
経営発達支援計画の概要 

実施者名 横越商工会(法人番号 9110005001610) 

実施期間 平成 28 年 4 月 1日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

横越地区唯一の総合経済団体である横越商工会が、新潟県や新潟市、地域金

融機関と連携し、当地区の小規模事業者に共通する課題「売上の向上・利益の

確保」に対して、事業計画の策定や、その着実な実施を事業者に寄り添って支

援し、経営品質を向上させることで、当地区の小規模事業者の経営を持続させ

ることを目標とします。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 景況調査や現況調査を実施して業種別動向や見通しの把握分析を行い、地域

や小規模事業者の課題の抽出とその情報の提供や巡回・窓口相談において活用

し、助言・指導を行い、持続的可能な経営計画作成支援を実施します。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営指導員による経営や金融相談等を通じた小規模事業者の経営資源の発掘

と経営分析を行うとともに、課題解決に向けた業種別研修会の開催や連携先関

係機関等の専門家派遣を行います。 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

 小規模事業者が課題を解決するため、経営分析や各種動向調査の結果を踏ま

え、事業計画策定の重要性の周知と策定事業者の掘り起こしを行い、事業計画

作成支援及び専門家とも連携し、伴走型の指導助言を行い、事業計画に基づい

た経営の確立、事業の持続的発展を図ります。 

 新潟市が国から認定を受けて取組んでいる創業支援事業に参画し、併せてＮ

ＰＯ法人と連携して創業予定者の事業計画書策定支援を実施します。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

 実効性を高めるため、巡回指導を通して経営計画の進捗状況の確認を行うと

ともに、課題解決に向けた指導・助言を実施して小規模事業者の持続的発展を

図ります。 

 創業者に対して継続的にフォローアップを実施し伴走型の支援に取組みま

す。 

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・サービス(技術)の需要動向に関する情報につ

いて、有効かつ最新の情報として提供することを目的に、地区内消費者向調査

並びに特産品動向調査を実施し、併せて外部機関のデータを活用して整理・分

析を行い情報提供を行います。 

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】 
いきいきフェスタ、商工大祭を通じて小規模事業者の販路開拓を支援します。

また、ＷＥＢを活用した販路開拓支援や新しいスタイルの販売方法等の提案

による販路の拡大を支援してまいります。 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 横越の豊富な地域資源を活用して地区内の各種団体が連携して取組んで開発

された特産品等を更にみがきをかけ、更なる新商品等の開発を目指して農業従

事者と商工業者が一層の連携を図るとともに、よこごし商工大祭を通して消費

者と商工業者の交流を図ることにより販売促進に繋げ、横越地域経済の活性化

を図ってまいります。 

連絡先 

横越商工会 

〒950-0208 新潟県新潟市江南区横越中央 1丁目 1番 5号 

TEL025-385-2773 FAX025-385-4300 

  E-mail yokogoshi@gamma.ocn.ne.jp           

    URL    http://www.yokogoshi.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 

１．横越地区の概要 
 
横越地区は、平成 17年 3月に新潟市への編入合併により、 

旧亀田町・旧酒屋町・旧横越町の 3町で新潟市江南区を形 
成しております。 
 当地区は新潟県北部の南東にあり、蒲原平野の中央に位 
置しており、横越地区の東には大河阿賀野川が流れ、南に 
は阿賀野川と信濃川を結ぶ小阿賀野川が流れ、過去には幾 
度となく水害による被害に覆われておりました。 
 その後、河川改修や農地改革で県内でも優良な農地が広 
がり、稲作を中心に梨などの果樹、野菜、チューリップな 
どの栽培が急成長し、都市近郊型の農業が展開され、新鮮 
な農産物の生産供給地となっており、農産物をはじめとす 
る地域資源の豊富な地区でもあります 
 新潟市内中心部に繋がる国道 49号横雲バイパスの開通、 
及び新潟大外環状線大阿賀橋の開通、県道新潟港横越線の 
4車線化など交通網の整備につれて工業団地の造成や住宅 
地の開発が大きく進みました。その結果、他市町村からの 
転入により、人口が増加しております。 
また、横越地区には鉄道路線がなく、新潟市内中心部と 

隣接する阿賀野市を結ぶバス路線と平成 23年に自治会と 
商工会が中心となって開設した地域バス「横バス」が乗用 
車を利用できない方々の大事な主要交通手段となっており 
ます。 
  
(新潟市江南区と横越地区の世帯数と人口の推移) 

項 目 
新潟市江南区 江南区横越地区 

世帯数 人 口 世帯数 人 口 
平成 27年 4月 26,162 69,410 4,192 12,161 
平成 25年 4月 25,505 69,740 4,032 12,146 
平成 23年 4月 24,697 69,451 3,889 12,085 
平成 21年 4月 23,992 57,164 3,765 12,011 
平成 19年 4月 23,068 68,558 3,636 11,975 
平成 17年 4月 22,612 67,967 3,550 11,922 
横越地区の人口は、毎年僅かながらも増加しており、また、世帯数においては 10年前と比較すると
642世帯増加しております。この要因は、バイパス沿いの宅地開発に伴い一人世帯や核家族世帯用の
アパートが多く建設されたことが主な要因です。 
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２．横越地区の課題 
横越地区の基幹産業は、旧横越町時代から農業といわれてきました。地域概要にも述べたように蒲

原平野の中央に位置し、県下最大の穀倉地帯でもあります。数多くの農産物が生産され、また、阿賀

野川によって育まれた肥沃な大地に県内では、いち早く梨が栽培され、生産者も多かったが、現在で

は高齢化や後継者不足により耕作放棄地が出始めております。また、当地区には、日本有数の「豪農」

として名を馳せた伊藤家があり、旧邸を「北方文化博物館」として公開しており、年間 10 万人の県

内外の観光客が訪れております。また、この地域は、江戸時代に新発田藩の大庄屋所在地として一帯

の約 110 数カ所村を束ねる政治的中心地となって、新発田藩の支藩である沢海藩に沢海城が置かれた

ことで、新潟市でも珍しい城下町の景観を今にとどめ、当時のなごりを漂わせる旧跡等が数多く残っ

ております、北方文化博物館と合せて貴重な観光資源となっております。 

当地区には鉄道路線がない分、道路交通網の整備により、アクセスが良好になったことから県内の

殆どの地域の人口が減少していく中で、当地区を含む江南区全体でも増加傾向にあるものの、市内中

心地まで 25 分程度で行けることから週末になると多くの人が大型店に買い物に出かけるなどしてお

り、横越地区における小規模事業者の衰退要因の一因にもなっております。 

横越地区には、農産物(優良な農地から生産される農作物)や水産物(大河阿賀野川から採れる鮭、

川蟹、しじみ)が豊富な地域ででもあり、これら資源を活用して商工会が中心となり、農商工連携を

通じて特産品等開発の取組みがなされているものの販路は広がっておらず新商品の開発を含めて販

路の拡大が課題となっております。 

 
３．横越地区の商工業の現状 
「横越地区の商工業者数」                      

項  目 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 その他 計 

平成 18 年 4月 127 51 17 74 32 92 15 408 

平成 27 年 4月 130 41 12 62 30 88 16 379 

比 較 増 減 3 -10 -5 -12 -2 -4 1 -29 

「横越地区の小規模事業者数」 

項  目 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食業 サービス業 その他 計 

平成 18 年 4月 122 37 14 60 30 81 12 356 

平成 27 年 4月 125 27 8 48 25 80 10 323 

比 較 増 減 3 -10 -6 -12 -5 -1 -2 -33 

当地区の商工業者数は、上表にも記載してあるとおり平成 27年 4月現在では 379事業所であり、
そのうち小規模事業者数は、323 事業所であります。平成 18年 4月の 10年前と比較すると事業所
数で 29 事業所、小規模事業者数で 33 事業所と減少しております。特に、小規模事業者数の減少が
目立っており、この要因は、経営者の高齢化、慢性的な後継者の不足や、ここ数年の大規模小売店舗

