
経営発達支援計画の概要 

実施者名 朝日商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

１. 農商工連携及び六次産業化を推進するプロジェクトを構築し、「朝日まるごと、みん

なで売ります」をコンセプトに、第一次産業を含めた地区内の全事業者が収益増に

つながることを目標とし、関連する事業を展開する。 

２. 当地区で産出される「越後杉」の品質の高さ、木造建築関連業者の「技術」の高さ

をアピールし、「材木のムラ、朝日」の再興を目標とし、関連する事業を展開する。

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 

 地区内の経済動向を調査・分析・把握し、それを迅速に提供することにより、小 

規模事業者が調査結果を自社の経営方針の策定、マーケティング、販路開拓、商品 

開発等の経営支援に活かせる体制づくりをしていく。 

２.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者それぞれの経営上の問題点を明確にするために、収益性・安全性・ 

流動性・成長性・生産性などを定量的に経営分析し、特に収益力改善のための「売 

上高総利益率」、「売上高営業利益率」、採算性のわかる「損益分岐点」の分析には力

を入れ、継続的に伴走型支援を実施していく。 

３.事業計画策定支援に関すること 

事業者が経営課題を克服するため、上記Ⅰ．の経営分析、下記５．の需要動向調査

 等の結果を踏まえ、個々の小規模事業者の事業計画策定支援を実施するため、関係機

関と連携し、伴走型の指導、助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

小規模事業者の事業計画策定後並びに創業後、第二創業後の事業計画策定後の実 

施支援については、新潟県商工会連合会及びにいがた産業創造機構と連携・協力し、

伴走型の指導、助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

５.需要動向調査に関すること 

 農商工連携、六次産業化を目指す小規模事業者及び創業者のために、消費者が求 

めている商品、サービス等を調査する独自の需要動向調査を実施する。また木材関 

連業種の再興についても独自の需要動向調査を実施する。 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地域産品の統一ブランド化をはかることを目的に、「あさひのうんめもん」（仮 

称）の商標登録を行う。催事等への積極的な参加、常設のアンテナショップ等での 

販売を通して、ブランド力及び地域産品商品の認知度を上げていきたい。また木材 

関連業種の再興については、「越後杉」の品質の良さ、地元建築業者の技術の高さを

トータル的に消費者にアピールすることを目的に、「朝日地区木材関連業種再興協 

議会」（仮称）を組織し、再興プロジェクトの認知度を上げていく。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

