
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
小千谷商工会議所（法人番号 4110005012802） 

実施期間 平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 35 年 3 月 31 日 

目標 

 既存の小規模事業者が抱える経営課題を解決して販路拡大を図るた

め、また創業支援や事業承継支援を推進するため関係機関、専門家と連

携しながら伴走型支援を行い、経営の持続的発展を図る。併せて、地場

産業振興をはじめ商店街振興、地域資源利活用、人材確保・育成などに

取組み地域経済の活性化を図る。 

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】 

  収集したデータを分析し、経営改善指導や事業計画策定に役立てる

他、広く周知して自社の状況判断に活用してもらう。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  経営改善に意欲的な事業者へは種々手段で伴走型支援を進めていく

が、後ろ向きな事業者へは経営改善の動機付けとなる支援を進める。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  地域の経済動向や需要動向、経営分析を踏まえて、経営課題を解決

するために必要な事業計画の策定を支援していく。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  事業計画策定後は、確実な実行のため経営指導員が定期的に巡回し

て、計画の進捗状況の確認・指導を行い、創業計画、事業承継計画と

同様に専門家からのフォローアップ支援を進める。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  地域の実態に則した事業計画を策定するため、特定の商品、サービ

スに関する需要動向調査を実施し、より有効なデータの収集を行う。 

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】 

  新たな販路を開拓するため、特産品開発、展示会出展、ＩＴツール

活用、まちゼミ開催の支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

特産品開発、基幹産業の振興、商店街振興、観光資源の活用、人材の

確保・育成などの地域経済を活性化させる諸事業について、関係機関・

団体と連携を取り、協働して推進していく。 

連絡先 

 小千谷商工会議所 中小企業相談所 

 〒947-8691 新潟県小千谷市本町２－１－５ 

 TEL：0258-81-1300  FAX：0258-83-3632 

 E-mail：mail@ojiyacci.org 
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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 

１．小千谷市の概要 
 
 小千谷市は、新潟県のほぼ中央に

位置し、大河信濃川が南北を縦断し

て流れており、東西約１７．２㎞、

南北約２０．０㎞、市域面積は約１

５５㎢で、北と西及び東は長岡市、

南は十日町市に接している。平野が

開けた北側を除いて三方を山地に囲

まれており、南部及び東部の山地は

県立自然公園に指定されるなど良好

な自然環境を有している。 
 昔は三国街道（現国道１７号）や

善光寺街道（現国道１１７号）、高田

街道などが通り、戦国時代には上杉

謙信の関東出兵時の経由地として、江戸時代には魚沼郡内で作られた越後上布（小千谷

縮）の集積地として、古くから交通・水運の要衝として栄えてきた。 
 交通網は、関越自動車道が市街地を囲むように通り、市内各地から小千谷ＩＣ、越後

川口ＩＣ、長岡南越路ＩＣへは、数分から最長でも２０分程で高速自動車道に乗り入れ

ることができる。また、国道１７号、国道１１７号をはじめとする各国道と主要県道に

より放射環状型の道路網が整備されており、隣接する各市へ短時間で結ばれる広域的な

ネットワークを形成している。鉄道はＪＲ上越線が信濃川右岸の山沿いを通り、小千谷

駅が国内外各地への移動の起点となっている。小千谷市は首都圏から２５０㎞圏内に位

置し、高速自動車道・ＪＲ上越新幹線を利用することで、日帰りできる距離にある。 
 主な産業である工業は、昭和４０年代まで「小千谷縮」に代表される織物業が盛んで

あったが、人々のライフスタイルの変化と共に衰退し、現在は汎用機械、生産用機械の

部品加工を主力とする機械器具製造業・同部分品製造業が基幹産業となっている。平成

２６年工業統計調査では、製造品出荷額１，０９１億円のうち６４％を占めており、地

域経済の牽引役を担っている。一方、商業は昭和５０年代まで商店街を中心に栄えてい

たが、大店法廃止以降は大型小売店舗の出店ラッシュに伴い顧客流出に歯止めがかから

ず、中心市街地の空洞化や個店の廃業が続いている。平成２６年商業統計調査では、年

間商品販売額４９２億円で、前回調査（平成２４年度）に比べて３．８％増加したもの

の、今春に中心市街地にあった病院が郊外へ移転したことにより、中心市街地の更なる

空洞化が懸念されている。 
 
 
２．小千谷市の現状と課題 
 
（１）人口の推移と課題 
 小千谷市においても全国各地の地方都市と同様に、地域経済に大きな影響を及ぼす人

口減少が大きな問題となっている。小千谷市の人口は、過去４０年間の中では、昭和５

５年の４４，９６３人をピークに減少傾向が続いている。平成１７年の国勢調査では、

前年発生した中越大震災の影響もあり初めて４万人を下回り、３９，９５６人となり、

平成２２年の同調査では３８，６００人となった。 
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また、もう一つの大きな問題として少子化・高齢化の急速な進行が挙げられる。昭和

５０年の国勢調査によれば、１５歳未満の年少人口割合は２２．６％、１５～６４歳の

生産年齢人口割合は６６．１％、老年人口割合は１１．３％となっている。これが平成

７年には、老年人口割合が年少人口割合を上回り、平成２２年では年少人口割合１３．

１％、生産年齢人口割合５８．５％、老年人口割合２８．４％となった。 
 小千谷市の人口は、平成２２年の国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所の

推計によれば、平成５２年には２８，３６６人となり、また、日本創生会議の推計では

２６，６７２人まで減少すると予測されている。このため小千谷市では、「小千谷市総

合戦略」（※１）を策定し、当商工会議所と連携しながら各種事業を推進している。 
 
【課 題】 
 安心して暮らしやすいまちを持続させていくためには、人口の流出を防ぐと共に、進

学などで転出した若者を呼び戻すための施策を多岐にわたって展開すること、また将来

を担う子供達へ「キャリア教育」を通じて職業観を醸成し、地元就職率を向上させるこ

とが重要である。そして少子化対策に加えて、未婚・非婚率を改善へと導く施策を展開

し、人口減少社会を意識したまちづくりを進めていくことが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
（２）主な産業の現状と課題 
①商業の現状と課題 
小千谷市の商業は、昭和５０年代まで小千谷・魚沼地域の中心として栄えてきたが、

モータリーゼーションの進展、消費者ニーズの多様化、幹線道路網の整備、大型小売

店舗の進出などにより、商業環境が大きく変化した。 
 ・大店法廃止以降は、大型小売店舗の郊外進出が顕著となり、商店数は減少傾向が続

いている。特に中心市街地にある小規模経営の店舗が減少し、空き店舗が増加して

いる。 
 ・また、平成１６年に発生した新潟県中越大震災によって、被災し廃業・撤退した店

舗が多くあった。 
・従業員数は、平成９年から１４年にかけて増加しており、大型小売店舗などの出店

に伴い、雇用が発生していることが窺えるが、平成１９年では減少してきている。 
・今春、長年中心市街地の集客力の核となっていた病院が郊外へ移転したため、更な

る買物客数の減少、商店の廃業、空き店舗の増加が懸念されている。 
 
 平成２６年商業統計調査（平成２６年７月１日現在） 

年 事業所数 従業者数 年間販売額（万円） 
平成 ９ 年 ６５２ ２，７０８ ６，４７９，１１１ 
平成１４年 ６１１ ３，１５４ ５，９３９，６５７ 
平成１９年 ５２８ ２，９７２ ５，８２０，３１９ 
平成２４年 ４２２ ２，３１７ ４，７４０，７７４ 
平成２６年 ４２０ ２，４７８ ４，９２０，１４６ 

 
 

※１「小千谷市総合戦略」（計画期間：平成２７年度～平成３１年度）は、４つの基本目標「１．し

ごとをつくり、多様な雇用を創出する」「２．新しいひとの流れをつくる」「３．結婚・出産・子育

ての安心感を高める」「４．時代に合った暮らしやすいまちをつくる」により、まち・ひと・しごと

創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものである。 
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【課 題】 
商店街は消費機会の提供のみならず、地域のコミュニティ拠点としての機能も持ち合

わせているが、小規模経営の商店が多く、商業環境の変化に対応ができなかったり、経

営者の高齢化や後継者不足の問題などから廃業する商店が増加傾向にあり、その機能が

低下してきている。このような状況の中で個々の商店だけで各種問題に対応するには限

界があり、地域が一体となった商業振興の取り組みが必要である。 
 
②工業の現状と課題 

  小千谷市の工業は、昭和４０年代まで江戸時代初期に誕生した「小千谷縮」を代表

とする織物業が盛んで、昭和３０年には国の重要無形文化財に指定されるなど当時は

主要産業として発展してきた。しかし、時代の移り変わりと共に織物業は衰退し、現

在は伝統産業に位置付けられており、平成２１年にはユネスコ無形文化遺産に登録さ

れた。 
  戦後の高度成長期に発展を遂げたのが機械部品製造業である。現在は汎用機械、生

産用機械の部品加工が主力となっており、その他電子機器部品、プラスチック部品、

食料品製造など幅広い業種で基幹産業が構成されている。 
 ・製造品出荷額は平成２０年までは１，６００億円前後で推移していたが、平成２１

年に大きく減少した。これは企業誘致した電子部品製造工場の撤退及びリーマンシ

ョックの影響によるものである。 
 ・事業所数は平成１０年以降、緩やかな減少傾向が続いている。平成２３年における

工業統計調査の事業所数は２８９社で、このうち従業者２０人未満の小規模事業者

数は２２５社で、全体の７７．８％が小規模事業者である。 
 ・事業所数の減少に伴い従業員数も減少している。平成１７年から２３年にかけて９

８４人減少したが、これも平成２１年の電子部品製造工場の撤退及びリーマンショ

ックの影響によるものと思われる。  
 
 平成２７年工業統計調査（平成２６年１２月３１日現在） 

年 事業所数 従業者数 製造品出荷額等（万円） 
平成１０年 ３４８ ８，６１５ １９，７６１，３４２ 
平成１５年 ２９７ ７，７５９ １６，４９６，８７３ 
平成１７年 ３１８ ７，３９２ １５，２３２，８１９ 
平成２３年 ２８９ ６，４０８ １０，３１６，７２９ 

※全数調査は平成２４年以降なし 
 

【課 題】 
 工業における基幹産業は、汎用機械や生産用機械の部品加工を主力とする機械器具製

造業・同部分品製造業を中心に、国内産業の発展と共に集積度を高め、地場産業として

の地位を確立してきた。しかし、独自の技術を持ち競争力・優位性を保持している事業

所以外は厳しい状況にあるのが実情である。多くは親企業依存型の２次・３次下請けの

ため、短納期や単価引下げへの対応を余儀なくされ、系列取引では成長が限界となり、

技術シーズの不足、人材不足、資金不足など多くの課題を抱えている。 
 
 
３．小規模事業者の現状 
 
 平成２６年経済センサス基礎調査によると、平成２６年７月１日現在の小千谷市の事

業所数は１，９９６件で、従業者数は１８，９３２人となっている。事業所数を産業大
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分類別に見ると卸売業・小売業が４６９事業所で全体の２３．５％を占めて最も多く、

次いで製造業の２９１事業所（１４．６％）、建設業の２３７事業所（１１．９％）と

続いている。従業者数では、製造業が最も多く６，４２８人で全体の３４．０％を占め

ており、次いで卸売業・小売業が２，８７９人（１５．２％）、医療・福祉が２，０３

４人（１０．７％）と続いている。 
 市内の全商工業者数に対する小規模事業者数は、平成２１年の経済センサス調査で

は、２，０１１事業所のうち小規模事業者は１，５８２事業所で７８．７％を占めてい

たが、平成２６年の経済センサス調査では、１，９９６事業所のうち小規模事業者は１，

５１９事業所で７６．１％となっている。最近はバイパス沿いに相次いでチェーン店が

出店しているため、市内の商工業者数は横バイ状態にあるが、小規模事業者数は減少傾

向にあることが窺える。減少の要因としては廃業が一番多く、経営者の高齢化、後継者

不在、収益の悪化といった理由が挙げられる。 
 当商工会議所では、平成２８年５月に「伴走型小規模事業者支援推進事業」の補助金

を活用し、会員事業所のうち小規模事業者６３３事業所に対して経営課題の抽出を目的

としたアンケート調査を実施し、３６４事業所から回答を得た。（回答率５７．５％） 
 
＜アンケート調査の集計結果より産業大分類別に抜粋＞ 

Ｑ．現在の経営上の課題は何ですか。 

建設業 
「採算性（営業利益）の低下」、「人材採用・人材確保が困

難」と回答した企業が多く、「客数の減少」と回答した企業

は少ない。 

製造業 「採算性（営業利益）の低下」と回答した企業が多く、「客

数の減少」と回答した企業は少ない。 

卸売業・小売業 「客数の減少」、「客単価の低下」と回答した企業が多く、

「人材採用・人材確保が困難」と回答した企業は少ない。 

宿泊業・飲食サービス

業 

「客数の減少」、「客単価の低下」と回答した企業が多く、

「経費の増加」、「人材採用・人材確保が困難」と回答した

企業がやや多い。 
サービス業（他に分類

されないもの） 
「客数の減少」と回答した企業が多く、「採算性（営業利益）

の低下」と回答した企業は少ない。 
 

Ｑ．あなたの会社の事業承継についてお聞かせください。 

建設業 「現在の事業を継続するつもりはない」と回答した企業は

少ない。 

製造業 
「後継者は決まっており、その後継者に事業を承継する」

と回答した企業が多く、次いで「現在の事業を継続するつ

もりはない」と回答した企業が多い。 

卸売業・小売業 
「現在の事業を継続するつもりはない」と回答した企業が

多く、次いで「後継者は決まっており、その後継者に事業

を承継する」と回答した企業が多い。 

宿泊業・飲食サービス

業 

「現在の事業を継続するつもりはない」と回答した企業が

多く、次いで「後継者は決まっておらず、候補者もいない

が、事業は継続したい」と回答した企業が多い。 
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 上記アンケート調査の集計結果からも分かるように、同じ質問に対して業種・業態に

