
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
酒屋町商工会（法人番号 5110005000888） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

新潟県や新潟市、地域金融機関と連携し、地区内小規模事業者に共通す

る課題「売上の向上・利益の確保」に対し、事業計画の策定やその着実

な実施を事業者に寄り添い支援し、経営力を向上させることで、当地区

の小規模事業者の経営を持続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】 

 地区内外の経済動向調査を実施し業種別動向の調査分析を行い、地域

や小規模事業者の課題を抽出し、情報の提供や巡回・窓口相談において

活用し、助言・指導を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 経営・金融相談等を通じ経営分析を行ない小規模事業者の経営資源を

発掘し、課題解決に向け連携先関係機関等の専門家派遣を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 事業計画策定の重要性の周知と策定事業者の掘り起こしを行い、事業

計画作成支援及び専門家とも連携し伴走型の指導助言を行い、事業計画

に基づいた経営の確立、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【指針②】 

 巡回指導を通じ経営計画の進捗状況の確認を行うとともに、課題解決

に向けた指導・助言を実施し小規模事業者の持続的発展を図る。継続的

なフォローアップを実施し、伴走型の支援に取り組む。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 テストマーケティングを実施し新商品開発に活用してもらう。個店の

消費者アンケートを行い消費者の意見を活用する。地区内消費者の動向

を知るために消費者動向調査を実施。統計資料を分析し情報提供を行う。 

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】 

 Webを活用した販路開拓支援や、見本市・商談会・物産館等へ出展を促

す。地元メディアを活用し情報発信に取り組み、販路拡大を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 地区内の地域資源を活用すべく調査検討し農業者と商工業者が一層の

連携を図るとともに、ゆめ祭り酒屋を通し消費者と商工業者の交流を図

ることにより販売促進に繋げ、地域経済の活性化を図る。 

連絡先 

酒屋町商工会 経営支援室 

〒950-0324 新潟県新潟市江南区酒屋町 821番地 10 

Tel：025-280-2240 Fax：025-280-2572 

E-mail：sakayamachi@shinsyoren.or.jp 

URL：http://www.shokokai.or.jp/15/152014S0006/index.htm 
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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 

 

（地域の概要） 

 当商工会が属している新潟市江南区は、信濃川・阿賀野川・小阿賀野川・日本海東北

道に囲まれ、新潟市のほぼ中心に位置する。昭和期からの河川改修や土地改良事業によ

り広大な農地があり、稲作を中心に多様な農産物を供給する都市近郊型農業が営まれて

いる。また、交通の要衝として、北陸道・磐越道・日本海東北道の高速道路や国道49号・

国道403号及びＪＲ信越本線などが通り、その利便性を活かしたまちづくりが進んでい

ることから、工業団地や大型ショッピングセンターが数多く立地している。 

 酒屋町商工会がある旧中蒲原郡両川村（以下、両川地区）は、信濃川と小阿賀野川の

合流部に位置し、昭和32年に新潟市に合併。平成19年4月、政令指定都市移行及び区政

施行の際に、両川地区は江南区へ組み込まれた。江戸時代、新潟湊へ発着する北前船か

ら会津・長岡へと中継する舟運の舟着場であった歴史を持つ地域であり、新潟市の伝承

芸能である「太々神楽(だいだいかぐら)」が酒屋町商店街内にある八坂社諏訪社合殿神

社に伝わっており、春と秋の祭りにて舞が奉納されている。 

 地区内人口は、新潟市に合併した昭和32年で5,873人であったが、平成2年には4,360

人、平成23年には3,518人、平成29年4月現在では3,196人と合併時の54.4％にまで減少

してきている。江南区の人口が横這いにある中で、新潟県庁までクルマで20分、新潟駅

まで同じく25分という好立地であるにも関わらず、地区全域が市街化調整区域に指定さ

れていることから新規の住宅建築が困難であり、人口は減少を続け、公共交通機関の減

少も進み、過疎化が進行している。 
 
 両川地区及び新潟市江南区の人口の推移（国勢調査及び住民基本台帳より抽出） 

年月 
新潟市江南区 

(平成12年以前は 

該当する地域) 

両川地区 

昭和30年10月 46,189 5,848 

昭和32年5月 ― 5,873 

平成2年10月 62,223 4,360 

平成7年10月 64,209 4,113 

平成12年10月 66,165 3,892 

平成17年4月 67,967 3,871 

平成23年4月 69,451 3,518 

平成29年4月 69,204 3,196 

 

（小規模事業者の現状及び課題） 

 両川地区の商工業者数は、平成29年4月現在で150名、小規模事業者数125名、商工会

員数は94名（普通会員）となっている。平成24年4月現在では、商工業者数は202名、小



- 2 - 

 

規模事業者数は177名、商工会員数は121名（普通会員）であり、この５年間でも、それ

ぞれ25.7％、29.3％、22.3％の減少となっている。 
 
 両川地区商工業者数の推移（酒屋町商工会商工業者名簿より） 

業種 平成19年4月 平成24年4月 平成29年4月 

建設業 53 49 37 

製造業 29 24 21 

卸売業 6 6 10 

小売業 81 77 40 

飲食店 8 9 4 

ｻｰﾋﾞｽ業 33 29 32 

その他 6 8 6 

合計 216 202 150 

 

 河川交通華やかなりし時代には商店街が発達し、近隣地区からも多くの来町者があり

繁栄していた。現在でもその名残から、商工業者の業種別割合で小売業が26.6%を占め、

建設業を上回り最も多い。だが、平成12年から近隣地域へ大型ショッピングセンターが

相次ぎ出店したことで、急激に求心力を失っていった。後継者不在の店舗が多く、事業

主も高齢のため廃業も多い。平成25年には長らく活動していたスタンプ会が解散、平成

26年には商業部会主催の年末年始大売り出しが終了となった。いずれも加盟店の減少と

消費者ニーズとの不一致が要因であり、現在、新たな商業対策を模索している。 

 商店街の賑わい創出のために、毎年９月の第二土曜日に開催している当会主催の「ゆ

め祭り酒屋」は、地区内で最大の集客があるイベントであり、平成29年度で20回目とな

った。普段商店街には馴染みのない若い層の客も多く、商店街の認知度を向上させるこ

とに寄与している。 

 

 地区の主たる産業は農業であり、稲作を中心に日本梨の栽培も行われているが、農業

従事者も高齢化により減少が続いている。これまでにも数回、地域資源の発掘と地域の

特産品開発にも取り組んできたが、前述のとおり米と日本梨程度しか種類が無く、これ

らは県内他地域においても広く栽培されていることから、他との差別化を図れるような

特産品は無いのが現状である。また、地区内に信濃川漁業協同組合があり、信濃川下流

域の漁業を統括し、鮭や鯉などが漁獲され、鮭の養殖にも取り組んでいるが、加工設備

等は存在していない。平成５年には両川工業団地が開設され12社が進出し、地域の雇用

に寄与しているが、新たに拡張するといった計画は現段階では無い。 

 同じ江南区を構成する亀田地区（商工会議所地区）、横越地区（商工会地区）は、合

併の際の合併特例債を活用し、施設整備等も行われているが、昭和期に合併した当地区

に於いては一切行われていない。目立つ観光施設もなく、外部からの誘客を図りにくい。 

 

 新潟市内では絶好の立地にあるにもかかわらず、地域の疲弊が激しい地区であり、小

規模事業者には厳しい経営環境であるのだが、当会担当者が巡回・窓口指導で得た酒屋
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町商店街の小規模事業者の問題点としては、以下のようなものがあげられる。 

 

