
経営発達支援計画の概要 

実施者名 紫雲寺商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

当地域は小規模事業者が多く、事業計画を策定している事業者が少な

い。今後統計等資料を活用・分析しながら、自社の強み・弱みを掴み経

営の見える化を図った上、事業を継続するための「道しるべ」である事

業計画を策定する事業者を多く輩出し、事業者の持続を図る。また、商

工会は常に事業者に寄り添い伴走型の指導を行い、地域商工業の全体を

活性化することを目標とする。 

事業内容 

（１）地域の経済動向調査に関すること 

  各種統計資料や経営指導員等による聞き取り調査により地域の経済

動向を調査・整理・分析し、事業計画策定の参考とする。 

（２）経営状況の分析に関すること 

 記帳機械化受託者、セミナー受講者等に経営分析の必要性を説き、

経営指導員等が小規模事業者の経営分析を行い、事業計画策定の参考

とする。 

（３）事業計画策定支援に関すること 

 経営指導員等が巡回指導、セミナー等と通じて、小規模事業者に事

業計画策定の必要性を説き、専門家、金融機関と協力して事業計画策

定支援を行う。 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること 

 経営指導員等が事業計画策定事業者に対して、定期的に巡回指導を

行い、適切なフォローアップを行う。 

（５）需要動向調査に関すること 

  小規模事業者の取り扱う商品や店舗について、統計資料による調査

を行い、速やかに情報提供を行い、事業計画策定の参考とする。 

（６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  展示会・ＩＴ等を活用し、小規模事業者の新たな顧客の開拓を全面

的に支援する。 

（７）地域経済の活性化に資する取り組み 

 地域の桜、海水浴場、県立公園等を活用したイベントを開催し、地

域の活性化を図るとともに、お年寄り・子供が安心して暮らせる事業

を行う。 

連絡先 

〒957－0204 新潟県新発田市稲荷岡 2371 番地 

      紫雲寺商工会  ☎0254-41-2319 FAX0254-41-2044 

       MAIL shiunsyo@iplus.jp 

       HP  http://www.shiunsyo.com/ 

      担当者 経営支援室 室長代理 圓 山 史 一 
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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 

 

当商工会地域は、旧紫雲寺町を指導地区としており、新発田市の海岸線の農村部にあ

り、人口８，０００人弱の地域である。海水浴場、県立公園等自然豊かで農産物等の地

域資源（越後姫（いちご）、ルレクチェ、アスパラ、柔肌ねぎ、パイオニアポーク（豚

肉）等）も多々ある地域であるが、会員数は約 230 事業所であり、小規模事業者の割合

は９０％を超える。農村部のため、特にこれといった基幹産業はなく、会員の業種別割

合は、建設・建築業が 35.7％と最も多く、理美容等を中心にサービス業が 18.5％、商

業関係が 34.9％である。建設建築関係業種では、後継者がいる事業所が多々あるが、そ

の他の業種においては、後継者不足が課題となっている。一方、創業者についてもいわ

ゆる「１人親方（大工の手間請業）」となる職人の創業は年数件あるが、他の業種では

ほとんどないのが現状である。 

 また、当地域も、高齢者率が２７．１％と高く子供も年々減少傾向にあり、地域に活

気がないのが現状であるとともに、商店の減少等により「買い物弱者」が増えている地

域であるが、ここ数年の小規模事業者の相談から課題を抽出すると他地域と同様に下記

の問題点があげられる。 

（１）経済指標等はあまり参考にせず、売上目標等も特に設定していない経営者が多い。

（２）自店の特徴（強み・弱みなど）を掴んでいない経営者が多いので、自店をＰＲし

ようにも何をどのようにＰＲすれば良いか分からない経営者が多い。 

（３）事業計画書が特にない経営者がおり、補助金の申請時や融資の申し込み時、融資

の条件変更時等経営計画が必要となる場合に、その場しのぎとしての事業計画書

を策定している経営者が多い。 

（４）事業を息子等に譲りたいが、どのように計画し、どのように事業承継すればよい

か分からない経営者が多い。 

（５）良い商品はあるが、どのようにＰＲし、販売すればいいか分からない経営者が多

い。 

 がある。 

  上記課題を解決するため、本事業により計数管理のできる事業者を一人でも多く育

成することによって活気ある地域の創出を目標とする。具体的には 

（１） 統計等に基づき、自らの事業を他の事業者と客観的に比べることができ、需要

予測等をし、「経営の見える化」ができる事業者が増えること。 

（２） お客様の意見に耳を傾け、自社の特徴を掴み、自社のＰＲをする事業者が増え

ること。 

（３）経営の道しるべとなる事業計画を策定する事業者が増えること。 

（４）事業者が今以上に増えるとともに、事業承継計画を立て、スムーズに事業承継を

行う事業者が増えること。 

（５）商品の特徴を客観的に掴み、物産展やＩＴ等を活用し、商品を広くＰＲする事業

者が増えること 

（６）創業希望者は、それぞれの業種に対する技術は持っているが、経営は全く行った
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ことがない人がほとんどである。その方々に経営に係る幅広い支援を伴走型で行

う。最低でも月に１回程度は巡回訪問を行い、創業後の状況を確認する。毎年３

人の創業支援をする。 

 