よって課題の優先順位が異なっているため、伴走型小規模事業者支援事業を実施してい

くうえでは、画一的な支援内容ではミスマッチが生じる可能性があり、支援先事業所が

抱える課題を把握し、優先順位を良く吟味して実施することが重要だと考える。 
 
 
４．中長期的な小規模事業者振興のあり方 
 
 第１期目の経営発達支援計画においては、小規模事業者振興の方針として以下の３つ

を掲げて各種事業に取組んだ。 
①経営基盤の確立による自立的発展 
②競争力強化による販売促進 
③開業率の引上げ及び開業後の安定した経営の持続化 

 
【経 過】 
（１）③については他の事業と違い、こちら側から対象者へ働きかけることができず、

どうしても受動的な行動しか取れないという難しさがあった。しかしながら、毎年開

催した創業塾の参加者数に多い少ないはあったにせよ「０人」ということは無く、創

業相談に来所する人もいたことから、小規模事業所が年々減少していく中で、僅かで

も創業を志す人がいれば、今後も支援していく必要があると考える。 
（２）①と②については、様々な事業を実施するに当り、まず前提条件となるのは小規

模事業者に経営改善意欲が有るのかということである。日々の巡回業務を通して感じ

たことは、経営改善に「前向きな者」と「後ろ向きな者」とに大別され、圧倒的に後

者が多いということだった。これを裏付けるように、平成２８年５月に当商工会議所

会員の小規模事業者を対象にしたアンケート調査の集計結果（３６４／６３３事業

所、回答率５７．５％）では、経営者の高齢化（６０代以上が５８％）が進んでおり、

課題解決に消極的な事業者が多く、事業承継の意志が弱い（３３．８％）という現状

が浮き彫りになった。 

Ｑ．経営課題解決に向けて、取り組んでいることはありますか 

建設業 

「従業員の人材育成」と回答した企業が多く、次いで「特

に何もしていない」と回答した企業が多い。「客数増加を図

る活動」「客単価増加を図る活動」と回答した企業は少な

い。 

製造業 
「経費削減に向けた活動」と回答した企業が多く、次いで

「従業員の人材育成」と回答した企業が多い。その次に「特

に何もしていない」と回答した企業が多い。 

卸売業・小売業 
「客数増加を図る活動」と回答した企業が多く、次いで「特

に何もしていない」と回答した企業が多い。「従業員の人材

育成」と回答した企業は少ない。 

宿泊業・飲食サービス

業 

「客数増加を図る活動」「経費削減に向けた活動」と回答し

た企業が多く、次いで「客単価増加を図る活動」と回答し

た企業が多い。 

サービス業（他に分類

されないもの） 

「客数増加を図る活動」と回答した企業が多く、次いで「特

に何もしていない」と回答した企業が多い。「従業員の人材

育成」「経費削減に向けた活動」と回答した企業は少ない。 
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【改善点】 
（１）第１期の事業実施により、小規模事業者が現状に満足し、経営課題に対する認識

が無く、廃業を考えている事業者の多いことが分かったため、第２期の経営発達支援

計画では、小規模事業者を経営改善への「動機付けグループ」と「支援グループ」の

２つに大別して事業を展開することにした。 
（２）小規模事業者振興の方針に『地域事業者の減少を最小限に抑える』を追加し、そ

こに関連性のある第１期目の方針「①経営基盤の確立による自立的発展」と「③開業

率の引上げ及び開業後の安定した経営の持続化」を方策として掲げる。 
（３）小規模事業者振興の方針に『事業者自らが経営改善に取組み、更なる発展と事業

継続を目指す事業者を増やす』を追加し、そこに関連性のある第１期目の方針「②競

争力強化による販売促進」を方策として掲げる。 
（４）人口が減少傾向にあり、地域経済の活力低下が危惧されているため、新たに『経

営基盤の源泉となる人口増加策を行政や関係機関と連携して推進する』を追加した。 
 
【第２期の方針】 
（１）地域事業者の減少を最小限に抑える 
  ①経営改善へ後ろ向きな「動機付けグループ」に対して、現状と課題を認識させる。 
  ②経営基盤の確立による自立的発展を進める。 
  ④事業承継を原因とする廃業者を減らす。 
  ③開業率の引上げと開業後の安定した経営の持続化を進める。 
 
（２）事業者自らが経営改善に取組み、更なる発展と事業継続を目指す事業者を増やす 
  ①経営改善に前向きな「支援グループ」に対して、事業計画策定の意義を理解させ、

目的意識を持って経営改善に当たらせる。 
  ②自社の強み・弱みを認識させ、競争力強化により販売促進を図る。 
 
（３）経営基盤の源泉となる人材確保・育成策を行政や関係機関と連携して推進する 
  ①将来の生産年齢人口を担う子供達へ、早い段階で職業観を醸成させる。 
  ②地域資源の活用により交流人口を増加させる。 
 
 
５．小規模事業者振興の目標 
 
 第１期目の経営発達支援計画においては、小規模事業者振興の目標として以下の４つ

を掲げて各種事業に取組んできた。 
①基幹産業を支える小規模事業者の展示会出展による販路開拓に取組み、自立的発

展と販路拡大に取り組みます。また、団塊世代の大量退職による後継者への技術

力継承のため、業界団体とも協力しながら技術レベルの維持・向上に取組みます。 
②地域産品を使用した高付加価値商品を開発・販売するため、農商工連携を促進し、

６次産業化を目指す小規模事業者への支援体制の確立と販路開拓に取組みます。 
③小規模事業者が多数を占める商業者の収益改善と消費喚起のため、中心市街地や

商店街の賑わい創出事業を行い、地域経済の活性化に取組みます。 
④当地域では創業者数が年々減少してきており、相談件数も極端に少ないことから、

創業者の開拓と支援のため創業相談窓口を新たに設置し、開業前後の細かな指導

を行います。 
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【経 過】 
（１）①の目標について、基幹産業である機械器具製造業・同部分品製造業の小規模事

業者の多くは親企業依存の２次・３次下請けであり、自ら進んで展示会に出展して販

路拡大を図ろうという意欲ある事業者がいなかった。しかし、技術レベルの維持・向

上については、業界団体と協力しながら一定の成果を上げることができた。 
事業評価委員会においては、初めから全国規模の展示会へ出展させるのではなく、

県内の商談会へ参加させて経験を積ませてからレベルの高い展示会への出店を考えた

方が良いとの意見があった。また、技術レベルの維持・向上については、成果が上が

っているので引き続き取り組んだ方が良いとの意見があった。 
（２）②の目標について、ヒト・モノ・カネに乏しい小規模事業者が、地域産品を使用

した高付加価値商品を開発・販売することは難しく、第１期においては１社が軌道に

乗りつつある。しかし、良いモノを作っても採算の問題や販売ルートの問題など課題

が山積しており、少しづつ解決していく必要がある。このため６次産業化については、

もう少し時間が掛かると思われる。 
  事業評価委員会においては、地域産品を使用した新商品を開発してから６次産業化

に進めた方が良いのではないか。また、商品開発から販売までをコーディネイトでき

る専門家を入れ、コンセプトを明確にした方が良いとの意見があった。 
（３）③の目標について、イベント事業を開催しても当日は大勢のお客様で賑わうのだ

が、それが日々のリピートに繋がらないという問題がある。またイベント内容もマン

ネリ化傾向にあり、出店者による意見交換をおこない、課題の抽出や改善策を検討し

ていきたい。 
  事業評価委員会においては、イベントを開催することが目的ではなく、イベントに

よって新規顧客を獲得して売上を上げるという目的意識をもって参加するよう働き

掛けなければならない。また、支援者である商工会議所が主催するのではなく、主催

者は出店者で組織された実行委員会となるよう移行させるべきとの意見があった。 
（４）④の目標については前項でも触れたように、こちら側から対象者へ直接働きかけ

ることができず、創業件数は当初目標を大きく下回る結果となった。事業年度によっ

て創業相談件数、創業塾参加者数にバラツキはあったが一定の成果はあった。 
事業評価委員会においては、創業者数は地域性や景気動向に左右されることが多い

ため、単に数だけで判断するのではなく、事業の立ち上げから軌道に乗るまでこまめ

に支援することが重要であり、今後も継続する必要があるとの意見があった。 
 

【改善点】 
（１）①の目標については、基幹産業を支える小規模事業者の現状を踏まえ、ハードル

の高い展示会ではなく、経験を積ませながら徐々に販路開拓へ導いていく。また、技

術レベルの維持・向上に関しては継続して行う。 
（２）②の目標については、地元産品の開発から販売まで一連した支援とブランド化支

援を進め、その後に６次産業化を検討する。 
（３）③の目標については、出店者（商業者側）主体のイベントを開催し、今後も継続

支援して行く。 
（４）④の目標については、従来の創業支援に加えて事業承継支援も行うことにより地

域内事業者の減少を抑えていく。 
 
【第２期の目標】 
（１）経営改善に後ろ向きな小規模事業者に対し、現状と課題を認識させ、自ら経営改

善に取り組むよう動機付けを行う。（新規） 
（２）経営改善に前向きな小規模事業者に対し、客観的に自社の経営状況を把握させる
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ため、経営分析やＳＷＯＴ分析を活用し、将来へ向けたビジョン構築のため事業計画

策定支援を行う。（新規） 
（３）基幹産業を支える小規模事業者へ販路開拓支援及び技術レベルの維持・向上支援

を行う。（継続） 
（４）地域産品を使用した高付加価値商品の開発から販路開拓までの一連的支援とブラ

ンド化に取組み、経営基盤を確立させて持続的発展を図る。（継続） 
（５）商業者主体の中心市街地や商店街の賑わい創出事業を支援し、経営の安定化と地

域経済の活性化を図る。（継続） 
（６）創業支援と並行して事業承継支援にも取組み、地域における事業所の減少傾向に

歯止めをかける。（継続改善） 
（７）地域経済の基盤となる生産年齢人口の減少に歯止めをかけるため、関係機関と連

携しながら人材確保や人材育成に取り組む。（新規） 
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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】 

＜第１期における取組と成果＞ 

 第１期における取組みとして、全業種対象の「会員景況調査」を年４回実施し、約１

３５社から回答を得て、業種ごとの売上・経常利益・業況等のＤＩ値や業種別の経営課

題について情報の収集・整理・分析を行った。また、基幹産業である鉄工・電子業界を

対象とした「景気動向調査」も年４回実施し、約６０社から回答を得て、工場出荷額・

従業員数・設備投資などについて情報の収集・整理・分析を行い、調査結果を事業者に

情報提供するとともに、事業者の経営分析や各種施策策定に活用した。 

２年目には公共機関や出先機関を除く全会員を対象とした「事業所アンケート」を実

施し、小千谷市の事業者の「経営状況」「経営課題」「事業承継」「支援施策」などにつ

いて調査し、当初の目標である５０％を上回る６９％の事業所から回答を得た。回収し

た調査結果は収集・整理・分析して業種別・企業規模別の調査報告書を作成し、会報及

びホームページに公表して事業者に情報提供するとともに、事業者の経営分析や事業計

画作成に活用した他、伴走型小規模事業者支援推進事業や当商工会議所の各種施策の計

画策定の判断材料として活用した。 

しかしながら、「会員景況調査」や「景気動向調査」の情報提供については会報や業

界組合員への郵送だけに留まってしまい、小規模事業者への周知が十分ではなかった。

また、内容についても数値分析が中心で事業者の生の声や二次データの分析結果をあま

り反映しておらず、小規模事業者の経営分析や事業計画策定の材料として十分に活用す

ることができなかった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期の取組みの結果を踏まえて、今期では第１期に引き続き「会員景況調査」「景