現在、当会並びに村上市、村上市観光協会朝日支部及びその他各種団体で組織運営し

ている「朝日地域誘客促進委員会」をリニューアルし、総合的に当朝日地区の地域経済

活性化策、方向性などを協議する「朝日地区総合活性化協議会」（仮称）を立ちあげ、

年４回開催する。 

連絡先 

新潟県村上市岩沢５５６６番地１ 朝日商工会 担当者名 経営支援室長 菅原和弥 

 電話番号 ０２５４-７２-１３０１ FAX 番号 ０２５４-７２-１５４５ 

 メールアドレス kazuya@shinsyoren.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 

・当朝日地区は、平成２０年４月に近隣５市町村が合併し、現在の「村上市」となるま

では、行政区は「朝日村」であった。当時は東京都２３区とほぼ同じ面積の 629.32ｋ㎡

で、全国の市町村では２番目という面積であった。集落数も４６もあり、広すぎるとい

うのが逆の意味でのデメリットであった。行政もこの問題に少しでも対応するため、平

成１８年に総務省の「ｅ－japan 戦略」を活用し、光ファイバーネットワークを整備し

た。現在ではＩＰテレビ電話、双方向告知サービスを利用し、全世帯、全事業所に告知

端末が配置され、集落行事の連絡、市からの連絡、当会の事業周知におおいに活用され、

ネットワークシステムが構築されていることは大きな強みである。 

 当地区の主要産業は「農林業」である。海には面していないが、三面川及びその支流

流域での鮭、マス、鮎といった内水面の漁業も盛んである。農業では「岩船産コシヒカ

リ」の主要産地であるが、米価の低迷により、キュウリ、トマトなどの野菜の栽培、メ

ロン、柿、サクランボなどの果樹栽培も盛んになってきている。ＪＡに出荷する他、野

菜直売所に卸して、直接消費者に販売する農業者も多く、漬物、ジャムなどに二次加工

している農業者も増えてきている。林業では良質な「越後杉」の産地として隆盛を誇っ

ていたが、現在は材木単価の下落、外国産材のシェア拡大などにより低迷している。し

かしその反面、この業界での新分野進出も出てきており、紙の原材料、キノコの菌床の

原材料として「チップ材」を製造する工場を第二創業している。また三面川で捕獲され

る「鮭」を加工する事業者数も増え、当地区では農商工連携、六次産業化のベースは既

に整っており、このことは大きな強みである。 

 一方、小売業では当地区では商店街の形成もなく、集落に点在する商店も、近隣のス

ーパーへの購買流出が進み、大きく売上を落としている。また建設業においては、公共

工事の減少により土建業は大きく売上を落としており、木造建築業においても、ハウス

メーカーの台頭により、苦戦を強いられており、既存商工業者の経営立て直しが当会並

びに当地区の大きな課題である。 

 村上市が作成した「第一次村上市総合計画」の中にも、「新事業創出の促進」が明記 

されており、「農商工連携の推進や新品種・新製品開発・新事業創出に取り組む高付加

価値型産業を支える製造業者等を支援し、新事業創出の促進を図ります。」と条文化さ

れている。 

・上述のような地域の強み、課題を踏まえ、村上市の総合計画の方針にも合致させるた

め、新潟県、村上市、地域金融機関、新潟県商工会連合会及びその他支援機関と連携し、

小規模事業者の経営力向上、販売促進を継続して支援するとともに、農林漁業者、商工

業者をマッチングさせ、農商工連携及び六次産業化を推進するプロジェクトを構築し、

「朝日まるごと、みんなで売ります」をコンセプトに、１次産業を含めた全事業者が収

入増につなげることを目標とし、関連する事業を展開していきたい。 

 併せてかつて基幹産業であった木材伐採業者、製材業者及び木造建築業者（大工・左

官）などの経営の効率化をはかり、当地区で産出される「越後杉」の品質の高さ、木造

建築関連業者の「技術」の高さをアピールし、「材木のムラ、朝日」の再興を目標とし、

関連する事業を展開していきたい。 
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何れの目標も当地区の主要産業である「農林業」を小規模事業者の事業に活かすとい

うことをコンセプトとしたい。 

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】 

地区内の小規模事業者は、経済動向などの情報に接する機会が少なく、またそれ

を自らの経営に活かそうという姿勢がみられないという課題がある。当会としても

この課題を積極的に改善しようという動きがなかったが、今後は地区内の経済動向

を調査・分析・把握し、それを迅速に小規模事業者に提供することにより、小規模

事業者が調査結果を自社の経営方針の策定、マーケティング、販路開拓、商品開発

等の経営発達支援に活かせる体制づくりを実施する。 

具体的には以下の事業を実施する。 

  （事業内容） 

（1） 全国商工会連合会の中小企業景況調査 

現在、当会会員１５事業所（業種指定）を抽出し、四半期毎に売上の増減、採

算、資金調達、設備投資状況、業況判断などの項目の調査を巡回にて実施してい

る。分析・集計については新潟県商工会連合会、全国商工会連合会が調査報告書

をまとめている。 

  （2）村上市の景況調査 

 現在、当会会員２０事業所（業種指定）を抽出し、四半期毎に売上の増減、採

算、資金調達、設備投資状況、業況判断などの項目の調査を巡回にて実施してい

る。分析・集計については村上商工会議所が調査報告書をまとめている。 

  （3）当会独自の景況調査 

木材関連の伐採業、製材業、建築業等について、当会独自で調査を実施する。

２０事業所を抽出し、四半期毎に売上の増減、採算、資金調達、設備投資状況、

業況判断などの項目の調査を巡回にて実施する。 

また全国連、村上市の景況調査の対象事業者数が少ないため、独自調査を実施

する。独自調査では２５事業所を抽出し、四半期毎に売上の増減、採算、資金調

達、設備投資状況、業況判断などの項目の調査を実施する。 

調査報告書は当会でまとめる。 

（4）「朝日地区木材関連業種再興協議会」（仮称）による経済動向調査 

  木材関連業種及び業界の経済動向調査については、いわふね森林組合、高根生

産森林組合及び岩船建築組合連合会朝日支部と協力して、標記協議会を立ち上

げ、当初は半年毎（６月、１２月） に標記協議会を開催し、木材出荷額、住宅着

工件数などの経済動向をヒアリング調査する。 

  （5）上記調査の活用と情報提供方法 

    （1）から（4）で得られた調査データは、当会の広報誌、ホームページ及び朝

   日地区全世帯、全事業所に設置されている「告知端末放送」を活用し、小規模事
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業者に情報提供する。また調査データは全職員で共有し、各々の巡回、窓口相談

時に小規模事業者に情報提供し、経営方針策定などの経営発達支援に役立てる。

    (目標) 

（1） 景況調査の対象事業者数 

現在の景況調査の対象事業所数が全国商工会連合会と村上市の調査を併せて 

３５事業所と地区内小規模事業者数の約１３％でありサンプル数が少ないため、

今後実施する当会の独自調査も含めて２年後には、約３０％の８０事業所を目標

とする。 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
景況調査実施件数 35 35 55 80 80 80

（2） 「朝日地区木材関連業種再興協議会」（仮称）の開催 

同協議会を年２回開催し、４年後には四半期毎の年４回開催を目標とする。  

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
協議会の開催 未実施 1 2 2 2 4

（3） 情報の提供 

  当会広報誌、ホームページ及び告知端末放送に、年４回調査・分析結果を掲示

することを目標とする。 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
当会広報誌掲示回数 未実施 1 4 4 4 4
当会ＨＰ掲示回数 未実施 1 4 4 4 4
告知端末放送掲示回数 未実施 1 4 4 4 4

  

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、経営指導員の巡回・窓口相談及び各種セミ

   ナーの開催等を通じて経営分析の重要性の啓発を図る。小規模事業者それぞれの

経営上の問題点を明確にするために、収益性・安全性・流動性・成長性・生産性

などを定量的に経営分析し、特に収益力の改善のための「売上高総利益率」、「売

上高営業利益率」、採算性を把握する「損益分岐点」の分析には重点的に取り組 

み、継続的な伴走型支援を実施する。 

専門的な課題等については、新潟県、にいがた産業創造機構（よろず支援拠点）、

地域金融機関、新潟県商工会連合会の専門家等と連携し、小規模事業者それぞれ

の抱える経営上の課題に対して、問題解決のためのサポートを実施する。 

 具体的には以下の事業を実施する。 

   （事業内容） 

（1） 経営分析の重要性の啓発 

  小規模事業者に経営分析に対する基礎的な知識と重要性を啓発するため、セミ

ナーを開催する。経営分析とは会社の「健康診断」であり、経営分析を行うこと

で、経営危機を事前にチェックでき、危機を回避できることを小規模事業者に認

識してもらい、経営者からの需要を喚起する。 

（2） 分析対象者のピックアップ 

  記帳機械化、記帳継続指導対象者など、収益状況、財務状況を当会で把握して
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いる小規模事業者を対象者としてピックアップし、その後、融資斡旋先事業者等

