
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

津川商工会 

（法人番号）７１１０００５００３４６８ 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

阿賀町旧津川地区では、少子高齢化や就労場所不足等による人口減少により、地域経

済は縮小傾向であり、後継者不足も相まって事業者の廃業が増加している。さらに、主

要産業と言えるものが少ない。このような状況を踏まえ、今まで地域経済を支えてきた

のは小規模事業者であるとの認識に立ち、「事業計画の策定並びに確実な実行のための

支援」「情報発信や新商品開発等の推進による販路拡大への支援」「商品券発行事業等

の実施による地域内での売り上げ拡大のための支援」「地域資源の活用による地域活性

化のための支援」を実施することにより、小規模事業者の持続的発展を図り、地域経済

の活性化を目指すことを目標とする。 

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 

地域の経済動向に加え、国等の統計調査を調査・分析することにより、実態の把握

と課題の抽出を行い、小規模事業者の持続的発展に寄与するための手段として活用す

る。 
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向け、経営指導員等の巡回・窓口相談や確定申告作成

支援等を通じ、財務分析のみならず経営分析も実施する。専門的知識が不可欠である

課題等については、関係機関が実施する専門家派遣事業等を活用し、小規模事業者が

抱える経営上の悩みについて支援する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者が経営課題を解決するため、上記１、２の結果を踏まえ、関係機関と

の連携も行いながら、経営改善計画書の策定支援を行うことにより、伴走型の指導・

助言を推進する。 

創業・開業に関しては、その掘り起しを図るため、関係機関の創業支援策の周知を

行うとともに、創業計画書の作成等の支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  進捗状況の確認回数を増やし、事業計画との乖離があった場合には必要に応じて専

門家と連携し、その原因究明と今後の対策について支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

消費者ニーズを把握するため需要動向を調査・分析し、小規模事業者の事業計画策

定や販路拡大を実施するための資料として活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の持続的発展には売上及び利益の確保が不可欠であることから、地域

資源を活用した新商品開発、受注機会の拡大推進のためのＨＰ作成支援や各種ポータ

ルサイトへの出店・活用、展示会・商談会に関する情報発信・出展について支援を行

い、販路拡大や売上拡大はもちろん交流人口増加による地域内購買力の増加を図る。

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

町と連携を取りながら、町内の消費拡大と地元購買による地域経済の振興発展や地

域の活性化を目的として、プレミアム商品券を発行する。また、イベント事業として

「つがわ狐の嫁入り行列」等を発展させ、当地域の認知度の向上を図る。これにより、

「狐＝津川」というイメージによる地域のブランド化を図り、通年観光を推進するう

えでの重要なモチーフとして活用することにより、交流人口の増加につなげ、地域経

済の活性化を推進する。 

連絡先 

〒959-4402 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 3581 番地 1 

  津川商工会 経営支援室 室長 南 隆行 

   電話番号：0254-92-2494  ＦＡＸ番号：0254-92-4284 

   メール：ts2494@plum.ocn.ne.jp 
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阿賀町 
（津川）

