
経営発達支援計画の概要 

実施者名 中 里 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 

  

小規模事業者が、自ら経営力向上と販売促進及び事業継承等の課題を

解決するための「実態に即した実効性のある経営計画」を一緒に作成し、

実施段階では計画の進捗度合や効果を確認し、ＰＤＣＡサイクルにより

継続的な改善を行う伴走型支援を行います。 

 又、既存観光資源及び「とおかまち雪国温泉とらふぐ」も活用しなが

ら創業・第二創業を促し、かつ、既存企業の持続的発展支援を通して可

能な限り「雇用の場の創出」を行い、地域活性化と人口増加の一翼を担

っていきます。 

 

事業内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 管内小規模事業者動向を個別企業の売上等データを収集し、広域デー

タと比較分析して公表していきます。 

２．経営状況の分析に関すること 

 経営指導員等の窓口・巡回相談及び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行います。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 小規模事業者及び創業・第二創業予定者が、経済社会情勢の変化に対

応し、自ら事業計画を策定する支援を行います。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 小規模事業者及び創業・第二創業者の持続的発展及び事業継続のため

に、ＰＤＣＡサイクルによる伴走型支援を行います。 

５．需要調査に関すること 

 個別小規模事業者に的確な需要情報を提供するために、関係機関の協

力を得ながら情報の収集を行い、加工して提供します。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 特色のある商品等を保有する小規模事業者を把握して、適切な物産展

等の情報を個別に紹介し、出店を促して販路開拓支援するとともに、イ

ンターネットの活用を積極的に推進し、販路開拓を目指す小規模事業者

を支援していきます。 

７．地域経済の活性化に資する取組 

 地域活性化に携わる各種団体の連携を促し、各種既存事業の再構築と

新たな可能性を検討して、オール中里による地域活性化を目指します。

 

連絡先 

〒949-8401 新潟県十日町市上山己 3103 番地 2 

TEL 025-768-2868 FAX 025-768-4188 

E-mail nakasho@seagreen.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 

１【地域の概要】 

 

新潟県十日町市中里地域は、十日町市の東と南の玄関口として、信濃川・清津川・七

川・釜川の流れが造り上げた河岸段丘と清津峡を有する雄大な自然に恵まれた地に立地

した面積 128.94ｋ㎡の地域です。 

 又、全国でも有数な豪雪地域ですが、緑まぶしい新緑の春、色彩豊かな紅葉の秋と、

はっきりとした四季を味わえる地域です。 

 

 当地域の行政区は、平成 17 年 4 月の「平成の大合併」で、１市３町１村の行政合併

により誕生した「新設十日町市」です。 

旧行政区中里村は、昭和 30 年に田沢村と倉俣村が合併して誕生。昭和 31 年に貝野村

の一部を編入し、津南町との境界線を変更してできたもので、当会は従前どおり旧中里

村を管轄して活動を展開しています。 

 

 大正 8年、当時の鉄道省は、当地域の信濃川に東京周辺部と東海道本線の電化計画を

目的とした信濃川水力大発電所計画を立案し、大正 11 年に発電所建設資材運搬のため

の鉄道敷設工事が始まりました。しかし、大正 12 年の関東大震災で工事が中断。その

後、大正 14 年の貴族院議員視察団の視察結果により、当地域の宮中地区で信濃川に堰

堤を築き取水口を設け、トンネルにより千手発電所の水槽へ信濃川の水を運び発電する

現在の信濃川発電所計画に変更。昭和初期の大恐慌の中、当時の政府はこの発電工事を

国の優先事業と位置付けて、昭和 6年に着工し、昭和 13 年に宮中堰堤が完成しました。

 

 昭和 4年に長野から十日町まで開通した飯山鉄道は、発電所の資材運搬の目的で布設

されたものでしたが、昭和 19 年に国鉄に移管され、現在のＪＲ東日本「飯山線」とな

っています。 

 

 これら工事の進展に伴い、鉄道省職員・建設会社社員・工事従事者が、当地域に多数

入り込んだことにより、商店・飲食店及びサービス業並びに建設業が次々に開業し、旧

田沢村は活気づくとともに、現在の当中心地域の商工業の礎となりました。 

 

 鉄道の他に、物資の輸送及び人の交流並びに土木建設業者の発展に大きな役割を果た

している、当地域と長野県を結ぶ国道 117 号線、新潟県南魚沼郡湯沢町とを結ぶ国道 353

号線（昭和 50 年国道昇格）の２つの国道が当地域を通っています。 

 現在も当地域の中心を通る国道 117 号線は、昭和 63 年の道路改良工事に伴い、広範

囲に亘る住宅及び店舗の移転が必要となり、この課題を解決するために、当会が中心と

なり、地域のコンセンサス作りと地元商業者の団結を促し、円滑な住宅等移転に寄与す

るとともに、国の高度化資金を活用して商業集積地「ユーモール」も創り上げました。
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 又、昭和 13 年に当地域に開業した上村病院は、当時の無医村の解消になったばかり

ではなく、近隣市町村住民の身近な医療機関として発展し、地域医療の中核を担うとと

もに、雇用の場を創出しています。 

 

 尚、当地域の人口は、昭和 25 年 10,732 人をピークに、平成 17 年の行政区合併時に

は 6,299 人と減少し、平成 27 年 3 月に 5,452 人となりました。（国勢調査より） 

 

＊管内商工業者関係の推移（新潟県経営指導員等設置状況等調査より） 

 

項  目 平成 17年 3月 31日 平成 27年 3月 31日 比較増減 

商 工 業 者 数 330 244 △86

小規模事業者数 317 219 △98

会 員 数 234 191 △43

 

＊管内業種別事業者数（平成 27 年 4 月 1 日、当会独自名簿による） 

 