への巡回、窓口相談時に、経営分析の重要さを説明し対象者を拡大していく。 

（3） 経営分析の手法 

  財務諸表による安全性分析、収益性分析などの簡易な経営分析は、経営分析用

ソフトを使用し、当会の経営指導員並びに経営支援員が行う。専門的な分析、ま

た小規模事業者が保有している技術、ノウハウ、従業員等の経営資源の定性的な

分析については前述の専門家を活用し、指導する。 

（4） ミラサポの活用 

  経営指導員１人区という弱点を補うため、指導対象事業者に「ミラサポ」の専

門家派遣制度を積極的に活用してもらい、継続的に専門家から経営分析指導を受

けてもらう。 

（5） 調査・分析結果の有効活用 

  この事業で得られた調査・分析結果のデータは、データベース化し、全職員が

 小規模事業者の支援をするため、データの共有化をはかる。記帳指導も伝票入力、

月次処理だけでは、小規模事業者の多岐にわたる要望に応えることは無理であり

り、このデータを有効活用し、小規模事業者を指導することにより、効率的な記

帳指導ができる。また経営指導時にもこのデータを活かすことにより、提案型の

わかりやすい指導が可能となる。 

（目標） 

    上述の事業内容を効率的に実施するため、小規模事業者自らが経営分析につい

ての情報収集、データ分析が適宜行えるよう「ミラサポ」「Ｊ－Ｎｅｔ２１」の 

利用促進を勧奨していく。また経営指導員１人区という当会の弱みを克服するた

め、経営支援員の資質向上に努め、連携機関の専門家招聘制度を効率的に活用し、

より多くの小規模事業者に対して継続的に伴走型の支援を実践していく。 

次の件数を具体的件数目標として設定する。 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
巡回訪問件数 318 320 325 330 335 340
セミナー開催件数 4 5 5 5 6 6
経営分析事業所数 2 15 25 30 40 40

   

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業者が自社の経営課題を克服するため、上記１.の経営分析、下記５．の市場 

調査等の結果を踏まえ、個々の小規模事業者の事業計画策定支援を実施するため、

新潟県商工会連合会、にいがた産業創造機構等とも連携し、伴走型の指導、助言を

行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。また、農産物、鮭などの水産品を

活用した農商工連携、六次産業化を推進するため、新潟県の出先機関である村上地

域振興局、村上市農林水産課、商工観光課及び地域のコーディネート機関である都

岐沙羅パートナーズセンターと連携して、Ｈ26 年 11 月に開催した「朝日の逸品発

掘交流会」を継続的に開催し、創業支援及び第二創業支援を行う。 
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（事業内容） 

  （1）事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定 

    を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

  （2）窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者からの各種相談を受けるとともに、 

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

  （3）事業計画策定を目指す小規模事業者の他、小規模事業者経営改善資金をはじ 

めとした金融相談、経済産業省の「ものづくり補助金」などの各種補助金の申 

請時に当該事業所の事業計画の策定支援を行う。 

  （4）当会の広報紙、「告知端末放送」及び当会ホームページ等で事業計画策定の重

要性を周知する。 

  （5）「朝日の逸品発掘交流会」を年２回開催し、農業者等の創業支援をはかる。ま

た、異業種からの地域産品開発参入を促し、第二創業支援を行う。 

（6）異業種から参入した第二創業者についても、経営革新計画の策定支援をはじ 

  め、上述の創業者と同様の指導を行い、伴走型の支援を行う。 

（目標） 

 セミナー開催は効率化と事業そのものの効果を上げるため、上述の経営分析及

び下述の需要動向調査のセミナーと併催する。 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
セミナー・説明会開催

回数 
4 5 5 5 6 6

事業計画策定事業者数 4 10 15 20 25 30

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を克服するため、上記１.の経営分析、下記５．の市場調査等 

の結果を踏まえ、個々の小規模事業者の事業計画策定後の実施支援を実施するた 

め、新潟県商工会連合会、にいがた産業創造機構等とも連携し、伴走型の指導、助

言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。また創業、第二創業の事業計

画策定後の実施支援については、新潟県商工会連合会及びにいがた産業創造機構の

協力を得て、創業後も専門家の指導を受けさせ、伴走型支援を実施する。また「ミ

ラサポ」を積極的に活用させ、情報収集及び専門家指導の活用を促したい。資金的

助成などは、中小企業庁の「創業・第二創業促進補助金」及び「地域創業促進支援

事業」なども有効活用していく。 

（1）事業計画策定事業所には、「ミラサポ」の登録をさせ、各種支援策の情報収集

    を実施してもらう。また他の支援機関の支援策も広報・周知し、計画実現に向 

けてフォローアップを実施する。 

  （2）平成 27 年度に新設され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」の積極的な利用促進を図り、小規模事業者の売上の増加や収益の改善、