 等を目標とし、 

「自社の強みを理解することから始める安定経営、そして経営革新」をテーマとして、

本事業を進める。 

 なお、これらを進めるにあたり、次の点に留意しながら事業を進めていくものとする。

経営指導員等職員が常に身近な存在として、小規模事業者と寄り添い、同じ目線で試行

錯誤しながら、目標達成に向け問題解決をしていきたい。 また、指導において一方的

押し付け型の指導ではなく、小規模事業者が自ら考え商工会と共に考える伴走型の指導

を行う。 

５年計画の実施期間において、 

まず、自社のおかれている経済状況、需要の動向を掴みそれを基に事業計画を策定す

る。自社の状況が分かることによってさまざまな事業展開を考えることができるように

なる。上記の目標を達成することにより、元気でやる気のある事業主が育ち、その経営

者達が地域のリーダーとして、地域全体を引っ張ってもらい、地域商工業の全体が活性

化することを最終的な目標とする。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 

（現状及び課題） 

小規模事業者等への経済動向の提供は、小規模事業者からの問い合わせや事業計画策

定時に、その都度調べて提供している程度に留まり、系統だてて情報提供し、有効活用

することが少なかった。 
今後は、定期的に地域の経済動向調査を実施し、調査結果を日々の巡回指導等に活用

していくとともに、広く小規模事業者に対し情報提供をしていく。 

 

（事業内容及び改善方法） 

（１）調査方法 

 ①広域的な経済動向調査・・・全国商工会連合会の小規模企業景気動向調査、日本政

策金融公庫の中小企業景況調査や業種別経営指標、日経テレコムのＰＯＳ情報及び、

(株)きんざいの業種別審査辞典 J-NET21、日本経済新聞等を活用し、企業・業界・市

場等の動向を調査する。 
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 ②地区内の経済動向調査・・・巡回指導、窓口指導、業種別会合、セミナー開催時等

にヒアリングシートを活用して（３）②の項目について聞き取り調査をする。また、

地区内の経済状況に詳しい新発田市・新発田信用金庫とは、２か月に１回以上地域

の経済動向・金融動向について意見交換を行い、地区内の経済情勢の共有化を図る。

 

（２）頻度 

①広域的な経済動向調査・・・統計資料が発表の都度、調査を行う。新聞記事等は

必要なものをコピーし、情報を蓄積する。 

 

②地区内の経済動向調査・・・経営指導員等が２カ月に 1回小規模事業者に対して

調査を行う。 

 

（３）調査項目 

①広域的な経済動向調査・・・売上・粗利益率・営業利益・経常利益・景況感・価

格・雇用・販売、設備投資等の傾向について 

②地区内の経済動向調査・・・売上・仕入価格の状況、雇用面の状況、価格、支援

ニーズ、経営課題等の傾向について 

           

（４）提供及び活用方法 

①広域的な経済動向調査 

 ア 新聞記事や毎月発表される「小規模企業景気動向調査」「毎月勤労統計調査」

等は、発表の都度、経営指導員等が業種別・項目別に取りまとめ資料（速報値簡

易版）を作成する。 

イ 前項「ア」に係る調査結果は、巡回指導・窓口指導時に、小規模事業者に速

やかに提供するとともに、ホームページに掲載する。（速報値簡易版） 

 

①②共通 

調査結果は年４回、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。分析精度を高めるため、必要に応じて専門家に分析を依頼する。 

作成した資料は巡回指導・窓口指導時に、小規模事業者に提供し、事業計画策定

支援及び策定後の実施支援に活用する。 

併せて、調査結果を年４回会報や誰でも閲覧可能なホームページで情報提供す

る。 

   調査結果から課題を抽出し整理した上で、セミナー開催時に、小規模事業者のニ

ーズに沿ったテーマを決定する際に参考とする。 

 

（目標） 

 ・小規模事業者が持続的発展を遂げるために必要な情報（地域のニーズ、今後の見通

し）を年４回会報や誰でも閲覧可能なホームページで情報提供する。 

 ・（３）の調査項目は、年々調査項目を増やし、調査の精度・内容の充実を図る。 

 ・小規模事業者が事業計画を策定する上で、活用しやすいよう調査結果を整備する。
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支援内容等 現状（26 年度） 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経済動向調査 

（広域的）の回数 
０ ４ ４ ４ ４ ４ 

経済動向調査 

（地区内）の件数 
０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

   

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（現状及び課題） 

 当商工会においては、小規模事業者が 90％を超えており、その多くは経営分析の重要

性や必要性について認識不足であることは否めない。売上の減少や借入の申込時等、経

営状況が悪化し、はじめて経営分析が必要だと感じる小規模事業者が多いのが実情であ

る。 

また、商工会のネット de 記帳受託事業者（記帳機械化受託者）には、ネット de 記帳

で出力された試算表・財務分析データを渡すのみで事業計画策定に活用していなかっ

た。 

今後は、商工会としても経営状況の分析に取り組み、その成果を事業計画の策定等、

小規模事業者支援に活かしていく。 

 

（事業内容及び改善方法） 

（１）経営分析対象者の選定 

  ①巡回指導、窓口指導、セミナー参加者、業種別会合の出席者等に経営分析の必要

性を説明し、対象者を選定する。 

  ②ネット de 記帳受託事業者は 5 年間で全事業所（70 件程度）の 80％を対象とし経

営分析を行う。  

  ③記帳継続指導事業者（決算指導のみ）も 5年間で全事業所（50 件程度）の 70％程

度を対象とし経営分析を行う。 

 

（２）分析項目 

   ・商圏分析 

   ・商品購買力分析 

   ・競合分析 

   ・販売分析（季節指数、ＡＢＣ分析） 

   ・ＳＷＯＴ分析 

   ・財務分析（売上高営業利益率、労働分配率、流動比率、売上高借入金比率、債

務償還年数、損益分岐点等） 

 

（３）提供及び活用方法 

①「ネット de 記帳」の財務分析等を有効活用することで、自社の経営実態を正しく

伝え、必要な支援に繋げる。なお、当会は全会員に占める「ネット de 記帳」受託

割合が約３０％と高いため、重点的に経営分析を行う。 

  ②同業他者と比較するための必要なデータは、日本政策金融公庫の「業種別経営指



５ 
 

標」や㈱きんざいの業種別審査事典を活用する。 

  ③巡回指導・窓口指導時に分析結果を小規模事業者に提供し、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。 