50km 

新潟市 

（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 
(1) 位置 

当地域は、北西に位置する県都の新潟市及

び東南に位置する福島県会津若松市から約 50

㎞離れており、独自の商圏を形成している。 

平成 17 年には４町村が合併し、阿賀町が誕 

生。当地域はその中心部に位置している。 

(2) 風土 

当地域は中央を阿賀野川とその支流の常浪 

 川が流れ、その沿岸の段丘を中心に開けた山間地域であり、中心部は比較的平坦であ

るが、周辺は急峻な山岳地帯に囲まれている。 

面積は、阿賀町全体では 952.88 ㎢（当地域は 84.19 ㎢）と県内 3 番目の広さであ

り、新潟県の約 7.6％を占めている。なお、山林等が約 94％を占めている。 

気候は、日本海側気候と内陸性気候を併せ持ち、平均気温は 11℃から 12℃だが、年

間を通じて気温差が 30℃もあり、１日の気温差も大きい。また、高温多湿で降雨量や

降雪量が多く、特別豪雪地帯に指定されている。 

(3) 歴史 

当地域は、以前福島県であったが、明治 19 年に新潟県に編入された。このため、今

でも会津藩の面影が感じられることがある。 

豊かな自然や豊富な森林資源に恵まれ、かつては越後と会津を結ぶ街道の町であっ

たとともに、阿賀野川船道の要所として繁栄を極めた。現在も当時を偲ぶ歴史的・文

化的遺産が数多くある。 
かつては、県内でも有数の馬産地、木炭生産地であり、街道の宿場町、川湊町とし

て商業も盛んであった。 
(4) 交通網 

  新潟市と福島県いわき市を結ぶ国道 49 号が中央を走り、磐越自動車道も通ってい

る。公共交通機関では、ＪＲ東日本の磐越西線が通り（当地域には津川駅がある）、

その他路線バスが運行されている。 

(5) 人口 

  当地域の人口は昭和 55 年では 6,968 人であったが、平成 2 年には 5,868 人、平成

12 年には 5,209 人、平成 25 年には 4,453 人と約 35 年間で△2,515 人、減少率は実に

36.1％と 1/3 以上減少している。なお、阿賀町全体では平成 25 年の人口は 13,054 人

である。また、世帯数も約 35 年で△273 世帯、１世帯当たりの人数も昭和 55 年の

3.4 人から平成 25 年には 2.5 人と大きく減少している。 

  年齢別では、年少人口が大きく減少している一方、65 歳以上の老年人口は増加の一

途であり、阿賀町全体での高齢化率は平成 26 年には 44.0％となり、県内１～２位を

争っている。 
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S55 年度 2,047 世帯

H25 年度 1,774 世帯 

旧津川町 阿賀町 

H25.7.1 42.9% 

H26.7.1 44.0% 

・各年の 7月 1日の数字。 
・H17 に数字が極端に上がった理由は、4町

村の合併による。 
・H25 及び H26 は、県内第１位の高齢化

※S55 年度 6,968 人 

H6 年度 5,815 人 
H25 年度 4,453 人 

約 35 年で 

・人 口 △2,515 人 

・減少率 △36.1％ 

約 35 年で 

・世帯数 △273 世帯 

・減少率 △13.3％ 
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(6) 産業 

  昭和 40 年代までは稲作、林業、木炭などの第一次産業が主要産業であり、就業人

口の約半分を占めていた。その後、産業構造の変化に伴い、最近では第一次産業の就

業人口は１割を割り込み、代わって第三次産業の就業人口が約６割を占める状況とな

っている。当地域は高温多湿という気候のため、酒造会社や味噌・味噌漬け製造業者

など糀を利用した発酵文化があることが特徴である。また、豪雪や災害復旧等に欠か

すことのできない建設産業は、町内の雇用の多くを担っている。 

(7) 地域資源等 
開町 400 年を迎えかつ豊かな自然に恵まれた当地域では、多くの歴史・文化遺産や

観光資源に恵まれている。歴史・文化遺産では、雁木発祥の地と言われており、町中

の「とんぼ」（雁木）が昔の風情を醸し出し、当地域の象徴である麒麟山には山城

址、また旧会津街道には石畳の道・一里塚などが残る。その他にも、温泉施設やゴル

フ場、県営漕艇場等の施設がある。また、全国的にも有名となっているイベント「つ

がわ狐の嫁入り行列」や「つがわ狐の里がえり市」が行われており、毎年県内外から

多くの観光客が訪れている。町中にはその関連施設として「狐の嫁入り屋敷」があ

り、飲食の他嫁入り行列の映像放映や狐のメイクなども体験することができる。 
 
２．地域の強みと課題 
(1) 自然・地理・歴史 

①強み 
・豊かな自然に囲まれており、春は麒麟山公園の桜、秋は山々の紅葉、冬は水墨画

の世界に例えられる風景などが味わえる。 
・県都新潟市には、磐越自動車道で約 40 分、国道 49 号及びＪＲ磐越西線で約１時

間と、距離（約 50km）の割には比較的近い。 
・開町 400 年を超える歴史があり、江戸時代の面影を残した史跡が残っている。 
②弱み 
・降水量及び降雪量が多く、豪雪の被害に襲われることがある。 
・交通網が整備されていることにより、単なる通過点となっているものと思われ

る。また、新潟市等へのアクセスが良いことが、逆に購買流出の要因となってい

る。 
・ＪＲ磐越西線は単線であることに加え災害に弱く、公共交通機関として脆弱。 
・史跡等を有効活用しているとは言い難い状況である。 

(2) 生活・産業 
①強み 
  ・豊富な森林資源を有しており、町の支援を受け、その間伐材を利用した木質ペレ

ットの製造・販売業者が存在する。 
・四季折々の多様な食材（山菜、自然薯等）がある。 
・全世帯にテレビ電話が設置され、情報発信のツールとして活用されている。 
・全世帯に光回線が設置されているため、都市部と変わらない情報の受発信が可能

である。 
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②弱み 
  ・少子高齢化による人口の減少と高い高齢化率が進んでいる。そのため、小規模事

業者の売上は減少傾向である。 
 ・就業場所の不足により、若年層が町外へ雇用の場を求めて流出している。 
 ・基幹産業といえるものが無く、行政や公共工事への依存度が高い。 
 ・豊富な森林資源はあるものの、林業に従事する人手が不足していることにより、

有効に活用されていない。 
  ・事業主の高齢化や後継者不足により、事業所が減少している。このため、地域の

中心部には大型スーパー等はあるものの、商店等が無い地区も増えており、いわ

ゆる買い物難民が発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※約 20 年で ①商工業者数   △92 事業者（△22.3％） 