    持続的な経営のためのビジネスプランの策定の指導とフォローアップを実施す 

る。 

  （3）事業計画策定後、進捗状況を確認するため、適宜、対象事業所の巡回指導を 

実施する。当会は経営指導員１人区のため、事務局内の経営支援員にも担当事 

業所を割り当て、経営指導員と経営支援員が連絡を密にし、対象事業所が計画 
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変更の必要及び進捗状況に不備がある場合は、経営指導員がバックアップする 

事務局体制を整備する。 

（4） 創業後、第二創業後は、消費者のニーズの把握、パッケージデザイン、商標

 登録手続方法などについて、専門家から個別に指導を受けさせる。また、税務

相談、金融相談などの相談も重点的に実施し、伴走型の支援を行う。 

（5） 創業者、第二創業者には、他地域の先進事例を学ぶため、ミラサポに登録さ

  せ情報収集を行ってもらう。 

（目標） 

 事業計画策定事業所及び創業者、第二創業者のフォローアップについては、経

営指導員１人区であるため、経営支援員にも担当事業所を割り当て、記帳指導そ

の他の相談時に併せて伴走型の指導を実施するようにする。また小規模事業者及

び会員の減少を食い止めるため、これまでの創業及び第二創業の指導とは違う、

ミラサポへの登録による情報収集及び専門家派遣、「小規模事業持続化補助金」 

などの助成金、補助金活用の支援、ビジネスプラン策定とフォローによる日本政

策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資」などを積極的に活用することで、

小規模事業者への伴走型支援を実施し、小規模事業者数及び当会会員数を増加さ

せることを目標としたい。 

次の件数を具体的数字目標として設定する。 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
朝日の逸品発掘交流会

開催回数 
1 1 2 2 2 2

周知によるフォローア

ップ件数 
4 10 15 20 25 30

創業支援者数 1 4 4 4 4 4

第二創業支援者数 2 4 4 4 4 4
小規模事業者経営発達

支援融資斡旋件数 
未実施 3 5 5 5 5

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

農商工連携、六次産業化を目指す小規模事業者並びに創業者のために、消費者

   が求めている商品、サービス等のニーズを調査する独自の需要動向調査を実施す

る。また木材関連業種の再興事業については、官公庁のデータを用い、それを関

係機関で分析・調査・把握し、木材関連業種の小規模事業者に情報提供していく。

これらの調査については、新潟県の出先機関である村上地域振興局、村上市農林

水産課、商工観光課及び地域のコーディネート機関である都岐沙羅パートナーズ

センターと連携協力して実施する。 

 具体的には次の事業を実施する。 

（1） 地域資源（素材）調査 

  にいがた産業創造機構補助事業の「地域資源発掘型マーケティング事業」で発

掘・調査した当地区の地域資源（アピオス、山ブドウなどの食材）を活用した地

域産品の試作品、商品開発に向けての顧客ニーズ、市場動向を把握・認識するた

めの調査をバイヤー、消費者等を対象としたアンケート調査を実施する。 
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（2） 試作品・商品開発調査 

  消費者が求めている地域産品商品の味・量・パッケージ・価格等の調査を実施

するため、にいがた産業創造機構主催の「食の大商談会」、新潟市主催の「フー 

ドメッセ in にいがた」などで、バイヤー、消費者等を対象とした「食味調査」 

などのアンケート調査を実施する。 

（3） 木材関連業種の需要動向調査 

  木材の価格、需要動向、在庫状況の調査・分析・把握のため、国土交通省の「主

 要建設資材需要価格調査」、また消費者の住宅の購買意欲等の調査・分析・把握 

のため、住宅金融支援機構の「住宅市場動向調査」を活用し、調査研究する。当

地区関連事業所にも、木材の受注状況、住宅の着工件数予定数などのヒアリング

調査を実施する。 

（4） 分析結果の有効活用と提供方法 

  この事業で得られた調査・分析結果のデータは、データベース化し、全職員が

自らの業務に活かせるよう共有化をはかり、職員各自が小規模事業者に情報提供

できる体制づくりをする。地域資源調査及び試作品・商品開発調査は、「朝日の 

逸品発掘交流会」の開催運営に有効活用する。また木材関連業種の需要動向調査

は、「朝日地区木材関連業種再興協議会」（仮称）開催運営に有効活用する。当会

の広報誌、ホームページ及び朝日地区全世帯、全事業所に設置されている「告知

端末放送」で、四半期毎に情報提供していく。また巡回、窓口相談での調査結果

資料を提供し、情報を有効に活用する。 

（目標） 

    上述の事業内容を効率的に実施するため、小規模事業者自らが各種需要動向調

査についての情報収集、データ分析が適宜行えるよう「ミラサポ」「Ｊ－Ｎｅｔ 

２１」の利用促進を勧奨していく。また経営指導員１人区という当会の弱みを克

服するため、経営支援員の資質向上に努め、連携機関の専門家招聘制度を効率的

に活用し、より多くの小規模事業者に継続的に伴走型の支援を実践していく。 

次の件数を具体的数字目標として設定する。 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
地域資源（素材）調査

件数（資源数） 
5 10 15 20 25 30

試作品・商品開発調査

件数（商品数） 
未実施 5 10 10 15 15

木材関連業種の需要動

向調査（事業所数） 
未実施 5 10 10 15 15

 

