
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
聖籠町商工会（法人番号 ２１１０００５００４６３６） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

経済動向、需要動向を調査・分析し、そこから得られた情報をもとに、

小規模事業者の持続的発展を見据えた事業計画書を作成し、新たな事業

展開に向けての取り組みを支援していく。 

また、地域経済の活性化の為に地域資源の掘り起こしに注力し、特産

品開発を支援し、交流人口の拡大につながる取り組みを実施していく。

町内の大規模事業所と小規模事業者のマッチングを図り、小規模事業

者の経営力強化を支援ことや創業、第２創業を支援することで地域経済

の下支えを目指す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

①．地域の経済動向、需要動向調査に関すること 

地域内の経済動向に関する情報を収集し調査・分析することにより、

小規模事業者の販売する商品、提供する役務の需要を見据えた事業計

画を策定するための基礎データとする。 

②．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者を対象に持続的発展に向け、巡回・窓口相談の強化、

各種セミナーを積極的に開催。収益性生産性を重視した経営分析を行

う。専門的課題等はその他支援機関と連携しより丁寧にサポートする。

③．事業計画の策定支援、実施支援に関すること 

事業者が経営課題を解決するため事業計画の策定を支援し、かつ、

計画が実行できるように他支援機関・連携機関等とも連携し伴走型の

指導・助言を行い小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

④．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地場資源を活用した「特産品開発」の開発や販路開拓の支援を行う。

また、町内の大規模事業所と小規模事業者のマッチングや創業、第２

創業の支援をすることで小規模事業者の経営力の強化を行う。そして

情報発信力の弱い小規模事業者の情報発信のサポートを行う。 

Ⅱ．地域活性化事業 

町及び観光協会と連携し、イベントと農商工連携をリンクさせ特色

ある産品を出展させることで訪町観光客数の増を目指す。また新発田

市内３商工会及び新発田商工会議所と広域連携事業を開催し、新発田

地域経済圏の地域経済活性化を図る。 

連絡先 

聖籠町商工会 経営支援室 

〒９５７－０１１７ 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山１６４０－２ 

Tel：０２５４－２７－２０７８ Fax：０２５４－２７－７８６８ 

    ホームページ：http://www.seiro-syoko.or.jp/  
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

・ 当商工会が所在する聖籠町は平成２６年４月１日現在で人口１４，１４９人を数え、

行政区の約２５％もの面積を占める新潟東港工業団地の立地を背景とした「工業拠

点」として、また火力発電所・ＬＮＧ基地の立地に伴う「エネルギー供給基地」とし

ての役割を担っており、日本海側有数の工業地帯となっている。これに伴う豊かな町

税収入を活用し、こども園の通常保育料の無料化や子供医療費などの手厚い助成施策

により、年少人口比率が平成２２年国勢調査で１５．５％と全国平均（同１３．２％）

や県平均（同１２．８％）を大きく上回り、新潟県内では唯一人口が増加している自

治体であることが強みである。人口が増加していることから建設・建築需要も旺盛で

あり、町商工業者の業種別内訳では「建設業」がトップとなっている（平成２６年４

月１日現在事業所数１７１、構成比３１．７％）。 

  また、当町は「平成の大合併」の動きには加わらず「当面は合併しない」ことを選

択した。そのため行政と商工会の連携が密な状態を保ち続けている。このことは、他

の合併自治体がその機能を本庁へと集約化したために旧町村単位で所在している商

工会との連携が疎となっている中、非常に大きな強みとなっている。 

  連携が密な例として、町が商工業活性化策として数年来推進してきている「プレミ

アム商品券」事業を、平成２６年度は「通常版」と「住宅リフォーム専用版」の２種

類企画し、その全てを商工会にて事業委託を受け実施している。また、町内における

宅地造成において、当会の要望により地元小規模建築事業者が建築する住宅には土地

購入費の２０％補助を実現する等、地域商工業の活性化策を共に実施する体制を整え

ている。 

  当町の渡邊廣吉町長は新潟県町村会長を務めており、中小企業・小規模事業者への

支援に対し、町村会長としては町村単位の「小規模企業振興条例」制定を推進してい

るなど、商工業活性化へのよき理解者である。 

   