業   種   名 商工業者数 小規模事業者数 

農 業 ・ 林 業 法 人 ２ ２ 

漁 業 法 人 １ １ 

鉱 業 、 採 石 業 、 砂 利 採 取 業 １ １ 

建 設 業 ７９ ７０ 

製 造 業 ２１ １８ 

運 輸 業 、 郵 便 業 ３ ０ 

卸 売 業 、 小 売 業 ５１ ４８ 

金 融 業 、 保 険 業 ２ １ 

不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 ５ ５ 

学術研究、専門・技術サービス業 ６ ４ 

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業 ３０ ３０ 

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 娯 楽 業 ２０ ２０ 

教 育 、 学 習 支 援 業 ２ ２ 

医 療 、 福 祉 ４ ４ 

複 合 サ ー ビ ス 業 １ ０ 

サービス業（他に分類されないもの） １６ １３ 

合      計 ２４４ ２１９ 

 

＊当会会員経営者年齢構成（平成 25 年 市内商工会連絡協議会調査による） 

 
39 才以下 40 才～49 才 50 才～54 才 55 才～59 才 60才～64 才 65 才～69 才 70 才～74 才 75 才～79 才 80 才以下

1.57% 12.63% 15.26% 19.47% 21.05% 6.84% 11.05% 3.68% 8.42% 

（５５才以上経営者は、約７０％を占めている） 
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＊55 才以上会員経営者の後継者有無（平成 25 年 市内商工会連絡協議会調査による） 

 

 55 才以上の会員数 後継者あり 継承率 

建 設 業 ４６ ９ １９．６％ 

製 造 業 ２０ １ ５％ 

小 売 業 ３２ ９ ２８．１％ 

サ ー ビ ス 業 ３６ ９ ２５％ 

合  計 １３４ ２８ ２０．９％ 

（５５才以上経営者の約８０％は、調査日現在で後継者がいない。） 

 

２【地域の強み】 

 

（１）全国的にブランド力のある「魚沼コシヒカリ」の産地であり、新潟県知事により

命名された「清津スカシユリ」の球根・切り花の栽培、日本一の生産を誇っていた

「ドイツスズラン」の栽培、標高 200ｍから 1,000ｍのそ菜畑を利用した「雪下に

んじん」等の高原野菜も数多く生産されていること。又、春秋には、豊富な山菜も

取れること。 

 

（２）雄大な岩礁と清流からなる景勝地、日本三大渓谷「清津峡」、上信越高原国立公

園「小松原湿原」、文科省指定名勝・天然記念物として知られる「田代の七つ釜」、

コテージログハウスを兼ねそろえた「清田山キャンプ場」の他に、「清津川フレッ 

シュパーク」や「なかさと清津スキー場」など、四季を通して楽しめる観光資源を

有していること。 

 

（３）宿泊施設を兼ねそろえた「清津峡小出温泉」「清津峡温泉瀬戸口の湯」「宮中温泉」

及び日帰り温泉「ゆくら妻有」が現存していること。 

 

（４）国道 117 号線道路改良工事計画を契機に、昭和 61 年から検討を始めて、平成 4

年に完成した商業集積地「ユーモール」が現存していること。 

 

（５）新潟県南魚沼郡湯沢町を結ぶ国道 353 号線と長野県を結ぶ国道 117 号線の２つの

国道が通り、ＪＲ東日本飯山線「越後田沢駅」を有し、交通の利便性があること。

 

（６）平成 25 年度、当会が中心となり、地域経済の活性化及び地域振興の推進を目標

  として、十日町市の全面協力を得ながら、全国で９番目、新潟県では初めての試み

となる「とらふぐの陸上養殖」を研究し、当会が、このとらふぐを養殖販売する株

式会社の設立支援を行い誕生した新設会社により「とおかまち雪国温泉とらふぐと

命名された」とらふぐを養殖出荷している産地であること。 
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３【地域の課題】 

 

（１）少子高齢化による人の自然減少と雇用の場及び職種が少ないことなどにより県内

外中心地へ異動する人の社会減少により、地域内の人口減少に歯止めが掛らない。

 

（２）人口減少、少子高齢化に加え、十日町市郊外への大型店出店や通信販売の普及な

どの外部要因による、商業者の売上逓減及び商業集積地「ユーモール」の衰退。 

 

（３）中越地震・長野県北部地震などの度重なる自然災害復旧工事の終了及び経営者の

  高齢化による建設関連業者の売上逓減問題。 

 

（４）地域防災活動及び地域活性化が、その主体である商工業者の売上逓減や経営者の

高齢化により経営意欲が薄れることで、成りゆかなくなる恐れがあること。 

 

４【小規模事業者支援及び地域総合経済団体機関としての役割】 

 

（１）これまでの取組と課題 

   商工会員を中心に税務・記帳・労務指導を主体に、所管行政機関等への報告及び

税金等の適正納付という事務処理支援と金融指導等を通じて簡易な経営分析及び経

営改善計画書の作成支援を行っていますが、小規模事業者が、自ら経営計画を立案

し、計画に基づく経営推進などの支援については、充分でなかったと思います。 

 又、当会がイニシアチブを取り商業集積地の実現に寄与し、プレミアム商品券事

業に主体的に関与するなど、地域総合経済団体として一定の役割を果たしています

が、地域の現状を分析し、公表等をすることは行っていませんでした。 

 

（２）今後の役割 

   職員の税務・記帳・労務指導等の更なるレベルアップを図るとともに、業務の効

率化にも取組み、これらの指導事業者数を拡張しながら経営分析を施し、自主的な

経営計画作成を促して、ＰＤＣＡサイクルにより、小規模事業者の伴走型支援を行

う役割があります。 

 又、地域総合経済団体として、今後も行政等と連携して「雪原カーニバルなかさ

と」等の地域活性化の事業に積極的に関与するとともに、地域小規模事業者の現状

把握を定期的に行い、分析・公表する役割もあります。 

 

