
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（柏崎市連合商工会） 
黒姫商工会 北条商工会 高柳町商工会 西山町商工会 

実施期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

目標 

地域の強みや課題を踏まえ、小規模事業者の持続的発展と経営力向上

等を支援する。多様な地域資源を活用して新商品・新サービスの開発や

地域ブランドの確立を目指し、それらを活用しての創業・第二創業・事

業承継等の取組みに対して積極的に支援を行い、人口減少時代にあって

も確固とした産業と地域の担い手を育成・確保することで、柏崎市総合

計画達成の一翼を担う。 
実施期間を通じて 60件以上の事業計画（経営計画）の策定を行い、そ
の実行を伴走型支援によりサポートする。 

事業内容 

I. 会員実態調査等の実施 
(1)会員実態調査アンケート等の実施により事業者の課題抽出やニーズ把
握を行う。 
(2) 広域的な視点から地域資源調査を実施し産業資源への転用や活用の
方法を検討する。 

II. 経営分析・需要動向等調査 
(1)創業・第二創業・事業継承等のテーマでセミナーを開催し事業計画策
定の啓発を行う。 
(2)巡回・窓口相談、各種セミナー等を通じて経営分析を実施し、問題点
や課題を抽出して事業者にフィードバックする。 
(3)需要動向やその背景等について調査分析し積極的に情報提供を行う。

III. 事業計画の策定・実施支援 
(1)日々の相談等を通じ事業計画策定を目指す事業者の掘り起しを行う。
(2)事業者と一緒になって、実態に即し実効性ある事業計画が策定できる
よう支援を行う。 

(3)計画の進捗や効果などを確認しながら伴走型のフォローアップを行

う。 

IV. 小規模事業者販路開拓支援 
(1) 販路開拓に資するため展示会、見本市、商談会・物産展等の開催や参
加に対し支援を行う。 
(2)SHIFTやミラサポへの登録を推進しWebや SNS等による情報発信を
支援する。 

連絡先 

黒姫商工会 〒945-1241柏崎市野田 853-1  ℡0257-29-2001
北条商工会 〒949-3724柏崎市大広田 68-1  ℡0257-25-3322
高柳町商工会 〒945-1052柏崎市高柳町岡野町 1859-3 ℡0257-41-2407
西山町商工会 〒949-4124柏崎市西山町礼拝 430-2 ℡0257-47-2086

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

柏崎市は古くから、北国街道の宿場町、北前船の寄港地などとしてその交通の利便性

から商業中心地として栄えてきました。明治時代に石油産業が勃興し、関連する機械金

属工業も発展しました。現在は原子力発電所の立地でも知られています。 

昭和 30～40 年代に周辺地域とともに黒姫・北条地区が編入され、平成 17 年に高柳町、

西山町が合併し長い海岸線と豊かな田園と緑の山々を背景に農商工のバランスした現

在の柏崎市が形成されました。 

かつては 10 万人を超えた柏崎市人口は現在 8 万 8 千人と減少傾向にあり、消滅可能

性都市の一つとされています。市域の周縁に立地する各商工会地区は、全国や市街地を

上回るペースで少子高齢化、さらには過疎化、それに伴う地域の疲弊が進んでいます。

表 1 商工会地区別会員数等1 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで市内に立地する黒姫・北条・高柳町・西山町の 4 商工会は、柏崎市等の理解と

指導の下、それぞれの持つ経営改善のノウハウや人的資源等を集約して有効活用し、規

模のメリットを活かして商工会機能を向上させ会員サービスの一層の充実を通じて経

営支援を行うため平成 26 年度から広域連携体制をとることにしました。 

4 商工会で構成する柏崎市連合商工会を組織し、広域連携支援センター（以下「セン

ター」と表記）に指導員ほかの指導職員等を配置し、経営改善普及事業の効果的推進と

商工会事業の円滑な運営に取り組んでいます。 

今回の経営発達支援計画に係る認定申請においてもこの枠組のなかで取組みを行い

ます。 

 会 員 数 世 帯 数 住 民 数 高齢化率

黒 姫 商 工 会 48 443 1,085 44.4％

北 条 商 工 会 74 1,107 3,159 37.4％

高柳町商工会 87 771 1,624 52.7％

西山町商工会 157 2,129 5,922 33.8％

4 商工会合計 366 4,450 11,790 38.6％

柏 崎 市 合 計 － 34,598 88,305 30.0％

 
 