の出店に伴う競争激化による売上減少等で廃業する事業者がいることが主な要因です。 
 
４．小規模事業者の現状及び課題 
一昨年の消費税引き上げによる駆け込み需要と、その反動減による消費の落ち込みの影響は落ち着

いてきたものの、政府が次々と打ち出す積極的な経済施策の波及効果は一部業種にわずかながら見受

けられるものの、全体的にはまだ及んでいない状況であります。 
当地区のほとんどの小規模事業者は、競争激化などによる売上低迷に苦しみ、利益を確保できず、

未だ苦境にたたされているのが現状であります。 
[小売業]    当地区の商業は、従来から商店街が形成されておらず、各集落において業種別の小売店
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が存立しており、その殆どが家族的経営で維持されております。 
     近年、売上の減少や高齢化、後継者不足の理由により小規模小売店の廃業が目立っており

ます。一部の小売店の中には、売上向上策の一つとして特産品開発に取組むなど前向きに

活動している小売店もありますが、販売先が地区内消費者を中心としていたことから売上

の一躍を担うまでには至っておりません。 
また、整備された国道 49号バイパス沿いに大型商業施設「プラント 5」を核としたシ

ョッピングセンターが進出し、小さいながらも商業集積地として形成されております。ま

た、県道新潟港横越線沿いには、大手チェーン店や新規コンビニ店が数店進出していて、

コンビニ同士の競争も激化しております。 
           このような状況から、横越地区における小規模事業者の衰退は深刻な問題となってお 

り、需要が減退しているにもかかわらず周辺部には、大規模小売業の新増設が目立ち、小

売商業間の競争は激しさを増しております。 
 
[飲食業]   当地区の飲食店は、小売店同様、各集落において存立しており、地域住民を顧客とし
た 

経営が主となっております。一部飲食店で地域の食材(資源)を活用したメニューを開発し
て提供するなど積極的に取組んでいる事業所もある一方で、飲食店の大半は、今までこれ

といった販売促進に取組まなかったことから売上は伸びず、経営者の高齢化なども加わ

り、廃業が目立っております。また、ショッピングセンター内に大手チェーン寿司店やラ

ーメン店といった店が進出しており、既存飲食店の競合先となっております。 
 
[製造業]  当地区の工業は、地場産業や基幹産業などは特に無く、元々地元の人が経営する事業所

は少なく、旧亀田町や旧新津市から土地を求めて当地区に進出した事業所が多くありま

す。平成 10年には、旧横越町が大規模工業団地を造成したことに伴い、地区内の資金力
のある事業所は、工業団地に進出し、さらに地区外からの製造メーカーや大手物流企業も

進出したことにより就労人口は増加しております。 
           しかしながら、従来から営んでいる大半の小規模事業者は、工業団地に進出(投資)する

力は無く、家族と少人数の従業員との経営が大半であり、併せて加工賃取りが主体の経営

で、収益性に乏しく先行き不透明感が増していることから厳しい経営環境下にあります。

(工業団地内事業所数 18事業所) 
 
[建設・   当地区の建設・建築業は、地区内商工業の業種別の中で一番多い業種であり、事業所数
建築業]  並びに小規模事業者数も 10年前と比較すると僅かではありますが増加しております。業

態は、建築・土木・鉄骨・電気・配管等の業種で、その殆どが従業員規模 20名以下の小
規模事業者で占められております。 

           これら小規模事業者の受注は、一部の事業所においては、消費増税の駆け込み需要やア
ベノミクス効果による受注増加が一時的にありましたが、業界全体には波及しておらず、

経営基盤の弱い体質のため、先行きに不安を感じている事業所が多く、従業員を雇用して

いる事業所においては、従業員の高齢化と若年労働者の不足から人材の確保が求められて

おります。 
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５．横越商工会の役割 
 昭和 45年に設立された横越商工会は、経営改善普及事業と地域振興事業を主体として地域経済を
支えてまいりました。 
 今日までの横越商工会は、小規模事業者の持続的な発展を支援するために、経営改善普及事業を中

心に経営、税務をはじめとする各種指導、集団、個別講習会や地域振興のためのイベントなどの事業

を行ってまいりました。しかしながら、目の前にある経営課題等を改善するにとどまり、将来を見据

えた経営のあり方まで経営指導するまでに至っておりませんでした。 
 企業経営は継続性を大前提としていることから、経営改善は現状の問題点を改善するにとどまら

ず、将来の経営のあり方との関連で考える必要があり、長期的な視点に立って、小規模事業者の現状

及び課題に留意しつつ、伴走型の指導助言や現状の経営を将来に結びつけた改善案の提言を行ってい

く必要があります。 
 
６．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 新潟市は、平成 26年 7月 1日「新潟市中小企業振興基本条例」を制定し、同年 10月 1日に施行
しました。本条例に基づいて中小企業・小規模事業者の自主的な努力を基本に、関係団体、市が一体

となって、中小企業振興の施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として平成 27年度~30年
度を第 1期計画として活性化プランが策定されており、(次期プランについては(平成 31年~平成 34
年の 4年間の予定で本計画の進捗状況を踏まえて見直しを図る)以下の 4つの方向性が示されており
ます。 
① 中小企業・小規模事業者が生まれる新たな事業進出支援 

(新事業創業支援、新たな受注、技術の高度化等立地支援) 
② 成長発展への挑戦支援 

(既存事業の高度化支援、成長分野への挑戦支援) 
③ 元気に活動し続けることを支援 

(事業継続の取組み支援、資金調達の円滑化支援) 
④ 産業を担う人材確保・育成支援 

(若者・女性の就労支援、産業人材の育成支援、従業員の福利厚生充実支援) 
 新潟市の小規模振興施策を踏まえて、横越商工会は、横越地区小規模事業者の持続的経営の実現を

支援するため、市や関係機関との連携強化を積極的に図り、商工業発展施策を積極的に実施してまい

ります。また、当商工会がある新潟市江南区における「区ビジョンまちづくり計画」(平成 27年度～
平成 34年度)に掲げられている産業施策として、①付加価値の高い食品開発の仕組みづくりを地元企
業や商工団体と進める。②地域ならではの特産的商品の育成を進めるとともに、それらを集めた特産

品見本市の開催。③地域に根ざした高い付加価値をもつ創造的な産業の育成を進め、雇用の拡大を目

指す。④販路の拡大など新たなビジネス展開や、経営相談、各種融資制度の情報提供に努め、商工業

の振興を支援する。を掲げており、当会としても従来から横越地区の豊富な資源に着目して特産品や

新商品の開発に意欲のある事業者を支援してまいりましたが、引き続き関係機関と連携して積極的に

支援を行っていくとともに、地区内の社会経済環境の変化に即応した経営支援体制の充実に向けて業

態別に、以下の支援体制を整え対応してまいります。 
「小売・飲食業」 各個店の経営意欲の高揚や経営体質の強化、地域密着を意識した個店にとって新

しい販売スタイルや地域資源を活用した新商品・特産品を用いた販売促進等、事業

者の売上向上と利益確保に向けた支援 
「建設・建築業」  建設・建築業においては、職場内の雇用環境の充実を図ってもらうための各種

提案、持続的経営に役立つ速やかな情報提供と各種許認可支援や技術力向上に向け
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た(技能習得・研修会の斡旋等)支援により、受注の確保、経営の安定に繋げる。 
「製  造  業」 国や県の施策の積極的な活用による経営革新支援やコスト見直しによる利益確保

等、既存技術を活かした新たな需要の開拓(EC サイトを活用した市場拡大)支援を
通じ、経営の安定化を実現 

   
 
