
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
三川商工会（法人番号 ６１１０００５００３４９３） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

第２次阿賀町総合計画に沿った地域経済の活性化、小規模事業者の持続的発展を目

指し、以下に掲げる各項を実施する。 

１．事業計画の策定・実施による支援 

２．人口減少問題・後継者不在問題対策に関する取組の実施 

３．域内消費の拡大及び小規模事業者の売上拡大に関する取組の実施 

４．関係支援機関等との連携及び経営発達支援体制の強化 

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】 

（１）景気動向調査の実施 

（２）統計資料・地域経済分析システム等による情報収集、分析結果資料の作成 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）小規模事業者に対し、経営分析に対する知識と必要性について認識を図る 

（２）経営分析の必要な小規模事業者の抽出 

（３）経営状況・強み・弱みの把握・分析 

（４）専門家活用による助言・提案 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）経営分析結果・各種セミナーを通じ、事業計画策定支援事業者の掘り起こし

（２）事業計画策定に係る個別相談 

（３）専門家活用による事業計画策定支援 

４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）巡回訪問による事業計画進捗状況等の確認・フォローアップ 

（２）小規模事業者経営発達支援融資制度の斡旋 

（３）事業計画実行の結果を検証、改善策の検討・提案 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）地域産品販売動向調査の実施 

（２）最寄品・買回り品、飲食関連に関する消費動向調査の実施 

（３）地域産品・贈答品関連に関する需要・消費動向調査の実施 

（４）統計資料等による情報収集 

（５）収集した情報の整理・分析・資料作成・情報提供 

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】 

（１）各種補助制度の申請に係る支援 

（２）地域資源を活用した商品・サービスの検証・ブラッシュアップ 

（３）地域資源を活用した特産品の販路開拓支援 

（４）域外への販路開拓に向けた、物産展・商談会の出展に係る支援 

（５）WEB システム「SHIFT」登録支援 

（６）地域産品等の認知度向上による販路拡大・新規需要開拓に向けた支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．人口減少問題・後継者不在問題対策に関する取組 

（１）婚活応援事業の実施 

（２）事業承継マッチング支援 

２．域内消費の拡大及び小規模事業者の売上拡大に関する取組 

（１）プレミアム商品券事業の実施による域内消費率の向上 

３．地域資源を活用した特産品・地場産品のブランド力強化に関する取組 

（１）阿賀町ブランド認証マークの推奨及び取得に係る支援 

連絡先 
三川商工会  所在地：〒959-4622 新潟県東蒲原郡阿賀町白崎 148 番地 

       電 話：0254-99-2064   FAX：0254-99-2063  

         E-mail：mikawa@iplus.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．地域の概要（現状） 

当商工会は、新潟県の東部、福島県との県境に位置する 
阿賀町（旧三川村）を区域とし、平成 17年に４町村（津川 
・鹿瀬・上川・三川）の合併により阿賀町が誕生。河川や 
山岳等に囲まれた農林業が盛んないわゆる中山間地域であり、 
面積は新潟県内の自治体で第３位の広さを誇っている。 
商工会は旧町村のまま４商工会で構成している。 

阿賀町の人口は平成 27年 3月末時点で 12,320人であり、合併から 10年で約 20%減
少している。高齢化率は 4割を超え、新潟県内で最も高く、また、30代前半の未婚率は
男性が 50%弱と特に高く、小規模事業者においては将来的な後継者不在に繋がることも
懸念されている。こうした状況により、平成 26年に日本創生会議が発表した消滅が危惧
される自治体に含まれているなど、少子高齢化に伴う人口減少問題に対し、維持・改善

に向け、町一体となった取組が喫緊の課題となっている。 

重要な生活基盤である交通インフラにおいては、高速道路や国道バイパスが整備され

たことに伴い、県都新潟市へは磐越自動車道で約 40分､一般国道 49号では約 60分の距
離にあることから、新潟市近郊・町外への利便性が高まり、地区内の小売・飲食・宿泊

関連は大きな影響を受けている。 
また、公共交通機関においては、ＪＲ東日本の磐越西線とバス会社による路線バスが

運行されており、いずれも通勤や通学などの生活路線として役割を果たすとともに、観

光路線としての機能を保持しているが、少子高齢化に伴う域内利用者の減少により、路

線の維持がさらに困難となることが予想される。さらに、当地域は広範囲に集落が点在

し、限界集落問題が顕在化している現状において、いわゆる買い物弱者問題を含めた生

活基盤の確保のためにも、小売店をはじめとする飲食・サービス業などの地域の商業者

が果たす役割・重要性は多様化するとともに高まってきている。 

阿賀町は、県平均と比較しても第 1 次産業の就業人口構成比が合併時点 13.0%（※平
成 17年国勢調査）と高く、主に農林業が盛んであるが、高齢化や経営環境の変化に伴い
近年大きく減少を続け、現在は 10%を下回っている。第 2次産業においては、土木・建
設業関連を中心に県平均を上回っており、公共工事以外にも冬場の除雪といった特殊要