気動向調査」を実施するが、情報提供の方法や調査報告の内容について見直しを行う。

情報提供方法については、小規模事業者が調査結果を事業計画作成等に十分に活用でき

ように全ての調査報告をＨＰに掲載して周知をする。また、調査報告の内容には巡回訪

問時に事業者からヒアリングした経営課題や生の声、二次データの分析結果を反映さ

せ、事業全体を通じて収集した情報を盛り込むことで、事業者が情報を十分に活用でき

るように見直しを進めていく。 

 

（事業内容） 

１．（１）商工会議所会員に対する会員景況調査（継続） 

   商工会議所会員１４０社を対象とした「会員景況調査」を四半期ごとに実施する。

業種区分は「卸売業」「小売業」「製造業」「建設業」「サービス業」。「売上額」「資

金繰り」「採算（経常利益）」「従業員」「業況」「借入難易度」について前年同期お

よび前期と比較した実績、前年と比較した来季の見通しをＤＩ値としてまとめる。

また、任意で業界や自社の景況感や経営課題等について記載してもらい、巡回訪問

時のヒアリング結果や二次データの分析結果を踏まえて掲載する。 
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調査結果は商工会議所会報及びホームページに掲載するとともに、経営支援ミー

ティング等で職員同士情報交換や意見交換を行い、窓口・巡回相談において小規模

事業者への情報提供時に十分に活用してもらえるよう情報共有する。また、行政や

地元新聞にも定期的に情報発信することで、調査結果を広く活用してもらう。 

 

１．（２）鉄工・電子業に対する景気動向調査（継続） 

   当市の基幹産業である鉄工・電子業界６３社を対象とした「景気動向調査」を四

半期ごとに実施する。「工場出荷額」「従業員数」「輸出額」「設備投資実績額」「設

備投資計画額」「出荷額の景気動向」について調査して報告書にまとめ、景況推移

はグラフを用いて推移を分かりやすく表示する。 

調査結果は当商工会議所ホームページに掲載し、関連業界の事業者にはメール配

信する。その際には日本工作機械工業会の工作機械統計数値も併せて配信すること

で、事業者に全国と地域両方の業界動向を把握してもらい、経営分析や事業計画策

定に活用してもらう。また、調査結果は行政や地元新聞にも定期的に情報提供し、

調査結果を広く活用してもらう。 

 

１．（３）公的機関の二次データの情報提供（継続） 

公的機関が公表している中小企業庁の「小規模白書」から「小規模事業者の取組

事例」「小規模企業施策」「小規模事業者の経営環境」等、内閣府の「景気ウォッチ

ャー調査」から「全国の景気動向」「家計動向」「企業動向」「雇用関連」等、日銀の

「経済指標（各種統計データ）」から「業況判断」「個人消費」「設備投資」「資金繰

り」等、一般社団法人金融財政事業研究会の「業種別審査事典」から「業種別マー

ケティング事業」「業界動向」「業務知識」等の小規模事業者に役立つ経済動向の情

報収集し、経営支援ミーティングにおいて職員間で情報交換してノウハウを共有し、

いつでも事業者に情報提供できるようにデータベース化する。 

 

 １．（４）経営指導員等による経済動向の情報交換会（継続） 

   経営指導員等が事業所を巡回訪問して景況や市場動向についてヒアリングし、そ

の結果をデータベース化する。また、毎月１回開催する経営支援ミーティングにて、

巡回訪問でヒアリングした経済動向や企業の景況、経済動向調査の結果、二次デー

タの分析結果等について情報交換し、経営指導員が事業者を伴走型支援していく上

で有効に活用していく。 

 

（目標） 

 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)会員景況調査実施回数 4 4 4 4 4 4 

2)鉄工・電子業に対する 

景気動向調査実施回数 
4 4 4 4 4 4 

3)二次データ（小規模白書） 

の情報提供件数 
3 10 10 10 10 10 

4)二次データ（景気ウォッチャー

調査）の情報提供件数 
3 5 5 5 5 5 

5)二次データ（日銀統計データ） 

の情報提供件数 
2 5 5 5 5 5 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜第１期における取組と成果＞ 

 第１期における取組みとして、巡回訪問におけるヒアリング、経営セミナーの開催、

経営相談会や専門家派遣などにより経営改善に意欲のある小規模事業者を掘り起すこ

とで、ほぼ目標値通りの小規模事業者の経営分析を実施することができた。また、これ

まで当商工会議所では定期的な専門家による経営相談の場がなかったことから、中小企

業診断士を招いて毎月１回の「経営相談会」を実施することで、支援事業者や経営セミ

ナーの受講生、マル経融資相談者などの経営課題の掘り下げや経営分析、その後の営業

プランや事業計画作成の場として活用することができた。 

従来の当商工会議所の経営支援では、マル経融資や記帳指導などの財務分析が主で、

補助金申請時以外に小規模事業者の事業計画策定を見据えた経営分析をする機会はほ

とんどなかったが、上記の取組みにより、やる気のある小規模事業者を掘り起して継続

的に経営支援を実施する組織体制を整えることができた。 

しかし、小規模事業者全体を見ると、経営分析や事業計画作成への意欲は総じて低く、

巡回訪問や事業全体を通してこうした事業者の意識を改善することはなかなかできな

かった。また、セミナーでは小規模事業者の参加が少ないことも多く、やる気のある小

規模事業者の掘り起しと経営支援には一定の成果があったものの、経営改善に消極的な

小規模事業者の意識改善までにはなかなか効果が及ばなかった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期の取組の結果を踏まえて、今期では経営改善に前向きな小規模事業者「支援グ

ループ」の掘り起しと経営支援を継続するとともに、経営改善に後ろ向きな小規模事業

者「動機付けグループ」に対して経営改善への動機付けを行って意欲を喚起して、それ

ぞれの段階に応じた伴走型の経営支援につなげていくための事業を実施する。 

巡回においては、これまで経営分析に誘導するアプローチが不足していたことから、

経営指導員が経営分析につなげることを目的とした巡回訪問を実施し、その後の伴走型

支援につなげていく。また、経営セミナーにおいては小規模事業者の経営課題に応じた

内容や開催時間の見直しを行うほか、マル経融資相談での経営分析手法の見直しなどを

実施して、やる気のある小規模事業者の更なる掘り起しと意欲の低い小規模事業者への

動機づけを重点課題として事業を推進する。 

 

（事業内容） 

２．（１）経営分析につなげる巡回訪問（新規） 

経営指導員等による巡回訪問において、経営分析による経営支援が必要と思われ

る小規模事業者を事前にリストアップして経営改善「動機付けグループ」と「支援

グループ」に分類し、それぞれの事業者に対して訪問担当者を決めて実施する。 

「動機付けグループ」に対しては、経営状況の分析につなげることを目的とした

簡易の経営分析を実施する。簡易の経営分析では、ヒアリングシートを用意して自

社の強み、弱み、競合、経営環境等について事業者から話を聞きながら進めていく。 

しかし、「動機付けグループ」の小規模事業者は、簡易な経営分析にも応じてもらえ

ないことも考えられるので、経営セミナーの案内や経営分析を活用した小規模事業

者の成功事例の紹介を行うなど、経営分析への働きかけを継続していくことで、経

営改善への動機付けを図り、「支援グループ」に引き上げていく。 

「支援グループ」の小規模事業者は経営改善意欲が高いことから、ヒアリングに

よる経営分析だけでなく、その場での更に踏み込んだ経営分析や財務分析の為の資

料確認、経営相談会への参加、事業計画策定への誘導など、意欲に応じた経営支援

を進めていく。 
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これらの巡回記録やヒアリングシート、経営支援の進捗状況はその都度データベ

ース化を行い、毎月の経営支援ミーティングにて意見交換して、経営分析支援対象

者を選定する。選定した事業者に対しては、経営指導員等の支援担当職員共通の経

営支援フォーマットを用いて財務面も含めた経営分析を実行し、分析結果はデータ

ベース化する。 

経営分析を実施した事業者には、その後も経営課題に応じた経営支援を継続しな 

がら事業計画策定を目標に、経営セミナー及び経営相談会への参加や、高度な知識

が必要な場合は専門家派遣を実施することで、伴走型支援を実施していく。 

 

２．（２）経営セミナーの開催（継続） 

中小企業診断士を講師に招いて小規模事業者の経営分析をテーマとしたセミナー

を開催する。セミナーを通して小規模事業者が経営分析の必要性を認識し、自社の

強みを活かして消費者ニーズを捉えた事業展開を進めていくことを支援する。セミ

ナーの開催時間は小規模事業者が参加しやすいように夜間や休日などの開催も検討

する。経営分析以外にも、小規模事業者の様々な経営課題を克服する為の経営セミ

ナーを開催して、やる気のある支援事業者の掘り起しと経営支援を進めていく。ま

た、セミナーの最後には経営課題の克服の為に経営分析や事業計画作成の必要性を

説明し、その後の伴走型支援につなげていく。 

 

２．（３）マル経融資相談者に対する経営分析（新規） 

マル経融資相談者に対する従来の支援方法を見直し、相談者の経営分析や事業計

画策定支援につながるように支援していく。 

財務分析では従来の２期分決算比較だけでなく、限界利益、限界利益率、損益分

岐売上高、損益分岐点比率、売上高計上利益率、流動比率、当座比率などを導き出

し、ＴＫＣ「経営指標」や日本政策金融公庫「小企業の経営指標」などと比較分析

して見せることで、自社の経営状況を正確に把握してもらう。 

また、財務分析以外にも、相談者からのヒアリングを通じてＳＷＯＴ分析や競合・

顧客・商品分析を行い、抜本的な経営改善への目的意識をもってもらい、資金繰り

支援だけでなく、営業計画や事業計画の策定支援につなげていく。 

 

２．（４）経営相談会の実施（継続） 

中小企業診断士などの専門家を招いた定期相談会を毎月１回開催し、経営課題を

抱えている小規模事業者の掘り起しを図るとともに、巡回訪問して経営分析した事

業者などの更に踏み込んだ支援や、経営セミナーなどに参加した事業者の経営課題

に対する個別対応、事業計画作成や補助金申請、事業承継、創業の相談窓口として

活用する。経営相談会には経営指導員等も同席することで支援ノウハウを習得する

とともに、その後の継続的な支援につなげていく。また、相談記録を作成してデー

タベース化し、毎月１回の経営支援ミーティングやＯＪＴを通じて組織全体の支援

能力向上と事業者への経営支援のブラッシュアップを行う。 

 

２．（５）外部専門家による経営分析（継続） 

小規模事業者の経営支援を進めていくうえで、より高度な専門知識が必要な場合

は、中小企業診断士、税理士、弁護士、ミラサポなどの専門家や、よろづ支援拠点

などの支援機関と連携して、小規模事業者の経営課題の解決を目的とした経営分析

や経営支援を行う。専門家による支援には経営指導員等も同席し、支援ノウハウを

身につける。 
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（目標） 

※平成２９年度に開催した事業承継セミナーは「事業計画作成支援」にて記載 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期では経営分析を実施した小規模事業者の事業計画策定支援や、経営計画作成セ

ミナーの開催、新規事業である創業塾などの創業支援、補助金申請者に対する事業計画

策定支援などを実施した結果、当初の目標を上回る事業計画策定の支援を実施すること

ができた。また、巡回訪問時の情報提供や経営指導員等による支援事業者の掘り起しに

より、小規模事業者が自ら事業計画を策定して中長期的に事業継続していく意識が醸成

され始めたことは大きな収穫であった。 
しかしながら、創業や補助金申請など具体的なメリットがあるケースに比べて、中長

期的な事業継続や経営改善を目的とした事業計画を策定しようとする事業者はまだま

だ少なく、事業評価委員会では、小規模事業者に対する経営指導員等による伴走支援へ

のアプローチが不足しているとの指摘があった。 
 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期の取組みの結果を踏まえて、今期は更に小規模事業者に寄り添った支援を行う

ことで、小規模事業者の事業計画策定への意欲が高まるように事業を実施する。今期か

ら経営分析につなげることを目的とした経営指導員等による巡回訪問において、事業計

画策定の必要性や成功事例についてしっかりと説明し、経営分析を実施する際には事業

者と一緒に簡易の事業計画を作成することで、小規模事業者の事業計画策定への意欲を

喚起していく。また、経営者の高齢化が加速し、小規模事業者にとっても事業承継対策

が緊急の課題となっていることから、専門家や支援機関と連携して進めていく。 

 