  一方、町成立の経緯から町内に商店街の立地が無く、町内外に立地する大規模小売

店舗への購買需要の流出により、小規模事業者、特に「小売業」の経営環境は極めて

厳しい状況である。町内大型店に隣接して第３セクター方式の「聖籠地場物産館」で

は町内の産品などを販売しているが、経営は苦しく、運営は危機的な状況にある。ま

た、前述した工業団地へは町外・県外の大規模事業所が多数進出しているが、本社が

当地ではないことから商工会への加入率が低く（平成２６年９月３０日現在当会作成

商工業者名簿における東港地区商工業者数１２３、会員数２８、加入率２２．７％）、

結果として商工会の組織率が低くなっている（平成２６年４月１日現在５０．８％）。

町外から進出してきた大規模事業所が工業団地の中心となっていることから町内下

請企業が少なく、地場産業といえる産業が町に存在していない状況となっている。 

  また、町の特産品として新潟県内では知名度が高い「さくらんぼ」「ぶどう」とい

った農産物が挙げられるが、加工しなくても十分に販売出来てしまうことから二次産

品が少なく、関連する業者も育っていない。このため商工業者とＪＡとの連携もほと

んど無く、農商工連携が緒にも就いていない状況にある。さらに、年少人口比率は高
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いがその比率を上回る高齢化（平成２２年国勢調査高齢者人口比率２０．９％）によ

り、全業種において後継者不足による廃業も目立ち、課題は山積している現状である。

 

  また、２０１１年度に策定された第４次聖籠町総合計画によると、「地域資源を生

かした魅力ある産業の形成」として、「町内の商業者が組織的に運営できる場の検討

及び他産業との協働への可能性を模索します」とある。また、「地域商工業の振興」

と「地域内他産業との協働」が基本方針として掲げられ、方向性としては特に「新潟

東港の振興」及び「地場産品を活用する商品の開発・製造・販売」が挙げられている。

 

・ 上述のような地域の強み、課題、第４次聖籠町総合計画等を踏まえ、新潟県、聖籠

町、地域金融機関その他支援機関とも連携し、聖籠町商工会は小規模事業者の支援機

関として個別企業の経営力向上、販売促進等を次のとおり継続して支援していく。具

体的には下記の三つの柱を目標に掲げ、小規模事業者を支援していく。 

 

  一つ目に、従来から実施してきた計数管理的な経営改善普及事業から一歩踏み出

し、小規模事業者の持続的な発展に向けた事業計画の策定を促進することで、小規模

事業者の経営力の向上を目指す。 

 

  二つ目に、地域内農林水産業との協働、特に現状では一次産品で止まっている地場

資源に対し、付加価値を加えた二次産品の開発を促進することで、地場資源の販路の

開拓と認知度を向上させる。そして、これら地場産品について当町の商業者が組織的

に事業運営できる場の検討を進める。また農商工が連携し地域活性化イベントの運営

を推進することで訪町観光客数を増加させ、観光ビジネスの活性化と交流人口の拡大

に努める。 

 

  三つ目に、地域における小規模事業者の後継者不足による廃業件数の増加を食い止

めるため、創業希望者に対し積極的に創業計画の策定支援を行い、創業の促進を図る。

また既存事業所の後継者に対し積極的に第二創業等を働きかけるとともに、東港工業

団地に所在する大規模事業所とのマッチングを図り、町内に下請企業の育成を促す。

そして、人口の増加に呼応した町主力産業である建設・建築業の育成を図ることで、

地域経済の下支えを目指す。 

 

  以上の「三本柱」を、聖籠町と共に実施することで、経営発達支援事業の終期であ

る平成３２年３月３１日には、始期の平成２７年４月１日と比べ創業及び第二創業を

指導し件数にして計２０件を実現させ、さらに小規模事業者の売上を全体的に３％伸

ばすことで就業者数を３０名程度増加させ、これらによる雇用創出によって就業者数

を５０名程度増加させることにより、地域経済の浮揚を図ることを目標とする。 

 （2010 年聖籠町製造品出荷額 143,815 百万円、従業者数 4,815 人、2006 年聖籠町年

間商品販売額 59,010 百万円、従業者数 994 人。平成 16 年事業所・企業統計調査より

聖籠町小規模事業者の従業者数の割合が 19.8％であるところから推計） 
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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２８年４月１日～平成３３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】 