②小規模事業者数 △53 事業者（△14.9％） 

③商工会員数   △98 会員 （△33.6％）（※H27.8 現在 189 会員） 

④組 織 率   60.6％                 （※H27.8 現在 57.8％） 

          （注）上記①及び②の数字は、当会独自名簿による。 

  
 ※１ 平成 19 年度以前

は「商業統計調査」、

平成 24 年度は「経済セ

ンサス」より抜粋。 

※２ 経済センサスか

ら調査項目や集計方法

等に変更があり、H19

の数字と H24 の数字の

連続性は疑問。 

(百万円) 
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(3) 観光・イベント 

①強み 
・ＪＲ磐越西線で 1999 年からＳＬ（ＳＬばんえつ物語号、4～11 月）が運行されて

おり、当地域のＰＲや誘客につながっている。 

・第 26 回を数える「つがわ狐の嫁入り行列」は全国的にも有名であり、当日は約

３万人の観光客を集める当地域の一大イベントである。「津川イコール狐」とい

うイメージを県内外に浸透させるとともに、当地域の知名度を一気に上げた功績

は大きい。 

②弱み 
・イベントのマンネリ化や担い手の高齢化等により、規模が縮小傾向にある。 

 
３．商工会の役割 
(1) これまでの取組み 

  当商工会は、地域唯一の総合経済団体として、小規模事業者の支援や地域活性化に

資する事業に取り組んできた。小規模事業者の支援では、経営改善普及事業として金

融・税務・経理・経営・労務などの経営の基盤となる分野を中心に、きめ細かい個店

指導やセミナー等の集団指導による支援を展開してきた。金融指導や経営指導時に

は、必要に応じて専門家を交えながら事業計画の策定や経営分析も実施してきたが、

一時的な支援で終わっている感は否めない。また、地域活性化に資する事業では、

「つがわ狐の嫁入り行列」等のイベントの中心的な役割を担ってきた。 

(2) 今後の役割 

  少子高齢化の波は当地区では激しさを増し、人口減少が地域社会や地域経済に与え

る影響は計り知れない。このような状況において、商工会では刻一刻と変化する社会

情勢等を的確に把握し対応していかなければならない。このためには、当会で策定し

た中期計画（①創業・経営革新等支援の推進、②地域資源の町外への情報発信の推進

支援、③過疎・高齢化への対応並びに支援）に基づき、従来の経営改善普及事業を更

に強化し、より効果的な事業を展開していくことが不可欠である。 

  このようなことから、職員の更なる能力向上を図ることはもちろん、各種調査によ

る経済動向や需要動向等の把握・分析に基づき、持続的発展に資するための事業計画

の作成支援、国・県等の施策を利用した販路開拓事業への支援、農商工連携の推進支

援等を強化することにより、小規模事業者の経営基盤の確立、引いては地域経済の活

性化に寄与していく。 

 

４．経営発達支援計画の目標 
少子高齢化や就労場所不足等による人口減少により、地域経済は縮小傾向であり、

後継者不足も相まって事業者の廃業が増加している。建築業では大手ハウスメーカー

の進出、小売業では大型店の影響が大きい。さらに、主要産業と言えるものが少な

く、公共工事等の建設業に依存する割合が高い。また、目玉となる観光資源である

「つがわ狐の嫁入り行列」も実施から四半世紀を経て、疲弊感が漂っている状況であ

る。 
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なお、平成 27 年度に策定された第 2 次阿賀町総合計画では、基本理念に「豊かな

自然・かがやく文化、みんなで築く安心のまち」を掲げ、これを達成するために４つ

の基本目標（①自然と共生するまち、②文化あふれるまち、③活力ある産業のまち、

④やすらぎのあるまち）が設定されている。その中で、特に「活力ある産業のまち」

では、「農林業・商工業・観光業の産業間連携を強め、地場資源を最大限に活用した地

域性あふれる魅力的な産業の育成を図り、若者が夢と希望をもって働くことができ

る、発展性のある活力にあふれた産業のまちをつくる」としている。具体的な対策と

しては、下記のとおりである。（※一部抜粋） 
①遊休施設や空き家の再利用・オフィス誘致、地方移住 
②地域資源を生かした起業家へのサポート 
③特産品開発と「阿賀町」のブランド化 
④観光の振興、イベント・施設等の精査 
⑤ニーズを生かした農林水産業の展開 
⑥中小商・工業者の経営基盤強化 
⑦町内建設産業の振興と活性化 
上記のような状況を踏まえ、当商工会では、今まで地域社会や地域経済を支えてき