1 会員数は 26 年 3 月末現在。4 商工会地区高齢化率は平成 22 年国勢調査、それ以外は 26 年 11 月柏崎

市住民基本台帳による。 



地域における強み 

 先人の英智により形成されたものづくりの基盤があります。 

 活力の源泉たる若者の集う場であり、専門研究機関でもある 2 つの大学、新潟

工科大学・新潟産業大学が存在しています。 

 40 キロ以上の長い海岸線、豊かな田園、日本の原風景的な山里、くっきりとし

た四季とその象徴である草花、蛍、夜空、雪などの景色や温泉等の都市圏生活

者の田舎志向を満たす身近な地域観光資源に恵まれています。 

 登山・海水浴・キャンプ・フィッシング・ゴルフ・山野草・紅葉・スキーなど

四季折々の観光資源が揃っていて、通年で楽しむことができます。また、同じ

地域内にレジャー・飲食・宿泊などの関連施設が、隣接整備されています。 

 歴史を誇る綾子舞や狐の夜祭、天智天皇献上の伝説の草生水などの歴史資源を

多数有しています。 

 ブランド米や日本海わさび、枝豆、いちご等の付加価値農産品への取組みが行

われています。 

 これらにアクセスするための国道バイパスや高速道路による交通の利便性があ

ります。 

 

地域における課題 

 中越、中越沖の 2 度の震災ダメージはいまだに払拭しきれていない面がありま

す。 

 原発停止に伴う周辺業界や地域への影響。直接取引業者の他、飲食・宿泊や観

光等周辺業界への風評等も含めて影響は多大なものがあります。 

 人口減少と高齢化の進展。消滅可能性都市と言われる柏崎市の周縁部に位置す

る 4 商工会地域では市街地を上回るペースで少子高齢化が進展しています。人

口減少率 11.2％、高齢化率は 38.6％となっています。2 

 これに連動し商工業者数も減少。この間の減少率3は 13.5％となっていて、この

傾向は現在も続いています。 

 商圏の過疎化が進行しています。世帯数と人口減で小売店、飲食店、サービス

業者などが壊滅の危機にあります。公共施設も撤退するなど、お店がないため

不便で住みにくいと感じる住民が多数存在します。 
 
 
2 いずれも 22 年国勢調査(4 地域合計数値)、減少率は 17 年調査との比較。 
3 人口減少率の算出期間と合わせ平成 22 年と 17 年を比較。 



 会員企業の 55.7％が「自分の代で廃業」または「後継者がいない」としていま

す。4また、それによる経営意欲の停滞も問題となっています。 

 

柏崎市総合計画 

柏崎市は現在「好きです 輝く柏崎」を基本理念とする第四次総合計画に取組んでい

ます。平成 24 年度からの後期基本計画では「市民力」と「地域力」を基礎に、各分野

について総合的かつ横断的に考慮すべき施策方針として 5 つのポイントを掲げていま

す。 

1. 安全で安心して暮せるまちづくり 

2. 地域特性や資源を生かした産業の活性化 

3. 子どもや若者が輝くまちづくり 

4. 地域社会を支える人材の育成 

5. 豊かな環境と魅力あるまちづくり 

これらの施策実現には、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積極的参加・協力・貢献等が直接間接を問わず重要な

要素となります。 
 

事業目標 

地域の強みや課題を踏まえ、小規模事業者の持続的発展と経営力向上等を支援しま

す。 

多様な地域資源を活用して新商品・新サービスの開発や地域ブランドの確立を目指

し、それらを活用しての創業・第二創業・事業承継等の取組みに対して積極的に支援を

行います。 

巡回や窓口相談等により経営上の問題点や課題を抽出し、事業者と一緒になって、実

態に即して実効性のある事業計画（経営計画）を作成し、実行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の支援を行います。 

持続的発展のため設備資金及びそれに付随する運転資金需要が発生する場合には日

本政策金融公庫が認定機関の支援を要件に低利で融資する「小規模事業者経営発達支援

融資制度」や「小規模事業者経営改善資金融資制度」などを積極的に斡旋して支援を行

います。 

 
 