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】 

    地域資源活用や農商工連携により行う商品、サービスの提供及び製造を行う小

規模事業者の販路開拓を支援するため、農産物、鮭などの水産品を活用した農商

工連携、六次産業化で創業支援、第二創業支援で開発された地域産品の商品並び

に、既存事業者が既に製造販売している商品の統一ブランド化をはかることを目

的に、「あさひのうんめもん」（仮称）の商標登録を行う。また地域で行われる催

事等への出店、首都圏で行われる催事等へも積極的に参加を促したい。また常設
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のアンテナショップ等で年間を通して販売し、ブランド力及び地域産品商品の認

知度を上げていきたい。 

 また木材関連業種の再興については、伐採業、製材業、建築業などの小規模事

業者の販路開拓を支援するため、「越後杉」の品質の良さ、地元建築業者の技術 

の高さをトータル的に消費者にアピールすることを目的に、いわふね森林組合、

岩船建築組合連合会朝日支部などの関係団体と「朝日地区木材関連業種再興協議

会」（仮称）を組織し、地域で行われる催事でのＰＲブースの設置、新築物件の 

内覧会の開催の協力、木材伐採現場の見学会の開催などを行いたい。 

また広く全国に販路を拡げるため、ホームページの立ち上げを行い、再興プロ

ジェクトの認知度を上げていきたい。 

（事業内容） 

＊地域産品の販路開拓支援 

（1）Ｈ26 年 8 月 1 日から商工会も出願受付可能となった「地域団体商標制度」の

取得をし、他商品との差別化を図る。 

（2）中小企業庁の「ふるさと名物応援事業」、「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」、

全国連の「地域力活用事業∞全国展開プロジェクト事業」などの補助事業を実 

施し、新たな商品の開発及び既存商品のブラッシュアップを図る。【指針④】 

（3）当会主催の「商工まつり」、村上市主催の「農商工連携フェア」、村上商工会 

議所主催の「いいねっか村上」などへ出店し、当地域消費者へ認知度を上げ、 

販路開拓を図る。 

  （4）新潟市の「駅ビルＣｏＣｏＬｏ万代」、「新潟ふるさと村」、東京都の「表参道・

新潟館ネスパス」また全国連の「むらからまちから館」などで商品を常設で販 

売し、年に１度は独自のイベントを開催し、認知度を上げ、販路開拓を図る。 

  （5）新潟市朱鷺メッセで開催される「フードメッセ in にいがた」、千葉県幕張メ 

ッセで開催される「フードセレクション」などに出店し、食品関係バイヤーへ 

の認知度を上げ、販路開拓を図る。 

  （6）全国連の「ＳＨＩＦＴ」の活用、新潟県商工会連合会の専門家派遣事業及び

「ミラサポ」の専門家派遣事業などを活用し、事業所のホームページ新規作成

及び既存のホームページのブラッシュアップを図り、全国に向けて認知度を上

げ、販路開拓を図る。 

  ＊木材関連業種の再興 

（1）新潟県の出先機関の村上地域振興局、村上市農林水産課、朝日支所産業建設 

課、いわふね森林組合、岩船建築組合連合会などの関係団体及び地域関連事業 

者で協議会をつくり、事業が円滑に進むよう連絡調整を図る。 

（2）当会主催の「商工まつり」、市主催の「農商工連携フェア」、村上商工会議所 

主催の「いいねっか村上」などへ出店し、「越後杉」の良さ、地域建築業者の技

術の高さをアピールし、当地域消費者へ認知度を上げ、販路開拓を図る。 

（3）木造住宅の新築物件の内覧会を開催し、朝日地区で産出される「越後杉」の 

品質の良さ及び施工業者の技術の高さをアピールし、消費者への認知度・好感 

度を上げ、販路開拓を図る。 

  （4）「越後杉」の植林の現場、伐採の現場の見学会を企画し、森林保持の大切さ、

「越後杉」の品質の高さを消費者にアピールし、認知度・好感度を上げ、販路開
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拓を図る。 

（5）全国連の「ＳＨＩＦＴ」の活用、また新潟県商工会連合会の専門家派遣事業、

「ミラサポ」の専門家派遣事業などを活用し、事業所のホームページ新規作成及

び既存のホームページのブラッシュアップを図り、全国に向けて認知度を上げ、

販路開拓を図る。 

  （6）協議会自体のホームページを立ち上げ、「越後杉」の伐採から、乾燥、製材、

  基礎工事、本体工事及び電気工事などの付帯工事まで一貫して閲覧できるペー

ジを作成し、全国に向けて認知度を上げ、販路開拓を図る。 

（目標） 

    上述の２つの事業内容について、連携して実施できる項目もあるため、互いの

事業をリンクさせ、効率的かつ効果的に実施していきたい。当会は、経営指導員

１人区のため、事務局内での事務分担の緊密化、また新潟県などの行政機関及び

新潟県商工会連合会などの関係団体と連携を密にし、補助事業、人材の派遣等の

協力を仰ぎ、事業が停滞しないように努めたい。次の件数を具体的数字目標とし

て設定する。 

＊地域産品の販路開拓支援 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
ＪＡＰＡＮブランド等

の補助事業実施回数 
未実施 0 1 0 1 0

地元でのイベント・催

事への出店回数 
2 3 3 4 4 5

ネスパス等でのＰＲイ

ベント開催件数 
未実施 0 2 2 3 3

フードメッセ inにいが

た等への出店回数 
未実施 1 2 2 2 2

ホームページ等の作製

指導 
2 4 4 6 6 8

＊木材関連業種の再興 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
協議会の開催 未実施 2 3 4 4 4
地元でのイベント・催