因があり、農林業と並んで地域経済を支えている。しかし、相対的には第 1次産業、第 2
次産業ともに高齢化の進展や公共事業等の減少により低下していることから、第 3 次産
業の構成比は高まっているが、労働力人口は域外へ流出しており、その数も減少してい

る。 
商工業者数の推移では、平成 17年合併時には 765件（三川地区 170件）であったが、
平成 26年には 616件（三川地区 114件）と約 20％減少（三川地区約 33％減少）してお
り、高齢化・後継者不在による廃業件数の増加が顕著となっている。 

（次項図参照）

平成 17 年 4町村合併：阿賀町 
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地域資源においては、コシヒカリをはじめとして、山菜やきのこ、自然栽培による野

菜など様々な農産物がある。また、文化財等では、国の天然記念物に指定されている日

本一の巨木杉「将軍杉」や「阿賀野川ライン舟下り」など、資源は豊富にあるが、地域

ブランド、観光業としては確立されていないのが現状である。 

【地域の問題】 

（１）少子高齢化の進展に伴う人口減少が顕著であるとともに、未婚・晩婚化も進んで

おり、中でも30代前半男性の未婚率が5割弱と非常に高く、小規模事業者において
は後継者不在問題が懸念されている。 

（２）高速道路や国道バイパス等の交通インフラが整備されたことにより、利便性が向

上した一方で、商店街や小売・飲食・宿泊関連を中心に交流人口が減少したこと

に加え、最寄品の域内消費も低下し、売り上げ低迷・経営不振の一因となってい

る。 
（３）小売・飲食関連を中心とした商業者が、高齢化や後継者不在、経営不振等の理由

により、廃業が近年増加し続けている。また、人口減少の大きな要因の一つにあ

げられている若年層が流出しているが、実際問題として若者の就業機会が極めて

限定されている。 
（４）山菜やきのこ、文化財など、地域資源は豊富に持っているが、観光業・町や地域

のブランドとして確立されていない。 
（５）集落が広範囲にわたって点在しているため、高齢者を中心にいわゆる買物弱者問

題や医療難民・介護難民問題が顕在化している。 

 

東蒲原郡地区別
比較（H17-H26) H17年度 H26年度 増減 H17年度 H26年度 増減 H17年度 H26年度 増減 H17年度 H26年度 増減

建設業 68 73 107.4% 35 25 71.4% 38 30 78.9% 36 27 75.0%

製造業 23 21 91.3% 11 11 100.0% 15 10 66.7% 12 10 83.3%

卸売業 6 1 16.7% 2 1 50.0% 0 0 － 2 6 300.0%

小売業 146 76 52.1% 35 20 57.1% 44 22 50.0% 30 20 66.7%

飲食店・宿泊業 34 38 111.8% 11 8 72.7% 30 18 60.0% 9 6 66.7%

サービス業 69 82 118.8% 14 13 92.9% 32 27 84.4% 10 19 190.0%

その他 21 29 138.1% 7 5 71.4% 11 7 63.6% 14 11 78.6%

計 367 320 87.2% 115 83 72.2% 170 114 67.1% 113 99 87.6%

比較（H17-H26) H17年度 H26年度 増減

建設業 177 155 87.6%

製造業 61 52 85.2%

卸売業 10 8 80.0%

小売業 255 138 54.1%

飲食店・宿泊業 84 70 83.3%

サービス業 125 141 112.8%

その他 53 52 98.1%

計 765 616 80.7%

東蒲原郡地区別商工業者の推移 H17-H26

全体

津川 上川三川鹿瀬
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東蒲原郡全体商工業者の推移H17‐H26

全体 H17年度 全体 H26年度
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２．地域の強み・弱み、課題 