   

（４）小規模事業者に対する効果 

  ①「ネット de 記帳」の財務分析データを有効活用することにより、小規模事業者の

強み・弱みを数字で洗い出すこと（経営の見える化）で、より綿密な事業計画を

策定することができ、ひいては経営の安定化を図ることができる。 

  ②同業他社と経営状態を数字で比較できるため、今後の改善点を分りやすく説明す

ることができ、経営の安定化を図ることができる。 

 

（目標） 次のとおり設定する。 
支援内容等 現状（26 年度） 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経営分析件数 ０ １０ ２３ ２５ ２５ ３０ 

  ※5 年間の目標合計  113 件（平成 27 年度～平成 31 年度の合計件数） 

経営分析対象者の目標の内訳 

           ①セミナー等による選定     22 件 

②ネット de 記帳受託事業者   56 件 

           ③記帳継続事業者        35 件 

              

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

（現状及び課題） 

 事業計画策定の相談について、現在は「受け身型」の相談対応が多くなっており、特

定の小規模事業者からの相談が多数を占める。 

また、事業計画の策定支援は新規の設備投資等の計画、借入金の条件変更、持続化補

助金申請時等に突貫的に作る傾向にあり、「とりあえず」の計画策定になっている。 

 創業、経営革新、事業承継支援はここ数年相談が数件しかなく、事業計画の策定支援

を行うことがほとんどなかった。特に創業者は、創業の際の様々な手続きに関する知識

が不足しており、時間と労力を必要とするため一人指導員では対応が困難であった。 

 今後は、他の支援機関や金融機関等とも連携し、組織的に事業計画の策定支援を行う。

  

（事業内容及び改善方法） 

（１）支援方法及び内容 

 

①事業者・創業者共通 

ア 小規模事業者に事業計画策定の必要性を認識してもらうため、事業計画策定セ

ミナー・個別相談会を開催する。併せて、巡回指導・窓口指導時においても、事

業計画策定事業者の掘り起しを行う 

イ 事業計画策定時、必要に応じて「ミラサポ」「よろず支援拠点」等の専門家・

地域金融機関等、複数の専門家で協力して事業計画を策定する。 

 



６ 
 

ウ 設備投資が必要な場合は、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を最大限活

用する。 

エ 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、中小

企業大学校、にいがた産業創造機構等のセミナーを紹介し、大学校については商

工会が研修費の一部を補助する。 

 

②創業者 

   ア 新発田市・新発田商工会議所・豊浦商工会・加治川商工会と「創業支援

ネットワーク」を構築し、創業スクール・個別相談会を実施し、事業計画

の策定、資金調達など適切な創業支援を行う。 
イ 創業予定者の掘り起しについては巡回指導等により、情報収集を行う。（当地

区は、狭い町のため近隣の住民が創業見込みであるかを役員等が知っていること

が多い。）また、新発田市の広報、商工会の広報紙（新聞折込みをする時）、当会

のホームページを活用し、創業セミナー及び当会が創業支援機関であることを幅

広く周知する。 

 当地域の若手従業員や新発田市等と共催で行う創業セミナー受講者等をターゲ

ットとして、創業計画書の策定支援を行う。創業者のほとんどは、はじめて事業

を行う方なので、経理・税務・労務等基礎的なことに加え、専門的な相談には専

門家を派遣し綿密な指導を行う。 

 

③経営革新 

   ア 経営革新支援事業に係る相談会を開催するとともに、巡回指導時に経営革新の

必要性等（認定された場合の支援策等）を周知し、小規模事業者の相談の掘り起

しを図り、経営革新申請書作成等を支援する。必要に応じて専門家を派遣し専門

的な支援を行う。 

   イ 国等が公募する補助金を活用して、小規模事業者が行う新たな商品開発や新事

業進出への取り組みを計画的に進めることができるようビジネスプランの作成

を支援する。 

 

④事業承継 

   ア 会員名簿より経営者の年齢・後継者の有無を調査の上、巡回指導を行い、事業

承継計画策定の必要性を周知する。 

また、事業承継に係るセミナー・相談会を開催するとともに巡回指導時に事業

承継計画の必要性や国の支援制度を周知し、相談の掘り起しを図り、事業承継計

画書の作成を支援する。必要に応じて専門家を派遣するとともに、平成２７年度

から設置された新潟県事業引継ぎ支援センター等を活用し、スムーズな事業承継

を支援する。 
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（２）小規模事業者に対する効果 

 

①事業者・創業者共通 

   ア 小規模事業者は経営の礎となる長期の経営計画を作成することができ、今後事

業を進める上での目標を設定するとともに、経営の健全化を図ることができる。

また、事業計画を策定することで、補助金申請の際に、スムーズに申請書を作成

することができる。 

   イ 専門家・金融機関とともに事業計画を策定することで、信頼が増し融資が受け

やすくなる。 

ウ 長期の事業計画を策定することで、長期で有利な「小規模事業者経営発達支援

融資制度」等の融資制度を活用することができ、小規模事業者の資金繰り円滑化の

一助となる。 

エ 小規模事業者等が、中小企業大学校で事業計画策定に関する基礎知識を学ぶこ

とで、事業計画の策定をスムーズに行うことができる。 

 

②創業者 

   ア 創業希望者が創業の基礎知識を学ぶことができるとともに、商工会が創業の支

援機関であることを周知することができる。 

   イ 創業者の掘り起しを積極的に行うことにより創業者が増え、事業者数が維持さ

れ、地域の衰退に歯止めをかけることができる。 

   