（事業内容） 

３．（１）事業計画策定支援（継続） 
①巡回訪問時における事業計画策定支援 

今期より経営分析を目的とした巡回訪問を実施するが、巡回訪問先が経営改善

の「動機付けグループ」か「支援グループ」かを判断し、「動機付けグループ」へ

は簡易の経営分析を行うよう勧める。また「支援グループ」へは、簡易の経営分

析を実施し、事業計画策定の必要性についても説明する。その後、分析結果を基

に経営指導員等が一緒に簡易版事業計画フォーマットを使用して事業計画を策定

し、事業計画を難しいものと考えている小規模事業者に事業計画策定を肌で感じ

てもらう。そして事業計画を策定したことで経営課題を克服した成功事例や各種

施策や補助金の活用事例を紹介し、小規模事業者の事業計画策定意欲を喚起する。

策定した簡易の事業計画は、その都度共有データに保存していつでも組織として

対応できるようにしておく。 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)経営分析につなげる巡回訪問 0 100 100 100 100 100 

2)経営セミナーの開催 1 2 2 2 2 2 

3)経営セミナー受講者数 20 40 40 45 45 45 

4)経営分析件数 19 30 30 35 35 40 

5)マル経融資の経営分析件数 0 4 4 6 6 6 

6)経営相談会の開催 9 9 9 9 9 9 
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②事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催 
小規模事業者の事業計画策定を支援するため、小規模事業者を対象とした事業

計画策定セミナー及び個別相談会を開催し、支援対象となる小規模事業者の掘り

起しと専門家による事業計画策定支援を行う。巡回訪問で経営分析や簡易の事業

計画策定を支援した事業者にはセミナーへの参加を呼びかけ、事業計画策定や策

定した事業計画の更なるブラッシュアップを図る。 
 

③マル経融資相談者への支援 
マル経融資相談者に対しては今期より従来の経営分析手法を改め、より詳細な

財務分析と経営分析を実施する。経営分析で自社の経営課題が明らかになった小

規模事業者が、分析結果に基づき今後の事業プランを導き出すことは融資の性質

上必然であり、事業プランやアイディアを事業計画としてまとめることは融資の

実行や今後の経営改善にとって不可欠であることを説明して事業計画策定へとつ

なげていく。 
 

３．（２）創業・第二創業計画策定支援(継続改善)  

①創業者への支援 

地域の活性化は、小規模事業者が元気に継続して活動することが重要であるが、

創業予定者や創業して間もない方の中には、事業計画が曖昧なために、事業目的

を達成するために必要な行程や手順が不明確で実現性に欠けていることが多く、

家族など周囲の理解が得られていない等の問題を抱えている者も少なくない。そ

のため、創業相談などで来所する創業予定者に創業ノウハウを提供し、より実現

可能な創業プランを経営指導員等と共に作り上げ、難問については専門家も交え

ながら解決を図り、創業の実現性を高めるための支援を行う。 

 

②創業塾の開催 

創業を目指す方、第二創業を目指す方を対象にした「創業塾」を開催する。開

催に当たっては、小千谷市が全世帯に配布している「市報おぢや」及び、新聞折

り込みチラシで近隣市町村の各世帯に創業塾の開催を周知し、広く起業する人の

掘り起こしを行い、集団指導としての「創業塾」を開催するとともに、経営指導

員及び専門家による個別相談も実施していく。 

「創業塾」の実施に関しては、主に小千谷市、長岡大学、小千谷市金融団と連

携を図って開催する。内容としては、マーケティング、資金調達方法、税務、数

値計画などの必須事項に基づいて、創業計画書及び事業計画書の策定まで導いて

いく。これにより、創業予定者が資金調達、開業手続きも円滑に行うことが可能

になり、創業後の事業継続の確率を高めることができる。また、創業者へのフォ

ローアップも実施することで、開業後の伴走型支援につなげていく。 

 

３．（３）事業承継計画策定支援（継続） 

①事業承継計画の策定支援 

小規模事業者の円滑な事業承継を実現していくためには経営、人事、財務など

事業承継に関する様々な経営課題の解決を計画的に進める必要があることから、

小規模事業者の事業承継計画の策定支援を実施する。特に小規模事業者は事業承

継対策への意識の低い事業者が多いことから、経営指導員等の巡回訪問時に簡易

の事業承継診断の実施や事業承継セミナーへの参加を促すことにより、事業承継

対策への意識を高め、後継者の事業承継後の経営革新も見据えた事業承継計画の

策定支援を実施する。 
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事業承継支援の実施には、各分野の高度な専門知識が必要となることから、新

潟県事業引継ぎ支援センターや他の支援機関、専門家と連携して事業承継支援を

進めていく。Ｍ＆Ａによる売却を望む事業者には専門家や外部機関と連携して売

却先の選定と必要な準備について支援し、後継者がいない場合は事業承継引継ぎ

支援センターの後継者バンクとのマッチングなどを行う。 

 

  ②事業承継セミナーの開催 

小規模事業者が事業承継計画を策定して、円滑な事業承継を進めることを目的

とした事業承継セミナーを開催する。事業承継計画を策定するには、経営改善だ

けでなく法律や税務など様々な経営課題への対応が必要なことから、中小企業診

断士や税理士、会計士、弁護士などの専門家を講師として招き、Ｍ＆Ａなども含

めた事業承継セミナーを開催する。 

 

③後継者育成塾の開催 

事業承継においては、後継者が事業承継前に自社の経営理念や財務状況、無形

資産などをしっかりと把握し、経営者としての自覚と事業承継後のビジネスプラ

ンを持つことが重要であり、まずは経営者としての必要な基礎知識を身につけな

ければならない。そこで、事業承継の後継者を対象とした「後継者育成塾」を開

催し、「経営者としてのあり方」「財務分析」「経営戦略」「事業計画」「人材活用」

等の経営者としての全般的な基礎能力習得のための連続講座を開催する。 

 

④廃業計画の策定支援 

事業の後継者やＭ＆Ａによる売却先が見つからず、最終手段として廃業せざる

を得ない小規模事業者に対しては、ただ漫然と廃業を待っていては倒産などによ

り財産を失ってしまうことや、従業員や顧客、取引先、金融機関など全ての関係

者に不利益が及ぶ可能性があることから、廃業計画の策定支援を実施する。債務

超過の恐れのある事業者に対しては、経営安定特別相談事業や支援機関と連携し

ながら計画策定を支援する。 

 

（目標） 

※平成２９年度経営セミナーの「事業承継セミナー」は「経営状況の分析」にて記載 

 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)事業計画策定セミナーの開催 1 1 1 1 1 1 

2)事業計画策定件数 9 12 12 15 15 15 

3)創業塾の開催 1 1 1 1 1 1 

4)創業塾受講者数 4 6 6 8 8 10 

5)創業支援者数 8 10 10 15 15 20 

6)創業計画策定件数 2 4 6 8 8 10 

7)事業承継セミナーの開催 1 1 1 1 1 1 

8)事業承継セミナー受講者数 10 10 10 13 13 13 

9)後継者塾の開催 未実施 1 1 1 1 1 

10)後継者塾受講者数 未実施 8 8 8 10 10 

11)事業承継計画策定件数 1 2 2 3 3 3 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期では事業計画策定後の実施支援として、経営指導員等が６ヶ月毎に事業計画を

策定した事業者を訪問し、進捗状況を確認するとともに、必要な支援策や情報提供をす

ることで、事業計画のＰＤＣＡサイクルを繰り返して、新しい経営課題の発見と改善策

に取組み、小規模事業者に対する継続的な経営支援を実施した。 

しかし、定期訪問の時期や事業計画策定者のリスト管理が曖昧で、基本的に経営指導

員等の裁量に任されていたことから、スケジュールが合わずに継続訪問ができないこと

や、訪問の間隔が空いた為に支援が途切れたこともあり、事業計画策定者と創業計画策

定者を合わせた事業計画策定支援後の実施件数は平成２７年度と平成２８年度で当初

の目標を下回ってしまった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 第１期の取組みの結果を踏まえて、今期では創業や事業承継を含めた全ての事業計画

策定支援事業者をリスト管理して、事業計画策定後の最低２年間は３ヶ月に１回担当と

なる経営指導員等が巡回訪問することで、小規模事業者の継続的な経営支援を実施する

体制を構築する。創業や事業承継においてもそれぞれ特有の課題を踏まえながら、計画

策定後のＰＤＣＡサイクルにより伴走型支援を実施していく。 

 

（事業内容） 

４．（１）事業計画策定支援後の実施支援（継続） 
事業計画を策定した小規模事業者に対しては、創業や事業承継を含めた全ての事

業計画策定事業者リストを作成して、事業計画策定後の最低２年間は３ヶ月に１回

担当の経営指導員等が巡回訪問・窓口面談する。巡回訪問の際は経営状況や事業計

画の進捗状況を確認し、経営計画と現状の差異が生じている場合は、原因の分析や

課題発見を支援して事業計画のＰＤＣＡサイクルを繰り返していく。また、新たな

経営課題が生じている場合は、必要に応じた支援を実施し、専門的知識が必要な場

合には経営相談会への参加や専門家派遣、他の支援機関との連携による課題解決を

図る。 
毎月の経営支援ミーティングでは訪問した事業者の事業計画の進捗状況や経営課

題について報告と意見交換をして、事業者情報や支援ノウハウを共有する。また、

事業者のメール連絡先などを把握して日頃からこまめに連絡を取り、繁忙期など訪

問できない場合でも定期的なコンタクトを欠かさないことで、事業計画策定後の継

続的な伴走型支援を実施していく。 
 

４．（２）創業計画策定支援後の実施支援（継続） 

創業者等の事業が軌道に乗るよう、現状把握を継続的に行い、事業継続に向けた

計画の実行ができるよう支援する。創業・第二創業計画を策定した創業者等は特に

不安も多いことから、最低２年間は必ず３ヶ月に１回担当の経営指導員等が巡回訪

問・窓口面談して不安要因を解消し、必要に応じて専門家の派遣も行い支援を行う。 

創業者等への支援は「計画の妥当性」、「実行した内容の妥当性」、「経営環境の変

化による影響」という３つの視点を中心に進める。創業計画との差異の理由を明ら

かにし、計画と実績の差異がどのくらいあり、その差異を埋めるための対策を検討

し実行するまでを支援する。創業計画との差異の原因を分析して、改善を確実に行

なっていくことで、創業者を成長期、安定期へ導くことが期待できる。 
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４．（３）事業承継計画策定後の実施支援（新規） 

円滑な事業承継の実現を支援すべく、事業承継計画を策定した小規模事業者にも

同様に計画策定後の最低２年間は３ヶ月に１回担当の経営指導員等が巡回訪問・窓

口面談し、定期的なフォローアップを行っていく。訪問時には事業承継にかかる国、

県、市の補助金や融資制度などの支援策や必要に応じた情報提供を行う。事業承継

特有の法律や税務など高度な知識が必要な場合は専門家や他の支援機関と連携して

課題解決に取り組んでいく。 

また、経営者だけでなく後継者ともコンタクトをしっかりとり、必要に応じて後

継者育成塾を活用して経営者としての資質向上を図るとともに、後継者の事業承継

後の経営プランを実現できるように、経営者の事業承継計画の見直しや経営課題の

解決を支援し、後継者が事業承継した後も継続的に支援していく。 

 

（目 標） 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜第１期における取組と成果＞ 

 第１期における取組みとして、小千谷市内の一般消費者を対象とした商品分類及び年

代毎の購入エリア等に関する需要動向調査を実施して、小千谷地域に特化した消費者の

商品分類別・年代別の購入エリアと傾向を把握することができた。調査結果は会報やホ

ームページに掲載し、支援担当職員間でデータを共有することで、経営支援や事業者へ

の情報提供や経営分析等に活用した。 

事業評価委員会では、小規模事業者を伴走型支援するには需要の全体調査だけではな

く、業種別調査や個別調査などの調査対象を限定した調査が必要との意見が出された。

また、統計データの活用として、二次データを情報収集してデータベース化をしたもの

の、小規模事業者の事業計画作成の際の判断材料として活用する機会は限られていた。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 第１期の取組みの結果を踏まえて、今期では消費者全体への調査は実施せずに、小規

模事業者が自社に対する消費者のニーズを事業計画に直接反映させることを目的とし

た個別の需要動向調査を実施する。また、当市は地元で開催する展示会や商談会もなく、

参加する意欲のある小規模事業者も少ないことから、地元の小規模事業者への取引ニー

ズを把握する為に、近隣商談会や「ザ・ビジネスモール」などから商談に関する情報収

集に努める。統計データの活用では情報収集媒体や提供情報の見直しを随時行って、情

報提供のブラッシュアップと活用機会の増加を図る。 

 