4 26 年にセンターの実施した「会員実態調査」から。 



4 商工会の連携の下、経営発達支援事業の実施期間を通じて 60 件以上の事業計画（経

営計画）の策定を行い、その実行を伴走型支援によりサポートします。 

これらの支援を通じ少子高齢・人口減少の時代にあっても確固とした産業と地域の担

い手を育成・確保することを目標として、柏崎市総合計画達成の一翼を担います。 

計画の策定にあたっては支援機関と協力し、経営指導員をはじめとする指導職員等が

お互いに協力しノウハウを結集して行います。 

計画の実行段階では産業界、大学研究機関、行政組織、金融機関等との「産学官金」

連携等を活用しながら指導・助言を行い、伴走型の支援により小規模事業者の事業の持

続的発展を図ります。 

計画の策定・実施支援を通して得られたノウハウは毎日実施するミーティングや定例

的に開催する「経営指導員広域連携会議」の場で共有化し資質向上の一環とします。 

また、当地域の一番の活性化策は少子高齢化対策であることが明白であり、本事業目

標とも大いに関連し目的が合致することから 4 商工会共通課題として取組み、結婚支援

（婚活）事業を実施します。 

「婚活事業」をただの縁結び事業に終わらせず、観光資源だけでなく特産品などを含

めた小規模事業者と地域の PR 事業としても展開します。連携商工会地域にエリアを拡

大することで魅力も増大し相乗効果が期待出来ます。交流人口・定住人口が増加すれば

確実に地域経済活性化につながるものと期待されます。 

事業実施にあたっては「新潟県」「柏崎市」「新潟工科大学」「新潟産業大学」「地域金

融機関」「柏崎商工会議所」「新潟県商工会連合会」「近隣商工会」「かしわざき広域ビ

ジネス支援ネットワーク」「にいがた産業創造機構」「新潟県よろず支援拠点」「中小企

業基盤整備機構」「ミラサポ」その他の支援機関との連携を構築して協力を得ながら効

果的に行うものとします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

1. 経営発達支援事業の内容 

I. 会員実態調査等の実施【指針① ② ③】 

地区内小規模事業者の経営実態を調査分析することにより直面する課題や問題点の

抽出と事業者ニーズの把握を行います。 

また、地域資源の洗い出しを行い観光や第二創業のシーズとしての産業資源への転用

可能性を探ります。 

（事業内容） 

(1) 会員実態調査の実施【指針① ②】 

 平成 26 年度にはじめて 4商工会が連合して実施した「会員実態調査アンケート」

を継続して実施します。 

 地区内小規模事業者の販売する商品、提供する役務、保有する技術・ノウハウ、

従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の把握のための会員実

態調査アンケートを実施します。 

 毎年定点観測的に調査を継続実施し比較や傾向の把握分析などを行います。 

 得られた個別データはカルテ等に綴込み、センター内で情報共有ができるように

し、以後の支援事業に活用します。 

 事業計画の策定を必要とする事案をピックアップし支援を行います。 

 事業者ニーズを参考に講演会やセミナー等の事業を展開します。 

(2) 地域資源調査の実施【指針① ② ③】 

 従来、各商工会が散発的に取組んできた地域資源調査等について広域的な視点か

ら見直しを行います。 

 産業資源に転用可能な地域資源等の掘り起しのために継続的な調査を実施しま

す。 

 経営資源や地域資源の新たな組合せや利用方法等について検討を行い事業計画

策定などの提案材料として活用します。 

 観光の対象となるもの等は地図情報に落し込み、面的な利用を検討するとともに



情報提供を行います。 

 

（目標） 

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

会員実態調査 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

地域資源調査 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

II. 経営分析・需要動向等調査【指針① ③】 

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、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。外部環境や経営資源についてそれぞ