  

③経営革新 

   ア 小規模事業者の売上が減少している中、新分野進出や新しい役務提供等によ

り、売上を伸ばすことができ小規模事業者が持続的に発展することができる。 

   イ 初めて補助金を受ける事業者が増えることにより、国の小規模企業施策に興味

をもち、施策を有効活用する事業者が増える。 

 

④事業承継 

  ア 小規模事業者が、平成 27 年度から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」を活用し、専門的な相談をすることができる。

 イ 事業承継計画を策定することにより、計画的に事業承継をすすめることができ

る。 

ウ 後継者がいない事業所を把握することにより、創業者とのマッチングを検討す

ることができる。 
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（目標）  

次の数値目標設定し、支援を行う。 

《事業計画策定目標》                      
支援内容等 現状（26

年度） 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

事業策定セミナー 

（参加者数） 
－ ０ １５ １５ １５ １５ 

個別相談会 

（相談者数） 
－ ７ ８ ８ ８ ８ 

事業計画策定支援

者数（創業、経営

革新、事業承継計

画除く） 

－ ６ １５ １６ １６ ２０ 

経営革新計画書作

成支援者数 
０ １ ２ ３ ３ ３ 

事業承継計画書作

成支援者数 
０ １ １ １ １ １ 

事業計画策定支援

合  計 
０ ８ １８ ２０ ２０ ２４ 

 
   

創業計画書作成支

援者数 
０ ３ ３ ３ ３ ３ 

 

※経営状況分析を行った８割は事業計画を策定するものと想定し記載。 

 

《専門家派遣等目標》 

支援内容等 
現状 

（26 年度） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

上記に係る策定支

援に係る専門家派

遣数（回） 

０ １１ ２１ ２３ ２３ ２７

 ※事業計画策定支援（創業含む）に、１事業所 1回専門家が指導を行うことを想定し記載。 

  

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

（現状及び課題） 

 既存事業者、創業者ともに、小規模事業者の多くは「とりあえず」策定した事業計 

画に対して、計画と実績を比較することなく、事業計画書を「作ったまま」にしてい

ることが多い。また、商工会のフォローアップについても、定期的なものではなく巡回

した際に、現状についての確認をする程度であった。 

 創業、経営革新支援等はここ数年相談が数件しかなく、計画的な支援を行っていなか

ったのが現状である。 

 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回以上巡回指導を行

い、伴走型の実施支援を行っていく。 
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（事業内容及び改善方法） 

（１）支援方法及び内容 

①地域の小規模事業者を対象に事業計画策定後、２か月に１回以上（創業者は月に 1

回以上）巡回指導を行い事業計画の進捗状況を確認し伴走型の支援を行う。 

②業界別の数値動向等を確認し、事業計画と進捗状況を対比し、今後の事業方針を

指導するとともに、小規模事業者の「強み」を見つけそれを活かす指導を行う。 

③必要に応じて国、県、市等の施策を斡旋し、補助金申請等についても伴走型の支

援を行う。 

④新たな金融支援策として「小規模事業者経営発達支援融資制度」を最大限活用す

る。 

⑤事業を進める上で、必要がある場合は、「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を解決する。国等の専門家派遣制度で派遣回数の上限があ

る場合や、小規模事業者が希望する専門家がいない場合は、当商工会で経費を負担

して、適切な専門家派遣支援を行う。 

 

（２）小規模事業者に対する効果 

①定期的に巡回することで、経営指導員等が小規模事業者の変化を素早く察知し、

必要な助言を行うことができる。 

 ②事業計画の進捗状況を伴走型で確認することができ、当該小規模事業者の特長及び

策定した事業計画の修正点を把握することができる。 

 ③補助金等の国の制度活用についても、商工会から提案しやすくなり、申請書も伴走

型で机を並べ、相談しながら作成することができる。 
④小規模事業者が策定した事業計画を進める上で、資金が必要となった場合「小規

模事業者経営発達支援融資制度」を活用することができ、小規模事業者の経営の安

定化・経営基盤の強化・経営改善を図ることができる。 

⑤知識の豊富な専門家に相談することで、小規模事業者の問題点を把握し、より確

実な事業の持続的発展を図ることができる。 

 

（目標） 

事業計画策定後においても、随時その進捗状況を確認しながら、伴走型の支援をして

いくことにより、事業の持続的発展を確かなものにしていくことを目標とする。 

次の数値目標を設定し、支援を行う。 

支援内容等 
現状 

（26 年度） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ数（回） － ８４ １４４ １５６ １５６ １８０

専 門 家 派 遣 数

（回） 
３ １１ ２１ ２３ ２３ ２７

 ※フォローアップ数（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 か月に 1回巡回)） 

           上記の合計数を記載 

 ※専門家派遣数は、１企業１回を想定し記載。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状及び課題） 

 当地区において、自社の商品やサービス等の需要動向を調査している小規模事業者は

ほとんどなく、昔からの“感覚”で経営している小規模事業者が多い。この厳しい時

代に丼ぶり勘定的な経営は通用せず、需要動向を調査した上で、売上目標等を立てる

ことができる経営者の育成が課題となっている。 

  また、小規模事業者は少人数で事業を行っているため、自社の取扱っている商品の

需要動向を調査したいが、調査をする時間もなく外部に委託する資金的余裕もない。

展示会においても来場者に商品のＰＲをすることで精一杯で調査する余裕がないの

が現状であり、商工会としてサポートすべき部分である。 

 

（事業内容及び改善方法） 

（１）調査方法 

①統計による調査 

 巡回指導、窓口指導時に、小規模事業者が取扱っている商品やサービス、及び推

奨品の中で、今後の需要動向を見極めることが難しい商品等の需要動向について、

経営指導員等が（２）①について調査を行う。 

 