５【十日町市総合計画】 

 

 十日町市は、国の「小規模企業振興基本法」の制定を受けて、「十日町市中小企業・

小規模企業振興基本条例」を、平成 27 年 4 月 1 日から施行しています。 

 

十日町市は、現在「選ばれて住み継がれる十日町市」の実現に向けて、第一次総合計

画後期基本計画（平成 23 年度から平成 27 年度までの 5年間）に取組んでいます。 
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（１）子育て世代・高齢者・障がいのある人への支援と教育環境の整備による「人にや

さしいまちづくり」 

 

（２）怒涛の人の流れの創出、地域に活力を生む経済政策の強化、活力ある農林業の支

援、スポーツ・文化芸術活動の支援による「活力ある元気なまちづくり」 

 

（３）地域中核病院の早期改築の推進、地域高規格道路の建設促進、中山間地集落の維

持対策の強化、低炭素・循環型社会形成の推進、防災・救急体制の整備による「安

心・安全なまちづくり」 

 

（４）まちづくりの実現のために、大胆な市役所改革の実行と行財政改革の更なる推進、

新しい公共空間の形成を行う 

 

 以上４つの重点方針のもと、「雪国文化や地域資源を生かした活力ある産業づくり」

として、以下の３つの施策を掲げています。 

 

（１）産地間競争を勝ち抜く農林業の振興 

（２）活力と創造性のある商工業の振興 

（３）地域の未来を託せる産業の創出と雇用拡大 

 

 又、産業競争力強化法に基づく創業支援の認定を受けて、創業及び第二創業者を支援

していく計画であります。 

 

 これらの計画・施策を実現するためには、個別企業の持続的発展による地域経済の活

性化、雇用の場の安定確保、地域コミュニティへの参加・協力・貢献等が重要な要素と

なります。 

 

６【事業の目標】 

 

（１）地域の強みと課題を市の基本計画を踏まえて関連機関と連携し、小規模事業者の

経営力向上と販売促進及び事業継承問題を、経営者と一緒に考え「実態に即した実

効性のある経営計画」の作成を支援し、実施段階では、計画の進捗度合や効果を確

認し、ＰＤＣＡサイクルにより、継続的な改善を行う伴走型支援を推進します。 

 

（２）高齢の小規模事業経営者に対して、その存在が地域コミュニティの場となってい

ること並びに商売が経営者自身の生き甲斐となっていることに鑑み、事業継続のた

めの伴走型支援を行うとともに、廃業のソフトランディングにも関与していきま

す。 

 

（３）既存観光資源及び「とおかまち雪国温泉とらふぐ」も活用しながら、創業・第二

創業を促進し、かつ、既存企業の持続的発展支援を通して、可能な限り「雇用の場

の創出」を行い、地域経済の活性化と人口増加を図る一翼を担っていきます。 
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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】 

 

（現状と課題） 

 

現在、全国商工会連合会が提供する商工業者基幹システムを利用して、管内商工業者

及び小規模事業者の件数などを把握しています。又、毎年税務指導で得ている１０３企

業の売上等データを管理保管していますが、これらを集計加工して地域経済動向分析な

どに活用していませんでした。 

経営発達支援事業を遂行する上でも、管内商工業者及び小規模事業者の最新基礎デー

タを収集・加工して、地域の経済動向を把握することは重要であり、商工業者基幹シス

テム内のデータを見直す必要があります。又、当会が保有している個別企業データを活

用し、地域経済の統計分析も行う必要性があります。 

 

（事業内容） 

 

（１）電話帳や住宅地図などと照らし合わせ、商工業者基幹システム内の個別事業所の

業種等基礎データを精査するとともに、巡回により事業所概要を確認して、最新

のデータを整備し、地域の経済動向を把握します。 

 

（２）売上等データを保有している既存１０３企業の業種を分類し、地域経済動向デー

タとして活用するにあたり、不足業種のデータを補完するために小規模事業者実

態調査を実施して、売上等データを収集し、年度比較分析を行い、地域の経済動

向を把握します。 

 

（３）今後運用の開始が予定される内閣府地方創生推進室が提供する「地域経済分析シ

ステム（ＲＥＳＡＳ）」で提供される経済構造、企業活動の広域データとの比較 

分析を行います。 

 

（分析結果の公表及び活用） 

 

 収集・分析により得られるデータを、当会会報やフェイスブックに掲載し公表するこ

とで、小規模事業者の経営意識改革を促し、行政を含めた商工業関連支援機関の施策立

案に活用していただくとともに、個別事業計画策定にも活用していきます。 
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（目標） 

 

内 容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問増加件数 １２０件 １０増 １０増 １０増 １０増 １０増 

実 態 調 査 件 数 ０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 

集計分析結果の

公 表 回 数 
０回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と課題） 

 

 現在、当会が税務指導で直接関与している小規模事業者は１０３企業あり、その内、

記帳機械化指導先は５０企業あります。記帳機械化指導先企業には「ネット de 記帳」

により、財務分析や３ケ年及び季節変動比較等の経営分析資料を提供していますが、こ

れ以外の指導先企業には、税務申告が主であるため、売上等損益の年度変動比較を税務

指導とともに提供するだけでした。 

 又、金融指導時には、経営分析を実施していますが、その時に初めて当該企業の財務

状況を把握するなど受け身の状況であります。 

 

（事業内容） 

 

小規模事業者の持続的発展及び事業継続に向け、経営指導員等の窓口・巡回相談及び

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行います。 

それぞれの強みや弱みを、外部環境や経営資源を基に的確に把握して、問題点や課題

を抽出します。 

 