れの強みや弱みを的確に把握して問題点や課題を抽出します。 

専門的な知識を必要とする課題等については連携機関の実施する専門家派遣事業の

利用や「ミラサポ」「よろず相談拠点」等のコーディネーター等との連携を活用し小規

模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧なサポートを行います。 

（事業内容） 

(1) セミナーの開催【指針① ③】 

 創業・第二創業・事業承継等のテーマでセミナーを開催し経営分析や事業計画の

策定等についての啓発を行います。 

 セミナーのテーマ選定や講師の派遣等については大学や金融機関シンクタンク

等にも協力を要請して取り組みます。 

(2) 経営分析の実施【指針①】 

 全会員に対し毎年度 2 回以上実施する巡回や、税務相談等の窓口相談、セミナー

や実態調査等を通じて対象とする小規模事業者をピックアップして経営分析を

実施します。 

 記帳継続指導先には「ネット de 記帳」等による経営分析資料を速やかに提供し

ます。 

 売上・利益・経営動向等の状況を把握し、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過去の自社データとの比較傾向分析を行い、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。 

 必要に応じ専門家派遣等の事業も活用して分析とフィードバックを行います。 

 



(3) 需要動向調査等の実施【指針③】 

 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 情報や書籍・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。 

 また、その背景となる経済や地域・業界のトレンドについても国県市等の各種統

計調査資料や白書、業界団体の情報等を収集・加工して情報提供します。 

 情報の収集や分析等においては大学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、協力を得ながら実施します。 

 調査分析結果等で一般性があり有用と思われる情報は会報やホームページ等に

も掲載して積極的に情報の提供・発信を行い共有化します。 

 

（目標） 

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

巡回訪問件数 1,324 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 

内 

訳 

黒姫商工会 (360) (360) (360) (360) (360) (360)
北条商工会 (216) (250) (250) (250) (250) (250)
高柳町商工会 (362) (360) (360) (360) (360) (360)
西山町商工会 (386) (380) (380) (380) (380) (380)

セミナー開催回数 24 26 26 26 26 26 

内 

訳 
黒姫商工会 (6) (6) (6) (6) (6) (6)
北条商工会 (5) (6) (6) (6) (6) (6)
高柳町商工会 (6) (6) (6) (6) (6) (6)
西山町商工会 (7) (8) (8) (8) (8) (8)

経営分析件数 121 124 124 124 124 124 

内 

訳 

黒姫商工会 (16) (16) (16) (16) (16) (16)
北条商工会 (36) (37) (37) (37) (37) (37)
高柳町商工会 (37) (38) (38) (38) (38) (38)
西山町商工会 (32) (33) (33) (33) (33) (33)

 
 



III. 事業計画の策定・実施支援【指針① ② ③】 

経営分析や需要動向調査等の結果を踏まえ、事業者が経営課題を克服するための事業

計画の策定と実施を支援します。計画の策定にあたっては支援機関と協力し、4 商工会

の連携の下、経営指導員をはじめとする指導職員等がお互いに協力しノウハウを結集し

て行います。 

支援に際しては「産学官金」連携等を活用しながら事業者と一緒になって伴走型の指

導・助言を行い、事業の持続的発展を図ります。 

計画の策定・実施支援により得られたノウハウは毎日実施するミーティングや定例開

催する「経営指導員広域連携会議」の場で共有化をはかり資質向上の一環とします。 

 

（事業内容） 

(1) 支援対象者の掘り起し【指針① ② ③】 

 事業計画の策定に関するセミナーや個別相談会等を開催し計画策定を目指す小規

模事業者の掘り起しを行います。 

 創業・第二創業・事業承継等の相談を通じて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。 

 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。 

(2) 事業計画策定支援【指針② ③】 

 上記の支援対象者の他、「小規模事業者経営発達支援融資制度」や「小規模事業者

経営改善資金融資制度」などの融資制度申込や持続化補助金等の申請に事業計画

が必要となる事業者に対して策定支援を行います。 

 策定にあたっては経営状況分析や市場調査情報等を活用し、事業者と一緒になっ

て取組み、実態に即して実効性のある計画となるように留意して行います。 

 専門的な知識を必要とする課題等については前述の「産学官金連携」や「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

て実施します。 

(3) フォローアップ等【指針① ② ③】 

 事業計画策定後に国・県・市、その他の機関の行う支援施策等を広報・案内等に

より周知しフォローアップを行います。 

 計画の実施段階では、適宜巡回相談等により計画の進捗度合や効果などを確認し、

PDCA サイクルにより継続的な改善や情報提供を行うなど伴走型の支援を行いま

す。 



 必要により「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

て計画の再検討を行います。 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

セミナー等開催回数 未実施 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

事業計画策定事業者数 10 件 12 件 12 件 12 件 12 件 12 件 

内 

訳 

黒姫商工会 (2) (3) (3) (3) (3) (3)