事への出店回数 
未実施 3 3 4 4 5

内覧会開催件数 未実施 2 3 4 5 6
植林、伐採見学会開催

回数 
未実施 1 1 2 2 2

ホームページ等の作製

指導 
2 3 4 5 

 

6 

 

7

協議会ホームページの

立ち上げ 
未実施 0 1 継続維持 継続維持 継続維持

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

現在、当会並びに村上市、村上市観光協会朝日支部及びその他各種団体で組織運営

している「朝日地域誘客促進委員会」をリニューアルし、総合的に当朝日地区の地域



~ １０ ~ 
 

経済活性化策、方向性などを協議する「朝日地区総合活性化協議会」（仮称）を立ち 

上げ、年４回開催する。また、検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、従来当会

単独で開催していた「商工まつり」を村上市、地元ＪＡ、まちづくり協議会及び高根

フロンティアクラブなどの各種団体と「あさひまつり実行委員会」（仮称）を立ち上 

げ、地域全体の活動を網羅した「あさひまつり」（仮称）を開催したい。この「まつ 

り」は、朝日地区の農林水産物、商工業者の製造販売商品及び技術ＰＲ、各集落のに

ぎわいづくり、地区内の小中学校、保育園の活動内容などを紹介し、地元住民のみな

らず、観光客まで楽しんでもらうことを目的としたい。 

およそ１０年後の「日本海東北自動車道」の全通予定を踏まえ、この地域が「スト

ロー現象」に陥らないよう、この地域の魅力を全力で再発信し、他の地域からお出で

になる観光客などが、合計４ヶ所となる当朝日地区のインターチェンジで下りてもら

えるよう、観光地、観光施設、飲食施設、地域産品などの魅力を最大限に上げ、地域

活性化を図りたい。 

（事業内容） 

（1） 村上市、村上市観光協会朝日支部及びその他各種団体で構成する「朝日地区

総合活性化協議会」（仮称）を年４回行い、総合的な当地区の地域経済活性化 

の方向性について検討する。 

（2） 朝日地区の農林水産物、商工業者の商品、技術ＰＲ、各集落のにぎわいづく

り、地区内の小中学校、保育園の活動内容などを紹介し、地元住民のみならず、

観光客まで楽しんでもらうことを目的とする「あさひまつり」（仮称）を、「日

本海東北自動車道」の朝日まほろばインターチェンジから約１㎞の「みどりの

里多目的広場（ドーム）」で、村上市、地元ＪＡ、まちづくり協議会及び各種 

団体と連携して実施する。 

（3） 人口減少、少子化対策のため、Ｈ２７年度事業実施に向けて準備を進めてい

る「婚活事業」を継続して実施する。 

（4） 朝日まほろばインターチェンジから約１㎞の「みどりの里」周辺開発につい

て、更なる観光拠点の目玉となるべく、開発計画を国、県、市に意見具申を行

う。 

（5） 高根フロンティアクラブ、都岐沙羅パートナーズセンターなどが行う事業に

        連携協力し、にぎわいの創出を行う。 

（6） 村上市観光協会朝日支部と連携し、観光地、観光施設、飲食施設、地域産品

  などをブラッシュアップし、観光開発計画を策定し、必要に応じ、適宜関係行

政機関に意見具申を行っていきたい。 

（7） 地元の飲食施設、地域産品製造業者、学校給食などに、地域で収穫される 

農林水産物の利用促進をはかり、「地産地消」を進め、米価下落により困窮し 

ている農業者を救済したい。これについては、地元ＪＡ、教育委員会、地元 

農業者などと協議会を立ち上げ意見具申を行っていきたい。 

  （8）上述の事業を広く広報するため、当会ホームページに事業進捗状況を掲載す 

る。 

（目標） 

 上述の事業内容を効果的に推進するためには、「朝日地区総合活性化協議会」 

（仮称）で策定する総合計画が再重要であり、各種事業で立ち上げる協議会、実
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行委員会等はその下部組織の位置付けとする。経営発達支援事業内容ともリンク

する部分が多く、互いの事業効果を上げるため、連携協力できる体制づくりを整

備していきたい。次の件数を具体的数字目標として設定する。 

 

支援内容 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
朝日地区総合活性化協

議会の開催回数 
未実施 2 4 4 4 4

あさひまつり開催回数 1 1 1 1 1 1
婚活事業開催件数 未実施 2 2 2 2 2
みどりの里開発計画意

見具申回数 
未実施 1 2 2 2 2

他団体とのイベント連

携回数 
3 6 6 8 8 8

観光開発計画の意見具

申回数 
1 1 1 1 1 1

地産地消推進意見具申

回数 
未実施 2 2 2 2 2

ホームページへの情報

掲載回数 
未実施 25 50 50 50 50

 