たのは小規模事業者であるとの認識に立ち、前述の地域の特色や強み・弱み・課題に

対応していくためには小規模事業者の持続的発展が不可欠であると考える。 

これを推し進めていくため、新潟県や阿賀町などの行政機関、上部団体（全国商工

会連合会、新潟県商工会連合会）、各種金融機関（㈱日本政策金融公庫、新潟県信用保

証協会、地域金融機関）さらには(公財)にいがた産業創造機構や(独)中小企業基盤整

備機構のよろず支援拠点等との連携或いは活用を推進することにより、阿賀町総合計

画と当会の中期計画の整合性を図り、小規模事業者への伴走型支援を強化するととも

に、小規模事業者の持続的な発展を図るべく、下記のとおり事業目標を定め、その達

成に向け本事業を実施する。 
(1) 事業計画の策定並びに確実な実行のための支援 

小規模事業者の個々の経営状況の把握・分析により経営上及び財務上の問題点を抽

出し、利益の出る経営体質への脱却を図るべく、事業計画の策定並びに確実な実行の

ための支援に取り組む。そのため、地域経済動向や需要動向等の各種調査の実施並び

に分析結果を活用する中で、自社の強み・弱みを認識し、町との連携や必要に応じて

外部機関（よろず支援拠点等）の支援も得ながら、伴走型支援を実施する。 

(2) 情報発信や新商品開発等の推進による販路拡大への支援  

事業計画策定等により分析した内容に基づき、自社の魅力を最大限アピールするこ

とにより町外へ販路を求めるため、展示会や物産展への出店支援並びにＨＰ作成や各

種ポータルサイトの活用等の支援を行う。そのため、各種調査資料の活用や消費者の

需要動向の分析等を踏まえた中で、消費者ニーズを把握することが不可欠であり、さ

らに外部機関の活用等による新商品開発等への具体的支援を交え、小規模事業者の持

続的な発展に向けての支援を実施する。 

 



- 7 - 
 

(3) 商品券発行事業等の実施による地域内での売上拡大のための支援 

阿賀町における最寄品の購買割合が 64.7％と県内でも極めて低い状況を踏まえ、地

域内での購買力向上を図るため、町と連携しながらプレミアム商品券発行事業を実施

する。その際、商品券使用との相乗効果を狙い、小規模事業者の魅力を改めて地元消

費者へＰＲするための独自セールの企画策定など、来店頻度や購買頻度を高めるため

の支援を実施する。 

(4) 地域資源の活用による地域活性化のための支援 

観光客等に対し、当地区の観光資源（豊かな自然、文化・歴史、各種施設、地域産

品等）の魅力をアピールするため、「つがわ狐の嫁入り行列」等のイベントを開催・発

展させる。これにより、観光客のリピ－ター化やファン化を促進し、また地域資源の

町外への情報発信者としての役割を担ってもらうことにより交流人口の増加につなげ

る。このことにより、地域内での購買力向上等による小規模事業者の経営基盤の強化

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】 
  地区内の経済動向の情報収集は、今まで新潟県の消費動向調査や商業統計調査

（現経済センサス）によるもの、巡回訪問時等や確定申告時における聞き取り調査

であり、その分析・公表等は実施していない。 
今後は、従来の統計調査等の分析を進めるとともに、巡回訪問時等における聞き

取り調査の項目を、全国商工会連合会で実施している景況調査の項目を参考に業種

別（大分類）に明文化・統一化して実施する。 
ここで得られた調査結果を分析し、実態の把握と課題の抽出を行い、小規模事業

者の持続的発展に寄与するための手段として活用する。 

（事業内容） 
(1) 消費動向調査や経済センサス等による国県の統計資料、巡回訪問時等における

聞き取り調査等の手段を用いて、地域の経済動向に関する情報を収集し、半年ご

と（上半期・下半期）に調査・分析を行う。 

(2) 調査結果は、個人が特定できる情報を除き、巡回訪問時等の個別相談時或いは

商工会報並びにＨＰ等への掲載を通じて小規模事業者へ提供していく。 

(3) 調査結果は、今後の小規模事業者施策へ反映させるべく町へも提供し、協議す

る際の資料として活用する。 

（目標） 

調査内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

商業統計調査、経済セ

ンサス等の統計分析 
未実施

28 年度は過去の統計分析並びに 27 年度経済セン

サスの分析 

県統計資料による観光

客入込数の調査・分析 
未実施 28 年度は過去の統計分析並びに前年度の統計分析 

巡回訪問等による調査 30 件 30 件 30 件 30 件 30 件 30 件

確定申告時おける調査 未カウント 40 件 40 件 40 件 40 件 40 件

商工会報等による公表 未実施 2回 2 回 2 回 2 回 2 回

商工会ＨＰへの掲載 未実施 2回 2 回 2 回 2 回 2 回
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
現状では、融資相談や確定申告時において、主に財務分析を中心に支援を行い、