新潟県商工会連合会が実施している「中小企業景況調査」、また「商業統計調査」、

日本政策金融公庫の「調査月報」や「動向調査」、地域金融機関が実施している「景況

月次レポート」、さらに、商工会も事業協力を行っている聖籠町が実施している「経営

実態調査」を活用し、地域経済に関する情報を収集する。 

それに加えて、商工会が毎年度実施している「聖籠町地域活性化対策事業（非会員

事業所も参加している、いわゆるプレミアム商品券発行事業）」に付随して行っている

「アンケート調査」を活用し、調査の範囲を広げて景況調査も加えることで当商工会

地区内の経済動向を調査する。 

特に町実施の「経営実態調査」に加え、商工会が「景況調査」を実施することで地

区内の経済動向調査が年に２回実施されることになり、よりタイムリーなデータ収集

が可能になり、それを調査・分析することにより、地区内の小規模事業者の販売する

商品、提供する役務の需要を見据えた事業計画を策定するための基礎データにも活用

する。 

 

（事業内容） 

(1) 商工会が実施する「聖籠町地域活性化対策事業（非会員事業所も参加している事

業）」に付随して行っている「アンケート調査」を、調査の範囲を広げ、経済動向

アンケート調査として実施する。また新潟県商工会連合会が実施している「中小企

業景況調査」、また「商業統計調査」、日本政策金融公庫の「調査月報」や「動向調

査」、地域金融機関が実施している「景況月次レポート」、聖籠町が実施している「経

営実態調査」などを活用し、地域・広域の経済動向を調査、分析する。調査結果に

ついては商工会報や商工会ホームページ等により発表し、また経営指導員等の巡

回・窓口相談の際に提供していく。 

(2) 面談での情報収集法として、地域産業を下支えしていると言える「建設業」、及

び景況動向が反映されやすい「飲食業」については、業種別団体が商工会に事務委

託していることを活用し、概ね半期ごとに経済動向を調査し、課題の抽出を行う。

(3) 調査結果についてはホームページや広報を通じて周知を図っていくと共に、得ら

れたデータを分析し、課題抽出や小規模事業者の今後の事業計画作成に役立てる。
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（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

アンケート調査（景

況調査）の実施回数
1 1 1 1 1 1 

面談での景況調査

の実施回数 
1 2 2 2 2 2 

アンケート内容としては、業種別・規模別に業況・売上・仕入・採算性・資金

繰り・雇用についてＤＩ値を対町内・対町外と区分した上で調査する。また、「経

営上の問題点」を広くピックアップすることで、経営改善へ向けて課題の抽出を

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。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

従来から経営改善普及事業の一環として経営指導員の巡回・窓口相談やセミナーを

行い、また会員からの要望により経営分析を行っているが、小規模事業者の持続的発

展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談を更に強化し、各種セミナーの積極的な開催

増等を通じて、小規模事業者に対し経営分析受診の積極的な提案を行う。 

分析の結果生じた専門的な課題等については、新潟県商工会連合会広域指導センタ

ー、日本政策金融公庫、地域金融機関、にいがた産業創造機構等と連携することで、

小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 

（事業内容） 

(1) 毎年度２回の巡回訪問を実施する。そして、巡回時にはヒアリングシートを活用

して事業所のニーズ把握し、要望、ニーズの高い内容のセミナーの開催に繋げる。

   併せて、巡回時の相談業務により分析の対象となる小規模事業者をピックアップ

し、経営状況等を把握し、状況に応じ新潟県商工会連合会及び専門家と連携するこ

とで経営計数分析表、比較貸借対照表・比較損益計算書、損益分岐点図表、等の項

目を元に、「小企業の経営指標」等を用い「収益性」や「生産性」を重視した経営

分析を行う。経営発達支援事業実施期間中に、４０事業所程度の経営分析の実施を

目指す。【指針①】 

(2) 結果を元に小規模事業者の経営課題を抽出するとともに、経営指導員間で分析結

果の報告をお互いに（指導員２名のため）するとともに、紙ベースで経営カルテに

保管することで情報を共有化し巡回指導や決算指導時に活用する。また経営分析で

得られた経営課題の傾向は商工会報や商工会ホームページを通じて公表していく。

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回訪問件数 525 550 575 600 625 650 