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 

経営指導員部会下越Ａ支部が、年２回開催する研修会において、支援ノウハウ、

  支援の現状及び具体的事例などについて情報交換を行う。 

   村上市下４商工会では年１度、村上市議会議員（産業建設常任委員）、村上市各

部署担当課長、各商工会会長、副会長、事務局長、経営指導員が参集する「議会・

行政との懇談会」を開催しており、この場において、支援ノウハウ、支援の現状及

び具体的事例などについて情報交換を実施する。また議会及び村上市に対して、予

算的な補助、事業の遂行についての協力を求めていきたい。  

また、岩船地区５商工会では、「岩船地域商工業振興協議会」を組織しており、各

商工会会長、副会長、事務局長で年２回会合をもっていたが、これに経営指導員も

加わり、支援ノウハウ、支援の現状及び具体的事例などについて情報交換を実施す

る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

全国商工会連合会・日本商工会議所が主催する研修の参加に加え、にいがた産業

創造機構などが主催する「経営セミナー」や中小企業大学校の主催する研修に経営

指導員及び経営支援員が年間複数回参加することで、小規模事業者が売上や利益を

確保できることを重視した支援能力の向上を図る。 

   「個人能力研鑚会」を週に１度、２時間程度開催し、事務局長、経営支援員、臨

時職員も参加し、経営指導員、内容によっては、事務局長、経営支援員が講師とな

り、事務局内での個々の職員のノウハウ、地域の実情及び商工会を取り巻く環境な

どについての情報を共有する。現在は、ベテランの経営指導員が配置されているが、
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若手経営指導員が赴任した場合は、近隣の岩船地区のベテラン経営指導員から協力

を仰ぎ、小規模事業者に対していかにして支援するか、指導・助言内容、情報収集

方法を学ぶなどの方法により、伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

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全体が、計画に沿って実施、実行されたかを点検、

  評価し、事業計画に沿っていない事業があった場合は、早急に処置、改善ができる

仕組み、体制づくりを整備し、以下の方法により計画→実行→評価→改善を行う。

評価指標については、６段階評価とする。 

① 評価指標は、６（極めて優れている）、５（優れている）、４（標準）、３（も
う少し努力、改善が必要）、２（かなり努力、改善が必要）、１（全てにおい

て努力、改善が必要）の６段階とする。３以下の評価が出された場合は、早

急に処置、改善を行う。 

② 小規模事業者からもアンケート調査などにより、事業実施における評価の検
証、情報収集を行う。 

③ 行政（市朝日支所担当者）、朝日地区選出議員、学識経験者等の有識者により、
「評価委員会」を立ち上げ、事業全体の実施状況についての点検、評価を行

い、評価指標を決定してもらう。 

④ 理事会において、「評価委員会」での点検、評価結果を報告し、３以下の評価
が出された事業については、処置、改善策を決定する。 

⑤ 事業の成果・評価及び処置、改善策の結果については、関東経済産業局へ報
告し、承認を受ける。 

事業の成果・評価・及び処置、改善策は、当会の会員向け広報はもちろんのこと、

当会のホームページで計画期間中公表する。また、朝日地区全世帯に配備されてい

る「告知端末（テレビ電話）」でも、随時放送し、一般住民にも、当会の経営発達 

支援計画の取組状況を知らしめたい。 
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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 

（H２７年９月現在）

（１）組織体制 

  ・会長１名 

  ・副会長２名 

  ・理事１５名 

  ・事務局長１名 

  ・経営指導員１名 

  ・経営支援員２名 

  ・臨時職員１名 

 

（２）連絡先 

  ・住所 〒958-0251 新潟県村上市岩沢５５６６番地１ 

  ・電話 ０２５４-７２-１３０１ 

  ・ＦＡＸ ０２５４-７２-１５４５ 

  ・ホームページアドレス http://www.asahi-sci.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） 

 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

必要な資金の額 42,500 42,650 42,750 42,850 42,800

 

経営改善普及事業指導

員設置費 

事務局長設置費 

経営改善普及事業費 

地域総合振興事業費 

管理費 

 

 

 

 

20,500

4,800

3,200

6,000

8,000

20,600

4,850

3,200

6,000

8,000

20,700

4,850

3,200

6,000

8,000

20,800 

 

4,850 

3,200 

6,000 

8,000 

 

 

 

20,900

4,700

3,200

6,000

8,000

 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、会費、事業受託費、事務委託手数料、 

記帳、労働保険委託手数料他 

 

 

（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に関すること 

・中小企業景況調査 → 村上市、新潟県商工会連合会 

 ・広報及び告知端末放送 → 村上市 

 ・木材関連業種の情報収集 → いわふね森林組合、高根生産森林組合、岩船建築 

                組合連合会朝日支部 

２.経営状況の分析に関すること 

 ・セミナー開催 → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会 

 ・専門家による指導（個別） → にいがた産業創造機構、全国商工会連合会、新潟

県商工会連合会、㈱パソナ（ミラサポ） 

３.事業計画策定支援に関すること 

 ・セミナー開催 → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会 

 ・専門家による指導（個別） → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会、 

                 ㈱パソナ（ミラサポ） 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ・「朝日の逸品発掘交流会」開催 → 新潟県村上地域振興局、村上市、都岐沙羅パー

トナーズセンター 

 ・専門家による指導（伴走型支援） → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合

会、㈱パソナ（ミラサポ） 

５.需要動向調査に関すること 

 ・地域資源（素材）調査 → 新潟県村上地域振興局、村上市 

 ・試作品・商品開発調査 → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会、新潟県

村上地域振興局、村上市 

 ・木材関連業種の需要動向調査 → 新潟県村上地域振興局、村上市、いわふね森林

              組合、高根生産森林組合、岩船建築組合連合会朝日支部

 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ・ホームページ作成指導 → にいがた産業創造機構、全国商工会連合会、新潟県商