内容によっては専門家派遣事業を活用し、経営分析を含めた支援を実施してきた。

今後は、小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回・窓口相談、決

算書・確定申告書作成支援等を通じ、財務分析のみならず経営分析も実施する。専

門的知識が不可欠である課題等については、新潟県商工会連合会またはにいがた産

業創造機構が実施する専門家派遣事業、或いはよろず支援拠点等の活用を通じ、小

規模事業者が抱える経営上の悩みについて支援する。 

（事業内容） 
(1) 巡回・窓口相談や決算書等の作成支援を通じ、経営状況や財務状況を把握し、

売上や仕入、粗利益率、損益分岐点等の項目に基づき経営分析を行う。 
(2) この結果に基づき、経営課題を抽出するとともに、場合によっては専門家等の

アドバイスを受けることにより、今後の経営方針等の立案を支援する。 

(3) 経営課題に対応した各種講習会を開催し、小規模事業者の悩み解消に役立つ情

報提供を行う。 

 （目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

講習会開催回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

経営分析件数 4 件 4 件 5 件 10 件 10 件 10 件

専門家派遣事業 1 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

現状では、融資相談における金融機関との交渉にあたり、経営改善計画書を年数

件程度作成している。 
今後は、融資相談以外でも小規模事業者が経営課題を解決するため、上記１の経

済動向調査及び上記２の経営状況分析の結果を踏まえ、新潟県商工会連合会や専門

家、さらには日本政策金融公庫や民間金融機関等との連携も行いながら、経営改善

計画書の策定支援を行うことにより、伴走型の指導・助言を推進し、小規模事業者

の持続的発展を図る。 
また、創業・開業に関する相談が年１～２件という当地域の実情を踏まえ、その

掘り起しを図るため、新潟県商工会連合会が実施する創業塾や創業相談会、その他

各種創業支援策の周知を行う。創業相談があった場合には、創業計画書の作成支援

等を通じて支援を行い、創業後も計画の進捗状況等を随時確認・助言を行う。 

 （事業内容） 
  (1) 上記２で経営分析を行った小規模事業者に対し、経営課題の解消に向けた事業

計画の策定支援を行う。 
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(2) 巡回・窓口指導時に小規模事業者からあった相談内容により、事業計画策定が

不可欠である場合には、事業計画の必要性を説明することにより、事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起しを図る。 

(3) 上記(1)(2)の他、小規模事業者から金融相談や持続化補助金申請等の相談があ

った際、事業計画策定支援を行う。 

(4) 事業計画策定に当たっては、関係各機関と連携しながら支援を行う。 

(5) 事業計画策定後には、商工会報等を通じて国・県等の各種支援策の広報並びに

周知を行うとともに、巡回指導等による事業計画の進捗状況の確認を行い、必要

に応じて指導・助言等のフォローアップを行う。 

(6) 創業支援に当たっては、各種創業支援策について会報等を通じて周知する。相

談があった際には創業に関する各種届出方法、創業計画書の作成支援を実施す

る。 

(7) 創業融資等の相談には、日本政策金融公庫や各金融機関、保証協会とも連携し

活用を図る。 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定件数 2 件 2 件 5 件 5 件 5 件 5 件

会報及びＨＰによる広

報及び周知 
12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回

創業計画策定件数 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 2 件

 
 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
   現状では、事業計画策定後おおよそ半年ごとに試算表等に基づき、進捗状況の把

握や今後に向けての改善等のフォローを実施してきた。 
   今後は、今以上に進捗状況の確認回数を増やし、事業計画との乖離があった場合

にはその原因を探り、必要に応じて事業計画の再検討を行う。 

（事業内容） 
(1) 進捗状況の確認を四半期ごとに実施し、問題点の早期抽出を図る。 

(2) 事業計画との乖離があった場合には、必要に応じて専門家と連携し、その原因

究明と今後の対策について支援する。 

(3) 必要に応じて、適切な情報提供を行う。 

(4) 創業者においては、当初は四半期ごと、以後は半年ごとに創業計画書の進捗状

況を確認し、場合によっては専門家を交えながら事後フォローを実施する。 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事後支援件数（延べ） 4 件 8 件 20 件 20 件 20 件 20 件

創業事後支援件数 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 2 件
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 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
   現状では、金融指導時における経営改善計画書作成の際或いは小規模事業者持続

化補助金の申請時における事業計画書作成の際に、総務省の家計調査や各種団体の

統計調査により需要動向を把握しているが、当地域についての調査・分析等は実施

していない。 
   今後は、当町で実施するプレミアム商品券発行事業を利用し、商品券購入者（消

費者）に対する需要動向に関する調査を実施する。また、国・県の統計調査や業界

団体の統計調査等の情報収集・整理を実施する。 
ここで得られた調査結果を分析し、消費者ニーズの把握を行い、小規模事業者の

事業計画策定または販路拡大を実施するうえでの資料として活用することにより伴

走型の支援を実施する。 

（事業内容） 
(1) 商品券購入者へのアンケート調査 

①調査内容 ・最寄品・買回品の購買地区（町内、町外（新潟市等）） 

           ※地区外購入の場合は、その理由等も調査する。 

・最寄品・買回品の購買先（一般商店、大型店、コンビニ等） 

・当地区に望む商品・サービスの提供内容 他 

②調査方法  商品券販売時に購入者に対しアンケート調査票を配布する。 

なお、回収率を高めるため返信用封筒も配布する。 

(2) 国・県等の調査資料の収集・整理 

①調査資料 ・国県の統計調査資料（商業動態統計（経済産業省）、家計調査

（総務省）、消費実態調査、家計調査等） 他 

・業種団体の統計調査 

②調査方法  ＷＥＢサイトから随時収集する。 

(3) 上記(1)(2)の分析並びに調査結果の提供 

アンケート調査で得られた結果と国・県等の統計調査から得られた情報の精

査・分析を実施し、消費者ニーズや最近の傾向を把握する。 

調査結果については、巡回訪問時等の個別相談時或いは商工会報並びにＨＰ等

への掲載を通じて小規模事業者へ提供していく。また、町へも情報提供を行うこ

とにより、町の商工業支援策にも反映されるよう働きかけを行う。 

（目標） 

調査内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

アンケート実施回数 未実施 1回 1 回 1 回 1 回 1 回

アンケート配布部数 未実施 2,000 部 2,000 部 2,000 部 2,000 部 2,000 部

商工会報等による公表 未実施 1回 1 回 1 回 1 回 1 回

商工会ＨＰへの掲載 未実施 1回 1 回 1 回 1 回 1 回
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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】 
   現状では、金融・経営相談時における経営改善計画書の作成、専門家派遣事業の