7．目標並びに目標達成に向けた事業の方針 
 上記の「小規模事業者の中長期的なあり方」を踏まえて、横越地区の小規模事業者に共通する課題

である事業者の売上向上と利益確保を図るため、併せて、新潟市や新潟市江南区の施策、ビジョンを

踏まえて、以下を重点目標に掲げ、目標達成に向けた事業の方針と致します。 
 
《重点支援対象事業者》 
「経営意欲のある事業者を持続可能な経営体質に構築」 
経営意欲のある事業者 20件(事業計画書作成目標事業者数 30件の内 20件) 
選定理由 当地区における小規模事業者は業種を問わず、共通の課題として売上の減少、経営者の高

齢化、後継者問題等が挙げられております。経営指導員の巡回訪問を通じて経営意欲のあ

る事業所を選定して支援にあたります。 
支援事業 
・支援を図るべく事業所の実態を把握するための現況調査の実施【指針③】 
・巡回訪問を通した支援先の掘り起こしと経営状況の分析【指針③】【指針①】 
・経営状況の分析をもとに作成する事業計画策定支援【指針②】 
・計画の円滑な遂行のための継続的支援【指針②】 
・分かり易く活用しやすい情報を提供し、将来の事業の方向性を明確にするための支援【指針③】 
・新たな販路開拓の支援【指針④】 
 
「地域資源を活用した小規模事業者の需要開拓」 
地域資源を活用する小規模事業者  10件(事業計画書作成目標事業者数 30件の内 10件) 
選定理由 新潟市江南区の取組みを念頭に、自社の繁栄と同時に地域の繁栄を期待して、地域資源を

活用した事業を展開する小売業、飲食業を中心に事業者を選定します。 
支援事業 
・経営状況分析を行う個別指導会を開催する。【指針①】 
・経営指導員が巡回訪問し、計画の進捗状況を確認すると共に、各種情報の提供及び時期にあった指

導・助言を行う。【指針②】 
・地域資源を活用する商品の需要動向について、商工会が事業を通じて(よこごし旬物語)得た情報を
整理分析して事業者に提供する。【指針③】 
・地区内外で開催される展示会、商談会等に参加する事業者を支援する。【指針④】 
 
「創業・第二創業支援」 
創業支援者数 18件(事業計画書作成件数)  
第二創業支援者数 5企業(事業計画書作成件数) 
新潟市や関係機関と連携し、創業予定者に対し、経営・マーケティングの基礎及び財務管理、会社

設立手続きなど総合的な基礎知識を指導し、自らが思い描く事業計画書を伴走型支援により完成する

ことで自らの意識向上を高めます。また、新しい事業計画を持つ小規模事業者が、本事業を通じて、
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販路拡大を目的とした知識・ノウハウを習得し、戦略的中期計画を策定することで経営改善を図り、

持続的経営のための伴走型支援を継続します。 
 
上記を踏まえ、当商工会では、経営発達支援事業の目標達成に向け、新潟県、新潟市、地元金融機

関、認定支援機関、その他支援機関と連携して事業を進め持続可能な経営体質の構築を図ってまいり

ます。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
（１） 経営手援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．地域経済動向調査に関すること【指針③】 
 
（ 現状と課題 ） 
商工会には、さまざまな機関から提供される情報が集まり収集されておりますが、その活用につい

ては、一部の小規模事業者にしか伝達しているにすぎず、満足のいく内容ではありませんでした。 
この課題解決のために、小規模事業者に対して各種データを今後の経営方針、販売戦略、商品開発

等参考にしていただくために、巡回訪問や個別相談時の他、当会の会報やホームページ等さまざまな

機会を通じて情報を提供してまいります。 
 
（ 事業内容 ） 
（１） 地区内経済動向調査 
・当会が委託を受けて実施している全国商工会連合会中小企業景況調査を経営指導員による巡回訪問

で調査を実施します。（当会調査１５件分を独自に集計分析を行う） 
・毎年 4月に全会員に対して郵送による会費査定調査を実施していることから、今後はその調査と同
時に現況調査を実施し、併せて、非会員に対しても商工会のＰＲを兼ねて実施し、横越地区内企業の

問題点やニーズを把握します。 
・新潟県が実施している当地区を対象としたお買い物動向調査結果を参考に、情報提供を行います。

また、当地区に必要な消費者ニーズの調査・分析を行い、結果を情報提供していきます。 
・収集した調査結果については、地域の動向として会報・ホームページに掲載して情報の共有化を図

り、小規模事業者の経営改善指導に役立てます。 
 
（２） 地区外経済動向調査 
全国商工会連合会中小企業景況調査結果、日本政策金融公庫実施の中小企業景況調査結果や消費者

動向調査結果、日経テレコンや新潟県お買い物動向調査結果を利用して各種傾向の調査分析を行いま

す。また、地区内の経済動向調査結果と比較分析を行います。 
各収集した調査・分析結果等は、職場内で共有し、小規模事業者の経営相談時等に活用します。 

 
（ 回収率を高めるための手段 ） 
 中小企業景況調査は、指導員 2名で巡回による聞き取り調査を行い 100％の回収を行います。 
また、現況調査につきましては、従来から毎年４月に実施している会費額査定調査と同時に郵送に

よる方式で実施致します。会員事業所は、どの事業所が未回答なのかが把握できることから、未回答

事業所に電話もしくは訪問による督促で回収率を高め、非会員事業所はあらかじめ番号をつけて管理

し、未提出者には、会員加入勧奨も兼ねて訪問による回収で回収率を高めます。 
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( 収集データの活用法 ) 
中小企業景況調査結果や現況調査結果は、事業所への支援に繋げていくため、職場内で共有認識を

図り、金融相談や経営相談での個別支援に役立てる他、巡回訪問時の情報提供並びに毎月発行してい

る「よこごし商工会だより」とホームページに掲載し、情報提供を行います。 
また、現況調査結果については、商工会に対する意見や要望、新潟市に対する要望項目もあること

から今後の商工会事業に反映させていくため、理事会内において検討会議を行い、必要に応じて新潟

市への要望活動にも取組みます。 
 
（ 目 標 ） 
 当会実施の全国商工会連合会中小企業景況調査、日本政策金融公庫の中小企業景況調査・消費者動

向調査は、四半期ごとに調査を行い、その結果を示していることから、年 4回のデータを活用して小
規模事業者支援に利用し、巡回訪問時や広く会報・ホームページで情報を提供します。 
（調査の実施回数と対象） 
・中小企業景況調査・・・四半期ごと年４回実施／対象１５社  （回収目標 100%） 
・現況調査・・・・・・・年１回４月実施／対象３７９社        （回収目標  70%） 
景況調査の調査項目  
共通項目   売上（請負、完成工事）、仕入単価、採算、業況、資金繰り、従業員、設備投資 
業種別項目 （小売、サービス） 客単価、客数、在庫数 
      （製  造）    加工単価、加工数量、設備操業率、受取手形期間 
      （建  設）    引き合い、契約残、受取手形期間 
現況調査の調査項目 
売上高・受注状況、景況、資金繰り、雇用状況、経営上の問題点、商工会に対する意見、要望、新潟

市に対する要望 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針②】 
（ 現状と課題 ） 
 地域の小規模事業者の経営状況を分析することにより、問題点や課題の整理、強み弱みを抽出して

今後の経営発達支援事業に活かすことは、非常に重要であることを分かっているにもかかわらず、今

まで、小規模事業者に対して分析結果を活用した指導をすることが少なかった。特に、商工会記帳ソ

フト利用者等については、月次処理や決算時に分析データが得られるにもかかわらず、活かしきれて

おりませんでした。 
 
（ 改善に向けた取組み ） 
これらの状況を解決するため、月次処理後、速やかに利用者にデータ内容を説明することとし、確

定申告時においては、申告結果の説明と合わせて分析内容もわかり易く説明します。 
また、昨年度全国連において開発された分析システム・経営改善計画作成システムを金融、経営等