（事業内容） 

５．（１）顧客アンケート実施による需要動向調査（新規） 

事業計画策定支援をしている小規模事業所を対象に、提供する商品やサービスに

ついて、既存顧客に対する個別の需要動向調査を実施することで、自社の商品・サ

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 
1)事業計画作成支援後 

 フォローアップ回数 
9 50 60 75 80 85 

2)創業計画作成支援後 

 フォローアップ回数 
2 16 24 30 40 40 

3)事業承継計画作成支援後 

 フォローアップ回数 
1 6 8 10 12 12 



18 
 

ービスが顧客のニーズにマッチしているのか、どういった商品・サービスにニーズ

があるのかなどを分析し、顧客ニーズを踏まえた事業計画の策定を支援する。調査

は一定期間の間に来店した顧客へアンケートの協力を依頼し、店頭でのアンケート

依頼が難しい場合は顧客名簿を活用した郵送等によるアンケート調査を実施する。 

調査内容については「購入理由」「未購入理由」「取扱希望商品」「メニュー・技

術・サービスの満足度」「接客態度」「競合との比較」「ＳＮＳ利用状況」などの項目

とするが、支援事業者の調査後の事業計画作成を見据え、事業者や経営指導員等、

専門家などが一緒に調査内容を検討し、支援事業者の経営状況や支援目的に合った

調査内容の設計を行う。調査実施後は、速やかにアンケートを回収・整理・分析を

行って事業者に情報提供し、その後の需要を見据えた事業計画策定支援につなげて

いく。アンケートの回収は、事業計画への活用を考慮すると、１事業所あたり最低

でも２０以上のアンケート回収を行う。 

 

５．（２）県内における地元企業への取引ニーズ調査と情報提供（新規） 

  当市においては地元で開催する商談会や展示会もなく、小規模事業者の市外の展

示会・商談会への参加意欲が総じて低いことから、当商工会議所も有効な支援策を

打ち出せないでいるのが現状である。そこで、まず県内の商談会や展示会における

参加企業や商談ニーズなどの情報収集や、大阪商工会議所が主催する「ザ・ビジネ

スモール」を活用した取引内容等の情報収集、小規模事業者の取引先企業へのアン

ケート調査などを実施することで小千谷市の小規模事業者に関連する取引ニーズを

調査し、小規模事業者に情報提供することで、取引先開拓への意識を向上させ、販

路開拓を目的とする事業計画策定支援につなげていく。 

 

５．（３）統計データを活用した情報収集、分析（継続） 

小規模事業者の商品やサービス等の消費者ニーズや市場動向について、統計デー

タなど様々な媒体を通じて情報収集を行い、支援内容や業種に応じて情報を収集・

整理・分析して小規模事業者の需要に基づいた事業計画の作成に活用していく。成

果物は共有ファイルにデータベース化した後、毎月１回の経営支援ミーティングに

おいて作成者が情報提供し、事業者の経営支援への活用方法等について意見交換す

ることで、ノウハウを共有して積極的な情報提供と活用につなげていく。 

情報収集は総務省の「家計調査報告（消費財）」、経済産業省の「工業統計調査（産

業材）」、日経テレコン、ＲＥＳＡＳ等から小規模事業者の支援に役立つ情報収集に

努める。また、販路開拓にあたって商圏調査が必要な場合は、国勢調査から商圏人

口・年齢別人口比率、居住形態などを基に商品やサービスの需要を予測して、販路

開拓計画策定の判断材料とする。 

 

（目標） 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)顧客アンケート調査個社数 

兼情報提供個社数 
未実施 5 5 7 7 7 

2)地元企業への取引ニーズ調査 

 実施回数 
未実施 1 1 1 1 1 

3)地元企業への取引ニーズ調査 

 情報提供個社数 
未実施 10 10 15 15 15 

4)統計データ情報提個社数 3 10 10 15 15 20 
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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】 

＜第１期における取組と成果＞ 

【おぢや食おこし隊事業】 

第１期では専門家や関係団体と連携して、小規模事業者の地域産品を活用した商品開

発と販路開拓支援を実施した。平成２７年に実施した「おぢや☆ちまき総選挙」で優勝

した小千谷産のもち米を使用した「おぢや☆ちまき」の開発や、食品製造業や飲食店に

おける同商品のメニュー化を実施し、第二創業支援と展示会や商談会などによる販路開

拓支援を実施することができたが、売上は伸び悩み波及効果は限定的となった。 
 

【機械加工業の展示会出展支援】 

 第１期では行政や支援機関及び業界団体との連携により、展示会・見本市の情報提供

や出展支援をすることで受注機会の創出を図った。しかしながら、当市の機械加工業に

おける小規模事業者は、親企業からの発注に頼る部分が依然として根強く、一部で市内

外へ取引先を拡大している小規模事業者はいるものの、大部分においては販路開拓への

意識が低いため、展示会に参加した企業は小規模事業者以外だけとなり、燕三条ものづ

くりメッセなどへの共同ブース出展についても応募がなく、残念ながら出展を取止め

た。 

 

【ソーシャルメディアの活用支援】 

 第１期ではＩＴコンサルタント等によるソーシャルメディア活用セミナーを実施す

ることで、小規模事業者が手軽に経費を掛けずにソーシャルメディアを活用し、新規顧

客の獲得及び販路開拓を実現することを支援するとともに、大阪商工会議所が主として

運営しているビジネスマッチングインターネットサイト「ザ・ビジネスモール」への登

録を呼びかけたセミナーも開催し、多角的な販売促進を支援した。経営指導員等のタブ

レット端末を利用した巡回訪問は、端末動作の不具合で活用を断念した。 

 

【おぢやまちゼミ】（※第１期は「地域経済の活性化」に記載） 

第１期ではおぢやまちゼミを毎年２回開催した。一時期はマンネリ化により参加店舗

及び参加者が減少したが、平成２８年度よりまちゼミを活用した販路開拓支援を目的と

したセミナーや参加店同士の意見交換会などの取組みを活発化させ、平成２９年度１回

目のまちゼミでは過去最高の参加者を記録した。まちゼミを開催することで、参加店で

は新規顧客の開拓や、既存顧客の離店防止、店舗ＰＲなどについて効果があがっただけ

でなく、まちゼミ参加をきっかけとして既存の商品・サービスの改善、顧客へのアフタ

ーフォローの取組みを始めるなど、小規模事業者の販路開拓への取組を支援することが

できた。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【おぢや食おこし隊事業】 

第１期では地域産品を使用した新商品の開発と事業者の販路開拓支援において一定

の成果は出たものの、地域特産品の製造・販売により売上を増加させる事業者はなかな

か増えず、当地の名物にするための「売れる仕組みづくり」が必要であることを痛感し

たことから、第２期では食の専門家による支援を受け、地域の食のブランディングと商

品開発から販路開拓までの一貫した事業者支援を実施する為の支援体制構築を目指す。 
 

【機械加工業の展示会出展支援】 

 当市の小規模事業者において、展示会への出展ニーズは低いが、それでも一部の小規

模事業者には、市内を含む近隣地域へ取引先を拡大する動きがでてきているため、展示
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会への情報提供は継続した上で、まずは県内の商談会へ参加して経験を積み、近隣地域

内での受発注を循環させ、地域単位で安定的な経営基盤の確保を支援していく。 

 

【ソーシャルメディアの活用支援】 

 小規模事業者においても、現代ではＩＴツールの導入は経営において必須条件とな

り、仕事の枠も大幅に変化している。販売管理、生産管理等の全てが集約されているＩ

Ｔツールをいかに使いこなしていくかが今後の経営を大きく左右することから、小規模

事業者がコストを掛けずにＩＴツールを事業展開していく為の仕組み作りを推進する。 

 

【おぢやまちゼミ】 

今期のまちゼミでは、参加店舗を新規顧客獲得やお店のＰＲの場とするだけではな

く、小規模事業者の販路開拓支援の機会として十分に活用してもらえるように、参加店

舗には事業を通した販路開拓への取組みを働きかけ、経営支援につなげていく。また、

小規模事業者同士の連携を促進するために、高い経営意識を持った参加店舗による連携

を強化し、当商工会議所の経営支援と一体となったまちゼミにより小規模事業者の販路

開拓支援を推進する。 

 

（事業内容） 

６．（１）おぢや食おこし隊事業による地域の特産品開発と販路開拓支援（継続） 

おぢや食おこし隊では地域の６次産業化に取り組む事業者を支援し、地域の特産

品及び高付加価値商品を開発していくため、農業生産者、製造業者、食品加工業者

等の連携の機会を創出し、行政や専門家、関係団体、他の支援機関と連携して小規

模事業者の商品開発から販路開拓までを継続的に支援していく。 

 

①地域の特産品開発 

おぢや食おこし隊では平成２９年度よりメンバーがそれぞれの強みを活かせる

よう㈠販売戦略㈡製造加工㈢情報発信の３つのグループに分かれて事業を展開す

る予定であり、関係団体と連携しながら事業者による地域資源を活用した地域特

産品の商品開発を支援する。また、平成２９年度より食の高付加価値化研究所か

ら専門家を招き、小千谷の食のブランディングについてのコンセプトを明確にし、

小千谷ブランドによる消費者のニーズを捉えた商品企画から商品開発、製造、販

売までを一貫的に支援していく支援体制を構築し、開発した地域特産品が継続し

て地域の生産者と加工業者、販売店の売上向上につながるように支援する。 

 

②地域の特産品の販路開拓支援 

新商品を開発した事業者には、地元イベントである「小千谷うまいもの祭」、東  

京で開催されるＮＩＣＯ主催の「うまさぎっしり新潟 食の大商談会」、県内で毎

年１回開催される「国際ご当地グルメグランプリ」、「にいがた６次化フェア」等

について出店に関する情報提供し、出展に不慣れな事業者には出展準備や取引先

との商談の進め方などについて支援し、必要に応じて出展者の商品に対するニー

ズ調査や経営相談会及び専門家派遣等を通じた販路開拓支援を行う。 
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（目標） 

 

６．（２）機械加工業の展示会出展・ビジネスマッチング支援（継続） 

  機械加工業の下請け業者である小規模事業者は、元請依存体質や資金不足、人材

不足などにより、高額な費用や長期の準備時間が必要となる展示会への出展ニーズ

は低い。そのため近隣地域から販路を見出すことが、受注拡大への近道と捉え、近

隣地域で開催される商談会への参加支援やビジネスマッチングを含んだ交流会や面

談会を実施することで、地域内での受注機会の拡大と販路開拓を図る。 

 

 ①展示会出展及び商談会参加支援 

県内の商工会議所が主催する商談会への出展支援（６．（６）で後述）を実施す

ることで、販路開拓に消極的な小規模事業者が新たな取引先を開拓するきっかけ

としてもらう。その後、継続して商談会で経験を積ませて、日本工作機械見本市、

機械要素技術展などの全国規模の展示会に参加出来る様に開催情報の提供や出展

支援をしていく。 

  

 ②「グローバルＩＴパーク南魚沼」視察面談会 

   近隣地域の南魚沼市では、２０１６年に外国のＩＴ企業を誘致し、優秀な人材

の確保や雇用の創出を目指した「グローバルＩＴパーク南魚沼」構想をスタート

させた。国内ではＡＩやＩｏＴといった機械の自動化やインターネットを活かし

た生産性の向上を図る動きがあるため、グローバルＩＴパーク南魚沼へ視察訪問

し、ＩＴ分野に特化した外国企業と交流することで、製品開発の連携や新たな取

引先の確保につなげて、受注拡大の機会を図る。 

 

（目標） 

 

６．（３）ソーシャルメディア活用支援（継続） 

①ザ・ビジネスモールへの参画 
展示会・商談会へ出展が困難な小規模事業者や展示会・商談会以外に販路開拓

を求める小規模事業者に対して、インターネットを活用した事業展開を支援する。 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)新商品開発件数（延べ） 10 15 17 19 21 23 

2)商談会出展社数 1 2 3 3 4 4 

3)商談件数 20 30 40 40 50 50 

4)新規取引先開拓数 3 4 5 5 7 7 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)展示会出展企業数 0 1 1 1 1 1 

2)展示会出展成約件数 0 1 1 1 1 1 

3)グローバル ITパーク視察交流会 

 参加企業数 
未実施 5 5 5 5 5 

4)グローバル ITパーク視察交流会

新規取引先開拓件数 
未実施 1 1 1 1 1 
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従来から推進している、大阪商工会議所と連携した「ザ・ビジネスモール」は、

簡易ホームページ作成機能や商談支援機能を備えたサイトである。定期的に「ザ・

ビジネスモール」の講習会を開催し、効果的なＰＲ方法などを習得してもらう。

また登録・掲載後において、成果が上がらない場合は、原因究明・解決策提示な

ど必要に応じてＩＴ専門家等と連携し、伴走型支援を行う。 
 

②販路拡大のためのメディア戦略支援の実施 

地域の小規模事業者が、限られた経営資源で効果的な販路拡大を図るためには、

テレビや新聞、雑誌などのメディアを活用した広報支援が有効と考えられる。そ

こで、新商品開発への取組みや特徴的な商品・サービスを取扱う小規模事業者に

対して、出来るだけお金をかけずに販路拡大を図るための「プレスリリース活用

セミナー」を開催する。 

セミナーで作成した自社のプレスリリースを掲載希望するメディアに送付し、

実際にマスコミに取り上げられるか否かの検証を行う。マスコミに取り上げられ

た際には、それによる定量・定性的な経済効果を測るものとする。また、マスコ

ミの反応が得られなかった際には、専門家の個別指導により、リリース内容のブ

ラッシュアップやリリース先の変更を検討する。 

 