●売上目標が特になく、収益性も勘頼みで、数値的な裏付けに基づいた目標を設定せず、

顧客が現れるのを待つのみといった漫然とした経営を続けている経営者が多い。 

●自店の強みや弱みといった分析をしていない経営者が多く、何が自店の売れ筋なの

か、何をアピールすべきなのか掴みきっていない。 

●「経営改善計画」といった事業計画については、金融機関への融資申し込み時等に要

求され、慌てて計画を策定する程度であり、計数管理に基づく中長期的な計画性のない

経営者が多い。 

●実は有名店にも決して負けない「イチオシ商品」を持っているが、地区外へのアピー

ルが出来ず、結果販路を広げることが出来ない経営者も多い。 

 

 これまでも商工会としては、金融・税務・労働など経営関連事務の支援や商店街活性

化のイベントといった地域総合振興事業を行ってきたが、事務代行やイベント運営機関

としての性格が強いため、小規模事業者の経営課題の根本的な解決や経営の発達に直結

する支援には至らぬケースが多かった。地区内の現状と課題を踏まえた上で以上の課題

を解決するためには、新潟県や江南区役所、地域金融機関やその他支援機関と連携し、

個店の経営力向上と販売促進、販路開拓への継続的な支援を実施し、また、創業支援に

よる空き店舗対策を行うことで、小規模企業の経営の発達に直結する支援体制を整備し

なければならない。 

 

（小規模事業者の中長期的な振興の在り方） 

 新潟市は平成26年7月1日に「新潟市中小企業振興基本条例」を制定し、同年10月1日

に施行した。そこでは中小企業・小規模事業者の自らの創意工夫と自主的な努力を基本

に、関係団体と市が一体となり中小企業振興の施策を総合的かつ計画的に推進すること

を目的として、平成27年度から平成30年度を第1期計画として活性化プランが策定され

ている（なお、次期プランについては平成31年度から平成34年度の4年間の計画で、本

計画の進捗状況を踏まえて見直しを図るとしている）。そこでは、以下の4つの施策の

方向性が示されている。 

 

Ⅰ．中小企業・小規模事業者が生まれる新たな事業進出支援 

 （新事業の創出支援、新たな受注、技術の高度化等につながる立地支援） 

Ⅱ．成長発展への挑戦を支援 

 （既存事業の高度化支援、成長分野への挑戦支援） 

Ⅲ．元気に活動し続けることを支援 

 （事業継続の取り組み支援、資金調達の円滑化支援） 

Ⅳ．産業を担う人材の確保・育成を支援 

 （若者・女性の就労支援、産業人材の育成支援、従業員の福利厚生の充実支援） 

 

 新潟市の小規模振興施策を踏まえ、酒屋町商工会は両川地区小規模事業者の持続的経

営の実現を支援するため、市や関係機関との連携強化を積極的に図り、商工業発展施策

を積極的に実施していく。 
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 また、酒屋町商工会が立地する新潟市江南区の総合計画である「江南区ビジョンまち

づくり計画」（平成27年度から平成34年度までの８年間）に掲げられている産業施策と

して、 

〇付加価値の高い食品開発の仕組みづくりを地元企業や商工団体とともに進めます。 

〇地域ならではの特産的商品の育成を進めるとともに、それらを集めた特産品見本市を

開催します。 

〇地域に根差した高い付加価値を持つ創造的な産業の育成を進め、雇用の拡大を目指し

ます。 

〇販路の拡大など新たなビジネス展開や、経営相談、各種融資制度の情報提供に努め、

商工業の振興を支援します。 

が挙げられている。 

 

 当会も、これまで両川地区の地域資源を活用した特産品や新商品の開発を促すために

資源の掘り起こしを行ってきたが、商品化までには至らなかった。今後は、過去の支援

体制を見直した上で体制を整備し、関係機関と積極的に連携を図り、支援を行う。 

 そして、地区内の社会経済環境の変化に対応し、経営意欲の高揚や経営体質の強化、

地域密着を意識した個店に向けて、新しい販売スタイルや地域資源を活用した新商品・

特産品を用いた販売促進等、事業者の売上向上と利益確保に向けた支援を行うことで、

両川地区の中心である酒屋町商店街の機能の維持を目指す。 

 

（商工会としての目標） 

 「小規模事業者の中長期的な振興の在り方」を踏まえ、本事業期間内にて小規模事業

者に寄り添いながら経営発達支援事業の効率的な実施を図り、小規模事業者の持続的発

展を目指す。具体的には、 

 

●小規模事業者の経営分析と市場調査によるビジネスモデルを再構築する 

  目標：５年で３６事業所支援 

●創業・第二創業を希望する小規模事業者を重点的に支援し新陳代謝を促進する 

  目標：５年で１０事業所支援 

●小規模事業者の商品・サービス特性に応じた販路開拓・マッチングを支援する 

  目標：５年で７事業所支援 

●地域外へ向けた情報の発信を支援する 

  目標：５年で３０事業所支援 

●地域動向・需要動向に応じた特産品・新商品の開発を支援する 

  目標：５年で７事業所支援 

 

 酒屋町商工会は両川地区唯一の経済団体として、地域活性化に向けて新潟市江南区を

はじめとして地域経済団体との連携を密にし、両川地区の小規模事業者の経営力の底上

げとビジネスモデルの再構築を図る。そして、小規模事業者の持続的発展に向け、今ま

で以上に地域に身近な商工会として役職員一丸となって伴走型支援に取り組む。 
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（目標達成に向けた事業の方針） 

 これまでも酒屋町商工会では、小規模事業者に対し巡回訪問を実施し、経営・金融・

税務・経理・情報化等の基礎的な支援を実施してきた。その中で、新たな課題の抽出・

問題解決に努め、各種機関と連携を図りながら、経営改善普及事業を推進してきた。 

 当地区の小規模事業者は、共通の課題として売上の減少、経営者の高齢化、後継者問

題等が挙げられる。経営指導員の巡回訪問を通じ経営意欲のある事業所を掘り起こし、

経営状況の分析から事業計画の策定まで継続的な支援を行い、事業者が将来的な事業の

方向性を明確にすることが出来るよう、支援を行う。 

 今後、小規模事業者が持続的発展を図っていくために求められることは、顧客のニー

ズを捉えるという考え方と、高付加価値化の方向性を策定することにより、経営力を強

化する点にある。経営発達支援事業を通じて、販売力とブランド力の向上による地場産

業の振興と魅力度向上を目指し、持続的発展に向けた事業計画づくりを地域に密着した

伴走型支援を通じて浸透させなければならない。 

 

 地区内の現状と課題を踏まえた上で以上の課題を解決するために、新潟県や江南区役

所、地域金融機関やその他支援機関と連携し、個店の経営力向上と販売促進、販路開拓

への継続的な支援を実施し、小規模企業の経営の発達に直結する支援体制を整備する。 
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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３０年４月１日～平成３５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） 

 これまで、地域経済の動向については、新潟県商工会連合会や地域金融機関及び日本

政策金融公庫が実施した景況調査の情報を、相談時に活用してきた。これらはいずれも

県内全域を対象とした調査であり、両川地域に特化したものではないため、当地区の小

規模事業者にとっては些か活用しにくい。また、情報の提供についても、これまでは相

談を受けた事業者にしか提供しておらず、有効に活用されているとは言い難い。 

 

（改善方法） 

 この解決を図るため、地域内経済動向調査を当会独自に実施することで、小規模事業

者の事業計画策定に有用な情報の提供を行う。また、地区外経済動向調査については各

種景況調査の結果を利用し調査分析を行い、地区内経済動向調査と比較分析の上、小規

模事業者の経営相談時に活用する。 

 