相談者を中心に活用し、指導員の巡回訪問・窓口相談時に分かり易く説明します。」 
 

（ 事業内容 ） 

（１） 小規模事業者の経営状況、悩み等の改善を図りながら、自社だけでは解決できない、技術の

向 

上や新たな事業分野の開拓などの経営の発達に資する問題点を把握します。 

 把握した経営状況は、今後の経営判断の参考となるよう 1 事業所ごとに、経営カルテにファ



- 9 - 
 

イリングし、職員間で情報共有を図ります。 

（２）小規模事業者ニーズに適した、より掘り下げた業種別の課題を対象とするテーマの研修会を 

開催し、問題解決の一助とします。 

 

（３）上記（１）～（２）で把握した小規模事業者の経営課題の中で、中小企業診断士や税理士等の

専門家による分析が必要な場合は、新潟県商工会連合会のエキスパートバンク事業、ミラサポ、

建設サポート事業、にいがた産業創造機構、新潟県よろず支援拠点等による専門家派遣による相

談事業を利用して経営分析を行います。 

 
（ 分析を行う項目 ） 
経営上の悩みを抱える小規模事業者の経営状況を分析し、課題の抽出・解決をサポートすることで

持続的発展を支援します。 
○（収益性） 売上高営業利益率、売上高総利益率、経営資本回転率、損益分岐点等 
○（生産性） 従業員 1人当り年間売上高、一人当り年間総利益高等 
○（安全性） 総資本自己資本比率、固定長期適合率、流動比率等 
 他に専門的な内部要因・外部要因（ＳＷＯＴ分析）、３Ｃ（市場・競合・自社）等について分析が

必要な場合は、経営革新等認定支援機関など専門知識を有する支援機関と連携して分析する。 
 
（ 目  標 ） 

 巡回訪問事業所数は、平成 31 年度 700 件を目標に掲げ、併せて巡回訪問内容を今まで以上に掘り

下げて訪問を実施することを目標と致します。 

 分析件数につきましては、商工会記帳ソフトを活用している事業者全てに対して実施するととも

に、これらの他に巡回や個別相談者を対象に指導員一人当たりの目標件数を定め取組んでいきます。

 研修会による個別指導数では、業種別テーマを基本に企画して開催し、参加事業所を委託業種団体

に働きかけ、参加者の確保を図ります。 

 経営状況を把握するための方策及び経営分析件数 

（平成 28年度は商工会記帳ソフト利用事業所） 
 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（ 現状と課題 ） 
 従来、小規模事業者が事業計画を策定するケースは、各種支援制度や補助金等の申請目的のために、

策定するケースが多かった。本来の趣旨からかけ離れた内容になっています。そのために、計画書に

は、経営理念やビジョン等が示されておらず、当該小規模事業者としての到達目標が明確になってい

ないケースが多く見受けられた。 
このような、現状を踏まえ、小規模事業者に事業計画の策定が事業の持続的発展にいかに重要であ

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回相談件数 592 件 620 件 650 件 680 件 700 件 700 件 

経営分析件数 0 件 27 件 31 件 31 件 33 件 33 件 

研修会開催数 4 回 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 

研修会による指導事業所数 70 社 100 社 100 社 110 社 120 社 120 社 
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るか、周知・浸透を図るととともに、小規模事業者が自ら経営改善計画書等を策定することが難しい

状況であることから、支援機関である商工会が計画策定に向けた伴走型の支援・助言することにより、

小規模事業者の持続的発展を図ります。 
 

（ 既存事業と改善点 ） 

（１） 金融相談で新規の借り入れが厳しい事業者や小規模事業者持続化補助金等の申請時に事業計 

  画策定が必要な小規模事業者を中心に支援を行うことはもとより、今後は計画書策定の必要性に

ついて、まず理解してもらい策定支援にあたり、策定後のフォローアップも含めた伴走型支援を

行います。 

  
（ 支援対象 ） 
   当会にある金融相談や小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資制度）の申込者、併せ

て窓口指導や巡回指導、専門相談等において事業計画策定の必要性や支援内容等を説明しながら

対象者を増やしていきます。 
 

（ 目 標 ） 

「事業計画作成件数」 

 (公財)にいがた産業創造機構の緊急経営安定化支援事業の事業計画作成件数の用件の経営指導員 1

名あたり 2件を参考に経営指導員 2名×2件     (31 年度より指導員 2名×3件、) 

 
「専門家派遣による相談件数」(事業所数) 

 
 
創業・第二創業(経営革新)支援【指針②】 
創業支援等については、相談者側からの申し込みに応じた相談指導で、受身の態勢でありましたが、

今後は積極的に当会が創業支援に対して取組んでいる姿勢をＰＲしてまいります。具体的には、相談

窓口の周知を当会のホームページや連携している新潟市の窓口といったこれから創業を考えている

方々が目につきやすい場所等に告知します。また、創業者については、商工会への加入を積極的に働

きかけ、創業にかかわる事業計画策定支援や融資制度の情報提供、創業後における経営支援を積極的

に実施し、伴走型の支援を行います。 
 新潟市が運営する各種経営支援団体(新潟産業振興財団(IPC)や新潟県が運営するにいがた産業創造
機構(NICO)との連携の上、当地域において該当者がいる場合、上記支援団体が実施する事業への誘
導を積極的に行います。 
 
( 事業内容 ) 
（１） 「ＮＰＯ法人えんではよこごし」が実施している創業を考えている人達の懇談会等に当会か 

も出席して支援策の説明や個別相談への対応を行います。 
（２） 当会のホームページや行政(江南区役所・横越出張所)窓口等に創業支援窓口の周知を行い、併

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

事業計画書作成件数 2件 4件 4件 4件 6件 12件 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
専門家派遣事業所数 2件 4件 4件 4件 6件 12件 
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せて新潟市と連携して創業支援を実施することから新潟市の広報紙に当会が相談窓口になって

いることを告知していただき、創業予定者の相談窓口として活用してもらい、創業融資制度な

ど必要な情報を提供します。 
（３） 創業後は、巡回指導を通して、税務・記帳・経営相談など経営に必要な内容を重点的に支援

を 
します。 

（４） 第二創業（経営革新）希望者を会報やホームページ等で募り、第二創業計画策定から実施ま

で 
伴走型の支援を行います。 

（ 目 標 ） 

 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（ 現状と課題 ） 
 今までの事業計画書は、資金繰りや補助金申請のための一過性の計画書でしかなかったことと、当

会の支援体制も、言い換えれば一過性でしかなかったと言えます。結果的に、形式的のものとなって

おりました。 
 
（ 既存事業と改善点 ） 
この状態を解決するため、私達経営指導員が事業計画策定後の小規模事業者を2ケ月に一度巡回し、

策定した事業計画書が、計画どおり遂行されているか随時その進捗状況を確認しながら小規模事業者

と一緒になって、新潟県商工会連合会や新潟県、にいがた産業創造機構、日本政策金融公庫新潟支店

といった連携先から指導助言をいただきながら伴走型の支援をしていくことにより、小規模事業者の

継続的発展を確かなものにしていきます。 
 
（ 新規の取組み ） 
 事業計画の策定支援を受けた事業者が商品・サービス開発や販路開拓において、設備資金や運転資

金など、資金需要が発生した場合に既存の小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）に加え、

新設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」も活用し、金融面からバックアップし、その後は

伴走型の指導助言をしながらフォローアップを実施します。 
事業計画策定後に、必要に応じて 2ケ月に 1度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、策定

した事業計画が軌道に乗るよう伴走型の支援を行います。 
（ 目 標 ） 

 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
創業支援事業者数 2 3 3 4 4 4 
IPC及びNICO事
業への参加者数 0 1 1 1 1 1 

第二創業(経営革
新)支援者数 0 1 1 1 1 1 

事業計画書策定数 1 4 4 5 5 5 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 経営発達支援事業の目標達成に向け、上記 2.経営状況の分析を行った事業者に対して、経営分析で
把握した事業者の販売する商品・サービス(技術)の需要動向に関する情報について新たな販路を開拓
するにあたり、有効かつ最新の情報として提供することを目的に調査・収集、整理分析し、上記 3.
事業計画策定時、又は、上記 4.事業計画策定後の実施支援に係る巡回訪問時や窓口相談時に提供しま
す。 
 