③小千谷ＩＴ協議会との連携事業 
今年度より当商工会議所では、ＩＴ関連の会員企業から組織する「小千谷ＩＴ

協議会」を創設したが、これは小規模事業者のＩＴ導入促進と生産性の向上を目

的としている。同協議会と連携して小規模事業者へＩＴの導入状況や活用方法に

ついてのアンケートを実施し、小規模事業者のＩＴに関するニーズを探り、必要

とされているセミナーや個別相談会を実施することによって、小規模事業者全体

のＩＴリテラシーの向上を図っていく。 

 

（目標） 

 

６．（４）おぢやまちゼミ（継続） 

市内の店舗がお店の専門知識やお得な情報を市民向けに提供する無料講座を開く

「おぢやまちゼミ」を毎年２回、それぞれ１ヶ月程度の期間で開催する。 

まちゼミではお店と店主の魅力を知ってもらうことで、新規顧客の開拓とお店の

ＰＲ、商店街の賑わい創出を目指すことを主目的としているが、まちゼミを小規模

事業者の販路開拓支援の機会として有効に活用していく。 

小規模事業者への販路開拓支援への取組みとして、まちゼミ開催情報の配信をき

っかけとしたＳＮＳ活用による販売促進支援や、まちゼミでのお客様の生の声を参

考として既存の商品やサービスの見直し、まちゼミを潜在ニーズの掘り起しの場と

した新しい事業内容へのチャレンジ、参加店舗へのアフターフォロー支援を通した

顧客アプローチ方法の習得など、まちゼミを通して小規模事業者の販路開拓支援と

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)ザ・ビジネスモール参加企業数 17 20 20 20 35 40 

1)ザ・ビジネスモール成約件数 1 4 6 8 10 12 

2)ＩＴ活用セミナー開催数 2 3 3 3 3 3 

3)ＩＴ活用セミナー参加者数 40 50 50 50 60 60 

4)ＩＴ活用支援者数 － 10 10 15 20 20 
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その後の経営支援につながるように事業を進めていく。 

また、外部講師を招いたまちゼミ販路開拓セミナーの開催や、参加店舗同士の意

見交換会、「中・上越地区まちゼミネットワーク会議」などの他地域とのフォーラム

会議に参加することで、商業者間での経営意欲の向上や連携力の強化を図り、まち

ゼミ事業全体をブラッシュアップしていく。 

 

（目標） 

 

６．（５）商談会や展示会についての意向調査（新規） 

小千谷市の小規模事業者の商談会や展示会を活用した取引先の開拓への意欲は総

じて低く、小規模事業者の商談会や展示会への参加事業者は数えるほどとなってい

る。しかしながら、当商工会議所では小規模事業者の商談会や展示会による販路開

拓への取組み状況や意欲、潜在ニーズ等について正確には把握しておらず、有効な

支援策を打ち出しているとは言い難いことから、当商工会議所による市内の小規模

事業者の商談会や展示会による販路開拓支援の方向性を定めることを目的として、

小規模事業者の販路開拓への取組状況や、商談会等への参加意向、支援要望等につ

いての意向調査を５年計画の初年度に実施する。 

意向調査は当商工会議所会員事業所のうち、出先機関等を抜いた約９００社に発

送し、回収したアンケート用紙は調査結果を小規模事業者と小規模事業者以外に分

類して集計する。調査内容は展示会への出展や商談会についての「現在の取組状況」

「参加展示会・商談会名」「商談成立件数」「今後の取組意向」「支援要望」などの項

目の他、自由記載欄も設けて回答してもらう。 

調査結果は商工会議所ＨＰにて掲載するとともに、販路開拓支援事業者の選定や

情報提供する商談会及び展示会の選定、商談会活用セミナーや当商工会議所の経営

支援計画策定のための判断材料として活用する。 

 

６．（６）近隣地域の商談会への参加支援（新規） 

新規の取引先開拓を目指す事業者へ近隣地域で開催される商談会への出展支援を

実施する。新潟県では平成２８年度より、上越市で上越商工会議所と上越市主催に

よる毎年１回の「ビジネスマッチング in上越」が開催されており、長岡市では長岡

商工会議所主催の「第１回ながおかビジネスマッチング個別商談会」の開催が平成

３０年２月に決定するなど、県内の商工会議所主催による個別商談会が開催されて

いる。 

こうした近隣地域の商工会議所と連携し、まずは前述の調査を基に販路開拓が必

要な小規模事業者に近隣地域の商談会の情報提供を行い、商談会を通じた新規取引

先開拓を促進していく。機械加工業の展示会出展に消極的な小規模事業者に対して

も、まずは商談会への参加を促し、将来の展示会への出展を見据えた販路拡大を支

援していく。また、前述した意向調査による事業者の支援ニーズを参考に、商談会

の開催に合わせた商談会活用セミナー等を開催することで、商談会や営業に不慣れ

な事業者に対し、商談会に関する知識や営業手法等を身につけてもらう。更に事前

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)まちゼミ開催回数 2 2 2 2 2 2 

2)まちゼミ参加店 52 60 60 65 65 65 

3)まちゼミ受講者数 384 500 550 600 600 650 

4)まちゼミセミナー開催 1 2 2 2 2 2 
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に経営分析等を実施して自社のポジショニングやマーケティングプランを作成し、

商談会に対して明確な目的意識を持って参加することで、商談会のプロセスと結果

をしっかりと検証し、事業計画のＰＤＣＡサイクルを繰り返していく。 

 

（目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)近隣地域の商談会出展社数 1 2 2 2 3 3 

2)商談会の商談件数 0 3 4 4 5 5 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

＜第１期における取組と成果＞ 

【地元特産品を使った地域おこし】 

Ⅰ－６－（１）で前述した「おぢや食おこし隊事業」では、地域特産品や高付加価値

商品の開発だけでなく、「おぢや☆ちまき総選挙」等の地域を巻き込んだイベントを開

催したことで、新しく開発した地域特産品「おぢや☆ちまき」の市民への認知度向上や、

特産品の取扱い店舗の増加などの成果があった。生産者と加工業者の「きっかけづくり

交流会」は実行委員会の決定により第１期では実施せずに、個々のマッチングを実施し

た。しかしながら、組織としての方向性が明確でなかったことから、おぢや食おこし隊

の構成員同士や関係団体との連携による地域おこしの方向性には課題が残った。 
 

【基幹産業の技術力向上と後継者育成】 

 基幹産業である鉄工・電子業界は、熟練工の大量退職による技術レベルの低下、後継

者への技術力継承が喫緊の課題であることから、若手技能者へ技術継承を目的とした

「テクノ小千谷名匠塾」を立ち上げ、小千谷鉄工電子協同組合が主体となり、新潟県、

小千谷市、当商工会議所が連携支援を行ってきた。同塾では、国家資格の技能検定合格

に向けて技術講習を受けているが、平成２７年度から平成２８年度の２年間では当初の

目標は下回るものの、技能士合格者を３０名輩出することができ、平成２０年度から累

計で１４５名の技能検定合格者を誕生させ、業界内の技術レベルの維持、向上を図って

きた。 

 技術レベルを更に向上させる目的で、小千谷鉄工電子協同組合主催による加工技術の

情報共有を行う「技術懇談会」を実施する予定であったが、同業他社が集まるため、自

社の加工技術や生産ノウハウなどの企業秘密があり、相互で情報共有することに難色を

示したため開催を断念した。 

 

【商業者・商店街活性化事業】 

商業界及び中心地商店街の賑わいを創出することを目的に、「おぢやまちゼミ」「１０

０円笑店街」「小千谷うまいもの祭」を開催した（おぢやまちゼミは６．新たな需要の

開拓に寄与する事業に関することで報告）。 

「１００円笑店街」は毎年２回（平成２９年度は１回の予定）開催し、１つ１００円

の商品やサービスだけでなく、参加店舗によっては５００円の商品に切り替えるなど、

参加店舗とお客様のニーズに柔軟に対応した。イベント当日は商店街を多くのお客様が

利用して賑わいを創出したものの、再来店の効果が少なかったことで次回の参加を見合

わす商店街や店舗も多く出る結果となった。また、「中学生あきんど体験」を実施し、

商店街を中学生から知ってもらう機会となった。 

「小千谷うまいもの祭」は中心市街地で年１回開催し、市内で生産、製造、調理され

た食品等を一堂に展示・販売し、市内小規模事業者の食品関係業者の販売促進と販路開

拓を図ることを目的に実施した。参加店舗数は目標値まで至らなかったものの、参加店

舗のヤル気も高く、参加店舗やお客様両方から良いイベントであると評価された。開催

後のアンケートでも売上が増加している店舗が多かった。しかしながら、食のイベント

は市内や近隣市町村で同時期に集中しているため、年々分散傾向となっている。今後の

展開としては参加店舗と協議して、中心市街地の活性化に繋がる事業にすることが必要

である。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【地元特産品を使った地域おこし】 

おぢや食おこし隊はⅠ－６－（１）で前述した通り、平成２９年度より食の高付加価
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値研究所より専門家を招き、組織全体としてのこれからの事業や支援の方向性を明確に

定め、メンバー間や関係団体と連携した事業者支援の仕組み作りを進めていく。その上

で、開発した地域特産品を使った地域おこし事業を関係団体や観光事業と有機的に連携

して実施していくことで、事業者の持続的発展と地域経済の活性化を図る。 
 

【基幹産業の技術力向上と後継者育成】 

 基幹産業の高精度加工技術を引き続き維持していくため、技能者養成機関「テクノ小

千谷名匠塾」を支援する。また、新たな技能者を確保していくため、学生を対象に市内

の産業や企業の紹介を行い、将来の就業先の選択肢として地元企業を早期に意識付けさ

せることで、技術者の確保及び人口流出減につなげる。 

 

【商業者・商店街活性化事業】 

商業イベントは一過性のモノになっているイメージが強く、参加店舗も本来の目的で

あるリピーターの増加や新商品の開発・ＰＲの感覚が薄れてきている。本来の商業者の

持続的な活性化を図っていくことが重要であると認識したうえで、参加店舗並びに近隣

商店街に意識改革を図る事を大前提として、商業者の『あるべき姿』を支援していく。

「うまいもの祭り」は内容を改善して継続実施していくが、「１００円笑店街」は予算

の減少により十分な事業実施ができず、参加店舗も減少したことから、実行委員会の決

定によって本年度限りで事業を一端終了することとなったが、その間に新たな商業施策

を検討する。 

 

（事業内容） 

 １．地域特産品を使った地域おこし（継続） 

おぢや食おこし隊事業により開発した地域特産品を使った地域おこし事業を新潟県

長岡地域振興局、小千谷市、ＪＡ越後おぢや等と連携して実施することで、地域特産

品の地元での認知度の向上と事業者の売上拡大、観光事業との相乗効果による交流人

口の増加による地域経済の活性化を図る。 
 
（１）地域特産品の販売・普及への取り組み（継続） 

おぢや食おこし隊事業で開発した地域特産品の販売促進と地域全体での認知度 

向上を目的としたイベントの開催や他地域の食イベントへの出展支援を実施する。       

第１期事業で開発した「おぢや☆ちまき」は小千谷産のもち米であるわたぼうし

を使用しており、おこわなどに最適なもち米である。また、コシヒカリの収穫前に

刈り取りが終了する極早生品種で育てやすく農家にとってもメリットがあるが、中

越地区ではまだまだ知名度が低く、生産者も少ない。こうした「おぢや☆ちまき」

や新しい地域特産品を使ったコンテストなどのイベントや販売会の開催、他地域の

食イベントへ出展をすることで、商品の売上向上や認知度向上だけでなく、生産地

のブランド化も実現でき、地域全体にとっても生産者にとっても大きなメリットが

生まれ、高付加価値の６次産業化による地域経済の活性化を図る。 

 

（２）観光事業や関係機関との有機的連携（継続） 

地域内には『食』に関連した様々な団体がある。「生産分野」ではＪＡ越後おぢや

や各生産者グループ、「販売分野」ではサンプラザ（おぢやファンクラブ）、「飲食分

野」では小千谷飲食連合会、「地域おこし分野」ではわかとち未来会議や岩沢アチコ

タネーゼなどがあり、単独では限界のある地域特産品の販売ルートの確保や生産者

と加工業者のマッチングによる商品開発などで連携することで、地域全体が協力し

て地域特産品の販売促進と認知度の向上を図る。また、地域特産品の開発を小千谷
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市や小千谷観光協会、おぢや観光プロジェクトなどの観光事業と連携して進めてい