（事業内容） 

（１）地区内経済動向調査（新規事業） 

 例年６月に商工会全会員を対象として会費査定調査を行ってきたが、今後はその調査

機会にあわせ、会員のみならず地区内の小規模事業者の全てを対象に両川地区に特化し

た経済動向調査を行う。商工会事業のアピールを兼ねて実施し、広く両川地区内の商工

業者の問題点やニーズを調査する。 

 

 調査項目としては、 

  売上高・受注状況、景況、資金繰り、雇用状況、経営上の問題点、商工会に対する 

  意見・要望、新潟市に対する要望等 

 

 「経営上の問題点」を広くピックアップすることで、経営改善へ向けた課題の抽出を

行う。併せて、事業所が販売する商品、提供する役務等の需要動向も調査する。 

 調査結果は経営指導員等が業種別・項目別に整理・詳細に分析し、資料を作成する。

作成した資料は、会報や商工会ホームページにて公表することで広く情報の共有化を図

り、小規模事業者の経営改善に役立てる。小規模事業者が事業計画を策定する上で、活

用しやすくなるよう、調査結果の整備を図る。 

 また、調査項目には商工会に対する意見・要望や新潟市に対する要望も加えることで、

結果については商工会理事会にて検討を行い、今後の商工会事業にも反映させる。 

 

 当初は年１回６月に会費査定調査と同時に郵送にて実施する。対象者数：150 社（地
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区内全商工業者）、回収目標 70％。回数については年々充実を図り、最終的には年４回

の実施を目標とする。 

 

（２）地区外経済動向調査（既存事業改善） 

 全国商工会連合会の中小企業景況調査結果、日本政策金融公庫実施の中小企業景況調

査結果や消費者動向調査結果、日経テレコンや新潟県お買い物動向調査結果を利用して

各種傾向の調査分析を行い、地区内の経済動向調査結果と比較分析を行う。 

 各収集した調査・分析結果等は職場内で共有し、小規模事業者の経営相談時等に活用

するとともに、作成した資料は会報や商工会ホームページにて公表することで広く情報

の共有化を図り、小規模事業者の経営改善に役立てる。小規模事業者が事業計画を策定

する上で活用しやすくなるよう、調査結果の整備を図る。当初は年１回のペースからス

タートし、最終的には年４回の実施を目標とする。 

 

 地区内外の経済動向調査により得られたデータは、相互に比較した上で公表し、その

精度を高めるため、必要に応じ専門家に分析を依頼する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

地区内経済動向調査回数 ０回 １回 １回 ２回 ２回 ４回 

地区外経済動向調査回数 ０回 １回 １回 ２回 ２回 ４回 

商工会報及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
による情報提供回数 ０回 １回 １回 ２回 ２回 ４回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

 従来、金融相談時以外に経営状況の分析を自発的に実施した事業者は皆無に等しかっ

た。また、これまで商工会の記帳機械化受託者に対しては、ネット de 記帳にて出力さ

れた試算表・財務分析データを渡すのみで、事業計画の策定には活用していなかった。

分析内容も財務分析に留まる場合が大多数であり、伴走型の支援とは言い切れない状況

であった。 

 これからは、経営分析や事業化が実現可能な経営計画を策定するなど、より経営支援

力の高い商工会への変化が課題となっている。 

 

（改善方法） 

 まずは巡回及び窓口相談時に経営分析の必要性を説明し、理解してもらうことから始

める。理解を深めることで、経営分析から自発的な事業計画策定へ繋げていくスタート

ラインに立って頂く。なお、全事業者に対し闇雲に取り組むのではなく、小規模事業者

のレベルに応じ、長期的な視点でカウンセリングを行う。 
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 経営分析の項目としては、 

 （収益性）売上高営業利益率、売上高総利益率、経営資本回転率、損益分岐点等 

 （生産性）従業員一人当り年間売上高、一人当り年間総利益高等 

 （安全性）総資本自己資本比率、固定長期適合率、流動比率等 

 その先にある事業計画策定支援を見据え、問題や課題の抽出などの分析・解決策のサ

ポートを行い、小規模事業者の持続的発展を支援する。ＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析（顧客・

競合・自社分析）等、経営分析にも取り組む。 

 また、全国連において開発された分析システム・経営改善計画作成システムを金融、

経営等相談者を中心に活用し、指導員の巡回訪問・窓口相談時に分かり易く説明する。 

 経営支援室一丸となって経営分析に取り組み、成果はその先の事業計画の策定等によ

り、小規模事業者支援に活かしていく。 

 

（事業内容） 

①経営指導員等による日常の巡回指導及び窓口相談、また、経営支援員等による記帳指

導、労働保険事務指導等の際に、事業者の問題点の把握に努め、経営分析の重要性を説

明・指導した上で、対象者を選定する。 
 
②記帳機械化受託事業者は、５年間で全事業所を対象とし、経営分析を行う。 
 
③同業他者と比較するために必要なデータは、日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」

や、新潟県商工会連合会広域指導センターが所有する業種別審査事典を活用する。また、

分析の際には中小企業基盤整備機構が提供する経営自己診断システム等の支援ツール

を活用し、相対的な企業分析を行う。 
 
④ネット de 記帳の財務分析データを有効活用し、巡回指導・窓口指導時にこれら分析

結果を小規模事業者に提供することで、自社の強み・弱み等を数字で説明するとともに、

事業計画策定に係る資料として活用する。これらにより、事業計画をより効果的に策定

することができ、結果、経営の安定化を図ることができる。 
 
⑤より高度な専門的知識を要する分析については、新潟県商工会連合会のエキスパート

バンクや新潟県よろず支援拠点等による専門家派遣を活用する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

経営分析のための 
巡回訪問件数 

０件 

(区分なし) 
３０件 ６６件 １０８件 １５６件 ２１６件 

経営分析事業者件数 ２件 ５件 １１件 １８件 ２６件 ３６件 

うち、記帳機械化事業所 
経営分析事業者件数 ２件 ３件 ６件 ９件 １３件 １８件 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

 事業計画の策定については現状、各種補助金の申請時や、金融機関の条件変更といっ

た相談時に事業計画書の作成指導を行うことが主体であり、売上・収益向上を目的とし

た事業計画策定の支援実績は皆無であった。 

 

（改善方法） 

 今後は、小規模事業者が自ら経営課題を解決するために、上記１・２の地域経済動向

調査、経営分析の結果を踏まえ、事業計画策定を支援し、伴走型の指導・助言を行うこ

とで持続的発展を図る。 

 また、酒屋町商店街では空き店舗が増加していることに加え、事業主が６５歳以上で

後継者不在の店舗も多い。数年後には経営資源を残したまま廃業していく可能性が非常

に高くなっていることから、今後は近隣商工会や他の支援機関、金融機関等とも連携し、

地区内での創業希望者の積極的な発掘と事業引継のマッチングを行う。創業・第二創業

希望者の情報を収集することで創業前からの綿密な指導を実施し、組織的に創業計画の

策定支援を行う。 

 

（事業内容・既存事業者支援） 

①巡回・窓口指導時、専門相談時に事業計画の策定について積極的な啓蒙を行い、自社

の経営状況を把握し事業計画を策定することの重要性を認識してもらい、事業者の意識

改革を図る。特に、新規顧客開拓やＩＴ活用を検討している事業者には積極的に事業計

画策定を促す。 
 
②事業計画策定時には必要に応じ、「（公財）新潟市産業振興財団（ＩＰＣ）」、「にいが

た産業創造機構（ＮＩＣＯ）」、「ミラサポ」、「よろず支援拠点」等の専門家や地域金融

機関等複数の専門家で協力し、事業計画を策定する。 
 
③小規模事業者等に事業計画策定に関する基礎知識を習得してもらうためにはセミナ

ーへの参加が効果的であるが、当会の規模でセミナーの単独開催は難しいため、中小企

業大学校やにいがた産業創造機構等のセミナーを積極的に紹介し、誘導することでカバ

ーする。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

事業計画書作成 
件数（既存事業所） ２件 ２件 ３件 ３件 ４件 ４件 

 