北条商工会 (3) (3) (3) (3) (3) (3)

高柳町商工会 (2) (3) (3) (3) (3) (3)

西山町商工会 (3) (3) (3) (3) (3) (3)

周知等によるフォロー

アップ数 未実施 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 
 

IV. 小規模事業者販路開拓支援【指針② ④】 
 

特色のある商品・技術・サービス等を持つ事業者の販路開拓に資するため展示会・見

本市・商談会・物産展等の開催や参加に対し支援を行います。全国商工会連合会の提供

する事業者支援 Web システム「SHIFT」やホームページ等を利用して積極的にインタ

ーネット情報の発信等を支援します。 

（事業内容） 

(1) 展示会・見本市・商談会等の支援【指針④】 

 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関与する物産

展・見本市等の参加を支援します。 

 全国商工会連合会の主催する「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・出展・

開催等に対し支援します。 

 地域金融機関のネットワーク等で開催されるビジネスマッチング等への参加を支

援します。 

(2) Web情報の発信等【指針② ④】 

 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共に、その利活用方法等につい

て支援をします。 

 Web や SNS を利用した販路の開拓や商品・技術等のピーアールの方法等につい

て、必要に応じ連携機関の専門家を交えて指導・助言を行います。 

 「ミラサポ」への会員登録を推進します。 

 小規模事業者のホームページに商工会ページから積極的にリンクして、ページラ

ンクの向上を計ります。 

（目標） 

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

物産展見本市

等参加支援 
未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

Web 情報の発

信・提供等 12 回 24 回 24 回 24 回 24 回 24 回 

 