 なお、小規模事業者に個別経営分析資料を提供するとともに、経営計画策定の必要性

を示して、自主的な経営計画策定に繋がるように指導していきます。 

 

（１）巡回訪問、金融・税務相談等の窓口相談、セミナーや各種実態調査を通じて、対

象とする小規模事業者に対して、経営分析を実施します。 

 

（２）記帳機械化指導先には「ネット de 記帳」による経営分析資料を速やかに提供し、

担当者及び経営指導員のコメントを付して提供します。 

 

（３）個別企業の売上・利益・経営動向等の状況を経営上の問題点や課題を抽出するた

めの基礎データとして、年度比較及び傾向分析を行い、中小企業の経営指標（中

小企業経営調査）や小企業の経営指標調査（日本政策金融公庫）等の各種指標と

の比較分析を行います。 
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（４）必要に応じて、専門家派遣等の事業も活用して分析を行います。 

 

（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 １２０件 １３０件 １４０件 １５０件 １６０件 １７０件 

経営分析件数 ５０件 ５１件 ５２件 ５３件 ５４件 ５５件 

ｾﾐﾅｰ参加者数 ３９名 ４２名 ４５名 ４８名 ５１名 ５４名 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

 

 現在、当会の事業計画策定支援は、事業資金の融資斡旋及び持続化補助金等の申請に

おいて計画が必要な場合に作成支援を行っていますが、これに携り支援した経営者は、

現在直面している「運転資金の円滑化」や「老朽化した設備等の更新」などの資金調達

が主目的であり、作成した事業計画が「自らの経営理念や方針に基づく計画」でないた

めに活用されてないように思われます。 

又、自らの経営理念や方針を書面等に落し込み、自他ともに確認できる計画書等を持

っている小規模事業者は少ない状況です。 

 

（事業内容） 

 

 小規模事業者及び創業・第二創業予定者が、経済社会情勢の変化に対応し、自ら経営

課題を解決するため、経営分析、経済動向調査や需要動向調査等の結果を踏まえた事業

計画策定支援を行います。 

 

又、事業計画策定支援により得られるノウハウは、当会が毎日実施している職員ミー

ティング時に、支援項目の担当者がその内容を発表し、職員間で共有することで資質の

向上にも活用します。 

 

（１）支援対象者の掘り起し 

 

 ①新潟県商工会連合会等が開催する事業計画策定等に関するセミナーや個別相談

会を紹介し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行います。 

 

  ②税務相談や巡回指導時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計

   画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行います。 

 

  ③当会青年部が経営意識向上のために独自で行っている研修会を継続支援すると

ともに、新潟県商工会連合会や（公財）にいがた産業創造機構等が主催する各種
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研修会を紹介して、後継者育成を兼ねた対象者の掘り起しを行います。 

 

④創業を考えている方々に、十日町市内の５商工会及び津南町商工会並びに十日町

商工会議所と共同で、商工会及び商工会議所が創業支援を行っていることを周知

するために、「支援機関周知ちらし」を自作し、十日町市及び津南町並びに十日町

ハローワークの各窓口に置いていただくとともに、各商工会及び商工会議所のＨ

Ｐ等に掲載して周知することで、対象者の掘り起しを行います。 

 

（２）事業計画策定支援 

 

①事業計画策定を目指す小規模事業者の策定支援の他に、金融相談の融資申込や小

規模事業者持続化補助金等の申請時に事業計画が必要となる事業者に対して従前

通り策定支援を行います。 

 

  ②事業計画策定にあたっては、経営状況分析、経済動向調査や需要動向調査等を活

用し、事業者と一緒になって取組み、実態に即した実効性のある計画となるよう

に努めます。 

 

  ③専門的な知識を必要とする小規模事業者については、新潟県商工会連合会、（公 

財）にいがた産業創造機構や新潟県よろず相談拠点等のコーディネーター等と連

携して事業計画策定を支援します。 

 

（目標） 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

セミナー等参加人数 未実施 ２名 ２名 ２名 ２名 ２名 

計画策定支援事業者数 ２社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

創業支援広報活動 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

 

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） 

 

 現在、当会の事業計画策定後の支援は、当会で直接支援する記帳機械化指導先企業に

は自ずと担当者が付き、経理処理を実施する中で遂行状況を担当者が確認し、問題が生

ずる場合には経営指導員に報告し、経営指導員は、これを受けてフォローしています。

 この企業以外は、巡回・窓口相談ともに、本計画進捗状況の確認以外の相談等のつい

でに、進捗状況の確認をしている現状です。 
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（事業内容） 

 

小規模事業者及び創業・第二創業者の持続的発展及び事業継続のために、当会の記帳

機械化支援等を積極的に推進して、ＰＤＣＡサイクルによる伴走型支援を行います。 

又、記帳機械化指導先以外の企業でも３ケ月に１回巡回し、進捗状況の確認を行い、

当会の記帳機械化支援先と同様に、ＰＤＣＡサイクルによる伴走型支援を行います。 

 

（１）事業計画策定後に、国、県、十日町市、新潟県商工会連合会等の行う支援策等を

   当会独自会報とフェイスブックにより周知し、事業実施段階におけるフォローア

ップを行います。 

 

（２）事業計画実施段階では、３ケ月に１回巡回訪問等により、進捗状況や効果の確認

を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルにより、必要な指導・助言を行います。 

 

（３）必要に応じて「ミラサポ」等の専門家派遣事業等を利用して、エキスパートを交

えながら、事業者と一緒に計画の再検討を行います。 

 

（４）創業者には、当会の利用価値をアピールして会員加入勧奨を行い、各種会合の参

加を促し、先輩経営者との意見交換の場を提供するとともに、当会の記帳機械化

支援を勧めて、ＰＤＣＡサイクルによる伴走型の支援を行います。 

 