（事業内容・創業・第二創業（経営革新）支援） 

①巡回指導等により、創業希望者の情報収集を行う（特に、当会副会長が地区内で不動

産業を営んでいることから、巡回指導を行うことが創業見込み者についての情報を最も

得やすい）。創業希望者には、地域の消費者ニーズを把握させるために消費動向調査結
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果を提供することで、実現性の高い創業計画策定の支援を行う。 
 
②商工会が会員外に広報を行う際（例：新聞折込み時）、及び当会ホームページを活用

し、当会が創業支援機関であることを幅広く周知・発信する。 
 
③新潟県商工会連合会が開催する創業セミナーの広報を強化し、創業希望者の掘り起し

を行う。必要に応じ、「（公財）新潟市産業振興財団（ＩＰＣ）」、「にいがた産業創造機

構（ＮＩＣＯ）」等支援団体と連携し、創業セミナー等へ誘導を図る。 
 
④創業者の殆どは初めて事業を行う方であるため、経理・税務・労務といった基礎的な

支援に加え、専門的な相談には専門家を派遣し綿密な指導を行う。 
 
⑤平成２７年度に設置された、事業承継専門の相談機関である「新潟県事業引継ぎ支援

センター」を活用することで、事業の引継について専門的な相談と、マッチングを図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

創業支援 
事業者数 １件 １件 ２件 ２件 ２件 ３件 

県連合会創業セミ

ナーへの参加者数 
１件 １件 ２件 ２件 ２件 ３件 

事業計画書作成 
件数（創業事業所） ０件 １件 ２件 ２件 ２件 ３件 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

 既存事業者及び新規創業者共に、事業計画については作成したものの、計画と実行に

ついて比較することもなく、流れのままに事業を続けているパターンが非常に多い。当

会からのフォローアップについても、巡回指導時に計画内容との確認を行う程度で、計

画性をもった支援は行ってこなかった。 

 

（改善方法） 

 今後は、事業計画の策定支援を行った事業者に対し、２カ月に１回以上の定期的な巡

回指導によるフォローアップを行い、ＰＤＣＡサイクルに基づき適宜見直しを図り、今

まで以上に事業者に寄り添った伴走型の支援を行っていく。 

 

（事業内容） 

 フォローアップのための巡回訪問（既存事業改善） 

①支援対象者及び巡回訪問頻度 

 事業計画を策定した地区内小規模事業者の全てを対象に、策定後は２カ月に１回以上

（特に創業者に対しては当初１年間は１カ月１回以上）巡回指導を行い、事業計画の進

捗状況を確認。事業者に寄り添った支援を行う。 
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②支援内容 

 事業者の業種別に経済動向や数値動向等を洗い出し、事業計画とその進捗状況を確認

しながら今後の事業方針を指導する。そして、自店の「売れ筋」や「強み」を早期に見

つけ出し、それを最大限に活かした経営となるよう指導する。 

 状況に応じ、国や県、市等の施策や補助金等を斡旋し、申請についても事業者の立場

に立った支援を行う。 

 設備資金や運転資金など資金需要が発生した場合には、既存の小規模事業者経営改善

資金融資制度に加え、新設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」も活用する。

また、第四銀行酒屋支店・興栄信用組合酒屋支店等地域金融機関の活用も図り、金融面

からバックアップする。 

 支援を進めていく上で、必要に応じ、「エキスパートバンク」や「ミラサポ」、「よろ

ず支援拠点」等と連携し、専門家を派遣し問題の早期解決を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数 ― ２４回 ４２回 ４２回 ４８回 ６０回 

専門家派遣回数 ０回 ３回 ５回 ５回 ６回 ７回 

 ※ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ回数：事業計画策定企業数（創業計画策定企業除く）×6回（2カ月に１回巡回）） 

         創業計画策定企業×12回(1カ月に 1回巡回)）以上の合計数を記載 

 ※専門家派遣数は１企業１回として記載。  

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状及び課題） 

 小規模事業者に限らず持続的経営を進めていく上に於いて、自社が提供する商品・サ

ービスについて、多様化する消費者のニーズを調査・分析した上で、求めに応じたモノ

を作る・売ることが必要であるが、実際に情報を収集し活用している小規模事業者は極

めて少ないのが現状である。「勘」や「感覚」頼みで「待ち」の姿勢が、ここまで商店

街が衰退してしまった要因の一つであるといえる。しかも、小規模事業者はその名のと

おり少人数で事業を行っていることから、自社で需要動向調査を行おうにも人的・資金

的に余裕がないのも現実である。 

 商工会としても過去、イベント時に一般消費者へ向けて需要動向アンケートを実施し

たこともあったが、継続性が無く、小規模事業者にとって新たな需要開拓となる内容と

は言えなかった。また、事業者からの個別相談の際に行っていた需要動向調査も一般的

な情報収集に留まっており踏み込んだ内容とは言えず、情報を活用する意識が希薄であ

った。 

 

（改善方法） 

 特に上記２．経営分析を行った意欲ある小規模事業者に対し、事業者の販売する商

品・サービス(技術)の需要動向に関する情報について、新たな販路を開拓するにあたり
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有効かつ最新の情報として提供することを目的にアンケート調査・収集、整理分析を行

ない、事業計画策定時や事業計画策定後の実施支援に係る巡回訪問時や窓口相談時に提

供する。 

 また、個々の小売業者・サービス業者においてターゲットとする顧客のニーズや需要

動向を把握するため、個店において消費者アンケートを実施し、調査分析を行いデータ

を提供することで、実行性のある経営計画の策定へ向けて的確な支援を行う。 

 そして、昭和期に新潟市へ合併したためこれまで当地区には存在しなかった「消費者

動向調査」を実施することで、両川地区の消費者を対象とした動向調査を行い、回答に

ついては業種別、商品・役務別に分類し、消費者ニーズをつかむ詳細な分析を行う。 

 さらに、小規模事業者が新たな需要開拓や売上・利益確保への意識づけを行っていく

上でタイムリーな情報提供を実施するため、行政機関、金融機関のシンクタンク、業界

団体等が持つ情報を収集し、分析・整理を行い、情報提供を行う。 

 