2. 地域経済の活性化に資する取組み 

I. 地域経済活性化事業 

柏崎市、地区コミュニティセンター振興協議会、農業協同組合、地区振興会、学校及

び商工会を代表とする商工団体などを一同に集め、今後のイベントのあり方を検討し各

地域経済活性化の方向性を検討します。検討結果を踏まえ、交流人口・定住人口増加を

目的とした各事業を開催し、最終的には地域経済全体の活性化に結びつけます。 

（事業内容） 

(1) 柏崎市、地区コミュニティセンター振興協議会及び商工会などで構成するイベン

ト検討会を年 2 回開催し、今後のイベント運営方法や各地域経済の活性化の方向

性を検討します。 

(2) 「はなまるクーポン事業」はスタンプラリー事業であり抽選で商品券が当たり利

用すると、さらにお得なサービスが受けられる PR と消費拡大を目的とした事業

です。商工会議所を中心に柏崎市連合商工会などが連携して実施します。 

(3) 少子高齢化にあえいでいる当地域では、人口減少が最大の重要課題です。一部青

年部を中心に開催された「婚活事業」を、ただの縁結び事業に終わらせず、地元

の魅力アピールの場としても活用します。観光資源だけでなく特産品などの魅力

や小規模事業者の PR の場としても活用します。これらは地域経済活性化に即効

的な事業ではないが、交流人口・定住人口が増加すれば確実に地域経済活性化に

つながります。また、連携商工会で地区を拡大して実施すれば魅力も拡大し相乗

効果が期待出来ます。 



(4) 「高柳町デザイン大賞」は平成 25 年度から実施している事業で、商工会・金融機

関が連携してマッチングと PR を行いました。地元酒蔵の要望に大学生のデザイ

ンを活用して出来あがった「お酒ラベル」を利用して新商品化を実現しました。

平成 26 年度は「ショッピングバッグ」にテーマを置き大学と商工会と金融機関の

連携で商品化を目指しております。現在は一商工会地区での取り組みですが、範

囲を拡大すれば、題材も多様化し効果の拡大が期待されます。 

(5) 「地域ブランド化事業」は「高柳町デザイン大賞」で「産・学・官・金」が連携

して作り上げた新商品等を結び付けて点から面へと展開を拡大する事業です。ブ

ランド認定組織を設置し、認定ルールを決定し、認定マークをデザインします。

認定商品の良さ・安全性が浸透すれば好循環を引き起こし、消費拡大及び地域経

済活性化につながります。 

(6) 「草生水まつり」草生水は石油の古称で、千三百年以上も前、「日本書記」に越の

国から「燃える水、燃える土」が近江の国(現在の滋賀県)大津宮の天智天皇に献上

されたという故事が伝わっています。献上場（採油場）は今も市内妙法寺地域に

現存し、地元住民が大切にしています。その故事になぞらえる形で昭和 60 年に「草

生水まつり」が誕生しました。回数を重ねるごとに地域性・時代性にあわせた住

民参加型の祭りに発展しています。地区内外から集客できるイベントとなるよう

一層充実させて交流人口の増加を図ります。 

(7) 「狐の夜祭」は柏崎市高柳町の栃ヶ原地区に伝わる"藤五郎狐"という民話をモチ

ーフに、平成元年に始まったお祭りです。栃ヶ原の狐に扮した人々が、狐の大好

物である畳一畳サイズの大油揚げを揚げ、提灯をかざして麓の漆島地区まで行列

し、踊り騒ぎます。漆島会場では広場で炎を囲み、幻想的な「きつねの踊り」を

披露します。「歩いた人から狐の気分」のキャッチフレーズのとおり、観客参型の

イベントで、地区内外から集客できるイベントに成長し、さらに拡大し交流人口

の増加を図ります。 

(8) 「綾子舞」は、柏崎市の中心から南へ 16km 離れた鵜川大字女谷の２つの集落（高

原田・下野）に約 500 年前から伝承されてきた古雅な芸能です。綾子舞は女性に

よって踊られる小歌踊と、男性による囃子舞、狂言の 3 種類からなっています。

頭に、ユライという赤い布をかぶり、美しい扇の手振りと、足を「綾」にして踊

る綾子舞は、扮装や振り・歌詞などが、出雲のお国一座などが始めた女歌舞伎の

踊りに極めて似ており、また、狂言にも現存の流派の曲目になく、若衆歌舞伎の

演目にあるものを伝えていることなど、初期歌舞伎の面影をよく残しているとい

われています。昭和 51 年 5 月 4 日、芸能史上きわめて価値の高いものと認められ、

国の重要無形民俗文化財に指定されました。歴史的に価値の高い事業で地区内外

から集客できるイベントとして成長するよう、さらに拡大し交流人口の増加を図

ります。 

(9) 「高柳産業文化まつり」は行政・農協・学校・地域及び商工会が連携して実施す

る「収穫祭」と「文化祭」及び「秋市」(越冬品の備蓄市)を合体した地域経済活性

化を目的にした祭りです。 



(10) 「高柳雪まつり」は雪深い当地であっても遊雪で雪を克服し地域全体を活性化

することを目的にした事業です。 

(11) 地域美化と環境整備のため各地域において、遊歩道整備や花壇整備等を実施し

ます。 

(12) 風土市そばまつりの開催。地産地消の啓蒙と新そばの需要喚起イベントとして

毎年実施します。 
 

3. 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み 

I. 他の支援機関との連携を通じた支援力向上のための取組み 

(1) 柏崎市・刈羽村・出雲崎町の商工会・商工会議所と柏崎信用金庫が組織する「か

しわざき広域ビジネス応援ネットワーク」において、支援ノウハウ・支援現状・

各機関の活動内容について情報交換を行います。 

(2) 柏崎市内商工会・刈羽村商工会が組織する「柏崎刈羽商工業振興協議会」が実施

する役員会・総会・行政懇談会などの際に、支援ノウハウ・支援現状・各機関の

活動内容について行政担当課などを交え情報交換を行います。 

(3) 大学や金融機関の持つシンクタンク機能を活用し連携支援機関等の活動状況や内

容等について行政担当課などを交え情報交換と評価を行います。 

(4) 支援機関が連携して情報交換等を行なうことにより、新たな需要の開拓を進める

基盤の構築を図ります。 
 

II. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1) 各指導員等は全国商工会連合会・日本商工会議所・中小企業基盤整備機構・税務