（５）事業計画の遂行に伴い資金調達が必要となる場合には、㈱日本政策金融公庫長岡

支店及び㈱大光銀行中里支店などの金融機関に、小規模事業者と一緒に交渉しな

がら資金調達支援を行います。 

 

（目標） 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事業者数 未実施 ２ ５ ８ １１ １４ 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

 

当会では、平成 24 年度から商業部会主催の「歳末感謝祭事業のお客様投票券」を集

計して、どこの集落の方々がお買い物をしているかを分析し、当会商業部会所属企業に

情報として提供しています。 

（平成 24 年度 5,800 枚分、平成 25 年度 17,500 枚分、平成 26 年度 16,000 枚分） 

 これにより、当会商業部会所属企業に「本当のお客様は」どこにいるのかを再確認し

ていただけ、個別企業の効果的な営業活動範囲の判断材料になったと思いますが、これ

を広く公表していませんでした。 

 又、他に当会独自の需要調査等を行っていないため、個別小規模事業者が事業計画策
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定を行うにあたり提供する需要情報（国県市等の各種統計調査データ及びＰＯＳ情報

等）は、インターネット及び新潟県商工会連合会に問い合わせて入手し提供しています。

 

（事業内容） 

 

 小規模事業者が実効性のある事業計画を作成するためには、需要動向を的確に捉える

ことは重要であり、的確な情報を提供するために、新潟県商工会連合会等の指導を受け

ながらインターネットを活用して情報の収集を行い、加工を施して提供していきます。

 

（１）「歳末感謝祭事業のお客様投票券」の集計は継続して行い、当会会報やフェイス 

ブックに掲載して公表し、情報提供を行います。 

 

（２）個別小規模事業者の取扱う商品・サービス等の需要動向については、ＰＯＳ情報

   やインターネット情報等を整理・加工して、相談内容に応じて提供します。 

 

（３）上記の背景となる経済状況や地域・業界のトレンドについても、国県市等の各種

統計調査資料及び白書並びに業界団体の情報を収集・加工して提供します。 

 

（４）情報の収集や加工等においては、新潟県商工会連合会や金融機関の持つ専門的知

   識やシンクタンク機能を活用して、協力を得ながら実施します。 

 

（５）調査分析結果等で一般性があり有用と思われる情報は、当会会報やフェイスブッ

   クに掲載し、積極的に情報の提供をして共有化を図ります。 

 

（目標） 

 

内 容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

投票券集計数 16,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

 

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） 

 

 現在、当会では、全国商工会連合会の提供する事業者支援Ｗeb システム「ＳＨＩＦＴ」

の登録を通して、小規模事業者の新規顧客獲得のための支援を行っています。 

又、全国商工会連合会の主催する全国物産展をはじめ、支援連携団体等が主催する物

産展・見本市等の参加情報等については、新潟県商工会連合会が発行する「商工連ニュ

ース」の配布を通して当会員に周知しています。 

 

（事業内容） 

 

当会が、特色のある商品・技術・サービス等を持つ小規模事業者を把握して、販路開
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拓に有効な展示会・見本市・商談会・物産展等の開催状況や申込方法等の情報を収集し、

対象個別企業に周知し、参加を促して販路開拓支援を行います。 

又、販路開拓を目指す小規模事業者に対して、全国商工会連合会が提供する事業者支

援Ｗeb システム「ＳＨＩＦＴ」やＨＰ等を利用して、積極的にインターネット情報の発

信を行うことを指導して、販路開拓支援を行います。 

 

尚、「とおかまち雪国温泉とらふぐ」については、新たな市場を作るために「とらふ

ぐの肝を食すことができる特区」を、十日町市及び関連企業と一緒に検討していきます。

又、このとらふぐの生産会社の持続的発展支援及びこれを取扱う飲食・宿泊業者の持

続的発展支援と、その他の業種を営んでいる小規模事業者が、これを利活用した商品等

の開発に対しても支援していきます。 

 

（１）展示会・見本市・商談会等への参加支援 

 

  特色のある商品・技術・サービス等を保有する小規模事業者を対象に 

 

①全国商工会連合会が主催する全国物産展をはじめ、支援連携団体等が関与する物

産展・見本市等の参加者を支援します。 

 

②全国商工会連合会が主催する「むらからまちから館」や「表参道新潟館ネスパス」

「ブリッジにいがた」等のアンテナショップや展示イベントへの参加出店者等に

対して支援します。 

 

（２）Ｗeb 情報の発信等の支援 

 

①全国商工会連合会が提供する事業者支援Ｗeb システム「ＳＨＩＦＴ」への登録を

推進し、ネット上に企業や商品等の情報を発信するとともに、その利活用方法等

について支援します。 

 

②Ｗeb やＳＮＳを利用した販路開拓や商品・技術等のＰＲの方法等について、必要

に応じて連携団体の専門家を交えて指導・助言を行います。 

 

  ③「ミラサポ」への会員登録を推進するとともに、活用方法を支援します。 

 

（目標） 

 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

SHIFT 登録件数 １０件 １件増 １件増 １件増 １件増 １件増 
ミラサポ登録事業者数 １件 １件増 １件増 １件増 １件増 １件増 

十日町市との会議 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（現状と課題） 

 

当地域における「地域活性化」に携わる団体は、当会、十日町市役所中里支所、中里

地域まちづくり協議会、十日町市観光協会中里支部などがあります。 

行政以外の団体構成員は、地域の商工業者が主であり重複して所属している方々が多

いことにより、各団体の事業は相互協力によって運営されていますが、地域活性化事業

を全体で協議する場はありません。 

 

（改善方法） 

 