（ＳＨＩＦＴ含む）    工会連合会、㈱パソナ（ミラサポ） 

 ・「協議会」運営 → 新潟県村上地域振興局、村上市、いわふね森林組合、高根生産

森林組合、岩船建築組合連合会朝日支部 

 ・現場見学会 → 新潟県村上地域振興局、村上市、いわふね森林組合、高根生産森

林組合、岩船建築組合連合会朝日支部、都岐沙羅パートナーズセ

ンター  
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連携者及びその役割 

＊連携者の氏名等 
氏名又は名称 代表者の氏名 住   所 電話番号 

新潟県 泉田 裕彦 新潟市中央区新光町４-１     025-280-5235 

村上市 髙橋 邦芳 村上市三之町１-１ 0254-53-2111 

全国商工会連合会 石澤 義文 東京都千代田区有楽町１-７-１    03-6268-0088 

新潟県商工会連合会 岩村 菖堂 新潟市中央区新光町７-２     025-283-1311 

にいがた産業創造機構 泉田 裕彦 新潟市中央区万代５-１     025-246-0025 

㈱パソナ 南部 靖之 東京都千代田区大手町２-６-４    0570-057-222 

いわふね森林組合 山田 正幸 村上市羽黒町２-３８ 0254-52-1593 

高根生産森林組合 中嶋 克男 村上市高根８０４-１ 0254-73-0265 

岩船建築組合連合会朝

日支部 

板垣 靖彦 村上市下相川３１６-２ 0254-53-0531 

都岐沙羅パートナーズ

センター 

忠 隆司 村上市猿沢１２３８ 0254-72-0663 

 

＊連携者の役割≪≫内が役割内容 

１.地域の経済動向調査に関すること 

・中小企業景況調査 → 村上市、新潟県商工会連合会≪調査票の分析、集計≫ 

 ・広報及び告知端末放送 → 村上市≪放送内容作成≫ 

 ・木材関連業種の情報収集 → いわふね森林組合、高根生産森林組合、岩船建築 

  組合連合会朝日支部≪情報提供≫ 

２.経営状況の分析に関すること 

 ・セミナー開催 → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会≪専門家派遣≫ 

 ・専門家による指導（個別） → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会、 

                 ㈱パソナ（ミラサポ）≪専門家派遣≫ 

３.事業計画策定支援に関すること 

 ・セミナー開催 → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会≪専門家派遣≫ 

 ・専門家による指導（個別） → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会、 

                 ㈱パソナ（ミラサポ）≪専門家派遣≫ 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ・「朝日の逸品発掘交流会」開催 → 新潟県村上地域振興局、村上市、都岐沙羅パー

トナーズセンター≪情報提供、人的支援≫ 

 ・専門家による指導（伴走型支援） → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合

会、㈱パソナ（ミラサポ）≪専門家派遣≫

５.需要動向調査に関すること 

 ・地域資源（素材）調査 → 新潟県村上地域振興局、村上市≪情報提供≫ 

 ・試作品・商品開発調査 → にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会≪情報提

供、専門家派遣≫新潟県村上地域振興局、村上市≪情

報提供、人的支援≫㈱パソナ（ミラサポ）≪情報提供、

専門家派遣≫ 
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 ・木材関連業種の需要動向調査 → 新潟県村上地域振興局、村上市≪情報提供≫い

わふね森林組合、高根生産森林組合、岩船建築

組合連合会朝日支部≪情報提供、人的支援≫ 

６.新たな事業の開拓に寄与する事業に関すること 

 ・ホームページ作成指導 → にいがた産業創造機構、全国商工会連合会、新潟県商

（ＳＨＩＦＴ作成含む） 工会連合会、㈱パソナ（ミラサポ）≪専門家派遣≫ 

 

 ・「協議会」運営 → 新潟県村上地域振興局、村上市、いわふね森林組合、高根生産

森林組合、岩船建築組合連合会朝日支部 

≪情報提供、人的支援≫ 

 ・現場見学会 → 新潟県村上地域振興局、村上市、いわふね森林組合、高根生産森

林組合、岩船建築組合連合会朝日支部、都岐沙羅パートナーズ 

センター≪情報提供、人的支援≫ 
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連携体制図等 

 

・「中小企業景況調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「木材関連業種の情報収集」 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「朝日の逸品発掘交流会」 

 

      
＊連絡調整         ＊連絡調整   ＊連絡調整 

 

朝日商工会 

村上市 新潟県商工会連合会 

＊調査委託・集計分析依頼

商工業者 

＊巡回調査、分析結果提供 

いわふね森林組合 高根生産森林組合 岩船建築組合連合会朝日支部 

朝日商工会 

林業者 商工業者

朝日商工会 

新潟県村上地域振興局 村上市 都岐沙羅ＰＣ 

＊参加・出品依頼

商工業者農林業者 一般市民 

＊情報交換

＊情報聴取調査・情報提供
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連携体制図等 

・「朝日地区木材関連業種再興協議会」（仮称） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「現場見学会」 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

一般消費者 

新潟県村上地域振興局 村上市 

いわふね森林組合 高根生産森林組合 

岩船建築組合 

連合会朝日支部 

企画・立案・関係団体連絡調整

林業者 
商工業者（木材建築 

関連業者等） 

都岐沙羅ＰＣ

他地区材木関連業者等 

＊  連絡調整・協力 

＊イベント周知参加申込

連携

朝日商工会 

村上市新潟県村上地域振興局 

いわふね森林組合 林業者 商工業者 高根生産森林組合 

＊情報提供・連携

連携

岩船建築組合連合会朝日支部 

＊販路開拓支援
＊情報提供・連携 ＊情報提供・連携 

＊情報提供・連携 ＊情報提供・連携 ＊販路開拓支援

＊情報提供・連携

朝日商工会 