( 現状と課題・改善点と活用方法 ) 
現状のところ、当会で実施している需要動向調査は、税務・労務・金融などの個別相談業務の際に

事業者から情報を収集する程度にすぎず、踏み込んだ調査ではありませんでした。また、一般的な情

報の収集にとどまっていたとともに、収集した情報自体活用する意識が希薄であったなどの課題があ

りました。 
 今後は、目的を持って、積極的に消費者ニーズ等の情報を収集・整理分析を行い、今後の事業所に

おける事業計画策定での活用を図ります。また、これらの調査分析結果の情報提供を希望する小規模

事業者に対し、商工会ホームページや広報誌でも広く公開するとともに、玄関フロアー脇に設置棚を

設け、来訪者がいつでも見れるよう情報の提供を図っていきます。 
 
( 事業内容 ) 
① 小規模事業者の商品・提供する役務に係る消費者動向調査 
専門機関(外部委託)による、消費者が求める商品、役務、改善点などの調査を実施し、寄せられ
た 

回答について業種別、商品・役務別に分類するとともに、横越地区の消費者ニーズに対応できるよ

う詳細な分析を行う。これらの情報は、小規模事業者のみならず、創業予定者に対しても提供し、

事業計画策定につながるよう支援していきます。 
 
○対 象 者  地区住民を対象に地区別、年代別に概ね、地区人口の 3%程度の回収を目標とする。

(地区人口 12,161人×3%=364人) 
○調査内容  食料品、飲料(酒)、外食、家電、雑貨、旅行、リフォーム、など業種別に①買物の

場所、②購入商品、③頻度、④金額等 
○調査方法  専門機関に依頼(外部委託) 
 ○調査回数  年 1回 
 
② 横越地区内での動向調査(特産品動向調査) 
重点支援対象事業者である、「地域資源を活用する事業者」向けに、よこごし旬物語※の会場内に

おいて来場者から特産品(商品)について調査することで、横越地区の地域資源を活用した商品を取扱
う事業者の課題や顧客ニーズを抽出し、結果を出店事業者に提供し、新たな需要開拓の方向性や新

商品の開発に活用してもらいます 
○調査対象者  会場内に訪れる顧客 200名 
○調査内容  売れ筋や種類、デザイン、味、単価等 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
フォローアップ件数 2件 4件 4件 4件 6件 12件 
小規模事業者経営発達 

支援融資制度斡旋件数 
0件 1件 2件 2件 3件 6件 
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○調査方法  当商工会が作成した顧客ニーズに関するアンケート用紙を会場案内所にて来場者

に記入いただき、回収する。 
○調査回数  年 1回 

※よこごし旬物語：平成 27 年度より実施されている催しで、横越地区の資源を活用して商品開発を
行い各店で販売を行っている事業所が試食を通して販売・PR を行っている。平成 27 年度は 10 月
に開催し、16事業者が参加 

 
③ 外部機関が実施する調査からの情報収集 
収集目的 : マクロ的な観点や多様な視点からの需要動向に関する情報を収集することで、当地区

外の需要動向に関する分析結果を提供し、新たな需要開拓の方向性の決定や新商品・新

サービス(技術等)の開発に活用してもらう。 
  収集対象 : 経営状況の分析を行った事業者の販売する商品・サービス(技術)に関する 需要動向。
収集方法 : 新聞、雑誌、インターネット等から当商工会以外の機関が実施する調査を利用して収

集する。 
   (利用する調査例) 
○経済産業省   生産動態統計 
○国土交通省   建築着工統計調査、建築物リフォーム・リニューアル調査 
○日経ＰＯＳシステム  売れ筋商品調査 
○消費動向調査  消費者の意識、物価見通し、支出予定、消費財の購入予定等 

 ○業種別審査辞典  業界動向、今後の見通し 
 ○業 界 新 聞     日経流通、日刊工業等   業界の動向、売れ筋商品等 
 
( 目 標 ) 

項   目 現状 28年 29年 30年 31年 32年 

a経営分析件数(再掲) 0件 27件 31件 31件 33件 33件 
b事業計画書作成件数(再掲) 3件 8件 8件 9件 11件 17件 
消費者動向調査 0回 1回 1回 1回 1回 1回 
特産品動向調査 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

a 経営状況分析数と同数   b 創業支援を含む事業計画作成件数と同数 
 
 
 
 
 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
（ 現状と課題 ） 
横越地区の商工業者は、建設関連事業者が他の業種と比較すると全体の 34%を占めており、その殆
どが小規模事業者で構成されています。また、受注状況においても一次下請、二次下請が大半であり

ます。当会においては、比較的商業やサービス業への経営支援はさまざまな角度から行ってきました

が、建設関連事業者については、業種別団体組織の支援が主体となって個社に対する支援が少ない状

況でありました。 
業種別を問わず、経営資源の乏しい小規模事業者にとって、事業規模の拡大や将来的に本業のノウ

ハウを生かした新たな事業展開が期待できる販路開拓は必要不可欠のことから、全ての業種において
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積極的に支援してまいります。  
 支援する対象事業者として、横越地区内の小規模事業者の継続的発展の為に、経営指導員等が巡回

指導で情報等を収集する中で、経営計画策定に関心のある事業所を中心に支援対象者として掘り起こ

しを行ってまいります。 
 
 
（ 事業内容 ） 
（１） イベントを通じた小規模事業者の販路開拓支援 
新潟市江南区が主催している「いきいきフェスタ」は、人・物の交流を通して、江南区の魅力と特

性を区内外に発信し、江南区としての一体感の醸成を図り、農業と商工業の連携を推進し、地産地消

を推進しながら農産物等の消費拡大及び商工業の活性化を図ることを目的として実施しているイベ

ントです。そこに当横越地区の事業所からも積極的に参加していただき、事業所のＰＲや横越地区の

特産品等の情報発信を行い認知度の向上を図り、新たな販売先を掘り起こしていただきます。 
また、当会が中心となって開催している「よこごし商工大祭」の物販ＰＲコーナー並びに飲食物等

販売コーナーに参加してもらい、横越地域住民に商品・製品等をＰＲすることにより、売り上げ並び

に認知度の向上を図りながら販路の開拓に繋げていただきます。 
 
（２） ホームページ作成並びにｅコマース活用による販路開拓支援 
工業関連事業者や建設関連事業者が売上を伸ばしたり販路を開拓する手段は、商業者と比較する容

易ではありません。個社を広く知ってもらうため、社名、所在地、事業内容、特殊な技術等を掲載し

た会社概要作成を支援します。また、会社概要をＷＥＢで周知するため、比較的容易に作成できる新

潟県商工会連合会が推奨する「シフト」を使っての、個社のホームページ作成支援を行い、新たな取

引先を開拓し売上向上に繋げてもらいます。また、ホームページを新たに立ち上げた事業所或いは既

に開設している興味のある事業所に対して、ｅコマースの開設を支援し、ＢｔｏＣ、ＢｔｏＢによ 
る販路開拓支援を行います。 

 
（３） ＷＥＢを使った小規模事業者の販路開拓支援 
 横越地区の歴史や文化、産業など様々な地域情報を広く地域内外に発信し、併せて横越地区の地域

資源を活用した新たな商品やサービスをＷＥＢ上で提供し、横越地区の魅力を高め、各個店を始め

様々な産業の活性化を目指して当商工会で「横越の魅力情報発信」サイトを立ち上げます。そのサイ

ト上において希望する小規模事業者から自社の商品や技術並びに情報を掲載し、県内はもとより全国

に向けて発信することにより、新たな販路の拡大や事業展開の一助してまいります。 
 また、個社のホームページを作成した小規模事業者からも参加していただき、個社のホームページ