セミナー開催回数 2 3 3 4 4 4 

経営分析件数 6 7 8 9 10 10 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

現状でも金融相談時や補助金申請時に事業計画の策定を行っているが、今後事業者

自らが経営課題を前向きにかつ継続的に解決していくため、市場調査等の結果を踏ま

え、事業計画策定支援及び新潟県商工会連合会広域指導センター、日本政策金融公庫、

地域金融機関、にいがた産業創造機構、よろず支援拠点、ミラサポ等とも連携し、伴

走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

また、経営改善普及事業の一環として従来からも事業計画策定支援はじめとする創業

支援を行っているが、地域における後継者不足による廃業件数の増加を食い止めると

ともに、小規模事業者数の増加を図るため、新潟県商工会連合会広域指導センターが

実施する「創業セミナー」等に参加を促し、創業支援を行う。 

第二創業については、東港工業団地に所在する大規模事業所とのマッチングを積極

的に図り、町内に下請企業の育成を目指す。また、地域産業の主力である「建設業」

の後継者等をターゲットとし、「聖籠町建設業協会」等を通じてセミナー・説明会の広

報を強化し働きかけることで、積極的な第二創業を促す。 

創業後も必要に応じて３ヶ月に１度巡回訪問を行うことにより、伴走型の支援を実

施する。 

（事業内容） 

(1) 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催もしくは広報することによ

り、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

(2) 金融相談、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こしを行う。 

(3) 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、小規模事業者持続化補助金

の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

(4) 新潟県商工会連合会広域指導センターが開催する「創業セミナー」に向けて広報

を強化し参加を促し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支援を行うこ

とにより、創業支援を行う。 

(5) 後継者不足の現状については、商工会青年部の部員を活用することで地域後継

者・創業希望者の実態の把握（特に、どのような支援メニューを求めているのか）

を進め、実態に即した支援体制を整え、支援を行う。 

(6) 新潟県商工会連合会広域指導センターが開催する第二創業（経営革新）に関する

相談会の広報を積極的に行うことで参加を促し、第二創業（経営革新）計画の策定

を支援することで、第二創業（経営革新）支援を実施する。 

(7) 創業後は、先輩経営者との意見交換会、巡回指導による個別フォローアップ、税

務相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。状況に応じて専門家派遣等も適宜行

う。 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定 

事業者数 
5 6 7 8 9 10 

創業支援者数 2 2 3 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】 

事業計画策定後は事業計画の実施の為下記の支援をしていく。 

 

(1) 日本政策金融公庫が平成 27 年度から創設予定としている低利融資制度「小規模

事業者経営発達支援融資制度」を活用するにあたっての事業計画の策定支援を行

う。【指針②】 

(2) 国、県（にいがた産業創造機構）、聖籠町、中小機構の行う支援策等の広報、案

内により周知し、フォローアップを実施する。【指針②】 

(3) 必要に応じて３ヶ月に１度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な

指導・助言を行う。また、進捗状況に応じ専門家派遣等も適宜行う。【指針②】 

(4)  地域産業の主力である「建設業」の後継者等をターゲットとし、「聖籠町建設業

協会」等を通じてセミナー・説明会の広報を強化するとともに、第二創業（経営

革新）の講習会を開催し他分野（介護事業や農業分野）の新規事業展開への積極

的な支援を行うことで、第二創業を促す。 

(5) 東港工業団地に所在する大規模事業所との間で、第二創業のマッチングを積極的

に図り、町内に下請企業の育成を目指す。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

周知によるフォロ

ーアップ事業者 
2 2 3 3 3 3 

第二創業(経営 

革新)支援者数 
1 1 1 2 2 2 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者の販売する商品、提供する役務等の需要動向を調査するために下記

の事業を実施する。また、収集した調査内容についてはホームページや広報紙を活

用し、広く域内の小規模事業者が利用できるように情報提供することで各事業所が

需要に合った商品の品揃えやサービスの提供に繋げていくとともに、要望があった

事業所に対しては需要を見据えた事業計画の策定の支援もしていく。 

 