活用、小規模事業者持続化補助金の申請時における事業計画策定等において、販路

開拓や売上拡大策についての支援を実施している。また、全国商工会連合会が提供

する「ＳＨＩＦＴ」の作成支援や、全国商工会連合会やにいがた産業創造機構等が

主催する展示会・商談会について、会報等で周知を実施しており、海外の見本市等

については、該当すると思われる事業者へ個別に情報提供している。 
今後は、小規模事業者の持続的発展には売上及び利益の確保が不可欠であること

から、地域資源（米、酒、糀・味噌、山菜等）を活用した新商品開発への支援を実

施することに加え、地域産品や隠れた技術力等を発信し、町外からの受注機会を増

やすことを推進するため、ＳＨＩＦＴ等を活用したＨＰ作成支援や各種ポータルサ

イトへの出品・活用、展示会・商談会に関する情報発信・出展支援を推進する。こ

れにより、販路拡大や売上拡大はもちろん、交流人口増加による地区内購買力の増

加を図る。 

（事業内容） 
  (1) 国等の支援事業（小規模事業者持続化補助金等）を積極的に活用し、販路開拓

や売上拡大を図る取組みについて、事業計画の策定支援を実施する。 

  (2) にいがた産業創造機構やよろず支援拠点或いは専門家派遣事業等を活用し、前

述の需要動向調査等の分析を踏まえ、新商品開発の支援を実施する。 

  (3) 既存商品や新商品に対する消費者ニーズの把握やバイヤーとの商談機会の拡大

等を推進するため、全国商工会連合会やにいがた産業創造機構等が主催する展示

会・商談会の周知を図るとともに、出展に向けての支援を実施する。 
  (4) 全国商工会連合会の産直サイト「ニッポンセレクト.com」、中小企業庁の支援

サイト「ミラサポ」の出品・登録を促進するとともに、「ＳＨＩＦＴ」の活用に

よる小規模事業者のＨＰ作成支援を行うことにより、自社商品のＰＲや受注機会

の拡大につなげ、売上拡大につながる支援を実施する。 

  (5)  阿賀町のふるさと応援寄付（ふるさと納税に係る贈答品）や阿賀町ブランド

認証マーク事業（阿賀町産であることの識別を容易にし、阿賀町ブランドの統一

感、その品質が良質であること等を広く消費者等にアピールするもの）の有効活

用により、売上拡大を図る。 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

持続化補助金利用件数 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件

商工会報・ＨＰ掲載回数 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回

ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ又はﾐﾗｻﾎﾟへ

の出店・登録件数 
2 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件

新規取引先獲得数 未確認 2件 2 件 2 件 2 件 2 件

SHIFT 作成支援延べ件数 8 件 10 件 12 件 14 件 16 件 18 件
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 
１．プレミアム商品券発行事業 
  町と連携を取りながら、町内の消費拡大と地元購買による商工経済活性化の促進

につなげ、地域経済並びに町内の小売業・サービス業をはじめとする商工業者の振

興発展や地域の活性化を目的として、町内全域で使用できるプレミアム商品券を発

行する。 

（事業内容） 
(1) 阿賀町の４商工会で構成する東蒲原郡商工会振興協議会（以下「協議会」とい

う。）が事業主体となり、町職員及び商工会事務局（事務局長、経営指導員）で構

成する委員会並びに事務局会議を述べ年６回程度開催し、効果的な事業運営を検

討する。 
(2) 商品券発行との相乗効果を狙い、各店舗の特徴を生かした独自セール等の実施

による集客・販売促進策について支援を行う。 

(3) 平成 27 年度については、国の消費喚起型関連予算によるプレミアム商品券発行

事業を別途実施。 

 （目標） 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

運営委員会等開催 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回

実施回数 2 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回

発行金額（万円） 18,900 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

 
２．イベント事業 

   狐の嫁入り行列のイメージが県内外に浸透している当地域において、四半世紀を

超える歴史のあるイベントを発展させ、当地域の認知度の向上を図る。 
また、「狐＝津川」というイメージによる地域のブランド化を図り、通年観光を推

進するうえでの重要なモチーフとして活用することにより、交流人口の増加につな

げ、地域経済の活性化を推進する。 

（事業内容） 
  (1) つがわ狐の嫁入り行列（毎年５月３日の１日） 

①阿賀町・商工会・関係団体等で構成する実行委員会が主体となり実施。 

②日中は野外イベントや出店、町によるスタンプラリー等を実施し、夕方からは

メインである狐の嫁入り行列を実施する。 

③観光客に対し、豊かな自然や文化・歴史・地域産品等の地域の魅力を認識して

もらい、リピーターまたはファンになってもらうことはもとより、観光客一人

ひとりが当地域の魅力を語ることによる情報発信者としての役割を担ってもら

うことにより、交流人口の増加につなげる。 
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(2) 狐の里がえり市（毎年 10 月～11 月間の土曜または日曜の１日） 
   ①阿賀町・商工会・関係団体等で構成する実行委員会が主体となり実施。 