とリンクさせることによって、閲覧頻度を高めます。 
 

（４）提案型販路開拓支援 

横越地区内小規模事業者においては、地域のイベントや地域貢献活動など、その地域活動に欠かす

ことのできない存在であります。 

集落に点在する小売店は高齢化社会が益々高まる中で、遠方まで買い物に行けない高齢者にとって

近くにある店は無くてはならない存在になります。当該地域の実情やこれからの社会情勢を理解し、

地域の小規模事業者と地域消費者がお互いに求めているものを相互に確認しあい、当該地域に共存す

る意識を持つことが必要とされます。御用聞き配達販売といった、高齢化社会に対応した販売スタイ

ルの提案等、小規模事業者と商工会が一緒になって考え、新たなビジネスチャンスの創出を目指して、
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積極的な支援を進めます。 

（ 支援に対する考え方 ） 
各種イベント等に参加することは各店をＰＲ出来る絶好の機会と捉えていただき、積極的に参加を

促すとともに、商業、サービス業はむろんのこと建設業や工業においても、自社の技術や機械設備能

力を地域内外に PRを図ってもらい販路の拡大に繋げていただきたいことから、ホームページの立ち
上げについて作成支援にあたります。 
 横越地区は、５つに分かれた地区に商店等が点在する集落対応型の商売を展開しています。 
商工会のネットワークを利用し、全国各地の成功事例等を収集し、支援事業所にとって有効な新し

いスタイルの販売方法の提案を行うことにより、販路の拡大に繋げてもらいます。 
 
（ 支援対象と内容 ） 
 上記、事業内容の支援対象者は、経営指導員が巡回訪問した際に内容を説明するとともに、毎月 1
回発行している「よこごし商工会だより」とインターネットホームページ上に掲載して周知を図ると

ともに経営計画作成等の支援先事業所を中心に支援してまいります。 
 
（ 目 標 ） 

 
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 
（１） 地域資源を活用した活性化策 
平成 21年度に当商工会が中心となって立ち上げた横越地域活性化委員会（商工会、ＪＡ、行政、
地域住民）が、横越地区の豊富な資源を活用した農商工連携事業や観光開発の取り組みを通して地域

経済の活性化を図ってまいります。 
（ これまでの取り組み ） 
平成 21年度 地域資源調査発掘事業 

       （横越地区を 5つに分けて農産資源・文化資源等を調査） 
 平成 22年度 地域資源∞全国展開プロジェクト本体事業 
       （農産資源～米・和梨に着目して特産品を試作開発） 
        よこごしお好米焼き「米粉活用」・和梨のシフォンケーキ「和梨活用」 
       （文化資源～北方文化博物館を中心とした施設等を活用した観光開発） 
       サイクリングロードコースの開発「博物館、神社、仏閣等活用」 
平成 23年度  地域振興助成事業 
       （試作開発した商品のＰＲと観光資源を活用して開発したサイクリングロードを活用

したイベントの実施(よこごし旬物語)） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

江南区いきいきフェスタの

参加(累計参加事業所) 
3事業所 5事業所 7事業所 7事業所 10事業所 10事業所

よこごし商工大祭への参加

(累計参加事業所) 
14事業所 15事業所 20事業所 20事業所 25事業所 25事業所

横越魅力情報発信サイトへの

参加(累計参加事業所) 
無し 5事業所 10事業所 15事業所 20事業所 20事業所

ホームページ作成支援(新

規作成事業所) 
無し 4事業所 4事業所 4事業所 6事業所 6事業所 
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 平成 25年度 地域資源発掘型マーケティング事業 
       （開発した商品のブラッシュアップと更なる新商品開発と観光資源を活用した町歩き

ルートの開発） 
              よこごしお好米焼きレシピ作成普及、和梨のパウンドケーキ開発、町歩きルートの開

発 
（ 今後の方向性 ） 
これまでの取り組みにより、地域資源を活用した商品（和梨を活用したシフォンケーキ、パウン

ド 
ケーキ、米粉を活用したお好米焼き）や観光資源を活用したプラン（サイクリングコース、町あるき

コース）等が幾つかできているものの、まだまだ認知されたとは言われるものではなく、一部の人し

か知らないような状況です。今後は活性化委員会を中心に、開発した商品や観光ルートを普及させる

ために検討していくとともに、併せて新商品の開発も目指します。また、新たなイベントを企画開催

して、来場される方々に特産品や観光 PRを実施し、交流人口の拡大を図りながら地域経済の活性化
に繋げてまいります。 

 
（ 事業内容 ） 

（１） 活性化委員会を中心に横越の農産物を活用した農商工連携事業を通し、特産品開発を引き続 
   き推進し、新商品の開発を目指すとともに、課題となっている既存商品普及のための検討を重

ねてまいります。 
 
（２） 観光資源を活用したイベント（よこごし旬物語）を新たに実施し、交流人口を増やします。 
（横越地区は、５つの地区から構成されており、各地区ともさまざまな特色ある観光資源等が存

在している。これらを有効的に活用したイベントを実施して横越の魅力を発信して活性化を図

る） 
 

（３） イベントを通して既存商品や新たに試作した商品の試食会を開催して商品のＰＲを行い、併 
せてサイクリングロード・町歩きコースの体験会を開催して普及を図ります。 
 

（４）数多くの新鮮な野菜が四季を通して栽培されているが、特産品等の開発に活かしきれていない

ことから、これらを活用した特産品を活性化委員会を中心にして開発に取組みます。 
 
（ 目 標 ） 

（よこごし旬物語：地域を紹介するイベント、具体的には各地区の中心地にメイン会場を設け会場内

において特産品・農産物のＰＲや地区の伝統芸能等の披露、レンタルサイクルや徒歩にて名所旧跡を

廻って一日を通して体験してもらう） 
 

項    目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
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（２）よこごし商工大祭開催による活性化策 
（ 現 状 ） 

 横越地区には、住民が一同に集うような催しが無かったことから、平成 15 年度から「よこごし商
工大祭」を開催してます。横越地区住民と商工業者がふれあい、地域に一体感を与え且つ、横越地区

全体の活性化と地域経済の発展を目指すことを目標として、毎年 8月の第一土曜日に商工業者による
自社製品・商品の PR出店、飲食店関係者による模擬店、ステージイベントを通した横越地区芸能発
表などを実施してます。 
 来場される人数も年々増加傾向にありましたが、ここ 3年は 3,500名程度にとどまっております。
横越地区全体の人口 1万 2千人からみると 3割程度の人しか来場されておりません。また、参加事業
者数も 14事業所数と、ここ数年変動が無く来場者の伸び悩みの要因の一つとなっています。 
 
（ 事業内容 ） 
（１） よこごし商工大祭を小規模事業者の消費者に対する絶好のＰＲの場と捉えてもらい、出店者 
数の増加を図るとともに、出店者の今後の販売促進手段の一つとして役立ててもらいます。 

 
（２）イベント内容を総合的に見直し、より魅力ある商工大祭を目指して、一人でも多くの住民から

足を運んでいただくとともに、祭りを通じて小規模事業者と関わりを持っていただき、小規模事

業者に対する認知度を高めて行きます。 
 
（ 目 標 ） 
支 援 内 容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
参加事業者数 14 15 20 20 25 25 
来 場 者 数 3,500 3,700 4,000 4,200 4,500 4,500 

 
 
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組み 
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 
（ 現状と課題 ） 
 情報交換については、これまでも、地域経済の活性化や経営改善普及事業についてさまざまな機関

と行ってきましたが、その内容については限られた中での表面的な情報共有にとどまっていました。

今後は、積極的な意見交換等がなされるよう情報交換の場を十分に活用し、小規模事業者への支援

ができるよう実施します。 
 
（ 改善策 ） 
これまでは、情報交換のみでしたが、今後においては、相互の情報交換により抽出される課題に

ついて意見交換を行いながら、解決に向けた方策を見出していきます。 
   

地域資源を活用し

た 試 作 品 開 発 
3品目 新たに 1品目の開発 新たに 2品目の開発 

横越旬物語の開催 小杉地区 沢海地区 木津地区 二本木地区 横越地区 小杉地区 
来 場 者 数 1,000人 1,500人 1,500人 2,000人 2,000人 2,500人 
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（ 事業内容 ） 
（１）商工団体連絡協議会による情報交換 