②小規模事業者が展示会等出展時には、同行する経営指導員等が出展者の今後の製品

開発の参考とするため、来場者に（２）②について聞き取り調査を行う。 

 

（２）調査項目 

 ①統計による調査 

  ア 市町村の統計・家計調査年報・・・人口・年齢・家計消費額 

  イ 日経ＰＯＳシステム・・・売れ筋商品の調査 

  ウ 日経流通新聞・日刊工業新聞・各業界紙・・・業界の動向、売れ筋商品 

  エ 消費動向調査・・消費者の意識、物価の見通し、支出予定、消費財の買予定等

  オ 業種別審査辞典・・・業界動向、今後の見通し 

  

②小規模事業者が展示会に出展した時、同行した職員等による来場者に対する 

聞き取り調査項目 

  

  ア 商品の印象（価格、味、パッケージ、イメージ等） 

  イ 商品を購入したいか（理由） 

  ウ 商品の改良点 

 

（３）提供及び活用方法 

 ①統計による調査 

  ア 調査結果を項目別に整理し、経営指導員等が図や表を用いた見やすい資料を作

成し、当該小規模事業者に速やかに提供し説明する。 
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 イ 調査結果に係る資料は、事業計画策定に係る新商品開発・売上計画の参考とす

る。 

   

②展示会等出展時の調査 

ア 調査結果を項目別に整理し、経営指導員等が問題点等を抽出した資料を作成し、

展示会出展者に速やかに提供する。 

イ 調査結果に係る資料は、次回出展時及び今後の事業計画策定の参考とする。 

 

③ ①②共通 

ア （１）、（２）の調査結果について、他の小規模事業者が参考とするため、経営

指導員等が年４回、整理・分析し、分かりやすい資料を作成する。必要に応じて専

門家に分析を依頼する。 

イ 分析した資料を年４回、会報及び商工会のホームページ等で広く周知する。 

ウ 巡回指導・窓口指導時、小規模事業者に需要動向調査結果の資料を説明し、事

業計画策定の参考とする。 

  

（４）小規模事業者に対する効果 

 ①統計による調査 

  ア 小規模事業者が取り扱う商品の今後の市場動向を把握することで、売上計画の

根拠とすることができ、補助金申請や融資申込時に有利である。 

イ 小規模事業者が、最新の消費者動向等により、仕入をする際の有効な情報とし

て活用し、売れ筋商品を特定することにつながり、経営の安定化を図ることができ

る。 

②展示会出展時の調査 

ア 小規模事業者は、展示会等で消費者の「生」の声を聞くことができ今後の商品

開発等に役立てることができる。 

 

（目標） 

 ・小規模事業者が気づいていない潜在顧客の掘り起しを行い、需要の開拓に繋がる有

益な情報を提供する。 

 ・調査により得た情報は、当該事業者には素早く提供し、その他の事業者には巡回指

導・窓口指導時に提供するとともに、当会ホームページにより年４回提供する。 

・（２）の調査項目は、年々調査項目を増やし、調査の精度・内容の充実を図る。 

・調査結果は、事業計画策定及び策定後の実施支援に活用する。 

 ・次の数値目標を設定し、支援を行う。 
 支援内容等 現状（26 年度） 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向調査 

の件数 
０ １０ ２１ ２３ ２３ ２７ 

 ※ 事業計画策定企業と同数程度の調査を想定。 

    （売上計画等に必要となるため） 
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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】 
 

 当地域には、地元農産物を活用した商品が多数開発されている。現在は当地域及び周

辺の消費者をターゲットとして広報活動を行っている。人口減少社会の中、幅広い地域

の消費者にＰＲするため、全国商工会連合会の「むらからまちから館」等への出展やＩ

Ｔを活用し、自社商品をＰＲすることで小規模事業者の新たな需要の開拓の支援を行

い、地域の小規模事業者個々の売上や利益の拡大につなげる。 

 

（現状及び課題） 

（１）地元農産物を活用し、商品を開発するがほとんど市外へＰＲを行わなかった。

（２）ＳＨＩＦＴ（商工会簡易ホームページ作成ツール）等ネット関係については、

問い合わせのある場合のみ対応を行い、登録件数を増やす活動をして来なかった。

（３）「むらからまちから館」等物産品展示施設についても、問い合わせのある場合

のみ出店を進め、積極的な広報活動をしていなかった。 

（４）小規模事業者が、新商品をＰＲするためのツールとして、テレビ、ラジオ、新

聞雑誌等で記事として掲載されることは有効な手段であるが、プレスリリースを行

っていなかった。 

 

（事業内容及び改善方法） 

（１）イベント等開催による支援 

 ①小規模事業者が新発田市外の消費者に対して、商品ＰＲを目的として開催してい

る「しばた紫雲寺うまいもの再発見フェア」（※）により小規模事業者の販路開

拓を支援する。 

 

  ※ 当会が、小規模事業者の商品をＰＲするために開催するイベント。来場者の

約 40％は新発田市外からの来場者であり、ステージ上で小規模事業者が商品

のＰＲや試食コーナーを設ける。イベント終了後も、来場者が購入した商品

を求め、後日出展者の店舗を訪れることも多く、販路開拓の一助となってい

る。 

  

 

（２）外部機関と連携した小規模事業者販路開拓支援 

 