   ②嫁入りした狐の花嫁が里帰りをするというモチーフにより開催。 

③当地域のみならず、阿賀町全体の地域産品等の特産品販売を通じて、当地域の

魅力を認識してもらうとともに、販売促進・販路開拓につなげる。 

 （目標） 
内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

(1) つがわ狐の嫁入り行列 

来場者数 35,000 38,000 40,000 40,000 40,000 40,000

(2) 狐の里がえり市 

来場者数 未カウント 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000

出展者数 30 30 30 30 30 30

 

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 
   当会と協議会を構成している阿賀町内の３商工会（鹿瀬・上川・三川）とは、以

前から事業面（講習会、勉強会、新年会等）での広域連携（共同開催）を実施して

いる。この協議会では、定期的に行政職員・商工会事務局長・指導員等で構成する

運営委員会等を開催し、情報交換や情報共有を行っている。これ以外にも、事務局

間で日常的に事業や町内動向等についての情報交換を行っている。今後は、これら

に加え支援ノウハウや支援の現状等についての意見交換を活発に実施する。 
   また、日本政策金融公庫新潟支店の主催による「経営改善貸付推薦団体連絡協議

会」が年１回開催され、公庫職員と各地域の経営指導員による各地域の融資状況や

景況動向等の情報交換を実施しているため、積極的に参加することにより、支援力

向上のための知識習得を実施する。 
   加えて、中小企業基盤整備機構やにいがた産業創造機構、よろず支援拠点等から

の情報収集により、当地域の小規模事業者の実情にあった支援体制構築のため、職

員間での情報共有を推進する。 
   その他、過去には信用保証協会や弁護士会との意見交換会等へも参加しているた

め、機会があれば積極的に参加し、支援に必要な情報収集や知識の取得を行う。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
   新潟県商工会連合会が主催する経営指導員向けの義務研修が毎年開催されてお

り、その中では小規模事業者支援に必要な事業再生や事業承継等に関する研修が実

施されているため、これに参加することにより支援能力の向上を図る。 
   また、昨年度は阿賀町内の４商工会で「職員研修会」を開催し、経営指導員が講

師を務めた中で、経営指導員以外の職員（経営支援員（補助員、記帳専任職員）や

記帳指導員）も参加し、広域連携の必要性や地域経済活性化への取組み等の知識習 
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得を図っている。 
今後は、記帳や税務のみならず「経営分析手法」や「資金繰り表の作成手法」等

をテーマとし、継続的に実施することにより、組織内での情報及びノウハウの共有

を図る。 
経験年数が浅い経営指導員に対しては、経験のあるベテラン経営指導員とともに

小規模事業者の支援を行う。これにより、指導・助言を受けることができるととも

に、支援手法等を学ぶことができ、ＯＪＴという位置付けにて伴走型の支援能力の

向上を図る。 
なお、これは組織内に留まらず、阿賀町内３商工会の経営指導員とも互いに支援

をし合いながら資質の向上を図る。 
 
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は、以下の方法により

評価・検証を行う。 
  ①正副会長に阿賀町担当課職員等の外部有識者を交え、事業の実施状況や成果の評

価・見直し案の提示を行う。 
  ②正副会長会議にて、事業の実施状況や成果の評価・見直しに対する方針を決定す

る。 
  ③年４回開催する理事会にて、事業の実施状況の報告、成果の評価や見直し案を提

示し承認を受ける。 
  ④事業の成果・評価・見直し結果については、商工会報に随時掲載するとともに、

商工会ＨＰに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２８年１月現在）

（１）組織体制 

 
 
 
 
 
                              経営支援室（計５名） 

経営指導員 
（室長） 

経営指導員 
（主任） 

経営支援員 
(記帳専任職員)
（主任） 

経営支援員 
(補助員) 
（主事） 

記帳指導員 
（書記） 

１ １ １ １ １ 
 
   ・会員数   １８６名 
   ・役 員    １７名（会長１名、副会長２名、理事１２名、監事２名） 
   ・事務局     ６名（事務局長１名、経営支援室職員５名） 
 
（２）実施する組織 
   ・統括責任者  事務局長       １名 
   ・実施責任者  経営指導員（室長）  １名 
   ・実施職員   経営指導員（主任）  １名 
           記帳専任職員（主任） １名 
           補助員（主事）    １名 
           記帳指導員（書記）  １名  計６名 
 
（３）連絡先 
   〒９５９－４４０２ 
    新潟県東蒲原郡阿賀町津川３５８１番地１ 
     電話番号 ： ０２５４－９２－２４９４ 
     ＦＡＸ番号 ： ０２５４－９２－４２８４ 
     代表 mail ： ts2494@plum.ocn.ne.jp 

商工会ＨＰ ：  
http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=15&block=66 

 

 

 
 

監査会 

商工会長 

事務局長 

理事会 正副会長会議 総 会 
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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） 

 28 年度 

(28 年 4 月以降)
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 87,700 87,700 87,700 87,700 87,700

 

(商工会一般会計) 