(1) 前述「 １．地域の経済動向調査」記載の景況調査時や巡回訪問、窓口相談の機

会を利用し、その事業所が提供している商品、サービスの特徴及び消費動向を聴

取する。その商品、サービスのトレンドの需要動向・市場調査について、「中小機

構のホームページ」、「日経テレコン」を活用し情報を収集・分析する。 

(2)  近隣の需要動向に関しては、経済圏を同じくする聖籠町に隣接する新発田市内３

商工会（豊浦商工会・加治川商工会・紫雲寺商工会）及び新発田商工会議所が行

う景況調査の中から業種別の調査データと比較し、地域の実情に即した情報を収

集・比較分析し、より深く掘り下げる。これらのデータから小規模事業者の提供

する商品やサービスの現在の需要や今後の見通しを説明し、小規模事業者の持続

的発展のための経営計画策定にもつなげていく。 
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（目標） 

※１．地域の経済動向調査に関すること３．事業計画策定支援に関することと重複 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

アンケート調査（景

況調査）の実施回数
1 1 1 1 1 1 

面談での景況調査

の実施回数 
1 2 2 2 2 2 

事業計画策定 

事業者数 
5 6 7 8 9 10 

 

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】 

    需要動向調査の結果を踏まえ、小規模事業者が新たな事業展開へ向けての取組につ

いての支援を行う。需要動向調査と当地区ならではの情勢（新潟東港を中心とする大

規模事業所が立地、果樹栽培が盛んである）から現在抱えている課題を勘案した新商

品・新サービスの開発事業者の取組を支援する。 

あわせて、既存の商品、サービス、技術でも秀でたものがありながら認知度不足で

売り上げが伸び悩んでいる事業者の販路開拓も支援していく。 

具体的には、新商品開発として地場資源（果樹等）に付加価値を加えた特産品の開

発を促進し、季節変動を緩やかにし安定した販路を開拓すること、新潟東港工業団地

に立地する大規模事業所と地区内小規模企業所とのマッチングを図ることを目指す。

新商品開発には必要に応じてにいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会等の専門

家派遣事業も活用する。 

また、商品開発以上に需要が高い販路開拓と市場調査にはにいがた産業創造機構、

新潟県商工会連合会、聖籠町、聖籠町観光協会、日本政策金融公庫が開催する展示会、

商談会、イベント、マッチングサイトを活用し、販路の拡大を図る。 

そのほか、聖籠町飲食店組合や聖籠町商工会青年部で計画している地場資源（さく

らんぼ・米粉等）を活用した「特産品開発」に対し支援を行い、特産品の開発の促進

と販路の開拓を行う。 

 

（事業内容） 

(1) にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会、聖籠町、日本政策金融公庫等が開

催する展示会、商談会、マッチングサイトの広報をホームページでの告知、毎月の

会報や巡回訪問時の声掛けなどで強化し、出展を促す。 

(2)  出展する小規模事業者には経営指導員が積極的に関与し、出展時の費用に掛か

る補助金・助成金申請等の負担の軽減を図るサポートと共に、出展には経営指導員

も同行するなどのサポートをする。 

(3) 聖籠町、聖籠町観光協会と連携し、阿賀北地域で開催されるＰＲイベント「食

king Agakita プラス」（新潟県下越地域の B級グルメ、地元逸品の展示販売会）に

向けて小規模事業者に対し出展の支援を行い、町地場資源の販路開拓と認知度の向

上を図る。 

(4) 聖籠町飲食店組合や聖籠町商工会青年部で現在企画している、地場資源を活用し
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た「特産品開発」事業に対し、改良のための専門家の招聘や試食会開催、展示会へ