①ＩＴ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

して、全国商工会連合会の商工会ＳＨＩＦＴ、地域特産品通販サイト「ニッポン

セレクト.com」、ソーシャルメディア（フェイスブック、LINE＠、ブログ等）、日

本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング等ＩＴを巡回指導・窓口指導

時に小規模事業者に対して周知し、小規模事業者の販路拡大を支援する。 

②地域の特徴ある商品を扱いながら、狭い地域で販売していた小規模事業者の新た

な販路として、「むらからまちから館（全国商工会連合会）」及び「ネスパス（新

潟県）」等県外の施設を活用することにより、県外消費者に対する販売促進を支援
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する。 

③新潟県の一大消費地である新潟市で開催される商品の展示会である「フードメッ

セ in 新潟」等への出展を積極的に進め、小規模事業者の商品の周知及び販路拡大

に努める。 

④商品ＰＲが苦手な小規模事業者がプレスリリースを行うことができるようになる

ことを目的として、プレスリリースに関するセミナーを開催するとともに、必要

に応じて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。

⑤商工会ＳＨＩＦＴ等に登録したが成果の出ない事業者のアクセス数増加を目的と

して、2 カ月に 1 回、アクセスログ等を確認し、必要に応じて専門家による登録

内容の改善指導を行う。 

 

（小規模事業者に対する効果） 

（１）イベント等開催による支援 

 ①小規模事業者が地域外のお客様に商品をＰＲすることができ、新規顧客を開拓す

ることができる。 

 

（２）外部機関と連携した小規模事業者販路開拓支援 

①小規模事業者が各種インターネットツールを使うことにより、新たな販路を開拓

することができる。また、顧客数の増加により、売上が増加し経営基盤の安定化

を図ることができる。 

②小規模事業者が「むらからまちから館」等に出展することにより、新たな販路を

開拓することでき、売上増加が見込めるとともに、お客様の意見を聞くことで商

品改良の余地を知り、消費者ニーズに沿った商品開発をすることができる。 

③小規模事業者が広報相談会で、自社商品のＰＲの仕方を学ぶことで、積極的な広

報活動（プレスリリース等）を行う事業者が増える。 

④小規模事業者はＳＨＩＦＴ等に登録した後、専門家による指導を受けることがで

き、登録内容の改善点を修正することができる。 

 

《補 足》 

国を上げ「地方創生」という名のもと各アンテナショップは賑わっており、そこか

らヒットした商品も多数ある。単独企業では大都市東京に出店することは難しいが、

その点「むらからまちから館」等は安価で東京に出店することができ、同時に市場

調査も行うことができるので、小規模事業者の販路開拓には有意義である。 
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（目標） 

次の数値目標を設定し支援を行う。 

支援内容 
現状 

（26年度） 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

広報セミナー参加者数 － １０ １５ １５ ２０ ２０ 

SHIFT 登録 ３ ５ １０ １０ １０ １０ 

ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ登録 ０ ５ ５ １０ １０ １０ 

日本政策金融公庫 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞｻｲﾄ登録 
０ ３ ５ １０ １０ １０ 

ニッポンセレクト.com ０ １ ２ ２ ２ ２ 

広報個別相談会 ２ ３ ３ ５ ５ ５ 

「むらからまちから館」

「ネスパス」出展 
１ ２ ２ ２ ２ ２ 

「フードメッセ in にい

がた」出展 
０ １ ２ ３ ３ ３ 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 
 当地域経済の活性化について検討するため、新発田市、各団体の長等をメンバー

とする地域経済活性化推進委員会を組織し、今後地域経済の活性化の方向等を検討

する。 

当地域には、加治川の桜、藤塚浜海水浴場、県立紫雲寺記念公園等観光客を呼ぶこ

とができる施設が多々あるので、それらを活用しイベントを開く等地域経済活性化

を図る。また、新発田市、新発田市観光協会等と協力しながら、住みよい環境・お

年寄り、子供が安心して暮らせるための事業を行う。 

 

（事業内容） 

（１）当会が事務局となり、新発田市の各課の長、各種団体の長、当会の部会長をメン

バーとした「新発田市紫雲寺地域経済活性化推進委員会」を計３回行い、紫雲寺地

域経済の活性化、今後の方向等について、検討する。《既存事業》 

（２）春、秋にそれぞれ開催する「加治川さくら祭り」「しばた紫雲寺うまいもの再発

見フェア」等を開催し、地域資源のＰＲ、各小規模事業者のＰＲを行うとともに、

地域住民の憩いの場を創造する。また、「加治川さくら祭り」等は地域の伝統芸能の

発表の機会を提供し、発表する人の「こころ」を育み、訪れる人にも当地域の伝統

芸能をＰＲする機会を提供する。《既存事業の改善》現在「しばた紫雲寺うまいもの

再発見フェア」は、食品取扱業者を対象としてＰＲを行っているが、今後は幅広い

業種の事業者を対象としてＰＲを行う。 

（３）市民の住みよい環境と自然環境保全のため、青年部による「カーブミラー清掃」、

女性部による「花いっぱい運動」「道路等の清掃活動」を行う。《既存事業》 

（４）地域の宝である子供たちが安心して暮らせる環境を整備するため、青年部による

「こども見守り隊」女性部による「交通安全祈願鈴の配布」を行う。また、新発田

市が行っている「子育て応援カード」事業についても行政と一体となりＰＲ等を積
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極的に行う。《既存事業》 

（５）地場産の農産物・海産物を食材として、青年部が出店する「城下町しばた全国雑

煮合戦」について商工会として支援し、地域資源のＰＲに努める。《既存事業》 

（６）新発田市が主催する「トラック市」「百円市」「あやめ祭り」「藤塚浜フェスタ」

等において、地域資源のＰＲをはじめ、全面的に協力する。《既存事業の改善》 

 新発田市の開催する「トラック市」等については、現在出店者の募集を中心に行って

いるが、今後は企画等にも関与し、紫雲寺地域の事業者の意見を反映するよう努め

る。 

 