経営改善普及事業指

導事業費 
・講習会等開催費 
・金融指導事業費 
 
地域総合振興事業費 
・振興事業費 
・商業振興費 
 
(東蒲原郡商工会振興

協議会会計) 

商品券事業費 

・商品券引換費 
・事業費 

 

 

 

 

680

280

400

1,720

1,250

470

85,300

84,000
1,300

680

280

400

1,720

1,250

470

85,300

84,000
1,300

680

280

400

1,720

1,250

470

85,300

84,000
1,300

 

680 

 

280 

400 

 

1,720 

1,250 

470 

 

 

 

85,300 

84,000 
1,300 

680

280

400

1,720

1,250

470

85,300

84,000
1,300

（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 

国県補助金、町補助金、会費収入、手数料等収入、商品券売上収入 

（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地域の経済動向調査 
②経営状況の分析 
③事業計画の策定 
④事業計画策定後の実施支援 
⑤新たな需要の開拓に寄与する事業 
⑥地域経済の活性化事業 
⑦支援力向上事業 
⑧経営指導員等の資質向上事業 

連携者及びその役割 

 
連携者 住所等 役割及び効果 

新潟県 

知事 泉田裕彦 

新潟県新潟市中央区 

新光町 4番地 1 

TEL：025-285-5511 

(役割) 

・経済動向調査等の情報収集 

・各種補助金及び助成金の活用 

・県制度融資の活用 

(効果) 

・県内各地の景気動向の把握が可能であり、当地域と

の比較対比が容易。 

・当事業に関する各種補助金や助成金の情報収集や活

用が可能であり、小規模事業者にとって有益な対

応の選択肢が広がる。 

新潟県商工会連合会 

会長 岩村堂堂 

新潟県新潟市中央区 

新光町 7番地 2 

TEL：025-283-1311 

(役割) 

・専門家派遣事業等の活用 

・全国商工会連合会等で実施する販路開拓事業の活用

・創業塾及び第二創業塾や創業相談会の活用 

・経営指導員等の資質向上 

・各種相談指導 

(効果) 

・経営状況分析や事業計画策定に当たって、専門家を

活用でき、より高度な指導が可能。 

・展示会や商談会等の情報提供を受けることにより、

その事業者に合ったものを選択することが可能。 

・事業再生や事業承継、経営分析等の研修会を受ける

ことにより、経営指導員等の資質向上を図ることが

可能。 

・各種助成金の申請やＨＰ作成等に際し、相談指導を

受けることが可能。 
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連携者 住所等 役割及び効果 

阿賀町 

町長 神田敏郎 

新潟県東蒲原郡阿賀町

津川 580 番地 

TEL：0254-92-3111 

(役割) 

・各種補助金等の活用 

・地域活性化事業の実施及び連携 

・町制度融資の活用 

・情報交換 

(効果) 

・地域の実情に合った補助金等の活用が可能。 

・イベント等実施における協力及び連携において、町

の支援は必要不可欠。 

・本事業に対する評価及び見直しについての協力及び

支援が可能。 

よろず支援拠点 

(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 

TEL：025-246-0025 

(役割) 

・事業計画策定等に関する情報提供 

・専門家派遣事業の活用 

・各種補助金及び助成金等の活用 

 (効果) 

・経済状況の分析や事業計画の策定に際し、その策定

方法や各種ソフトの活用が可能。 

・専門家を活用することにより、より高度な支援が可

能。 

㈱日本政策金融公庫 

新潟支店 

支店長 田澤嗣透 

新潟県新潟市中央区 

万代 4丁目 4番 27 号 

TEL：025-246-2011 

(役割) 

・各種融資制度の活用 

・事業計画に関する指導及び助言 

・情報交換 

(効果) 

・第二マル経、創業融資等の活用が可能。 

・事業計画策定に当たり、金融面での指導及び助言を

受けることが可能。 

・研修会等を通じて、現在の融資動向や各地域の経済

動向等の情報交換が可能。 

新潟県信用保証協会 

本店 保証第二課 

課長 加藤 淳 

新潟県新潟市中央区 

川岸町 1丁目 47 番地 1

TEL：025-267-1315 

(役割) 

・各種保証制度の活用 

・経営指導員等の資質向上 

・情報交換 

(効果) 

・各種制度融資の活用に当たり、条件に合った保証制

度の適用が可能。 

・研修会等を通じて、現在の融資動向や各地域の経済

動向等の情報交換が可能。 

地元金融機関 
第四銀行津川支店 

大光銀行津川支店 

・制度融資等の窓口 

・事業計画の相談並びに地域経済動向等の情報交換が

可能。 
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連携体制図表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

津川商工会 

信用保証協会 

日本政策金融公庫 

国 

新潟県商工会連合会

全国商工会連合会 

新潟県 

阿賀町 

地元金融機関 にいがた産業創造機構 
（よろず支援拠点） 

小規模事業者 

東蒲原郡商工会振興協議会 
(鹿瀬・上川・三川商工会) 

施策・補助金 
・情報提供 

施策・情報提供 
各種指導 他

情報交換・ 
創業支援他 

情報提供・ 
専門家派遣 

各種融資

情報交換

事業連携 

相談 

支援 

各種融資 