の出展支援などの特産品開発の促進と販路開拓を、聖籠町観光協会と連携し行う。

(5) 東港工業団地に立地する大規模事業所へ、その多くが所属する新潟東港聖籠地区

立地企業連絡協議会を通じて、地元企業との取引の有無、発注できる業務の有無、

発注できる業務があればその種類などの需要調査を行い、町内小規模事業者の取り

扱う商品、サービスとのマッチングの可能性を探り、マッチングが見込まれるよう

であれば町内の小規模事業者を紹介し、取引成約に繋げていく。 

(6) 経営資源の限られた小規模事業者の販路開拓ツールとして全国商工会連合会の

商工会ＳＨＩＦＴを活用し、商品、サービスの認知度アップのための支援を経営指

導員がしていく。 

(7) 地区内の小規模事業者にとってプレスリリースをする機会は今までほとんどな

かったが、新商品やサービスを周知する際には、商工会が地元紙（新潟日報）や地

元タウン情報誌等にその商品、サービスの情報を提供し、プレスリリースの支援を

行うことで、商品ＰＲの後押しをする。 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

展示会等での商談

件数 
4 4 5 5 6 6 

工業団地立地企業

との商談件数 
0 2 2 3 3 4 

SHIFT 登録事業所数 0 10 20 30 40 50 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１．地域活性化事業 

聖籠町及び聖籠町観光協会との連携を強化し、従来から実施してきた「聖籠夏まつ

り」「聖籠秋まつり」実行委員会において、新たに地域経済活性化の方向を共に検討す

る。特に、イベント内容と農商工連携をリンクさせ、地域資源を掘り起こし特色を持

った産品の開発を促進する内容となるよう方向づけることで、結果訪町観光客数が増

加する内容となるよう努める。 

また、聖籠町に隣接する新発田市内３商工会及び新発田商工会議所との「広域連携

事業会議」を年２回行い、今後の地域経済活性化の方向性を検討し、検討した地域経

済活性化の方向性を踏まえ、合同セミナー及び合同講演会を開催し、新発田経済圏に

おける地域経済活性化を図る。 

 

（事業内容） 

(1) 聖籠町、聖籠町観光協会とで構成する「聖籠夏まつり」「聖籠秋まつり」実行委

員会にて、地域経済の活性化の方向性について検討する。 

(2) 検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、聖籠町、聖籠町観光協会と連携し「聖

籠夏まつり」「聖籠秋まつり」を開催する。特に「聖籠秋まつり」はこれまでも出
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展事業者を募ってきたが、今後は地域資源を掘り起こし、また地域資源に付加価値

を加えた特色ある産品を開発検討する事業者を優先的にピックアップし出展を働

きかけることで、新たな賑わいを生み出していくことを目指す。 

(3) 聖籠町商工会、新発田市内３商工会、新発田商工会議所で構成する「広域連携事

業会議」を年２回行い、会議において地域経済・地域商工業の活性化の方向性につ

いて検討する。 

(4) 検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、新発田市内３商工会及び新発田商工

会議所と連携し新発田経済圏合同セミナー及び合同講演会を開催する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

まつり 

実行委員会開催数
4 4 6 6 6 6 

秋まつり出展 

支援者数 
3 4 4 5 6 6 

 

 

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み 

 

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 

以前からも下越地区の支援機関を対象とする「新潟県商工会連合会職員協議会下越

Ａ支部研修会」において勉強会を実施してきたが、経営発達支援事業に係る支援力向

上を図るため支援ノウハウ、支援の現状、各地域の小規模事業者や需要の動向に関し

て情報交換をする。特に、新規創業・第二創業について事例を持ち寄り研究するとと

もに、支部単位で連携を図り創業支援ノウハウについてのセミナー開催に取り組む。

また、新発田市内３商工会（豊浦商工会・加治川商工会・紫雲寺商工会）及び新発

田商工会議所が集まる「広域連携事業会議」において、情報交換の時間を設け、支援

ノウハウ、支援の現状、各地域の小規模事業者や需要の動向に関して情報交換をする。

そして、聖籠町が第４次総合計画の「中小企業活性化支援」策で謳っている「専門

家による経営診断や経営指導などマネジメントに係る指導体制の充実を図ります」に

呼応し、町産業観光課と３ヶ月に１回小規模事業者支援に関する会議を設定し、町か

ら委託を受けて実施している「聖籠町地域活性化対策事業」等で得られた情報を適宜

交換することで、新たな需要の開拓に向けた組織の構築及び事業の随時修正を図る。

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

新潟県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業大学校の主催する研修

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。 

また、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
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定については経営支援室内で都度相互にチームを組み、それぞれのチームで計画書を

策定した後に、相互にブラッシュアップを図った上で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。さらに、

若手の経営支援員については、経営支援室内において常に経営指導員とチームで小規

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、ＯＪ

Ｔにより伴走型の支援能力の向上を図る。なお、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。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価