（補足説明） 

 地域活性化事業については、地域住民の意見を反映させながら事業改善を行い発

展させる。特に「しばた紫雲寺うまいもの再発見フェア」について、地域に根差し

た事業となっており、地域住民からの意見・要望も多く寄せられる。それらを活か

しながら、（１）～（５）の事業について持続的発展に努めたい。 

 

（目標） 

（１）「新発田市紫雲寺地域経済活性化推進委員会」については、年３回開催すること

によりその時の状況の報告、今後の方向性を的確に判断するために、開催するもの

であるため、予定通り開催する。また、詳細な検討や具現化に当たっては、部会等

の下部組織を作り、即効性のある体制を構築し、地域の活性化に取り組む。 

（２）「加治川さくら祭り」「しばた紫雲寺うまいもの再発見フェア」を行い、地元住民

他地域からの来訪者に当地域の地域資源・伝統芸能等を理解してもらう。 

（３）「花いっぱい運動」「道路等の清掃活動」「こども見守り隊」「交通安全祈願鈴の

配布」等を行うことにより、地域住民の安全・安心に貢献する。 

（４）雑煮合戦を通して、地場産のＰＲに努めるとともに小学校と連携し、小学生の作

る米を利用した雑煮を作り、親子・地域の連携を図り、地域経済の活性化に取り組

む。 

 

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り組み
 

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 

（１） 下越Ａ地区の経営指導員を対象とした「新潟県商工会職員協議会下越Ａ支部指

導員研修会」において、支援のノウハウ、支援の現状、今後の支援の進め方につい

て情報交換を行い、支援ノウハウを習得する。《既存事業》 

（２）下越Ａ地区の経営指導員及び日本政策金融公庫新潟支店の職員を対象とした「マ

ル経協議会」において、下越地区の支援の現状等の情報収集に努めるとともに、支

援ノウハウを習得する。《既存事業》 

（３）全県下の指導員を対象とした「新潟県商工会指導員部会研修会」において、全県

下の指導員と情報交換を行い、他地区における支援のノウハウ、現状等の情報を習

得する。《既存事業》 

（４）新発田・聖籠地区の指導員等を対象とした「広域事業担当者会議」において、新
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発田等地区の支援の現状等の情報を収集する。《新規事業》 

（５）日本政策金融公庫・第四銀行等地方銀行・新発田信用金庫紫雲寺支店等の融資等

実務担当者と 1 ヶ月に１回以上は、地域の小規模事業者の現状及び必要な支援等に

ついて情報交換を行う。《既存事業》 

（６）にいがた産業創造機構・税理士等士業者とは必要に応じ、常に連絡を取り合い、

必要な情報交換を行う。《既存事業》 

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 新潟県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、にいがた産業創造機構等他団

体の主催する販売促進、販路開拓等のセミナーに年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。 

 また、販売促進の雑誌である「月刊 商業界」「販促会議」等により情報収集を行

う。また、それらについては毎週月曜日朝礼において、それぞれ報告するとともに、

情報の共有を図る。また、職員等はインプットのみを行なうのではなく、アウトプ

ットを常に行うことにより、より知識を深める。 

経営分析指導報告書等の作成方法、指導手法について内部で話し合い経営分析及

び事業者に分りやすい説明ができるようスキルを高める。 

職員協議会の地域支部の会議等において、連携機関から講師を招き小規模事業者

の支援について常に最新の情報を収集するとともに、ブロック経営指導員間で毎月 1

回意見交換のための会議を定期的に行う。また、相談について指導日誌、アンケー

ト結果を整備し、職員間で共有できる体制を構築する。《新規事業》 

上記内容を職員間で共有するため、各種資料を電子化しファイルサーバに保存し

全ての職員がいつでも情報を取得できるように事務局体制を構築する。《新規事業》

 

（補足説明） 

現在は、指導員研修等により情報を収集することにより資質向上に努めている。

今後については、定期的にブロック経営指導員間で集まり、意見交換・研修を行う

ことにより、地域特有の相談内容についてスキルアップを図る。また、情報提供に

ついては、従来の紙のファイルのみでなく、資料を電子化し共有体制を図るよう努

める。 

 

（支援ノウハウを組織内等で共有する体制） 

・支援ノウハウ、成功事例等については、職場内の共有サーバーにファイルで保存する

とともに、毎週 1回の職員ミーティングを実施し、経営指導員が中心となり、経営支

援員（補助員・記帳専任職員）に説明し共有化を図る体制を構築する。 

・小規模事業者の支援にあたっては経営指導員・経営支援員・専門家等グループで支援

を行うことによりノウハウを共有する。 

・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。 

・指導員の長期研修・病気欠勤等を考慮して、近隣商工会指導員等とも情報を共有し、

協力体制を構築する。 

・周辺商工会経営指導員等と年２回程度会議を開催し、地域の課題や支援ノウハウに
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ついて情報交換を図ると共に、職場内では２カ月に１回程度経営指導員が講師とな

り、経営指導、コンサルティング能力、提案力についての他の職員に対して研修をす

ることにより、スキルアップをして、小規模事業者の支援に役立てる。 

 

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。 

 毎年度末に、経営発達支援計画の内容及び小規模事業者販路開拓支援の数値目標

の達成度の確認及び巡回を受けた小規模事業者の満足度など（アンケート調査の結

果を含む）を検証し、商工会三役（３名）、外部専門家（１名）による事業評価委員

会を開催して、当年度の事業の評価及び反省、次年度の改善点等について検討及び

今後の方針を決定し、理事会及び総会において承認を受ける。 

また、外部専門家の活用回数、内容及び事業の成果及び評価、改善点については、

ホームページ（http://www.shiunsyo.co.jp）を作成し、いつでも閲覧可能な状態と

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 

（平成２７年９月現在）

（１）組織体制 

 

