る。一方で、地元にも「特産品」として広く認知させるこ

とも必要不可欠であることから、町内向けの販路拡大の取組として、田上町の産業が一

同に会する田上町産業まつりに出展することを通して、特産品に関する情報発信や認知

度の向上を図る。その他、各種団体が企画する販路拡大を目的とした展示会等において

も積極的に参加し、その認知度の向上を図る。 

また、本事業の取組に際しては、後述の「地域の活性化に資する取組」にも記載され

ているが、田上町農商工連携地域協議会で企画した、町の地域資源、筍(竹)、梅(越の

梅)、そして伝統野菜「曽根人参」を素材とした試作商品の出展も行い、アンケートや

試食等での意見を基に改良し、売れる特産品づくりを行うことで、結果的にその事業に

関与している小規模事業者にとっても本業のノウハウを生かした新たな事業展開の一

助となる。 

その他、田上町が計画を進めている生涯学習センターと併設する「道の駅」構想(平

成 32 年完成予定)に、商工会として計画に参画し、町の情報発信と販路拡大の拠点とし

て、田上町の産業に関する情報発信や、特産品の直売所の開設を目指す。 

（事業内容） 

（１）田上町の都市交流のある東京都板橋区の板橋農業まつりへの参加、出店協力。 

（２）新潟県の情報発信拠点(ネスパス・ブリッジにいがた)での観光物産フェアの開催

による、田上町の特産品の販売と観光ＰＲ事業の実施。 

 

 

７



 

（３）町内企業の田上町産業まつりへの出展参加 

（４）新潟県観光協会等各種団体が主催する観光、特産品商談会への参加 

（５）町の情報発信拠点としての位置付けから「道の駅」構想に、商工会として積極的

に参画し、田上町の産業に関する情報発信や特産品の直売所開設を目指す。 

（目標） 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

板橋農業まつりへの参

加、出店協力 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

観光物産フェアの開催 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

田上町産業まつりへの

出展参加 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

観光、特産品商談会へ

の参加 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域経済活性化事業  

 田上町商工会、田上町、田上町議会、ＪＡにいがた南蒲、湯田上温泉旅館(協)、農業

関係者等、町内の各団体が連携して、「田上町農商工連携地域協議会」を組織して、町

の地域資源を活用した農商工連携事業の実施を通して地域経済の活性化を図る。 

 具体的には、平成２２年度に実施した、「田上ブランド」に関する住民アンケートの

結果により、平成２３年度、２４年度に田上産のブランド梅「越の梅」や田上町の特産

品西洋なしの「ル・レクチェ」を使用した商品開発を実施し、６品目の商品化に成功し

たことを踏まえて、町外に誇れる田上町の資源として、評価の高かった、竹(筍)と引き

続き田上産ブランド梅「越の梅」、そして田上町の伝統野菜「曽根人参」の素材に焦点

をあて、更なる特産品の開発と販路の拡大について検討を行い、町の地域資源のブラン

ド化に取組む。 

 田上町商工会、田上町、田上町議会で組織する「田上町エコタウン推進協議会」を通

じて、田上町の事業所や町民に対して、地球環境にやさしいエコ活動や省エネ意識の啓

蒙事業を実施する。 

 田上町商工会、田上町、田上町議会、田上町教育委員会、田上町区長会、ＪＡにいが

た南蒲、その他町内の各種団体、学識経験者で組織する「頑張る田上人認定委員会」を

立ち上げ、田上町で、地域の事業や振興、田上町の産業や文化、芸術の発展、町の活性

化に尽力している個人、企業、団体などが、今後のその活動の励みとなるよう「頑張る

田上人」として認定する事業を実施する。 

 

 

８ 



 