（事業内容）【指針③】 

①テストマーケティング調査の実施による需要動向調査（新規事業） 

 経営分析を行なった意欲ある小規模事業者向けに、当商工会が主催し毎年９月に開催

するイベント「ゆめ祭り酒屋」の会場内や、新潟市及びフードメッセ in にいがた運営

会議が主催する食の見本市「フードメッセ inにいがた」、全国商工会連合会が運営する

「むらからまちから館」、にいがた産業創造機構が運営する「表参道・新潟館ネスパス」

等アンテナショップに出店を促し、来場者から農産品の地域資源（両川梨（日本梨）を

想定）等を活用した新商品・試作品についてテストマーケティング調査（アンケート調

査）を実施する。商品や取り扱う事業者の課題、顧客ニーズを集計抽出したうえで結果

を事業者に提供し、新たな需要開拓の方向性や新商品新サービスの開発に活用してもら

う。 

  ○調査対象者：会場来場者（１商品あたり 50件以上目標） 

  ○調査内容：味、見た目（商品そのもの、及びパッケージデザイン）、想定単価、 

        想定する購入方法等 

  ○調査方法：当商工会で顧客ニーズに関するアンケート用紙を作成し、会場内特設 

        ブースにて来場者より商品のモニタリングをしていただき、その場で 

        アンケートへ記入いただき回収する。 
 
 なお、当商工会地区内にＢｔｏＢを主力とする事業者は殆どみられないことから、当

面はＢｔｏＣに関する需要動向調査を行う。今後、新たにＢｔｏＢを主力とする事業者

が生じた場合は改めて対応する。 
 
②個店の消費者アンケート調査（新規事業） 

 個々の小売業者・サービス業者において消費者の需要動向を把握するには、自店へ来

店する顧客に対しアンケート調査を行うことが最も現実的な方法である。当会において

小規模事業者の業種・商圏・取扱商品・来店客層に応じたアンケートを作成し、個店に

て調査を実施することで、情報収集の支援を行っていく。 

 調査項目としては以下のとおり。 
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（共通項目） 

 ・性別・年齢・居住集落・世帯人数 

 ・よく利用する来店手段 
 
（小売店調査項目） 

・商店街等の小規模小売店利用の有無とその理由 

・買い物をする上で参考にしているもの（チラシ、Web、口コミ、雑誌、TV など） 

・よく利用する店舗名 

・商店街等の小規模小売店で取り扱って欲しい商品やサービス 

・商店街等の小規模小売店の商品、値段、接客、サービス、店舗、駐車場、営業時間に 

 ついての改良点 など 
 
（飲食店調査項目） 

・商店街等の飲食店利用の有無とその理由 

・店を選ぶ上で参考にしているもの（チラシ、Web、口コミ、雑誌、TV など） 

・店を選ぶ上で重視するもの（味、量、盛り付け、値段、接客、居心地、距離、待ち 

 時間等々） 

・好みのメニュー 

・飲食店には誰と行くことが多いか 

・よく利用する飲食店名 

・商店街等の飲食店で取り扱って欲しいメニューやサービス 

・商店街等の飲食店の接客、値段、サービス、店舗、駐車場、営業時間についての改良 

 点 など 
 
（標本数）小売店・飲食店ともに１店舗当たり５０（当地区世帯数の約５％） 
 
 現在の商品・サービスに対する意見や改善して欲しい事項などについて消費者の素直

な意見をいただく。得られたデータは当会にて集計の上、数値として個店へ提供するこ

とで、販路開拓への伴走型支援を進めていく。 
 
③消費者動向調査（新規事業） 

 従前より新潟県が実施する「消費動向調査」はあるが、あくまでも平成の合併以前の

市町村単位での調査であり、昭和の合併で新潟市となった両川地区に、地区内消費者の

動向を知る資料はこれまで一切存在しなかった。 

 そこで外部専門機関を活用し、両川地区内の全世帯を対象とした購買品目毎の購買地

域や酒屋町商店街の利用頻度、商店街での不足業種、希望業種、要望等の調査を３年に

１回行う。調査方法としては両川地区自治会の広報回覧板を活用し、回覧板で全世帯（平

成 29 年 4 月 1 日現在 1,169 世帯）に調査を依頼し、ハガキにて回収を行うことで回収

率を高める。 

 調査結果は商工会報や商工会ホームページ、及び自治会の回覧板を利用し公表するこ

とで情報提供を行い、小規模事業者の事業計画策定に活用する。また商店街の不足業種、

希望業種、要望の調査結果は空き店舗対策の基礎データとしての活用や、創業希望者へ

提供を行い、事業計画の策定につなげていく。 
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④統計資料や文献等による業種別・品目別の市場の把握 

 ①テストマーケティング調査の実施による需要動向調査、及び ②個店の消費者アン

ケート調査 を実施した事業者を対象に、ターゲットとする市場の消費者動向や業界の

動向・トレンド等を把握するために、総務省・経済産業省のホームページ、金融機関や

業界団体・経済誌のレポート、日経テレコン等から経営指導員が定期的に情報を収集し、

整理・分析する。整理・分析した情報は四半期ごとに簡潔なレポートにまとめ、巡回時

等に事業者へ提供し、新商品開発や今後の事業戦略策定等に活用する。 
 
 調査方法：経営指導員が需要動向に関する情報を定期的に収集し、業種ごとに下記の

収集項目について整理・分析を行い、四半期ごとに簡潔なレポートにまと

め事業者へフィードバックする。 
 
 調査項目： 

資料の名称 収集する項目 

関連省庁のホームページ・レポート 

総務省統計局「家計消費状況調査」 

「家計調査」 

経済産業省「中小企業白書」「小規模 

企業白書」等 

家計消費動向 

業績の優良な小規模事業者の特徴 

需要を見据えた経営の事例等 

各種書籍、業界団体・シンクタンク・ 

金融機関等のレポート等 

業界動向 

業況や主要企業の紹介・分析 

業界の課題と展望等 

日経新聞、日経テレコン、日経ＭＪ、 

日経トレンディ、週刊ダイヤモン 

ド等、業界情報コンテンツ 

最新のトレンド 

販売動向・売れ筋商品ＰＯＳ情報 

繁盛店の状況 

顧客ニーズ・消費者の動向 
 
 提供方法：職員で分析結果の情報を共有し、対象者への巡回や窓口相談の時に調査結

果レポートを直接配布等により提供を行い、新商品開発のアイデアや今後

の事業戦略策定等を検討する資料として活用する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査実施 

調査結果提供事業者数 

（事業内容①ゆめ祭り酒屋） 

０件 １件 ２件 ３件 ３件 ５件 

ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査実施 

調査結果提供事業者数 

（事業内容①ﾌｰﾄﾞﾒｯｾ in新潟） 

０件 １件 １件 ２件 ２件 ３件 

ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査実施 

調査結果提供事業者数 

(事業内容①むらからまちから館) 

０件 １件 １件 ２件 ２件 ３件 
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ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査実施 

調査結果提供事業者数 

(事業内容①表参道・新潟館ﾈｽﾊﾟｽ) 

０件 １件 １件 ２件 ２件 ３件 

個店の消費者ｱﾝｹｰﾄ 

調査実施事業者件数 

（事業内容②） 

０件 ３件 ５件 ８件 １０件 １０件 

消費者動向調査 

実施回数 

（事業内容③） 

０回 １回 ― ― １回 ― 

業種別品目別市場の把握 

調査情報提供事業者数 

（事業内容④） 

０件 ４件 ７件 １１件 １３件 １５件 

 

 

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】 

（現状及び課題） 

 酒屋町商店街が衰退した要因としては、周辺地区への大型店出店といった外的要因も

大きいものの、個店において新たな顧客開拓を積極的に行ってこなかったことが大きな

要因である。日用品、買回り品が主体で他と差別化できる特産品等は少なく、現状では

地区内既存客相手の経営であり、新規顧客開拓を積極的に行う個店は極めて少ない。チ

ラシの新聞折込みといったアピールや、自社でホームページを開設し外部へＰＲといっ

たＩＴを活用する事業所も少ない。これは、小規模事業者の情報発信について個別事業

所の対応任せで、これまで積極的な支援活動を行ってこなかった商工会にとっても大き

な課題である。人口が減少を続けている当地区にありながら既存客相手のみの商売では

消滅するのも時間の問題であり、経営資源を有効に活用し、効果的な売上拡大へと繋げ

るための支援体制の整備が早急に求められる。 

 