新潟市江南区内にある商工会（横越商工会・酒屋町商工会）において、地域の経済活性化につ

い 
ての意見交換を実施するとともに、地域商工業者の問題及び課題について議論し、今後の支援策

についての情報交換を行います。（出席者 正副会長・事務局長・経営指導員） 
（２）広域連携における新潟市連合商工会での情報交換 
     新潟市内 15 商工会で組織する連合商工会の懇談会内において、それぞれの地域の景況感や動
向、小規模事業者への支援事業、直面している課題等について情報交換を行い、ノウハウや効果

的な事業の推進方法について共有していきます。（出席者 正副会長・事務局長・経営指導員） 
 
 
（３）関係機関との情報交換 
  日本政策金融公庫新潟支店が実施する「小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会」、新潟

県信用保証協会が実施する「中小企業連携ミーティング」、関東税理士会新潟支部が実施する「連

絡協議会」において、経済状況に応じた内容で意見交換を行いながら、経済動向や地域の小規模事

業者の抱える経営上の悩み、支援の現状・ノウハウ・対応方法等について情報交換するとともに連

携を強化していきます。 
（小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会出席者  日本政策金融公庫職員、経営指導員） 
（中小企業連携ミーティング出席者  信用保証協会職員、経営指導員） 
（連絡協議会出席者  税理士会代表、税務署職員、経営指導員） 
 
（４）行政関係者との情報交換 
  新潟市江南区商工担当者と商工会役員との懇談会を開催し、新潟市との連携の中で必要な施策及

び事業の経済的な支援についても情報交換を行います。 
（出席者 江南区長、産業課長、商工係長、商工会役員、事務局長、経営指導員） 
 
２．経営指導員等の資質向上に関すること 
（ 現状と課題 ） 
  新潟県小規模事業経営支援事業費補助金に係る「実施要領」並びに「実施方針」に定める経営指
導 
員研修会や新潟県商工会連合会が主催する職制別研修会、テーマ別研修会に参加し研鑽しているも

のの、職員個々の単なる情報収集と知識の固定化となっており、職員間での知識等の共有が図られ

ず、小規模事業者への支援能力や教育体制が構築されていないのが現状でありました。 
  このため、小規模事業者に対する支援並びに小規模企業基本法、改正小規模支援法に関する事業
を始めとする新しい中小企業施策の変化に応えるため、経営支援機能の強化が大きな課題となって

おります。 
 
（ 改善方法 ） 
商工会職員の経営支援能力及び資質の向上が求められるていることから、新潟県商工会連合会が

開催する各種研修会はもとより、職員の能力向上のためになるような研修会には積極的に参加し、

本人の自覚とやる気を引き出す環境の整備と職員個々のスキルアップを図っていきます。 
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（ 研修体系の内容 ） 
① 経営指導員研修 
ア 新潟県商工会経営指導員研修（一般研修） 
イ 職制別研修（新潟県商工会連合会主催） 
ウ 各地域管内経営指導員研修（地区管内職員協議会主管） 
エ 税務研修（地区管内青色申告会主催） 
オ 労働保険事務研修（新潟労働局主催） 
 

② 経営支援員研修 
ア 職制別研修（新潟県商工会連合会主催） 
イ 各地域管内経営指導職員部会研修（地区管内職員協議会主管） 
ウ 税務研修（地区管内青色申告会主催） 
エ 労働保険事務研修（新潟労働局主催） 

③ その他研修等 
全国商工会連合会が実施する経営指導員及び経営支援員を対象としたＷＥＢ研修については、各

種施策メニューの紹介や企業診断時におけるポイントなど、小規模事業者の経営相談等の知識とし

て、経営指導員だけでなく経営支援員についても積極的に受講し、経営指導員をはじめとする他の

職員についてもノウハウ等を共有し、各個人のスキルアップはもとより小規模事業者への指導・助

言及び情報提供などを積極的に行います。 
 
（ 新規取組み ） 
  月単位で各職員が参加した研修会の内容を詳しく発表する場を設け、各自受講した研修内容を他
の職員に提供することで情報や知識の共有化を図ります。また、経営指導員が保持している経営発

達支援にかかわるノウハウ、地区や個々の事業者が持っている情報についても共有化して経営発達

支援事業の遂行に役立てます。 
  当会においては、ベテラン指導員と若手指導員の 2 名体制であることから、若手手指導員の能力
を引き上げていくことと、ベテラン指導員の自己研鑽を目標に、ときにはペアで地区内における小

規模事業者に対する「経営分析・経営診断」などの支援することで、指導・助言内容、情報収集方

法を学ぶなど、ＯＪＴの手法により支援能力の向上を図ります。 
 
 
 

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 
 
（ 現状と課題 ） 
  これまでは、事業報告等については、理事会を経て年１回の総会時に会員に対して報告するだけ
にとどまっていたのが現状で、詳細な各事業の内容についての評価や検証などは実施されてこなか

ったのが実態であります。 
  今後においては、毎年度の総会のほか、下記の方法によりまして、評価・検証を行います。 
 
 
（ 評価・検証方法 ） 



- 20 - 
 

① 当会の正副会長並びに筆頭理事（商工会内部）、及び江南区担当課産業振興課、地元金融機関新栄

信用組合横越支店長、第四銀行横越支店長により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示

を行います。 
 
② 正副会長並びに筆頭理事会議において、評価・見直しの方針を決定します。 
 
③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受けます  
④ 事業の成果・評価・見直しの結果を、会員向けのおしらせで、周知するとともに、横越商工会の

ホームページ（http://www.yokogoshi.jp/）で計画期間中公表します。 
 
 
 

 
 
（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 
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（平成２８年１月現在） 
 
（１） 商工会組織 会員数２４９名 

（役職員数２５名） 
会 長（１名） ・ 副会長（２名） ・ 理 事（１５名） ・ 監 事（２名） 
事務局長（１名） ・ 経営指導員（２名） ・ 補助員（１名） ・ 記帳選任職員（１名） 

 
実施する組織 （５名）  

      総括責任者    事務局長              １名 
経営支援室   経営指導員             ２名 

            経営支援員（補助員）（記帳専任職員）２名 
                      
 （＊経営発達支援事業は経営指導員及び経営支援員を中心に行います） 
 
 
（２）連絡先 
 横越商工会 

〒950-0208 新潟県新潟市江南区横越中央 1丁目 1番 5号 

TEL025-385-2773 FAX025-385-4300 

  E-mail  yokogoshi@gamma.ocn.jp 

    URL    http://www.yokogoshi.jp/ 

 

調達方法 
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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 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000

  
小規模企業対策事業費 

 

経営改善普及事業費 

地域総合振興事業費 

 

37,000 

 

28,700 

  8,300 

37,000

28,700

  8,300

37,000

28,700

  8,300

37,000 

 

28,700 

  8,300 

37,000

28,700

 8,300

（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。 
 
（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。 
  

県補助金収入 
市補助金収入 
助成金収入 
会費収入 
手数料収入 
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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 
Ⅰ．1地域の経済動向調査に関すること 
Ⅰ．2経営状況の分析に関すること 
Ⅰ．3事業計画策定支援に関すること 
Ⅰ．4事業計画策定後の実施支援に関すること 
Ⅰ．6新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
Ⅱ．  地域経済の活性化に資する取組 
Ⅲ．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に関すること 
Ⅲ．2経営指導員等の資質向上に関すること 

連携者及びその役割 
１．新潟県商工会連合会 会長 岩村菖堂 

  新潟県新潟市中央区新光町７－２ TEL 025-283-1311 

 （役 割）Ⅲ．２ 経営指導員等の資質向上等に関すること。 

 （効 果）資質向上目的の研修会等が経営発達支援能力の向上になり効果は大きい。 

 