検証を行う。 

①商工会長、副会長の属する三役会に聖籠町役場産業観光課の担当者を招いた上で、

支援事業者に対して毎年「支援満足度アンケート」を実施し、得られた回答を上記

会議にフィードバックすることで、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。 

②理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、総会へ報告し、承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を聖籠町商工会のホームページ

（http://www.seiro-syoko.or.jp）で計画期間中公表する。 
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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 

（２７年１２月現在）

（１）組織体制 

    聖籠町商工会 経営支援室 

     室長代理：濱田 英明（経営指導員：経営発達支援事業担当） 

     主  任：飯田 興太（経営指導員：経営発達支援事業担当） 

     主  任：松尾美智子（経営支援員：補助員） 

     主  事：本間 香佳（経営支援員：記帳専任職員） 

     書  記：宮下 孝美（経営支援員：記帳指導員） 
 
    聖籠町商工会の組織 

     会長１名、副会長２名、理事１２名、監事２名 

     経営指導員２名、経営支援員（事務職員）３名 
 
（２）連絡先 

    聖籠町商工会 経営支援室 

    〒９５７－０１１７ 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山１６４０－２ 

    Tel：０２５４－２７－２０７８ Fax：０２５４－２７－７８６８ 

    ホームページ：http://www.seiro-syoko.or.jp/ 

 

 

 

（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28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

必要な資金の額 27,698 28,363 28,851 29,546 30,054

 

小規模企業対策

事業費 

 経営改善普及 

 事業指導職員 

 設置費 

 経営改善普及 

 指導事業費 

 

 

23,943 

 

 

3,755 

 

 

 

24,421

3,942

 

 

 

24,909

3,942

 

 

 

25,407 

 

 

4,139 

 

 

 

25,915

4,139

 

 

 

調達方法 
 
会費手数料等収入、県補助金、町補助金、受託料収入、助成金収入 
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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 

地域の経済動向調査：日本政策金融公庫新潟支店、第四銀行東港支店、北越銀行東港支

          店、新潟縣信用組合聖籠支店、にいがた産業創造機構、聖籠町 

経営分析・需要動向調査：日本政策金融公庫新潟支店、第四銀行東港支店、北越銀行東

            港支店、新潟縣信用組合聖籠支店、にいがた産業創造機構 

事業計画の策定・実施支援：日本政策金融公庫新潟支店、第四銀行東港支店、北越銀行

            東港支店、新潟縣信用組合聖籠支店、にいがた産業創造機構

小規模事業者販路開拓事業：にいがた産業創造機構、聖籠町、聖籠町観光協会、 

             聖籠町飲食店組合 

地域活性化事業：聖籠町、聖籠町観光協会 

連携者及びその役割 

・日本政策金融公庫新潟支店 事業統括 田澤嗣透 

   新潟市中央区万代４－４－２７ ＮＢＦ新潟テレコムビル 

 ・役割 

   ・全国の小規模事業者に関する調査資料（小企業の経営指標等）の提供。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた専門的な課題に対する支援。 

   ・事業計画（創業・第二創業）の策定・実施の際の支援。 

   ・小規模事業者販路開拓に伴う「ビジネスマッチング」サイトによる販路開拓 

 ・連携することによる効果 

   ・全国的な小規模事業者の動向について把握する事が出来る。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた小規模事業者の経営課題（資金繰り）に

    ついて、効果的な計画を策定することが出来る。 

   ・事業計画の策定・実施の際に、資金繰りを重視した計画を策定する事が出来る。

   ・全国の多種に亘る小規模事業者に特化した販路の開拓が出来る。 

 

・第四銀行東港支店 支店長 勝島和明 

   北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９５６－４ 

 ・役割 

   ・新潟県内の経済・金融動向に関する調査資料の提供。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた専門的な課題に対する支援。 

   ・事業計画（創業・第二創業）の策定・実施の際の支援。 

 ・連携することによる効果 

   ・新潟県内の経済・金融動向について把握する事が出来る。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた小規模事業者の経営課題（資金繰り）に