（１）強み：高齢者に活力があり、伝統や文化が大切に受け継がれている。 
課題：少子高齢化に伴う人口減少の進展が著しく、それに伴い地域の市場規模が

縮小し、事業・就業機会の減少、ひいてはサービスの低下・廃業という負

の連鎖への対策が急務となる。 

（２）強み：集落内での結束力が強く、相互扶助の仕組みが慣習化されている。 
課題：限界集落問題が顕在化し、いわゆる買い物弱者支援を含めた生活基盤の確

保のためにも、廃業が増加している小売店をはじめとした商業者に対して、

経営支援の強化及び事業譲渡も含めた創業・起業支援による受け皿の確 
保・育成が必要不可欠となる。 

（３）強み：良質なコシヒカリ、山菜、きのこ、自然栽培による野菜など様々な農産物

がある。 
課題：こだわりを持って農産物を作っている生産者は多いが、その商品にかける

こだわり、商品の良さを表現する手段を持っていないため、消費者に届い

ていない、知られていないのが現状。 

（４）強み：中山間地域、豪雪地帯といった地域の特性により、特に土木・建設関連で

は特有の技術・ノウハウを持っており、除雪や農業など多方面で地域に貢

献している。 
課題：建設業関連を中心とする第 2次産業においては、今後、公共工事等の減少

に伴う経営環境の悪化が懸念され、他分野への新規参入や第 2創業支援等
も含め、計画的な経営管理が必要となる。 

（５）強み：磐越自動車道や国道バイパスの開通により交通インフラが整備され、利便

性が高い。 
課題：最寄品の域内購入割合は 64.7％（平成 25年度 新潟県消費動向）と県内で

も極めて低く、交通インフラの整備に伴い域外への労働力人口の流出、買

回品との同時購入シーンの増加による域内消費の低下・個店の魅力低下と

いった負のスパイラルを引き起こしており、域内消費の喚起に向けた取組

の強化が必要不可欠となる。 

（６）強み：文化財においては、国指定や県指定、町指定のものも含め、豊富に存在する。

課題：豊富な地域資源をいかに魅力的な特産品・地域ブランドとして確立し、地

域に根ざした産業へと繋げるか、また、観光資源を活用する中で交流人口

の増加へと繋げられるかが必要となる。 

（７）強み：行政により町内全戸に光通信が無償提供されており、情報基盤が整備され

ている。 
課題：交流人口の増加や事業所等の販路拡大を図るためにも、情報化に適応した

まちづくりや経営体制の強化がより求められる。 
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こうした状況下において、阿賀町では、豊かな自然・かがやく文化・みんなで築く安

心のまちを基本理念とし、以下の 4 つを目標とする将来像を掲げ、第 2 次総合計画とし
て取組んでいる。 

（１）自然と共有するまち（ゆとり・潤い） 
（２）文化があふれるまち（希望・活気） 
（３）活力ある産業のまち（連携・発展） 
（４）やすらぎのあるまち（安全・安心） 

上述した課題を改善・解決し、阿賀町が掲げる将来像を実現するため、当会としても

行政と足並みを揃え、地域一体となって活性化を目指すものとする。 
 

 

３．当商工会の役割 

当会は、金融・税務・経理・経営・労務・取引など基礎的経営改善支援を中心として、

小規模事業者とのリレーションシップの構築を図ることで、他の支援機関との差別化、

商工会の強みとして事業を展開してきたが、その反面、事業計画や経営計画の策定等、

計画に基づいた支援は乏しく、一過性の支援に留まっているケースが大半であった。 

昨今、商工会地区を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少が地域経済の低迷を

引き起こすといった構造変化に直面しており、これらの構造変化は、地域の経済・雇用

を支える小規模事業者に大きな影響をもたらしており、経営者自身の高齢化、そして後

継者問題、経営の低迷等により近年の廃業のさらなる増加へと繋がっている。小規模事

業者は資金や人材といった経営資源に制約があり、価格競争力やリスク対応力といった

面に弱さを持ち、構造変化の影響を受けやすい。そのため、小規模事業者支援のあり方

を見直し、事業所毎に中長期的な視野を持った経営計画に基づいた経営管理の実行につ

いて支援を強化し、地域経済の底上げを図っていくことが急務と考える。 

小規模事業者の持続的発達を目指し、最前線で解決していく支援機関として、従来か

ら行っている経理・税務等に関する指導のほかに、とりわけ売上減少や経営者の高齢化・

後継者不在等の問題が顕著であり、買物弱者問題も関わる商業者を中心としてビジネス

プラン等に基づく経営の推進、需要開拓に向けた支援、新事業展開や高付加価値化の支

援等を強化することにより、売上や利益の確保、「経営の発達」に資する支援を展開して

いく。 
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４．小規模事業者振興の目標 

前述した地域の概要と課題、当商工会の役割を踏まえ、以下に掲げる（１）から（４）

までの各項を目標とし、計画を推進する。 
 

（１）事業計画の策定・実施の支援 
経営資源に制限があり、構造変化の影響を大きく受けやすい小規模事業者を中心

に、事業計画の策定により中長期的な視点も取り入れた経営管理が定着することを目

指す。そのため、小規模事業者の強み、弱みなどの経営状況の分析に加え、需要動向、

地域経済の動向に関する情報分析等を織り交ぜるとともに、必要に応じて専門機関と

連携を図りながら実効性の高い計画の策定及び実施について支援・フォローアップを

展開する。 

（２）人口減少問題・後継者不在問題対策に関する取組の実施 
少子高齢化に伴う人口減少問題が顕在化する現状において、平成 26年度に阿賀町
内の 4商工会と専門家や有識者、行政とで組織する調査研究事業を実施し、人口減少
に伴う地域の活性化・あり方について、取組方針を策定するに至った。それに基づき、