（経営発達支援事業を実施する体制） 

 

紫雲寺商工会 経営支援室 

事業責任者  事務局長  １名 

経営指導員 １名 

経営支援員 ３名（補助員１名、記帳専任職員２名） 

記帳指導員 １名 

 

合  計  ６名 

 

（商工会組織） 

  

①会員数 ２３７名 

  

②役 員（１８名） 

会 長 岩村菖堂 

   副会長   ２名 

理 事  １３名 

監 事   ２名 

  

③事務局体制（６名） 

事務局長  １名  

経営指導員 １名 

経営支援員 ３名（補助員 １名、記帳専任職員２名） 

記帳指導員 １名 

 

（２）連絡先 

   紫雲寺商工会 経営支援室 

   新潟県新発田市稲荷岡２３７１番地 

   電 話 ０２５４－４１－２３１９ 

   ＦＡＸ ０２５４－４１－２０４４ 

   Ｈ Ｐ http://www.shiunsyo.com/ 
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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） 

 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 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200

 

経営改善普及

事業指導職員

設置費 

 

経営改善普及

事業指導事業

費 

 

地域総合振興

事業費（地域

資源発掘型マ

ーケティング

事業費） 

 

23,000 

 

 

 

2,800 

 

 

 

2,400 

（2,400） 

23,000

2,800

2,400

（2,400） 

23,000

2,800

2,400

（2,400） 

23,000 

 

 

 

2,800 

 

 

 

2,400 

（2,400） 

23,000

2,800

2,400

（2,400） 

（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 

経営改善普及事業指導職員設置費及び経営改善普及事業指導事業費は県補助金より調達

する。 

地域資源発掘型マーケティング事業費は、 

 県連助成金（地域資源発掘型マーケティング事業助成金）    １５０万円 

 新発田市助成金（地消地産推進事業費補助金）          ５０万円 

 新発田市観光協会助成金                    ２５万円 

 自己財源                           １５万円 

 

 によって調達するものとする。 

  

（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 事業計画策定支援に関すること 

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 地域活性化事業に資する取り組み 

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等に関すること 

連携者及びその役割 

№ 名称 代表者 住所 電話番号 

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

【役割と効果】 

 ①～⑩すべてにおいて連携し事業を実施する。事業をスムーズに進めることができる。 

２ 

にいがた産業創造機構 

（新潟県よろず支援拠点） 

（新潟県引継センター） 

泉田 裕彦 
新潟市中央区万代島 5-1 

 万代島ビル 9階 
025-246-0025 

【役割と効果】 

①～⑩すべてにおいて連携し事業を実施する。事業をスムーズに進めることができる。 

 

３ 加治川商工会 菅  幸一 新発田市住田 510 0254-33-3931 

【役割と効果】 

 ③⑧について、連携する。地域独自の問題について支援ノウハウを共有することができる。

 

４ 豊浦商工会 本田 精作 新発田市乙次 475-3 0254-22-3925 

【役割と効果】 

③⑧について、連携する。地域独自の問題について支援ノウハウを共有することができる。

 

５ 新発田商工会議所 佐藤 哲也 新発田市中央町 4-10-10 0254-22-2757 

【役割と効果】 

 ③⑧について、連携する。地域独自の問題について支援ノウハウを共有することができる。

６ 日本政策金融公庫 新潟支店 田澤 嗣透 
新潟市中央区万代 4-4-27 

NBF テレコムビル 9階 
025-246-2011 

【役割と効果】 

 ①～⑨(⑦を除く) において連携し事業を実施する。事業をスムーズに進めることができる。

 

７ 新発田信用金庫 紫雲寺支店 嶋津  睦 新発田市稲荷岡 2086-10 0254-41-2221 

【役割と効果】 

①～⑧において連携し事業を実施する。事業をスムーズに進めることができる。 
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８ 新発田市 二階堂 馨 新発田市中央町 4-10-4 0254-22-3101 

【役割と効果】 

①⑥⑦について、連携し事業を実施する。事業をスムーズに進めることができる。 

 

９ 新発田市観光協会 大滝  昇 新発田市中央町 3-7-2 0254-26-6789 

【役割と効果】 

 ⑦について、連携し事業を実施する。イベント等地域活性化のノウハウがあり、指導・助言

を受けることができる。 

 

10 中小企業基盤整備機構 高田 坦史 
東京都港区虎ノ門 3-5-1 

 虎ノ門 37 森ビル 
03-3433-8811 

【役割と効果】 

 ⑨について、連携し事業を実施する。本事業を進めるにあたり、指導ノウハウを享受するこ

とができる。 

 

  ※ 【役割と効果】の①～⑩は、「連携する内容」の①～⑩を表す。 

 

 

 

連携体制図等 

 

紫雲寺商工会 経営発達支援計画連携体制図 

 
  

当会 

小規模事業者

伴走型支援 

※地域の活性化・小規模事業者の発展

◆連携機関◆ 

・新潟県商工会連合会 

・新発田商工会議所 

・加治川商工会 

・豊浦商工会 

・にいがた産業創造機構 

（よろず支援拠点） 

（新潟県事業引き継ぎセンター） 

・日本政策金融公庫 

・新発田信用金庫 

・新発田市 

・新発田市観光協会 

・中小企業基盤整備機構 

連携 ◆事業内容◆ 

・地域の経済動向調査に関すること 

・経営分析の分析に関すること 

・事業計画策定支援に関すること 

・事業計画策定後の実施支援に関す

ること 

・需要動向調査に関すること 

・新たな需要の開拓に寄与する事業

に関すること 

・地域経済の活性化に資する取

組み 