    ついて、新潟県内全域の視点からみた効果的な計画を策定することが出来る。

   ・事業計画（創業・第二創業）の策定・実施の際に、新潟県内広域の視点からみ

    た計画を策定する事が出来る。 
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・北越銀行東港支店 支店長 俵谷博史 

   北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９５６－３ 

 ・役割 

   ・新潟県内の経済・金融動向に関する調査資料の提供。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた専門的な課題に対する支援。 

   ・事業計画（創業・第二創業）の策定・実施の際の支援。 

 ・連携することによる効果 

   ・新潟県内の経済・金融動向について把握する事が出来る。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた小規模事業者の経営課題（資金繰り）に

    ついて、新潟県内全域の視点からみた効果的な計画を策定することが出来る。

   ・事業計画（創業・第二創業）の策定・実施の際に、新潟県内広域の視点からみ

    た計画を策定する事が出来る。 

 

・新潟縣信用組合聖籠支店 支店長 渡辺久美子 

   北蒲原郡聖籠町大字諏訪山１６５０－１ 

 ・役割 

   ・聖籠町を中心とした地域事業者の経済・金融動向に関する調査資料の提供。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた専門的な課題に対する支援。 

   ・事業計画（創業・第二創業）の策定・実施の際の支援。 

 ・連携することによる効果 

   ・聖籠町を中心とした地域事業者の動向について把握する事が出来る。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた小規模事業者の経営課題（資金繰り）に

    について、聖籠町を中心とした地域の視点からみた効果的な計画を策定するこ

    とが出来る。 

   ・事業計画（創業・第二創業）の策定・実施の際に、聖籠町を中心とした地域の

    視点からみた計画を策定する事が出来る。 

 

・（公社）にいがた産業創造機構 理事長 泉田裕彦（よろず支援拠点） 

   新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル 

 ・役割 

   ・新潟県内の小規模事業者に関する調査資料の提供。 

   ・経営分析・需要動向調査の際に生じた専門的な課題に対する支援（専門家派遣）。

   ・事業計画（創業・第二創業）の策定・実施の際の支援（専門家派遣）。 

   ・小規模事業者販路開拓に伴う展示会、商談会等の紹介。 

 ・連携することによる効果 

   ・新潟県内の小規模事業者の動向について把握する事が出来る。 

   ・専門家派遣等を実施する事で、より高度かつ専門的な事業計画（創業・第二創

    業）を策定することが出来る。 

   ・当会単独では開催が難しい展示会、商談会等へ小規模事業者を出展し、販路開

    拓と認知度の向上を図る事が出来る。 

 

 



１４ 
 

・聖籠町 町長 渡邊廣吉 

   北蒲原郡聖籠町大字諏訪山１６３５－４ 

 ・役割 

   ・聖籠町内の事業者に関する経済動向調査資料の提供。 

   ・小規模事業者販路開拓に伴う展示会、商談会等の紹介。 

   ・地域活性化事業（まつり等イベント）への協力 

 ・連携することによる効果 

   ・聖籠町内の事業者に関する経済動向について把握する事が出来る。 

   ・展示会、商談会（ＰＲイベント）へ小規模事業者を出展させる事が出来る。 

   ・当会単独では開催が難しいまつり等イベントを、協力し開催する事が出来る。

 

・聖籠町観光協会 会長 坂上誠一 

   北蒲原郡聖籠町大字諏訪山１６３５－４（聖籠町役場内） 

 ・役割 

   ・小規模事業者販路開拓に伴う展示会、商談会等の紹介。 

   ・小規模事業者販路開拓に伴う地場資源を活用した特産品の開発。 

   ・地域活性化事業（まつり等イベント）への協力 

 ・連携することによる効果 

   ・展示会、商談会（ＰＲイベント）へ小規模事業者を出展させる事が出来る。 

   ・地場資源を活用した特産品開発へ共に取り組む事が出来る。 

   ・当会単独では開催が難しいまつり等イベントを、協力し開催する事が出来る。

 

・聖籠町飲食店組合 組合長 浅野政和 

   北蒲原郡聖籠町大字次第浜１６６０－１ 

 ・役割 

   ・小規模事業者販路開拓に伴う地場資源を活用した特産品の開発。 

 ・連携することによる効果 

   ・地場資源を活用した特産品開発へ共に取り組む事が出来る。 
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連携体制図等 
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