 町内各種団体と連携して、田上町で唯一の地域住民全体の祭り「田上団九郎夏まつり」

を開催、運営して、地域の活性化や地域住民同士の結びつき、連帯感の醸造を図る。 

 一昨年より開催している田上町総務産経常任委員（町議会議員）と商工会総務企画委

員との懇談会を今後も継続して実施することにより、行政のみならず、議会と商工会と

の意思疎通を図り、議会においても商工会の活動や小規模事業者の現状について認知い

ただき、今後の小規模事業者支援や地域経済の活性化対策の町の施策に反映させる。 

（事業内容） 

（１）田上町産の竹(筍)と田上町産の梅「越の梅」のブランド化を図るため、地域資源

として新潟県による認定を受ける。また、筍においては、生産管理方法について専門家

を招聘し勉強会を行い、均一で高品質な筍の生産体制の確立を目指す。併せて保存方法

の研究や加工技術の研究を行い他の産地との差別化を図る。一方、竹については、煙で

いぶした、燻煙煤竹に着目し、建築資材や工芸品としての可能性について試作研究を行

う。 

（２）前年に引き続き、町のブランド梅「越の梅」や町の伝統野菜「曽根人参」に着目

し、試作品の開発や商品のＰＲを生産農家と連携し行う。 

（３）田上町の事業所や町住民に対して、エコ活動講演会や省エネセミナーを開催する

ことやその他の事業を通じて地球環境にやさしいエコ活動や省エネ意識の啓蒙活動を

実施。 

（４）「頑張る田上人認定委員会」を開催して、町内外で田上町のために頑張っている

人や企業・団体を認定する。 

（５）「田上団九郎夏まつり」の開催、運営。 

（６）「田上町総務産経常任委員と商工会総務企画委員との懇談会」の開催。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

町の地域資源を活

用した試作品開発 
6 品目 2 品目の商品化 4 品目の商品化 

省エネセミナー等 

の開催 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

頑張る田上人の認

定 
５件 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

田上団九郎夏まつ

りの開催、運営 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

田上町総務産経常

任委員と商工会総

務企画委員との懇

談会の開催 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 
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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 

 隣接している加茂商工会議所の正副会頭、田上町商工会の正副会長で開催する「加茂

商工会議所と田上町商工会との懇談会」を始め、日本政策金融公庫三条支店と田上町商

工会との「田上町商工会金融懇談会」、田上町と町内の金融機関とで実施している「田

上町金融協議会」や、日本政策金融公庫三条支店管内の商工会議所、商工会の経営指導

員を対象とする「小規模事業者経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会」、新潟県信用保

証協会県央支店管内商工会対象の経営指導員を対象とする「商工会と信用保証協会との

懇談会」、県内商工会の職員協議会での部会毎の研修会や部会の支部での会議を通して、

情報交換を図る。 

 これらの、他の支援機関との懇談会等を通じて、支援のノウハウや、支援の現状、地

域の景況、町内の景況や田上町の施策等について情報交換し、小規模事業者支援のため

の能力の向上を図る。 

 

（事業内容） 

（１）「加茂商工会議所と田上町商工会との懇談会」を通じて、地域の共通課題の洗い

出し、また、お互いの事業の紹介や事業運営について、情報交換することにより、今後

の会議所、商工会の事業、運営の参考とし、小規模事業者の経営発達支援に活かす。 

参集者：加茂商工会議所：正副会頭、専務理事、業務指導課長 

    田上町商工会：正副会長、事務局長、経営指導員 

（２）日本政策金融公庫三条支店と田上町商工会との「田上町商工会金融懇談会」を開

催して、地区内の金融・景気状況についての意見交換を行う。 

参集者：三条支店長、融資担当者、田上町商工会正副会長、経営指導員 

（３）「田上町金融協議会」を開催して、田上町役場担当課、地区内金融機関（加茂信

用金庫田上支店、協栄信用組合田上支店、協栄信用組合経営大学前支店、ＪＡにいがた

南蒲田上支店）で、地区内の金融、景気状況について意見交換を行う。 

参集者：田上町役場産業振興課長、産業振興課担当職員、金融機関支店長、田上町商工

会事務局長、経営指導員 

（４）日本政策金融公庫三条支店管内の商工会議所、商工会を対象とする「小規模事業

者経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会」に参加して、三条支店管内の地区について会

議所、商工会の経営指導員との情報交換を行う。 

（５）新潟県信用保証協会県央支店管内商工会対象の「商工会と信用保証協会との懇談

会」に参加して、県央支店管内の地区について商工会の経営指導員との情報交換を行う。

（６）県内商工会の職員協議会での部会毎の研修会や部会の支部での会議を通して、情

報交換及び研修による支援力向上のためのスキルアップに努める。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 新潟県小規模事業経営支援事業費補助金に係る「実施要領」並びに「実施方針」に定

める 

経営指導員研修会に参加することはもとより、新潟県商工会連合会の主催する職制別研

修会やテーマ別研修会、経営安定特別相談室経営安定セミナーに年１回以上参加する。

その他、管内青色申告会の主催する研修会にも参加して、支援能力の向上を図る。 

 商工会内部では、毎週週初めに実施している職員による朝礼の際に、各自受講した研

修の内容を発表することで、情報の共有化、意識の統一を図る。 

記帳指導職員等が、担当する記帳指導先の試算表を元に、経営分析を行い、経営指導員

からの分析結果の助言等を付記して、指導先の経営分析指導を行うことで、ＯＪＴによ

り経営分析の手法、経営計画の立て方等を学ぶ。 

 