前記した団体を中心とした「中里地区活性化会議（仮称）」を開催し、イベント事業計

画等の情報を共有するとともに、地域活性化の方向性も検討します。 

又、検討した地域活性化の方向性を踏まえ、既存イベント内容の再構築を関係者全員

で考えて、より一層の観光客増加（交流人口の増加）を図るイベントとなるように全員

で関与しながら、経済活動も模索しながら地域活性化を図っていくとともに、地域資源

の洗い出しを行い、観光関連事業者や創業及び第二創業予定者に情報を提供して、産業

資源への活用可能性を探ります。 

 

（事業内容） 

 

（１）中里地区活性化会議（仮称）の開催 

当会、十日町市役所中里支所、中里地域まちづくり協議会、十日町市観光協会中

里支部を主体に構成する「中里地区活性化会議」を年２回開催し、以下の既存イ

ベント事業計画等の情報の共有と今後のあり方を検討しながら、地域経済等活性

化の方向性について検討します。 

 

①「雪原カーニバルなかさと」は、なかさと清津スキー場で毎年３月第２土曜日に

行われるイベントで本年２７回目を終えました。 

初回開催にあたり、当時の中里村商工観光課と当会青年部が１年に渡り会議を重

 ねて、「地域活性化のための冬のイベント」を模索し実施に至ったイベントです。

スキー場に２万本のロウソクを点灯。食ののれん街、地元芸能発表会、来場者も

主役となれるように「ひと坪雪あかりコンテスト」を実施しながら、雪国の暗い

イメージを払拭し、にぎわいを創出するイベントです。 

 

  ②清津川フレッシュパークで毎年８月１４日に行われるイベントは、倉俣地区振興

会・中魚沼漁業協同組合を中心に、朝から「清津川さかなまつり」と称して、釣

り教室・ニジマスのつかみ取り・鮎を食する会が行われ、夜には「清津川川っぺ

り音楽祭」と題して、地元中学校吹奏楽部を始め地元音楽サークルの方々の演奏

を楽しみながら、お盆の帰省客を中心に、中里の夏を満喫していただき、中里の

良さを再認識していただくことを目的としたイベントです。 
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  ③「清田山自然運動公園まつり」は、清田山キャンプ場で毎年８月１５日に行われ

るイベントです。十日町市観光協会が主催し「親子で遊ぼう！真夏の雪まつり」

というコンセプトで、雪の巨大すべり台や雪中宝探し、うなぎのつかみ取りやビ

ンゴゲーム等を催し、バーベキューやそうめん流しの食べ放題もあり、お盆に帰

省の家族や親戚の皆さんに、中里の夏を満喫していただき、中里の良さを再認識

していただくことを目的としたイベントです。 

 

  ④西暦 2000 年から始まり本年第６回目となる「大地の芸術祭」は、３年毎に約２

ケ月間開催され、越後妻有（十日町市・津南町）の一大イベントとして全国的に

も知名度があります。今回は、３５カ国の地域作家による３８０点（既存の恒久

作品２００点と新作１８０点）の作品を基に、来客６０万人を目標に開催されて

います。当地域にも拠点となる芸術作品（廃校となった清津小学校を使った芸術

作品）が製作され、県内外から多数の方々が訪れています。 

 

  ⑤「ミオンなかさとふれあいまつり」は、宮中温泉「ミオンなかさと」で毎年７月

第３日曜日に行われるイベントです。ミオンなかさと・貝野地区振興会を主体に、

地元芸能発表会、花火大会等が催され、宮中温泉「ミオンなかさと」のＰＲと地

域活性化を目的としたイベントです。 

 

⑥「中里街道ときめき市」は、商業集積地「ユーモール」の駐車場において年 1 回

秋に開催される、商業集積地「ユーモール」のにぎわいを創出するイベントです。

 

⑦「ボジョレーパーティー」は、平成 24 年から当会青年部が企画実施したイベン 

トで、平成 25 年より会場を「清津峡渓谷トンネル」に移して、音楽とワインと

自然を楽しむイベントにリニューアルし、地域内外から集客できるイベントにな

りつつあり、清津峡のＰＲとしても有益なイベントです。 

 

（２）地域資源の産業活用に関する検討 

 

①地域資源と経営資源の新たな組み合せや利用方法等について、当会理事会及び中

里地区活性化会議（仮称）で検討を行い、検討による結果をイベント事業計画及

び個別企業のＰＲや販売計画策定などの提案材料として活用します。 

 

②特に「とおかまち雪国温泉とらふぐ」については、どのような地域資源と結び付

けられるかも当会理事会及び中里地区活性化会議（仮称）で検討し、既存事業者

及び創業並びに第二創業予定者の事業計画策定の材料としても活用します。 

 

③観光資源については、ＳＨＩＦＴを活用し、随時更新して最新の情報提供を行い

ます。 
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（目標） 

 

内   容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

活性化会議の開催 ０回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

地域観光等資源調査 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

同上 SHIFT 登録件数 ５件 １増 １増 １増 １増 １増 

 

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 

 

（１）十日町税務署管内の税理士及び経営指導員を対象に「十日町税務署、税理士会、

商工会議所、商工会税務連絡協議会」が年１回開催され、当年度の小規模事業者の

所得税税務申告支援について会議を行っています。 

 当会が直接支援する記帳機械化指導先企業以外の管内小規模事業者の中には、税

理士に記帳委託している事業所もあります。商工会議所及び当会以外の商工会は小

規模事業者支援機関で、この会議の場で情報を交換することは重要であります。 

又、税理士にも本支援事業を理解していただくことで、小規模事業者が自ら経営

計画に取組む事業所の紹介を得られることが期待されます。 

 