署等が主催する研修の参加に加え、新潟県が主催する「経営指導員研修」に年 5
回以上参加して持続的に発展していこうとする企業に対する支援能力の向上を図

ります。 

(2) 連携支援機関、特に専門的知識を有する大学や金融機関等から講師を招き、研修

の場を設け支援能力の向上を図ります。 

(3) 経営指導員間の情報交換については、柏崎連合商工会で既に実施している広域連

携実施体制において、日々及び定例開催の「経営指導員広域連携会議」において

事例報告・意見交換・協力要請等を行ない、資質向上にも努めます。 

(4) 県や地区の商工会職員協議会へ参加し、他地区・他商工会の動向や業務・事業内

容等の情報収集・意見交換等を行い、資質向上に努めます。 

(5) 若手経営指導員等はベテラン経営指導員とのチーム編成により、いっしょに指導

に携ることにより、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ります。 

(6) 経営分析結果や研修等で学んできたことを各商工会のミーティングで経営支援員

等職員にも周知し、共有することで資質の向上を図ります。 

(7) 指導資料等は共用のサーバーに保存し、閲覧・再利用ができるようにして柏崎市

連合商工会内で情報を共有化します。 
 

III. 事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行います。 
(1) 事業の成果・評価について各商工会理事会・総会に報告し承認を受けるものとし

ます。 

(2) 行政担当課と柏崎市連合商工会による評価委員会を設置し、事業の評価見直しを

行い、必要に応じ事業計画の再検討を行います。 

(3) 4 商工会の組織する柏崎市連合商工会総会等において事業計画案を作成し、各商

工会総会において計画を決定します。 

(4) 事業の成果・評価・等を西山町商工会 Web 内に今後設置する「柏崎市連合商工会、

経営発達支援コーナー（仮題）」に計画期間中掲載し公表します。 



（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 

（27 年 1 月現在）

（１）組織体制 

    

   共同実施会議体名称         構成商工会 

    柏崎市連合商工会         西山町商工会（局１・指１・補１・記１）

    会長 佐藤 喜稻治(西山町商工会長) 高柳町商工会（指１・記１） 

                      北条商工会（指１・補１） 

                      黒姫商工会（指１・補１） 

    事務局名称 

     広域連携支援センター       構成商工会の経営指導員・経営支援員

（拠点商工会 西山町商工会）   を拠点商工会に集約し、経営改善普及

                      事業の効果的推進を図り、商工業の振

事務局体制              興と発展に寄与することを目的とした

    事務局長  １名          組織（平成２６年４月１日から実施）。

（西山町商工会事務局長兼務） 

    経営指導員 ４名 

    経営支援員（補助員）３名 

    経営支援員（記帳専任職員）２名 

     計   １０名 

     

   〇地域活性化に対する取組みの体制 

    地域活性化事業に取組むにあたり、柏崎市連合商工会と柏崎市をはじめとした

行政や各関係団体と連携した体制づくりを行い、効果的な事業の実施を図る。

 

 

（２）連絡先 

連絡先名称 住所 電話番号 ホームページアドレス 

柏崎市連合商工会 

広域連携支援セン

ター 

新潟県柏崎市 

西山町礼拝 

430-2 

0257-47-2086  

西山町商工会 柏崎市西山町 

礼拝 430-2 

0257-47-2086 http://nishiyama-sci.net/ 

高柳町商工会 柏崎市高柳町 

岡野町 1859-3 

0257-41-2407 http://www．

shokokai.or.jp/takasyo8 

北条商工会 柏崎市大広田 

68-1 

0257-25-3322 http://ec.shokokai.or.jp/

cmsdb/cm06010/index/ 

?ken=15&block=95 

黒姫商工会 柏崎市野田 

853-1 

0257-29-2001  

 



（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） 

 ２７年度 

(27年4月以

降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 8,600 9,000 9,000 9,000 9,000

 

小規模企業対

策事業費 

西山町商工会 

高柳町商工会 

北条商工会 

黒姫商工会 

 

 

1,850 

2,000 

3,000 

1,750 

1,950

2,100

3,100

1,850

1,950

2,100

3,100

1,850

 

 

1,950 

2,100 

3,100 

1,850 

1,950

2,100

3,100

1,850

（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、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費、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。 

 

 