 

（事業内容） 

（１）経営指導員研修会の参加 

（２）職制別、テーマ別研修会の参加 

（３）経営安定特別相談室経営安定セミナーの参加 

（４）管内青色申告会連合会の主催する研修会に参加 

（５）職員朝礼で、職員が受講した研修内容の発表 

（６）経営指導員による経営分析の手法、経営計画の立て方等のＯＪＴ 

 

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田上町役場担当課産業振興課により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提

示を行う。 

 ②理事会において、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、会員向けのおしらせで、周知するとともに、

田上町商工会のホームページ（http://www.tagami.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９月現在）

（１）組織体制 

 田上町商工会役員数 ２２名 

  会長   １名 

  副会長  ２名 

  理事  １７名 

  監事   ２名 

※理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

 

田上町商工会職員数 合計８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 

  記帳指導員（臨時職員）   ２名 

  ※経営発達支援計画に関する事業は、経営指導員を中心として経営支援員(補助員・

記帳専任職員)と記帳指導員が、その補完的な役割を果たして実施。事務局長が

全体を統括する。 

    

 

（２）連絡先 

田上町商工会 

〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田 3072 

TEL0256-57-2291 FAX0256-57-5100 

  E-mail  tagami@tagami.or.jp 

    URL    http://www.tagami.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） 

 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 41,904 42,000 42,000 42,000 42,000

 

小規模企業対策事業費 

 

経営改善普及事業費 

地域総合振興事業費 

 

41,904

36,204

5,700

42,000

36,300

5,700

42,000

36,300

5,700

42,000 

 

36,300 

5,700 

42,000

36,300

5,700

（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 

県補助金収入   

町補助金収入 

助成金収入 

会費収入 

手数料収入 

 

（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 

経営分析、事業計画策定 

連携する支援機関のセミナー等の小規模事業者に対する周知と参加勧奨。 

  支援機関の専門家の派遣事業の実施。 

地域の経済動向に関する情報の収集 

  地域の経済動向の情報を収集する上の、各懇談会の参画メンバー。 

 

連携者及びその役割 

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７－２ TEL 025-283-1311 

２．新潟県  知事 泉田裕彦 

新潟県新潟市中央区新光町４－１ TEL 025-285-5511 

３．（公社）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 万代島ビル TEL 025-246-0025 

４．新潟県中小企業団体中央会 会長 堀一 

   新潟県新潟市中央区川岸町 1-47-1 新潟県中小企業会館 TEL 025-267-1100 

１～４は、主催するセミナー等の小規模事業者に対する周知と参加勧奨。支援機関の専

門家の派遣事業の実施。より高度な専門知識のある講師によるセミナーの受講並びに専

門家の派遣による個別の専門相談により、小規模事業者の問題に対処する。 

５．田上町  町長 佐藤邦義 

   新潟県南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田 3070 TEL 0256-57-6222 

６．新潟県三条地域振興局 局長 名古屋祐三 

   新潟県三条市興野１丁目 13-45  TEL 0256-36-2200 

７．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  TEL 0256-34-7511 

８・新潟県信用保証協会県央支店 支店長 吉岡彰 

   新潟県三条市須頃 1-17  TEL 0256-33-6661 

９．加茂信用金庫田上支店 支店長 横山貴弘  

   新潟県南蒲原郡田上町羽生田 114-2  TEL 0256-57-3511 

10．協栄信用組合田上支店 支店長 若林祐樹 

新潟県南蒲原郡田上町原ケ崎新田 1381-1  TEL 0256-57-2211 

11. 協栄信用組合経営大学前支店 支店長 五十嵐勢一 

新潟県南蒲原郡田上町川船河甲 898-16  TEL 0256-52-4555 

12. ＪＡにいがた南蒲田上支店 支店長 渡邉和実 

   新潟県南蒲原郡田上町羽生田 128-1  TEL 0256-57-2181 

５～12 は、連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換を行うための懇談会の参画メンバー。
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連携体制図等 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小規模事業者 

田上町商工会 
①セミナー、研修会の案内 

１～４連携事業者 

②セミナー、研修会の紹介、参加勧奨 ③セミナー、研修会の参加 

小規模事業者 

田上町商工会 

１～４の連携事業者 

①専門的相談の依頼 

②専門家派遣の依頼 

③専門家による指導 

懇談会の開催 
 
５～１２の連携事業者による連

携を通じた支援ノウハウ等の情

報交換を行うための懇談会 

田
上
町
商
工
会 

①情報交換 

小
規
模
事
業
者 

②情報提供 

地域の経済動向に関する情報の収集 

経営分析、事業計画策定 