（改善方法） 

 現状を打開するには、両川地区に留まらない幅広い地域の消費者に対し、商品・サー

ビスのアピールと販路開拓が必要である。小規模事業者が経営課題の解決を目指すべく

策定した事業計画をより実りあるものとするために、販路開拓に活用できるインターネ

ットの活用支援と、展示会・物産展等への参加を支援することで、持続的な発展を図る。

インターネット通販を希望する事業者については重点的に指導を行い、必要に応じて専

門家派遣事業を活用し販路開拓を支援する。 

 そして、既存地元マスメディアを活用した情報提供への支援を行う。インターネット

が普及したとはいえ、中高年齢者が最も目にするメディアは新聞やテレビ番組であるこ

とから、小規模事業者にこれら地元マスメディアの活用を促すことで、地域内外からの

需要の開拓に繋げる。 

 

（事業内容） 

①インターネットを活用した情報発信支援（既存事業改善） 

 ＩＴを活用していない小規模事業者に新たな販促ツールを提供することを目的とし
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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」、地域特産品通販サ

イト「ニッポンセレクト」、SNS（facebook、twitter、blog等）、日本政策金融公庫が提

供する「インターネットビジネスマッチング」等ＩＴツールを巡回・窓口指導時に小規

模事業者に対して周知紹介し、小規模事業者の情報発信を支援する。これは単に登録を

行うだけではなく、更新方法やページ構成、商品写真、SEO 対策やアクセス解析などを

継続的に支援し、「インターネットを使いこなす」という意識づけも行う。情報を発信

することで、地域外からの顧客の獲得を目指す。 
 
②外部機関・専門家と連携し展示会等へ出展することで販路開拓支援（既存事業改善） 

 主として食品製造小売事業所を中心に、「イチオシ商品」を持ちながらも両川地区で

のみ販売している小規模事業者の新たな販路開拓として、外部支援機関が行っている展

示会・商談会への参加をすすめる。 

 具体的には、新潟市が主催する食の見本市「フードメッセ in 新潟」への出展や、全

国商工会連合会が運営する「むらからまちから館」やにいがた産業創造機構が運営する

「表参道・新潟館ネスパス」等アンテナショップの活用を積極的に小規模事業者に促し、

小規模事業者の商品の周知及び販路開拓に努める。これらは情報の提供に留まるのでは

なく、出展に係る事務手続き、効果的な展示方法や商品・サービスのＰＲ方法等を指導

する。出展時も来場者に対し商品需要調査を行い、得られたデータを集計し提供するこ

とで、新市場開拓のための事業者の販路開拓に活用して頂く。 
 
③地元メディアを活用した情報発信支援（新規事業） 

 自社商品のアピールが苦手である小規模事業者が、自らプレスリリースを発信できる

ようになることを目指し、プレスリリースに関するセミナーを開催し、認知度の高い地

元メディアを活用した情報発信に積極的に取り組む。必要に応じ、にいがた産業創造機

構の広報相談会へ斡旋し商品の PRを後押しする。 

 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

SHIFT登録事業所件数 

（事業内容①） 
１１件 １５件 ２０件 ２５件 ３０件 ３０件 

ニッポンセレクト登録 

事業所件数（事業内容①） 
１件 ２件 ３件 ３件 ４件 ４件 

同上、売上増加事業所件数 

（事業内容①） 
０件 ２件 ３件 ３件 ４件 ４件 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ登録 

事業所件数（事業内容①） 
０件 ２件 ３件 ３件 ４件 ４件 

同上、売上増加事業所件数 

（事業内容①） 
０件 ２件 ３件 ３件 ４件 ４件 

フードメッセ in 新潟出展

事業所件数（事業内容②） 
０件 １件 １件 ２件 ２件 ３件 

同上、出展事業所売上増加

件数（事業内容②） 
０件 １件 １件 １件 ２件 ２件 



- 17 - 

 

「むらからまちから館」 

「ﾈｽﾊﾟｽ」出展事業所件数 

（事業内容②） 

０件 １件 １件 ２件 ２件 ３件 

同上、出展事業所 

売上増加件数（事業内容②） 
０件 １件 １件 １件 ２件 ２件 

ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽｾﾐﾅｰ実施回数 

及び参加者数（事業内容③） 

０回 

０名 

１回 

５名 

１回 

５名 

１回 

７名 

２回 

１０名 

２回 

１２名 

地元メディア利用情報発信 

事業者数（事業内容③） 
０件 １件 ２件 ２件 ３件 ３件 

 
 なお、当商工会地区内にＢｔｏＢを主力とする事業者は殆どみられないことから、当

面はＢｔｏＣに関し目標を設定する。今後、新たにＢｔｏＢを主力とする事業者が生じ

た場合は改めて対応する。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

 これまで両川地区全体の現状や課題、今後の方向性について共有化を図る組織とし

て、「両川地区地域づくり協議会」が亀田郷土地改良区の主体で運営されてきた。この

協議会は商工会・土地改良区・ＪＡ・自治会等により構成され、両川地区の地場農産品

（地域資源）の活用策やイベントの開催、酒屋町商店街に隣接する小阿賀野川河川敷整

備等について協議を行ってきたが、平成 28 年度末をもって「両川地区コミュニティ協

議会」に吸収された。コミュニティ協議会は自治会・町内会が主体となっている組織で

あり、地域の日常生活における課題解決を図ることが主体の組織となっているため、こ

れまでの地域づくり協議会のように広い見地から地域経済の課題に踏み込むことは難

しいものと想定される。 

 これまでも述べてきたとおり、やる気のある個別企業をピックアップし支援強化を進

めるのは当然ではあるが、地域づくり協議会が消滅することが決定的となった今、酒屋

町商工会が中心となって地域全体の活性化を図ることで地区外からの来客数を増やし、

両川地区を盛り上げていくことも重要な課題である。同じ江南区を構成する亀田地区

（商工会議所地区）、横越地区（商工会地区）は、合併の際の合併特例債を活用し施設

整備等も行われているが、昭和期に新潟市と合併した当地区に於いては一切行われてい

ない。目立つ観光施設もなく、また、農水産業においても他地域との差別化が図れるよ

うな産品も少なく、従来のままでは外部からの誘客を図りにくい。 

 

（改善方法） 

 そこで、地域の魅力を向上させるために、過去に取り組みはあったものの立ち消えと

なってしまっていた地域資源の調査研究及び商品開発に改めて取り組み、小規模事業者

の新たな販路開拓を支援する。 

 また、両川地区最大のイベント「ゆめ祭り酒屋」は、これまでも商工会主催のもと、

自治会、コミュニティ協議会、ＪＡ、土地改良区、福祉施設、スポーツ少年団等地域の

組織が一丸となって開催している。当会青年部が生み出したご当地ヒーロー「江南宣隊
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ユメレンジャー」の知名度により若年層や地区外から来客も多く、地区の総人口にも近

い毎年延べ 3,000名程の集客がある。この集客力をさらに伸ばすことで個店の知名度向

上に利用し、また、実行委員会にて他の地域組織と連携を深めることで、「地域資源調

査員会（仮称）」の活動につなげ、地域としての知名度向上を目指す。 

 

 

１．地域資源調査研究（新規事業） 

（事業内容） 

①商工会内に「地域資源調査委員会（仮称）」を青年部・青年同友会を主体として立ち

上げ、自治会、コミュニティ協議会、ＪＡ、区役所等から参画してもらい、地域資源調

査と商品化の可能性について検討する。検討成果については広く公表することによっ

て、個別企業の新たな経営資源となるよう活用する。 
 
②また、委員会にて商品化可能な地域資源が提示された際は、専門家の指導を受けなが

ら既存事業者及び創業・第二創業者への事業計画策定の材料として提供し、地域資源を

活かした商品の開発に着手する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

会議の開催回数 ０回 １件 ２回 ２回 ２回 ２回 

地域資源調査回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

 