（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. 会員実態調査等の実施に関すること 

2. 経営分析・需要動向等調査に関すること 

3. 事業計画の策定・実施支援に関すること 

4. 小規模事業者の販路開拓支援に関すること 

5. 地域経済活性化事業に関すること 

6. 連携を通じた支援力向上に関すること 

7. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

8. 事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 

9. 経営支援発達計画の総合的実施に関すること 

連携者及びその役割 

1. 行政 
 柏崎市 市長 会田 洋  柏崎市中央町 5-50  0257-23-5111 

2. 支援機関等 
 公益財団法人にいがた産業創造機構 

  理事長 新潟県知事 新潟市中央区万代島 5-1 025-246-0025 
 新潟県よろず支援拠点  にいがた産業創造機構内 025-246-0058 
 かしわざき広域ビジネス応援ネットワーク 

  代表機関 柏崎信用金庫 柏崎信用金庫本店内  0257-24-3321 
3. 地域金融機関等 
 日本政策金融公庫長岡支店 

  支店長 伊藤  定史 長岡市千手 3-9-23  0258-36-4360 
 新潟県信用保証協会長岡支店 

  会長 武藤 克己  長岡市坂之上町 2-1  0258-35-5714 
 ㈱第四銀行      

  頭取 並木 富士雄 新潟市東堀前通七番町 1071-1 025-222-4111 
 柏崎信用金庫 

  理事長 佐藤 俊雄 柏崎市東本町 1-2-16  0257-22-2101 
 新潟大栄信用組合 

  理事長 八子 英雄 燕市分水桜町 1-4-14  0256-98-6291 
4. 教育研究機関 
 新潟工科大学 学長 長谷川 彰 柏崎市藤橋 1719  0257-22-8111 
 新潟産業大学 学長 北原 保雄 柏崎市軽井川 4730  0257-24-6655 

5. 総合支援機関等 
 新潟県 知事 泉田 裕彦  新潟市中央区新光町 4-1 025-285-5511 
 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

  理事長 高田 坦史 東京都港区虎ノ門 3-5-1  03-3433-881 
6. その他地域経済団体等 



 柏崎農業協同組合 
  代表理事理事長 竹内 悦夫 柏崎市駅前 1-3-22 0257-21-1000 

 柏崎観光協会 会長 山田 明彦  柏崎市駅前 1-1-30 0257-22-3163 
※連携における役割等については連携体制図に記載します。 

連携体制図等 

連携体制図は別紙として添付します。 

 



連携体制図
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会員実態調査等の実施に関すること

•連携内容

•調査内容項目等の検討

•情報の提供・共有等

•調査結果の利用方法等の検討

•連携機関等

•行政地域金融機関等教育研究機関地域経済団体等
ほか

経営分析・需要動向等調査に関すること

•連携内容

•セミナー内容の検討・共催等

•コーディネーター専門家派遣等

•需要動向調査等支援

•連携機関等

•行政支援機関等地域金融機関等教育研究機関総
合支援機関ほか

地域経済活性化事業に関すること

•連携内容

•イベント等の内容の検討・実施等

•専門知識情報等の提供等

•専門家の派遣

•連携機関等

•行政教育研究機関地域経済団体等
ほか

小規模事業者の販路開拓支援に関すること

•連携内容

•物産展・見本市等会の情報提供

•ビジネスマッチング機会の提供

•連携機関等

•支援機関等地域金融機関等地域経済団体等
ほか

事業計画の策定・実施支援に関すること

•連携内容

•セミナー内容の検討・共催等

•コーディネーター専門家派遣等

•施策等の情報提供等

•連携機関等

•行政支援機関等地域金融機関等教育研
究機関総合支援機関等

連携を通じた支援力向上に関すること

•連携内容

•支援の現状等の情報交換の場の提供

•支援ノウハウ等の研修会等の開催

•施策等の情報提供等

•連携機関等

•行政支援機関等地域金融機関等教育研究機関総
合支援機関等

事業評価及び見直しの実施について

•連携内容

•事業の実施状況・成果の評価・見直し案等の検討

•連携機関等

•行政 総合支援機関等ほか

経営指導員資資質向上に関すること

•連携内容

•講習会セミナー等の開催

•研修会の開催

•施策等の情報提供等

•連携機関等

•行政支援機関等地域金融機関等教育研究機関総
合支援機関等ほか

経営支援発達計画の総合的実施に関すること

•連携内容

•計画全体の総合的支援等

•連携機関等

•行政 総合支援機関等ほか

柏崎市連合商工会
広域連携支援センター