２．新潟県  知事 泉田裕彦 

新潟県新潟市中央区新光町４－１ TEL 025-285-5511 

（役 割）Ⅰ．１ 地域の経済動向調査に関すること。 

Ⅲ．２ 経営指導員等の資質向上等に関すること。 

（効 果）各市町村のデータや資料を持っており、経営発達支援事業を遂行する上で有効活用する。

また、資質向上目的の研修会等が経営発達支援能力の向上になり効果は大きい。 

 

３．（公社）にいがた産業創造機構 理事長 泉田裕彦 

  新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル TEL 025-246-0025 

（役 割）Ⅰ．３ 事業計画策定支援に関すること、創業・第二創業（経営革新）支援。 

     Ⅰ．４ 事業計画策定後の実施支援に関すること、創業・第二創業（経営革新）支援。

     Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

     Ⅲ．２ 経営指導員等の資質向上等に関すること。 

（効 果）小規模事業者の経営発達支援事業に関し、専門家も多く在籍しノウハウもあることから

多くの効果が期待できる。 

 

４．新潟市 市長 篠田昭 

  新潟県新潟市中央区学校町通 1番町 602 番地 1 TEL 025-228-1000 

（役 割）Ⅰ．３ 事業計画策定支援に関すること、創業・第二創業（経営革新）支援。 

     Ⅰ．４ 事業計画策定後の実施支援に関すること、創業・第二創業（経営革新）支援。

     Ⅰ．６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること。 

Ⅱ．    地域経済の活性化に資する取組 
Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

 

 （効 果）小規模事業者の経営発達支援事業においては、協力なバックアップが必要であり、協働
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で進行していく分野も多く効果は絶大である。 

 

５．日本政策金融公庫新潟支店 支店長 田沢嗣透 

  新潟県新潟市中央区万代４－４－２７  TEL 025-246-2011 

（役 割） Ⅰ．１ 地域の経済動向調査に関すること 

       Ⅰ．３ 事業計画策定支援に関すること、創業・第二創業（経営革新）支援。 

            Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

Ⅲ．２ 経営指導員等の資質向上等に関すること。 

（効 果）地域の経済事情に詳しく、情報交換が容易である。事業計画策定後には必要資金の融資

を低利で受けることができるなど効果は大きい。 

 

６．(財)新潟経済社会リサーチセンター  研究部長 江口知章 

 新潟県新潟市中央区東大通 2-1-18   TEL025-246-3211 

（役 割） Ⅰ．１ 地域の経済動向調査に関すること 

           Ⅰ．２  経営状況の分析に関すること 
Ⅰ．６  新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
Ⅲ．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に関すること 

（効 果）新潟県内の経済事情に詳しく、動向調査・分析から始まり、ほとんどの事業にアドバイ

スをいただく。 

 

７．新栄信用組合横越支店 支店長 伊積豊 

 新潟県新潟市江南区横越中央 2-1-3    TEL025-385-3831 

（役 割）Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

（効 果）地域の経済事情に詳しく、併せて得意先企業情報を豊富に持っており、経営発達支援

事業において情報交換することで有効な情報得ることが期待でき、その効果は大きい。

 

８. 第四銀行横越支店    支店長 宮尾昭洋 

新潟県新潟市江南区茜ヶ丘 6-8       TEL  025-385-4444 

（役 割）Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

（効 果）地域の経済事情に詳しく、併せて得意先企業情報を豊富に持っており、経営発達支援

事業において情報交換することで有効な情報得ることが期待でき、その効果は大きい。

 
 

９. ＪＡにいがたみらい横越支店  支店長 五十嵐和弘 

  新潟県新潟市江南区横越中央 1-3-18   TEL  025-385-2311 

（役 割）Ⅰ．６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること。 

     Ⅱ．  地域経済の活性化に資する取組 

Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

（効 果）横越産農産物を取り扱う組織であり、農産物を使った新たな特産品開発において連携

を強化することにより、商品開発から販売までのさまざまなノウハウや情報を得るこ

とができ、新たな販路の開拓や地域の活性化に繋げることが期待できる。 

 

１０．新潟県信用保証協会 会長 武藤克己 
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  新潟県新潟市川岸町 1-47-1  TEL  025-267-1311 

（役 割）Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

（効 果）中小企業連携ミーティングにおいて地域の経済動向や金融情勢等について意見交換が

なされ、他地域の動向等が把握でき、経営発達支援事業の取組みおいて大変参考にな

る。 

 

１１．ＮＰＯ法人えんではよこごし 理事長 山本美幸 

  新潟県新潟市江南区横越川根町 3-1-48  TEL025-250-7810 

（役 割）Ⅰ．３ 事業計画策定支援に関すること、創業・第二創業（経営革新）支援。 

Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

（効 果）創業支援に関して、興味を持っている人達が月に 1 回程度集まることから、当会から

も出席して交流を図ることにより、効果的に支援がしやすくなると同時に、情報交換

していくことで創業予定者情報をいち早く得ることができ、経営支援に繋げていくこ

とができる。 

 

１２．関東信越税理士会新潟支部 支部長 武石春雄 

  新潟県新潟市中央区営所通 2-692-2      TEL025-225-2203 

（役 割）Ⅲ．１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること。 

（効 果）小規模事業者の経営発達支援事業に関し財務のプロとして精通していることから税務面

を含めた情報交換することで有効な情報を得ることが期待でき、その効果は大きい。 

 
１３．新潟労働局 局長 梅沢眞一 
  新潟県新潟市中央区三咲町 1-2-1    TEL025-288-3500 
（役 割） Ⅲ．２ 経営指導員等の資質向上等に関すること。 
（効 果）労務関係に関する資質向上目的の研修会等が経営発達支援能力の向上になり効果は大

きい。 

 
１４．新潟市青色申告会 会長 富山善夫 
  新潟市中央区本町通 8-1318   TEL025-224-9752 
（役 割） Ⅲ．２ 経営指導員等の資質向上等に関すること。 
（効 果）税務関係に関する資質向上目的の研修会等が経営発達支援能力の向上になり効果は大

きい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連携体制図 



- 26 - 
 

 

Ⅴ.新たな需要の開拓
に寄与する事業に関す

ること

(財)新潟経済社会
リサーチセンター

新潟市

ＪＡにいがたみらい横越支店

広報出展支援、販路開拓、
Web作成支援

Ⅵ.地域経済の活性化
に資する取組

ＪＡにいがたみらい横越支店

新潟市

イベント、特産品開発

Ⅶ.他の支援機関との連
携を通じた支援ノウハ
ウ等の情報に関するこ

と

(公社)にいがた産業創造機構

(財)新潟経済社会リサーチセンター

新潟市

日本政策金融公庫 新潟支店

新栄信用組合 横越支店

第四銀行 横越支店

ＪＡにいがたみらい横越支店

新潟県信用保証協会

ＮＰＯ法人えんでばよこごし

関東信越税理士会新潟支部

情報交換、情報の提供

Ⅷ.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

新潟県

(公社)にいがた産業創造機構

日本政策金融公庫 新潟支店

新潟労働局

新潟市青色申告会

研修会

横 越 商 工 会

相
談

支
援

創業予定者

小規模事業者

支
援

相
談

Ⅰ.地域の経済動向調
査に関すること

新潟県

日本政策金融公庫 新潟支店

(財)新潟経済社会
リサーチセンター

各種調査・分析協力

Ⅱ.経営状況の分析に
関すること

(財)新潟経済社会

リサーチセンター

各種調査・分析協力

Ⅲ.事業計画策定支
援に関すること

(公社)にいがた産業創造機構

新潟市

日本政策金融公庫 新潟支店

ＮＰＯ法人えんでばよこごし

創業研修会
広報、相談会

Ⅳ.事業計画策定後の
実施支援に関すること

(公社)にいがた産業創造機構

新潟市

相談会、研修会
情報提供