２．ゆめ祭り酒屋の開催による活性化策（既存事業改善） 

（現状及び課題） 

 両川地区には各集落毎に小規模な祭りは開催されてきたものの、地区住民が一同に集

うような催事が無かったことから、平成 10年度より「ゆめ祭り酒屋」を開催している。

酒屋町商店街及び両川地区内小規模事業者と自治会、ＪＡ、土地改良区、福祉施設、ス

ポーツ少年団等が一体となり、両川地区全体の活性化と地域経済の発展を目指すことを

目標として、毎年９月の第二土曜日に商店街内各店及び商工業者による自社製品・商品

のＰＲ出店、模擬店、ステージイベントによる地域芸能発表などを実施している。 

 地元新聞にも掲載されるなど祭の知名度は高まってきたが、来場者数はここ数年伸び

悩んでいる。 

 

（事業内容） 

①ゆめ祭り酒屋を、地元消費者に対する小規模事業者のアピールの場と捉え、出店者数

の増加を図るとともに、出店者に対し今後の販売促進手段の一つとして活用できるよ

う、来場者にアンケート調査を実施し、回答頂いた方には後日商店街で利用できるクー

ポン券を配布する。新規顧客の開拓を期待できる。 
 
②毎回イベント内容の見直しを図り、地元住民や地区外の方からも足を運んで頂ける魅
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力あるゆめ祭り酒屋となるよう実行委員会で検討し、地区小規模事業者への認知度を高

めていく。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

参加事業者数 ３件 ４件 ５件 ６件 ６件 ７件 

ゆめ祭り集客数 3,000名 3,200名 3,400名 3,500名 3,600名 3,600名 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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 

（現状及び課題） 

 これまでも地域経済の活性化や経営改善普及事業について、様々な支援機関と情報交

換を行ってきた。だが、その内容については限られた中での表面的な情報共有に留まっ

ていたのが現状である。 

 今後は、情報交換の場において抽出された課題について積極的な意見交換を行い、小

規模事業者への支援手法の取得を主眼に置いた内容となるよう実施する。 

 

（改善に係る事業内容） 

①江南区商工団体連絡協議会による情報交換（既存事業改善） 

 当会と同じ新潟市江南区に所属する横越商工会と、年に１回、地域の地区内経済動向

調査及び消費者動向調査の結果を持ち寄り、地域商工業者の問題及び課題について議

論。地域経済活性化について定期的な意見交換を実施することで、今後の経済活性化支

援策についての情報交換を行う。（正副会長及び経営指導員にて構成） 
 
②広域連携における新潟市連合商工会での情報交換（既存事業改善） 

 新潟市内 15 商工会で組織する、新潟市連合商工会の懇談会内において、年に２回、

各地域の景況感や動向、小規模事業者への支援事業、直面している課題等について情報

交換を行い、ノウハウや効果的な事業の推進方法について共有を図る。（正副会長及び

経営指導員にて構成） 
 
③関係機関との情報交換（既存事業改善） 

 日本政策金融公庫新潟支店が年に１回実施する「小規模事業者経営改善貸付推薦団体

連絡協議会」、新潟県信用保証協会が実施する「中小企業連携ミーティング」、関東税理

士会新潟支部が年に１回実施する「連絡協議会」等々、各種関係機関と開催する会議に

おいて意見交換を行い、経済動向や地域の小規模事業者の抱える経営上の悩み、支援の

現状・ノウハウ・対応方法等について情報交換を図るとともに連携を強化していく。（各

関係機関職員と経営指導員にて構成） 
 
④地域金融機関及び行政との情報交換（新規事業） 

 地区内に２行立地する金融機関「第四銀行酒屋支店」及び「興栄信用組合酒屋支店」
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との懇談会を年１回開催し、地区内の金融情勢や景況状況について意見交換を行い、地

域小規模事業者の状況に即した金融支援ノウハウを習得し、支援体制に反映させる。 

 また、新潟市江南区役所産業振興課商工観光係担当者と商工会役員との懇談会を年に

１回開催し、市との連携の中で必要な施策及び事業の経済的な支援について情報交換を

行う。そこには地区内経済動向調査で得られた新潟市に対する要望も加え、より効果的

な小規模企業施策を得られるよう働きかける。（各関係機関職員と、当会役員及び経営

指導員にて構成） 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

地域金融機関 

情報交換会議実施回数 
０件 １件 １件 １件 ２件 ２件 

行政との 

情報交換会議実施回数 
０件 １件 １件 １件 ２件 ２件 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状及び課題） 

 これまでも新潟県商工会連合会が主催する職制別研修会、テーマ別研修会に参加し研

鑽しているが、職員個々への知識の取得と情報収集に留まっており、職員相互の知識等

の共有は図られておらず、経営支援室としての小規模事業者への支援能力や体制の構築

までに至っていないのが現状であった。 

 小規模企業基本法、小規模支援法の改正による新しい中小企業施策の変化に応え、組

織としての経営支援機能を強化するために、個々の能力資質の向上と、経営支援室とし

ての体制構築が大きな課題である。 

 

（改善に係る事業内容） 

①新潟県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、にいがた産業創造機構や中小企業

大学校が主催する研修に経営指導員が年間１回以上参加することで、売上や利益を確保

することを重視した支援能力の向上を図る。小規模事業者持続化補助金の事業計画セミ

ナー等に積極的に参加し、事業計画書の策定に関するノウハウの習得に努める。 
 
②経営支援室内において「勉強会」を月に１回開催し、経営指導員・経営支援員全員が

参加し、組織内で経営指導員のノウハウを共有する。特に、事業計画書の策定について

は経営支援室内でチーム体制を組み一つにまとめ上げることによって、経営支援室全体

で事業計画書策定のノウハウの習得と情報を共有する。 

 チームで小規模事業者を支援することを通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学

ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 支援事業者のデータについては、商工会内のデータサーバへ一括保存することにより

経営支援室全体で情報を共有し、支援体制を整える。人事交流で職員が異動した際も、

支援事例等のファイルを作成して、スムーズな引き継ぎを行うことができる体制を構築

する。 
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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 

 経営発達支援事業の実施にあたり、今後は総会での報告に加え、事業の評価及び見直

しをするための仕組みとして以下の通り評価・検証に取り組む。 

 

（事業内容）事業評価委員会の設置 

①目的 

 これまで事業報告及び見直しについては理事会及び年１回の総会にて報告するのみ

で、各事業の実施状況の検証と評価については特段実施されてこなかった。これでは次

年度等に見直しをすべき点があっても次年度に活かす仕組みとはなっていないため、経

営発達支援計画の実施効果を高めることを目的とし、事業評価委員会を設置する。 
 
②開催時期及び委員構成 

 毎年度末に、商工会三役に外部有識者として新潟市江南区役所産業振興課商工観光係

の担当者を招き「事業評価委員会」を１回開催。 
 
③評価項目 

 支援を受けた小規模事業者に対し「支援満足度アンケート」を実施し、得られた回答

をフィードバックすることで経営発達支援計画の内容と達成度を確認し、事業の実施状

況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 また、毎年度経営発達支援事業各事業内で掲げた目標数値に対し、達成率を 20％刻み