くことで、観光客の誘致による交流人口の拡大や売上向上などの相乗効果が生まれ

ることから、『食』における地域のブランディングを進めていく。 

 

 

 ２．基幹産業の技術力向上と後継者育成（継続） 

  小千谷市の基幹産業である鉄工電子業界では、２００７年以降の団塊世代の大量退

職による加工技術のレベル低下が懸念されており、後継者への技術力継承は喫緊の課

題である。加工技術のレベル低下による製品の品質低下や受注の減少は、業界全体の

取引高を縮小させ、地域経済を脆弱化し、ひいては雇用問題や人口減少へと繋がりか

ねないことから、基幹産業の技術力向上と後継者の育成に取組んでいく。 

 

（１）「テクノ小千谷名匠塾」事業への支援（継続） 

「テクノ小千谷名匠塾」では受講者が目標とする国家試験の技能検定合格に向け、

同塾の運営、技能検定情報の配信、実技試験会場運営補助などを行い、着実に多く

の国家技能士を輩出し、技術レベルの維持・向上につながっており、引き続き同事

業の支援を実施する。 

 

（２） 将来の技術者の確保（新規） 

人口減少、少子高齢化に伴い、鉄工電子業界では、常に人材不足の課題が慢性的

に付きまとうため、小千谷西高等学校の機械加工授業を選択した生徒からテクノ小

千谷名匠塾の設備で実習させ、質の高い授業を行うことで、将来的な技術者の確保

へつなげる。また、小千谷市産業開発センターの展示品ブースにて、子供達にも分

かり易い基幹産業の仕事を紹介したパネルの設置や興味を惹かせるオブジェの展

示を通して加工技術の魅力を発信する。 

 

（目標） 

 

 

 ３．商業者・商店街活性化事業（継続） 

  中心市街地の商店街において毎年１回「小千谷うまいもの祭」を開催し、『食』を

テーマにした関連商品等の展示・販売を行うことで、中心市街地に賑わいを創出す

ると共に、出展する小規模事業者の販売促進・販路開拓を図る。 

参加店舗が自慢の商品を出品し、各店舗にて商品販売とリピーター獲得を目的と

した販売促進に努めてもらう。近隣商店街と連携してお客様を商店街に誘導する仕

組み作りにより経済効果の拡大を図る。回数を重ねることで、売上至上主義になる

傾向があるので、お客様とのコミュニケーションを重視すること。また、過去の反

省事項など再度検討してＰＤＣＡサイクルを実践しながら、販売促進・販路開拓を

図る。 

当商工会議所が事業のアウトラインを作成するが、商業者が中心となって実行委

員会を立ち上げ、参加店舗の募集・説明会、チラシ作成、実施中のフォロー、反省

会などを行う。また、インターネットやＳＮＳを活用した情報発信により事業ＰＲ

を行うと共に、マスメディアも活用して地域の魅力を発信する。参加店舗を知って

もらうチャンス、新しい顧客の掘り起こし、新商品のＰＲ、直接店主と話をする機

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)技能士合格者数 14 15 15 15 15 15 
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会として捉え、お客様との信頼関係を築く効果が期待できる。また、中心市街地で

実施することにより会場周辺店舗への相乗効果が期待できる。 

 

（目標） 

 

 

 ４．おぢや観光プロジェクト（新規） 

小千谷市の地域資源を活かして交流人口の増加と地域の活性化を図るため、当商

工会議所では、小千谷観光協会、(一財)小千谷市産業開発センター、(一社)小千谷青

年会議所、日本商工会議所 観光専門委員の田邊寛子氏や前田幸輔氏、事業者等と連

携して「おぢや観光プロジェクト」を実施する。小千谷市の観光を祭り依存型から

通年観光への移行を図るため、お祭り期間（8，9 月）以外の期間の観光客数の底上

げを図り、新たな切り口での観光ルートの作成や土産品、食品の開発に取組む。 
 

（１）歴史ロマンを巡る観光ルートの作成（新規） 
北越戊辰戦争 150 周年を記念した観光ルートを開発する。開戦の発端となった

1868 年の慈眼寺での河井継之助・岩村精一郎の談判から 150 年となる 2018 年を

控え、歴史マニアや関係地域（会津、山口他）との交流で集客を図るとともに、

関係史跡を巡る観光ルートを作成する。翌年以降は、カテゴリー別観光ルートの

企画で観光集客を図る。 
 

（２）地域資源を活かした商品開発（新規） 
北越戊辰戦争の史跡や、当市が発祥であり新潟県の観賞魚に指定された錦鯉、

小千谷市に古くから伝わる雛祭りに飾る浮世絵の絵紙などの地域資源を活用し

て、地元の酒蔵や製造業者、飲食店、おぢや食おこし隊などと連携した商品開発

を行う。また、青森びいどろなど他地域の優れた技術とも提携して観光客のニー

ズに合致した高付加価値の商品を開発し、地元商業者の売上向上や交流人口の増

加を図る。 
 
 

 ５．地域雇用安定対策事業と将来へ向けた人材育成事業（新規） 

   全国各地で人口減少が問題視されているが、小千谷市においても地域経済の基盤

である人口減少が続いており、労働力や購買力など地域活力の低下が懸念されてい

る。また、急速に進む少子高齢化問題は、将来の生産年齢人口の減少を意味し、人

手不足による生産力低下、中小企業の廃業など地域経済に大きな影響をもたらすこ

とから、小千谷市では近隣の長岡市及び魚沼市や公共職業安定所、小千谷鉄工電子

協同組合などと連携して、人材確保対策や人材育成事業に努めており、当商工会議

所も参画団体として各種事業を推進する。 
 
（１）小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会の運営（新規） 

    小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会は、小千谷市、長岡市（川口支所）、魚沼

市の３市、当商工会議所、川口町商工会、小出商工会の３商工団体、長岡公共職

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

1)開催回数 １ １ １ １ １ １ 

2)うまいもの祭出展者数 42 45 50  50  55  55  

3)うまいもの祭来場者数 5,000  5,500  5,700  6,000  6,000  6,000  
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業安定所小千谷出張所、南魚沼公共職業安定所小出出張所の２職安から構成され

ており、雇用対策や就職支援を通じて地域の雇用安定のために活動している。 
当商工会議所は協議会の事務局として他団体と協力しながら、一般・Ｕター求

職者へ向けた情報提供をホームページで発信する。また来春に大学・短大・専門

学校を卒業する新卒者（または卒業後３年以内の方）を対象にした合同企業説明

会（就職ガイダンス）を開催して労働力確保事業を推進していく。 
 

（２）小千谷市キャリア教育推進協議会の運営（新規） 
    小千谷市キャリア教育推進協議会は、小千谷市と当商工会議所が事務局とな

り、関連機関である長岡公共職業安定所小千谷出張所、小千谷市教育委員会、小

千谷市中学校校長会、小千谷市小・中学校ＰＴＡ連合会、小千谷鉄工電子協同組

合から組織されている。 
    キャリア教育を通じて若い頃から地元企業を知り、身近に感じてもらうこと

で、卒業後の進路として地元就職を選択するきっかけとなり、人口の流出を食い

止めることに繋がる。また、Ｕターン転職先の候補にしてもらうことで、転入者

数の増加も期待でき、人材育成事業を推進して地域経済の活性化を図る。 
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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 

＜第１期における取組と成果＞ 

今まで事業者支援に資する地域内の経済動向をはじめとする各種情報は、ある程度

把握していたが、近隣地域や県下全域及び全国的な情報を参考にして支援する機会は

少なかった。第１期では様々な事業に取組むにあたり、研修会や会議へ参加して得た

関連情報は、支援する際に活用したり、地域特性に合うよう修正を加えて活用して大

いに参考となった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期と同様に、本事業を円滑に遂行するうえで必要となる各種情報を収集分析・

加工し、小規模事業者支援に利活用していく。 

 

（事業内容） 

（１）新潟県中小企業支援プラットフォーム（継続） 

  にいがた産業創造機構を代表とする県内支援機関で構成されるプラットフォーム

会議へ年１回参加する。県内の金融機関、中小企業診断士、商工会議所、商工会との

交流を通じて、企業支援の事例紹介や支援ノウハウについて情報交換を行う。 

 

（２）新潟県よろず支援拠点関係機関連絡会議（継続） 

  新潟県よろず支援拠点が年３回開催する会議へ参加する。県内の金融機関、中小企

業診断士、商工会議所、商工会による各地区の創業・第二創業、経営改善、融資・補

助金斡旋などの支援情報を収集して参考とする。 

 

（３）県内商工会議所中小企業相談所運営連絡会議（継続） 

  新潟県商工会議所連合会が年２回開催する会議へ参加する。県内１６商工会議所の

相談所長が出席し、伴走型小規模事業者支援推進事業をはじめ小規模事業者支援の各

地状況について情報交換を行う。 

 

（４）経営・技術強化支援事業（エキスパート・バンク）事業報告会（継続） 

  新潟県商工会議所連合会が年１回開催する会議へ参加する。前項（３）と同時開催。

小規模事業者への専門家派遣事業について、各地の取組み状況、専門家による事例発

表が行われる。業種別による支援方法の違いなどを参考とする。 

 

（５）中小企業支援連携ミーティング（継続） 

  新潟県信用保証協会が年１回開催する会議へ参加する。県内のブロック別に商工会

議所と商工会の実務担当者が出席し、地域の情勢や中小企業の支援事例について情報

交換を行う。 

 

（６）中越地区商工会議所指導業務連絡会議・金融指導会議（継続） 

  当商工会議所と長岡、柏崎、十日町の中越地区４商工会議所では、日本政策金融公

庫長岡支店を交えて、年１回幹事持ち回りで会議を開催している。経営指導員が出席

し、各地の経済や雇用動向、金融動向等の情報共有化を図っており、小規模事業者へ

の支援内容についても情報交換、支援ノウハウの共有を行っている。 
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（７）中・上越地区「まちゼミ」ネットワーク会議（新規） 

  本年より当商工会議所と長岡、柏崎、十日町の中越地区４商工会議所では、年１回

幹事持ち回りで会議の開催を開始した。各地で開催している「まちゼミ」の情報交換

を行って小規模事業者へ還元し、将来的には広域連携を図っていきたい。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

＜第１期における取組と成果＞ 

以前は経営指導員等の支援職員においては、経験年数によって個人レベルに差があ

り、特に若手職員は広範囲な課題への対応が難しかった。第１期の本事業では、当初

の計画通り実施したことにより、若手職員のレベルアップが図られ、情報の共有化に

ついても順調に進んでいる。また、商工会議所全体でのレベルアップを図るため、本

年度から一般職員も専門家による部内研修への参加を義務付けた。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期の計画を第２期でも実施する。 

 

（事業内容） 

（１）経営指導員研修会への参加（継続） 

  新潟県商工会議所連合会及び新潟県商工会連合会が主催する経営指導員研修  

会（年４回開催）のほか、日本商工会議所や中小企業基盤整備機構が主催する経営

指導員を対象とした研修会へ参加し、専門的知識の習得や支援能力の向上を図る。 

 

（２）中小企業大学校の活用（継続） 

  中小企業大学校東京校にて開催されているテーマ別の専門研修に年１回参加し、

専門的知識の習得や支援能力の向上を図る。 

 

（３）支援機関の情報取得と利活用（継続） 

  経済産業省、中小企業庁などの政府機関、中小企業基盤整備機構、にいがた産業

創造機構などの公的支援機関、その他経営支援に係る有効な情報サイトから最新の

動向を把握し、支援ノウハウの質と量の向上を図る。 

 

（４）部内研修の実施（継続） 

  中小企業診断士を講師に招き、年３回経営指導員など支援担当職員の意識向上と

広範な課題への支援能力を高める。また、年２回一般職員に対しても、中小企業診

断士から基礎的な支援ノウハウを学ぶ。 

 

（５）専門家との同行による支援能力向上（継続） 

  経営支援のため専門家を派遣する際に、経営指導員等は同行して専門家の指導ノ

ウハウの習得に努め、現場感覚を身に着けて支援能力の向上を図る。 

 

（６）キャリア開発プランとＯＪＴ（継続） 

  経験年数と職位別の「キャリア開発プラン」に基づき、各支援機関が主催する研

修会へ参加して個々の資質向上図る。またベテラン経営指導員は、若手経営指導員、

補助員及び一般職員に対して、巡回訪問の同行などＯＪＴにより支援ノウハウを学

ばせ、組織全体の支援能力の向上に努める。 
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（７）組織での情報共有化（継続） 