（２）十日町ハローワーク管内の労働保険事務組合で組織された「十日町地区労働保険

  事務組合協議会」が実施する総会及び研修会などの際に、経営発達支援の現状や課

  題並びに支援ノウハウなどの情報交換の場を設けて、情報の共有を図ることで、労

働保険担当者と社会保険労務士及び十日町ハローワーク担当者等が本支援事業を

理解して小規模事業者へ周知していただくことで、自ら経営計画に取組む小規模事

業者の掘り起しにもなります。 

 

（３）十日町市内の５商工会で組織する「十日町市商工会連絡協議会」が実施する行政

懇談会などの会議において、各商工会の正副会長及び事務局長並びに経営指導員に

行政担当課職員も交えて、経営発達支援の現状や課題並びに支援ノウハウなどの情

報交換の場を設けて、情報の共有を図ることで、広域的な問題に対する対応が可能

となります。 

 

（４）㈱日本政策金融公庫長岡支店管内を２つの地区に分割して、その地区の商工会経

営指導員を対象に新潟県商工会連合会担当者も交えて「小規模事業者経営改善資金

貸付推薦団体連絡協議会」が年１回開催され、推薦に係る留意事項の確認及び公庫

長岡支店の貸付状況を踏まえた長岡管内を中心とした経済動向等の報告と参加者所

属商工会管内の経済動向等の報告の他に、金融指導等の意見交換を行っています。

この場に経営発達支援の現状や課題並びに支援ノウハウなどの情報交換の時間を

設けて情報の共有を図ることで、参加者の資質の向上にも繋がります。 
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（５）㈱大光銀行中里支店の行員と当会職員との間で、３か月に１回定期的情報交換の

機会を新たに設けて、行員に経営発達支援事業を理解していただくことで、自ら経

営計画に取組む小規模事業者の掘り起しに繋げるとともに、可能な限り３者一体と

なって、実態に即した実効性のある計画を作成することで、当該小規模事業者の資

金調達が必要となる場合には、迅速な融資実行が可能となる可能性があります。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（現状と課題） 

 

 経営指導員等の資質向上に関しては、新潟県が主管し年間４回開催される経営指導員

研修会、新潟県商工会連合会が主催する職種別研修会及び当会職員が担当する業務を所

管する機関が主催する研修会等に積極的に参加することで能力強化を行うとともに、職

員の自己研鑽により、能力の向上を図っています。 

 しかしながら、経営指導員を除いた職員の既存研修内容は、小規模事業者の売上増加

や利益の確保という観点に欠けている研修内容に思われます。 

 

（事業内容） 

 

（１）全国商工会連合会・新潟県商工会連合会が主催する研修会及び（公財）にいがた

産業創造機構や中小企業大学校等が主催する経営発達支援に関する研修会に、全職

員は年１回以上参加して、持続的に発展していこうとする小規模事業者等に対する

支援能力の向上を図ります。 

 

（２）新潟県及び近隣地区の商工会職員協議会が主催する研修会等に参加し、経営発達

支援に関する、他地区・他商工会の動向や業務・事業内容等の情報収集や意見交換

等を行うことで、本支援事業に対する職員のモチベーションの持続を図り、職員の

資質向上意欲を促します。 

 

（３）現在毎日実施している事務局の朝礼では、職員各人の本日スケジュール確認の他

に、前日研修会に参加した者は、復命を発表しています。 

今回新たに、小規模事業者の経営計画作成と遂行の実践を通じて、指導・助言内

容、情報収集方法を互いに学ぶ場を週一回作り、ＯＪＴによる伴走型支援能力の向

上を図っていきます。 

 

（４）上記の情報を職員間で共有するため、商工会基幹システム内に各自の指導内容を

詳細に入力するとともに、事務所内の共有サーバー内に、個別企業ホルダーを新設

して、現況を共有していきます。 
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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、本計画に記載した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・検証を行います。 

 

（１）事業の実施状況及び成果並びに事務局自己評価を、当会正副会長筆頭理事会議及

び理事会並びに総会に報告して承認を受けます。 

 

（２）上記の承認を受けた事業の実施状況及び成果並びに事務局自己評価を、新潟県商

工会連合会及び十日町市産業政策課に提出して、事業の評価を受けます。 

 

（３）当会正副会長筆頭理事及び十日町市産業政策課並びに十日町市中里支所担当課職

員により、事業実施状況及び成果並びに評価を検証し、必要に応じ事業計画の再検

討を行います。 

 

（４）事業の実施状況・成果・見直しの結果については、当会理事会及び総会で報告す

るとともに、当会フェイスブックにより計画期間中掲載し公表します。 
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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４月現在）

（１）中里商工会組織体制 

   ※経営発達支援事業の実施部門 経営支援室（職員４名） 

    経営指導員（室長）１名、補助員（主事）１名、記帳専任職員（主事）２名 

   ※商工会組織 

 

会     員 

                   ↓ 

総     会 ← 監査会（２名） 

↓       

会     長 

                   ↓ 

理事会（理事１８名） 

                   ↓ 

正副会長筆頭理事会議（４名） 

                   ↓ 

部  会 青年部・女性部 委  員  会 事務受託団体 

商業部会 青年部（２４名） 総務委員会 中里村スタンプ会 

建設工業部会 女性部（２９名） 人事評価委員会 中里青色申告会 

  マル経融資審査会 中里地区一人親方組合 

  貯共融資委員会 中里スポーツ後援会 

  貯共推進委員会  

                   ↓ 

事務局（職員４名兼任） 

経営支援部門 総務部門 振興部門 

 

 

 

（２）連絡先 

    郵便番号  〒949-8401 

    住 所  新潟県十日町市上山己 3103 番地 2 

    電話番号  025-768-2868 

    FAX 番号   025-768-4188 

    E - m a i l  nakasho@seagreen.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