で５段階評価（１(低)～５(高)）にて評価を行い、３以下の評価の場合は、事業そのも

の及び担当者の見直しを含めた抜本的な体制の修正を検討する。 
 
④事業の成果・評価・見直しの結果については理事会にて報告し承認を得る。 
 
⑤事業の成果・評価・見直しの結果については報告書を作成したうえで商工会報にて周

知し、地区内小規模事業者や関係者が計画期間中いつでも閲覧できる状態にしておく。

またホームページ（http://www.shokokai.or.jp/15/152014S0006/index.htm）による公

表を併せて行う。 
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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 

（２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

    経営発達支援事業を実施する体制 

     酒屋町商工会 経営支援室（３名） 

      経営指導員 １名 

      経営支援員 １名（補助員） 

      記帳指導員 １名 

 

    酒屋町商工会の組織 

     会員数：９４名 

     役 員：会長１名、副会長２名、理事１７名、監事２名 

     事務局：経営指導員１名、経営支援員１名、記帳指導員１名 

 

（２）連絡先 

    酒屋町商工会 経営支援室 

    〒950-0324 新潟県新潟市江南区酒屋町 821番地 10 

    Tel：025-280-2240 Fax：025-280-2572 

    E-mail：sakayamachi@shinsyoren.or.jp 

    URL：http://www.shokokai.or.jp/15/152014S0006/index.htm 
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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） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

経営発達支援事業 

 経済動向調査事業 

 情報提供事業費 

 セミナー等開催費 

 経営分析事業費 

 事業計画策定事業費 

 販路開拓支援事業費 

 情報交換会等会議費 

 職員資質向上事業費 

 

150 

100 

100 

150 

250 

150 

50 

50 

 

150 

100 

100 

150 

250 

150 

50 

50 

 

150 

100 

100 

150 

250 

150 

50 

50 

 

150 

100 

100 

150 

250 

150 

50 

50 

 

150 

100 

100 

150 

250 

150 

50 

50 

（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 

会費手数料等収入、県補助金、市補助金、受託料収入、助成金収入 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。 
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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 

(2) 経営状況の分析に関すること 

(3) 事業計画の策定に関すること 

(4) 事業計画策定後の実施支援に関すること 

(5) 需要動向調査に関すること 

(6) 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(7) 地域経済の活性化に資する取組み 

(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に関すること 

 

連携者及びその役割 

 

連携者名称 住所 電話番号 

新潟県 

知事 米山隆一 

新潟県新潟市中央区新光町4-1 025-285-5511 

《役割と効果》 

(1)～(9)の全てにおいて連携を図り事業を実施する。各種経済指標やデータを所有していることから、連携するこ

とにより事業を効果的に進めることが出来る。支援力向上のための研修会の効果も大である。 

新潟県商工会連合会 

会長職務代行 副会長 石田三夫 

新潟県新潟市中央区新光町7-2 025-283-1311 

《役割と効果》 

(1)～(9)の全てにおいて連携を図り事業を実施する。各種経済指標やデータを所有しており、ノウハウもあること

から、連携することにより事業を効果的に進めることが出来る。支援力向上のための研修会の効果も大である。 

(公財)にいがた産業創造機構 

理事長 米山隆一 

（新潟県よろず支援拠点） 

（新潟県引継センター） 

新潟県新潟市中央区万代島5-1 025-246-0025 

《役割と効果》 

(1)～(9)の全てにおいて連携を図り事業を実施する。専門家を多数抱えておりノウハウも備えていることから、連

携することにより事業を効果的に進めることが出来る。 

(一財)新潟経済社会ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 

理事長 曽山稔 

新潟県新潟市中央区東大通2-1-18 025-246-3211 

《役割と効果》 

(1)(5)(6)において連携を図り事業を実施する。経済動向調査や分析に長けており、連携することにより事業を効果

的に進めることが出来る。 

新潟市 

市長 篠田昭 

新潟県新潟市中央区学校町通１番町602 025-228-1000 
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《役割と効果》 

(1)(6)(7)において連携を図り事業を実施する。地域経済についてよく知る地元自治体と連携することにより、事業

を効果的に進めることが出来る。 

新潟市江南区 

区長 米山弘一 

新潟県新潟市江南区泉町3-4-5 025-383-1000 

《役割と効果》 

(1)(6)(7)において連携を図り事業を実施する。地域コミュニティ・地域経済についてよく知る地元自治体と連携す

ることにより、事業を効果的に進めることが出来る。 

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4-4-27 

NBF新潟テレコムビル 

025-246-2011 

《役割と効果》 

(1)～(6)(8)(9)において連携を図り事業を実施する。これまでも緊密な関係を築いてきており、事業計画の策定に

係る資金調達の観点からも、連携することにより事業を効果的に進めることが出来る。 

第四銀行酒屋支店 

支店長 本間恵一 

新潟県新潟市江南区酒屋町字屋敷付523-1 025-280-3111 

《役割と効果》 

(1)～(8)において連携を図り事業を実施する。地域経済の事情に詳しく、企業情報も多数所有していることから、

連携し情報を交換することで事業を効果的に進めることが出来る。 

興栄信用組合酒屋支店 

支店長 宗村浩樹 

新潟県新潟市江南区酒屋町字屋敷付840 025-280-2570 

《役割と効果》 

(1)～(8)において連携を図り事業を実施する。地域経済の事情に詳しく、企業情報も多数所有していることから、

連携し情報を交換することで事業を効果的に進めることが出来る。 

新潟県信用保証協会本店営業部 

部長 田中満 

新潟県新潟市中央区川岸町1-47-1 025-267-1311 

《役割と効果》 

(1)～(6)(8)において連携を図り事業を実施する。地域経済の動向や金融情勢について情報を持っており、連携する

ことにより事業を効果的に進めることが出来る。 

新潟市連合商工会 

会長 石田三夫 

新潟県新潟市西蒲区巻甲2576-3 

巻商工会内 

0256-72-2026 

《役割と効果》 

(8)(9)において連携を図り事業を実施する。連携することにより支援ノウハウを共有し、また他地区の動向につい

ても把握することが出来ることから、より事業を効果的に進めることが出来る。 

新潟市農業協同組合南部支店 

支店長 平 栄 

新潟県新潟市江南区嘉木217-1 025-280-6321 

《役割と効果》 

(1)(5)～(7)において連携を図り事業を実施する。特に地域資源と特産品開発において連携することにより販路開拓

や地域活性化につなげ、事業を効果的に進めることが出来る。 

両川地区コミュニティ協議会 

会長 豊岡克 

新潟県新潟市江南区酒屋町821-8 025-280-2511 

《役割と効果》 

(7)において連携を図り事業を実施する。地域コミュニティの中核のひとつであり、連携することにより事業を効果

的に進めることが出来る。 
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両川地区自治会連絡協議会 

会長 江部勇 

新潟県新潟市江南区酒屋町259-3 025-280-3196 

《役割と効果》 

(5)(7)において連携を図り事業を実施する。地域コミュニティの中核のひとつであり、連携することにより事業を

効果的に進めることが出来る。 

酒屋町商工青年同友会 

会長 友坂弘之 

新潟県新潟市江南区酒屋町821-10 

酒屋町商工会内 

025-280-2240 

《役割と効果》 

(7)において連携を図り事業を実施する。イベントの開催等、地域活性化へのノウハウがあり、連携することにより

事業を効果的に進めることが出来る。 
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連携 

連携機関 
新潟県            興栄信用組合酒屋支店 
新潟県商工会連合会     新潟県信用保証協会本店 
にいがた産業創造機構       新潟市連合商工会 
新潟経済社会ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ  新潟市農業協同組合南部支店 
新潟市         両川地区コミュニティ協議会 
新潟市江南区       両川地区自治会連絡協議会 
日本政策金融公庫新潟支店   酒屋町商工青年同友会 
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