  経営指導員と補助員は毎月１回「経営支援ミーティング」にて巡回訪問や経営分

析、事業計画策定、フォローアップ支援の進捗状況についての報告を行う。また、

支援事業全体の進捗状況の確認や経済動向調査や需要動向調査、各種施策の情報提

供、各自の支援事業者の経営支援についての意見交換をすることで、支援ノウハウ

の共有と経営支援のブラッシュアップを図る。ミーティングの報告書や整理した支

援事業者リスト、提供情報等はデータベース化して常時閲覧できる状態にしておく

ことで、経営指導員や補助員だけでなく、職員全体でノウハウを共有し、組織全体

の支援能力向上を図る。 

 

 

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 

＜第１期における取組と成果＞ 

事業評価委員会を組織して、毎年２回（６月、２月）委員会を開催した。１回目は

事業計画と予算案、２回目は事業報告と決算案を説明して評価、改善案、ご意見等を

窺った。事業実施においては、年間スケジュールを作成し、ＰＤＣＡサイクルを回し

ながら事業を進めることができた。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期の計画を第２期でも実施するが、事業の遂行状況を確認するため、毎年１０

月に部内での検討会議を開催する。 

 

（事業内容） 

（１）毎年１０月に当該年度の事業進捗状況を把握するため、専務理事、事務局長、

経営指導員、補助員が参加して検討会議を開催する。（新規） 

 

（２）毎年６月と２月に中小企業診断士、小千谷市商工振興課長、日本政策金融公庫

長岡支店長、当商工会議所副会頭、当商工会議所専務理事から成る事業評価委員会

を開催し、６月は事業計画と予算案、２月は事業報告と決算案、事業成果の評価及

び事業見直し案の提示を受ける。（継続） 

 

（３）毎年３月の正副会頭会議にて、当該年度の事業報告と決算案、事業評価委員会

での事業成果の評価及び事業見直し案を諮り、承認を得る。（継続） 

 

（４）毎年３月の常議員会にて、当該年度の事業報告と決算、事業評価委員会での事

業成果の評価及び事業見直し案を報告し、承認を得る。（継続） 

 

（５）事業成果の評価及び事業見直し案について、当所ホームページへ掲載して常時

閲覧できる状態にする。また会報へも掲載して周知を図る。（継続） 

  ＵＲＬ：http://www.ojiyacci.org 
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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 29年 10月現在） 

（１）組織体制 

  小千谷商工会議所 全体組織 

   会頭１名、副会頭３名、監事３名、常議員２０名、議員４０名 

   専務理事１名、事務局１２名（一般職員７名、経営指導員３名、補助員２名） 

   

  経営発達支援事業実施組織体制 

   経営指導員３名、補助員２名 

    ・主に中小企業相談所職員が本事業に携わるが、必要に応じて一般職員も支援

を行う。 

 

  組織図①（小千谷商工会議所 全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会頭 
副会頭 

専務理事 

議員総会 

常議員会 

女性会 【部会】 
卸商業部会 
小売商業部会 
工業部会 

金融証券部会 
交通部会 

建設工業部会 
観光サービス部会 

諸業部会 

【委員会】 
小千谷商工会議所表彰委員会 

小規模事業者経営改善資金 
審査委員会 

 
伴走型小規模事業者支援推進事業 

事業評価委員会 

青年部 

会    員 

顧問・参与 

監事 
【事務局】 
総務課 
業務課 

中小企業相談所 
（指導課・振興課） 
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  組織図②（小千谷商工会議所 事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  小千谷商工会議所・中小企業相談所 

   担  当：中小企業相談所長     岩淵 一憲 

        振興課係長（経営指導員） 吉澤 健一 

   郵便番号：９４７－８６９１ 

   住  所：新潟県小千谷市本町２丁目１番５号 

   電  話：０２５８－８１－１３００ 

   Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ojiyacci.org 

   E-ｍ ail：iwafuchi@ojiyacci.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専務理事 

事務局長 

 
総務課長 兼 業務課長 

中小企業相談所長 
（指導課長 兼 振興課長） 

（経営指導員） 

【総務課】 
主任 

臨時職員 

【業務課】 
係長（補助員） 

主事 
臨時職員 

【振興課】 
係長（経営指導員） 

臨時職員 

【指導課】 
係長（経営指導員） 
主任（補助員） 

中小企業相談所 事務局 

http://www.ojiyacci.org/
mailto:iwafuchi@ojiyacci.org
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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） 

 平成 30年度 
(平成 30 年 4 月以

降) 

平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

必要な資金の額 ４８，５５０ ４８，５５０ ４８，５５０ ４８，５５０ ４８，５５０ 

 

 

中小企業相談所 

地域振興費 

 

 

４７，５５０ 

１，０００ 

 

 

４７，５５０ 

１，０００ 

 

 

４７，５５０ 

１，０００ 

 

 

４７，５５０ 

１，０００ 

 

 
４７，５５０ 

１，０００ 

 

（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 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業収入、共済収入、財政調整積立金取崩 

 

（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 

おぢや食おこし隊事業 

（１）おぢやの食材を使って付加価値の高い地域産品の創出事業。 

（２）開発商品の取扱店の推進事業。 

（３）企業と生産者の情報交換の場づくり事業。 

連携者及びその役割 

○おぢや食おこし隊 隊長 南雲信幸 小千谷市坪野 1381-1   電話：0258-82-9948 

 

○小千谷市（窓口は農林課） 担当：新保直人 小千谷市城内 2-7-5  電話：0258-83-3510 

 

○小千谷観光協会 会長 小見山紘喜 

 小千谷市城内 1-13-20小千谷市観光交流課内 電話：0258-83-3512 

 

○おぢや観光プロジェクト 会長 小見山紘喜 

 小千谷市本町 2-1-5小千谷商工会議所内 電話：0258-81-1300 

 

連携体制図等 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：高付加価値商品の開発と販路開拓による地域経済の活性化 

小千谷商工会議所 
●食おこし隊の企画・運営（事務局） 
●事業イベントへの出展者募集 
●開発商品の販路開拓とＰＲ 

小千谷市 
●プロジェクトの企画・支援 
●販路開拓支援 
●事業へのアドバイス 

小千谷観光協会 
●地域産品商品の開発の連携 
●観光客の交流人口増加 

おぢや食おこし隊 
●地域産品商品の開発 
●開発商品の販路開拓 
●生産者と商品加工業者の情報交換 

おぢや観光プロジェクト 
●地域産品商品の開発の連携 
●観光客の交流人口増加 



37 
 

 

（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 

鉄工・電子業界の技術向上と後継者育成事業 

（１）ものづくり技術力の維持と向上。 

（２）安定した技能継承の確立。 

（３）若者の雇用増加と定住促進。 

（４）産学連携による教育現場へ技術実習環境の提供。 

 

連携者及びその役割 

○小千谷鉄工電子協同組合 理事長 木村敬知 小千谷市本町 2-1-5 電話：0258-81-1300 

○小千谷市 市長 大塚昇一 小千谷市城内 2-7-5 電話：0258-83-3556 

○新潟県職業能力開発協会 専務理事 西方明良 

 新潟市中央区新光町 15-2 電話：025-283-2155 

 ○県立小千谷西高等学校 校長 入澤享 小千谷市城内 3-3-11 電話：0258-82-4335 

    

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

目標：早期の技術力継承による基幹産業の振興 

小千谷商工会議所 
●組合事務 
●名匠塾の運営・支援 
●助成支援 

新潟県職業能力開発協会 
●技能検定開催及び各種情報 

小千谷市 
●助成支援 
●おぢやしごと未来塾の開催 

小千谷西高等学校 
●生徒へ加工技術の実習 

小千谷鉄工電子協同組合 
 

 
 
 

テクノ小千谷名匠塾 
●技能検定講座の実施 
●技能検定会場の支援 

組合事業所 
●名匠塾へ受講 
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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 

商業者・商店街活性化事業 

・小千谷うまいもの祭りの開催 

 

連携者及びその役割 

○市内中学校ＰＴＡ 代表 大川晃一 小千谷市元町 12-4 電話：0258-82-0779 

 

○小千谷市本町商店街振興組合  理事長 中町英明 

小千谷市本町 2-1-5商工福祉会館 3Ｆ  電話：0258-83-4955 

 

○小千谷市（窓口は商工振興課） 市長 大塚昇一 

 小千谷市城内 2-7-5  電話：0258-83-3556 

 

○小千谷観光協会 会長 小見山紘喜 

  小千谷市城内 1-13-20小千谷市観光交流課内 電話：0258-83-3512 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：小千谷市商業界の新たな連携による販路拡大と継続的発展 

商業者・商店街活性化事業 

小千谷商工会議所 
●商店街活性化事業の企画（事務局） 
●小規模事業者への伴走型支援 

小千谷市 
●広報活動支援 
●事業へのアドバイス 

市内中学校ＰＴＡ・生徒 
●イベントへの参加 
●販路拡大支援 
●生徒の実践的キャリア形成 

小千谷市本町商店街振興組合 
●うまいもの祭へ側面的支援 
●商業活性化の情報交換 
●販売ルート開拓 

小千谷観光協会 
●事業への参画 
●事業へのアドバイス 
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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 

おぢや観光プロジェクト 

 （１）お祭り期間中（８、９月）以外での観光客数の底上げ。 

 （２）新たな切り口での観光ルートを策定。 

（３）地域資源を活用した土産品及び食品の開発。 

連携者及びその役割 

◆専門家（日本商工会議所 観光専門委員） 
○まちひとこと総合計画室 代表 田邊寛子  

東京都品川区北品川 2-30-26うなぎのねどこ 2F 電話：03-6433-0413 
○㈱日本経済研究所 地域本部主任研究員 前田幸輔 

東京都千代田区大手町 1-9-2大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ 15F 電話：03-6214-4654 
◆おぢや観光プロジェクト 
 ○小千谷商工会議所女性会 会長 石川三知子 

 小千谷市本町 2-1-5 電話：0258-81-1300 
 ○小千谷商工会議所青年部 会員 田中真一郎 

 小千谷市本町 2-1-5 電話：0258-81-1300 
 ○小千谷青年会議所 会員 山田一郎 小千谷市本町 2-1-5 電話：0258-81-1300 
 ○小千谷市 観光交流課 係長 増川雅史 小千谷市城内 1-13-20 電話：0258-83-3512 
 ○小千谷観光協会 会長 小見山紘喜 小千谷市城内 1-13-20 電話：0258-83-3512 
 ○小千谷鉄工電子協同組合 理事 髙野史郎 小千谷市本町 2-1-5 電話：0258-81-1300 
 ○ＪＡ越後おぢや 引馬茂夫 小千谷市城内 4-1-55 電話：0258-83-3421 
 ○小千谷市錦鯉漁業協同組合 風間茂男 

 小千谷市大字南荷頃 3060-1 電話：0258-41-1405 

 ○小千谷市産業開発センター 谷口慎弥 小千谷市城内 1-8-25 電話：0258-83-4800 
連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

目標：地域資源を活かした新たな観光開発による観光客数の底上げ 

おぢや観光プロジェクト 

小千谷商工会議所 
●事務局（青年部、女性会含む） 

小千谷市 
●事業へのアドバイス 
●行政支援 
 

小千谷青年会議所 
●事業へのアドバイス 
●まちづくり企画 

専 門 家 
●まちづくり企画 
●観光アドバイス 

小千谷鉄工電子協同組合 
●事業へのアドバイス 

小千谷観光協会 
●事業へのアドバイス 

ＪＡ越後おぢや 
●事業へのアドバイス 
●農家民宿わかとち未来会議 

小千谷市錦鯉漁業協同組合 
●事業へのアドバイス 

小千谷市産業開発センター 
●事業へのアドバイス 
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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 

地域雇用安定対策事業と将来へ向けた人材育成事業 

 （１）小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会の運営。 

（２）小千谷市キャリア教育推進協議会の運営。 

 

連携者及びその役割 

○小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会 会長 大塚昇一 
小千谷市本町 2-1-5 電話：0258-81-1300 

○小千谷市キャリア教育推進協議会 座長 髙野史郎 
 小千谷市城内 2-7-5 電話：0258-83-3556 

 ○小千谷市（窓口は商工振興課） 課長 西方広幸  

   小千谷市城内 2-7-5 電話：0258-83-3556 

○長岡公共職業安定所小千谷出張所 所長 田中啓一 

   小千谷市城内 2-6-5 電話：0258-82-2441 

 

 
連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：地域の雇用対策による労働力の確保と人口流出の歯止め 

商工団体 
●小千谷商工会議所 
●川口商工会 
●小出商工会 

地方自治体 
●小千谷市 
●魚沼市 
●長岡市川口支所 

小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会 
●就職支援 
●就職ガイダンスの開催 
●求職者情報の発信 
●近隣地域・団体との連携 

小千谷市キャリア教育推進協議会 
●地域産業と地元企業の紹介 
●インターンシップの実施 
●企業見学会の実施 

公共職業安定所 
●長岡公共職業安定所小千谷出張所 
●南魚沼公共職業安定所小出主張所 
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