－１８－ 



（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） 

 H27 年度 

H27 年４月

以降) 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

必要な資金の額 24,002 24,049 24,111 24,143 24,175

 

小規模企業対

策事業費 

 経改事業 

 職員設置費 

 指導事業費 

 

 

 

 

22,617 

1,385 

 

 

 

22,639

1,410

 

 

 

22,661

1,450

 

 

 

22,683 

1,460 

 

 

 

22,705

1,470

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、会費、事業受託料、各種事業収入等 

 

 

 

（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。 

 

－１９－ 



（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情報提供や集計分析アドバイス 

２．経営状況の分析に関する情報提供や分析のアドバイス 

３．事業計画策定支援に関する周知協力及び情報提供や策定のアドバイス 

４．事業計画策定後の実施支援に関する情報提供や事後支援のアドバイス 

５．需要動向調査に関する情報提供や分析のアドバイス 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する周知協力及び情報提供やアドバイス 

７．地域経済の活性化に資する取組みに関すること 

８．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 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

10．事業の評価及び見直しに関すること 

連携者及びその役割 

 

連携者 所在地等 役割 効果 

新潟県 

知事 泉田裕彦 

〒950-8570 

新潟県新潟市中央

区新光町 4番地 1 

☎025-285-5511 

･商談会等開催 

･各種補助金・助成金

･研修会開催 

県が主催する商談会

等に参加することで

事業者の信用力の向

上に繋がる。 

十日町公共職業安定所 

所長 佐藤房雄 

〒948-0004 

新潟県十日町市下

川原町 43 番地 

☎025-757-2407 

･情報交換と周知 
創業者の掘り起しに

期待できる。 

十日町市 

市長 関口芳史 

〒948-8501 

新潟県十日町市千

歳町 3丁目 3番地 

☎025-757-3111 

･情報交換と周知 

･各種アドバイス 

･専門家派遣 

･事業者セミナー開催

･事業評価・見直し 

･新たな需要開拓 

市の総合計画を実現

するためにも小規模

事業者の持続的発展

は必要であり、事業者

も事業の社会的役割

を認識する効果が見

込める。 

十日町市中里支所 

支所長 江口 登 

〒949-8401 

新潟県十日町市上

山己 2133 

☎025-763-2511 

･事業評価・見直し 

･地域経済活性化 

当地域における市の

施策に直接関わる機

関であり、協調するこ

とは不可欠である。 

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番地 2 

☎025-283-1311 

･情報交換 

･各種アドバイス 

･専門家派遣 

･事業者セミナー開催

･職員研修会及び情報

交換会開催 

広域な商工会職員の

情報交換等の場の開

催と、他の都道府県及

び県内各商工会の支

援情報に基づく適切

なアドバイス等を受

けることができる 

－２０－ 



(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 番 1 号

「万代島ビル」 

☎025-246-0025 

･専門家派遣 

･事業者セミナー開催

･職員研修会開催 

･商談会等開催 

多方面に渡り多くの

専門家が在籍し、ノウ

ハウの蓄積もあり実

践的な支援を受けら

れる 

中小企業大学校三条校 

校長 小田島祥行 

〒955-0025 

新潟県三条市上野

原 570 番地 

☎0256-38-0770 

･事業者セミナー開催

･職員研修会開催 

事業者及び職員のニ

ーズにあったセミナ

ーを受講することが

でき効果的である 

㈱日本政策金融公庫 

長岡支店 

支店長 伊藤定史 

〒950-0087 

新潟県長岡市千手

3-9-23 

☎0258-36-4360 

･情報交換 

･各種融資相談･実行 

広域な商工会経営指

導員情報交換の場の

提供と、事業者の資金

調達面を担保しなが

ら支援を進めること

で実効性のある支援

が可能である 

㈱大光銀行中里支店 

支店長 横田 薫 

〒949-8401  

新潟県十日町市上

山己 3083 番地 3 

☎025-763-3431 

･情報交換と周知 

･事業者セミナー開催

･専門家派遣 

･各種融資相談･実行 

当地域唯一の事業者

金融機関であり、その

情報力を生かして支

援対象者を掘り起こ

すとともに、資金調達

面を担保しながら支

援を進めることで実

効性のある支援が可

能である。 

関東信越税理士会 

十日町支部 

支部長 高橋 敦 

〒948-0122 

新潟県十日町市上

野乙 141-1 

☎025-768-4772 

･情報交換と周知 

自ら経営計画を策定

する小規模事業者の

掘り起しに期待でき

る。 

(社)十日町市観光協会 

会長 村山義政 

〒948-0079 

新潟県十日町市旭

町 251 番地 17 

十日町市総合観光

案内所内 

☎025-757-3345 

･地域経済活性化 

当地域及び市内各地

域の各イベント等に

直接・間接的に携わて

おり、観光に関する情

報やコネクションも

豊富にあることから、

地域経済活性化の検

討課題の改善実現に

期待が持てる。 

中里地域 

まちづくり協議会 

会長 石沢正道 

〒949-8401 

新潟県十日町市上

山己 2133 
十日町市中里支所内 

☎025-763-2511 

･地域経済活性化 

当地域の各イベント

等に直接・間接的に関

与する地域住民団体

であり、地域活性化計

画を当地域住民に周

知し、実行する原動力

として必要である。 
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連携体制図等 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国・新潟県 

   にいがた産業

創造機構 
新潟県商工会

連合会 
日本政策金融 
公庫長岡支店 

 
十日町市 

 

 

 大光銀行 
中里支店 

関東信越税理 
士会十日町支部 

十日町 
ハローワーク 

 

 

小
規
模
事
業
者 

中
里
商
工
会 

  中里地域 
まちづくり協議会 

十日町市 
中里支所

十日町市 
観光協会 
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