今年度、婚活事業を実施することで取組の足掛かりとし、今後、継続的な事業展開に

より、人口減少問題に歯止めを掛けるとともに、小規模事業者の後継者不在問題の改

善を目指す。 

（３）域内消費の拡大及び小規模事業者の売上拡大に関する取組の実施 
前述したとおり、阿賀町は最寄品の域内購入割合が 64.7％と県内でも極めて低く、
域内消費の低下により小売・飲食等を中心とした商店の売り上げが減少している。さ

らに、経営不振によって商店の魅力が低下するといった負のスパイラルを引き起こし

ており、人口減少が進む地域において雇用の受け皿として大きな役割を担う小規模事

業者に対する支援が急務である。阿賀町内の 4商工会と行政が連携し、商品券事業等
の実施により域内消費率を向上させ、小規模事業者の売り上げ拡大を図る。 

（４）関係支援機関等との連携及び経営発達支援体制の強化 
日本政策金融公庫や地元金融機関と連携して金融支援はもとより、経営計画等の策

定支援の実施・強化を図るとともに、税理士や社労士等との各種会議、委員会、個別

相談会等を通じて各経営項目に対するより効果的な支援を展開する。また、当会にお

ける支援体制そのものを強化すべく、上部団体等が実施する各種研修会への参加や、

関係機関等が開催する説明会等を活用することで、事業に必要なノウハウ習得を目指

し、積極的に職員の資質向上を図る。加えて、経営発達支援計画そのものに対する事

業評価体制を構築し、より実効性の高い事業の展開を促進する。 
 

 

 



- 6 - 
 

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】 

（現状と課題） 

地域経済の実態把握は、巡回訪問時や金融相談、記帳・税務相談など日常的な相談の

際のヒアリング等によるものや、新潟県商工会連合会が提供する四半期ごとの中小企業

景況調査を参考にしていたが、それらを十分に整理・活用するには至っていなかった。

（改善方法） 

巡回訪問等の際に、聞き取り形式による「小規模企業景気動向調査」を行うことによ

り、地区内小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を把握する。さらに、金融機関

の調査月報やリサーチセンター等の統計資料、及び阿賀町地域内に属する他商工会が実

施した経済動向調査結果、地域経済分析システム RESAS（リーサス）等を活用することに

より、阿賀町地域全体・近隣圏の情報収集も行う。 

（事業内容） 

①経営指導員等による定期的な巡回訪問や金融相談、記帳・税務相談などの際に、「小規

模企業景気動向調査」を行う。前述の「経営発達支援事業の目標」で記したとおり、

最寄品等の域内消費の低下に加え、小売店をはじめとする飲食・サービス業などの商

業者の果たす役割・重要性が高まってきているため、商業者に重点を置き実施してい

く。（半期ごとに１回、５事業所） 

調査項目は「売上高」、「景況感」、「資金繰り」、「経営上の障害」、「ニーズ」等。 

②金融機関の調査月報やリサーチセンター等の統計資料、及び阿賀町地域内に属する他

商工会が実施した経済動向調査結果、地域経済分析システム RESAS（リーサス）等を活

用することにより、阿賀町地域全体・近隣圏における経済動向の情報収集を行う。（半

期ごとに１回） 

③上記①②により収集した情報から、地域経済が抱える問題の整理・分析、課題の抽出

を行い、資料として整備する。（半期ごとに１回） 

（目標） 

地域内の経済動向を調査・分析することにより、小規模事業者の現状と課題を的確に

把握し、今後の相談時等に活用するとともに、事業者の経営分析を行っていく上での基

礎資料とする。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

景気動向調査 

（５事業所） 
１回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

統計資料・地域経

済分析システム等

による情報収集 

１回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

分析結果資料作成 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】  

（現状と課題） 

小規模事業者のマル経資金等の金融斡旋や小規模事業者持続化補助金の申請等での

み、申請者である小規模事業者を対象とした経営分析を実施している。その中で、専門

的な課題も山積みとなっているのが現状である。 

（改善方法） 

「１．地域の経済動向調査」結果をもとに、人口減少や高齢化などによる地域の需要

の変化に応じた持続的な発展に向け、経営指導員等の巡回訪問・窓口相談、税務相談会

等の各種講習会を通じ、小規模事業者の生み出す商品や技術、経営ノウハウ、財務内容

などの強み・弱みを把握し、経営状況の分析を行っていく。また、経営分析を行う際は、

「５．需要動向調査」の結果も踏まえて進めていく。 

専門的な課題については、新潟県商工会連合会やにいがた産業創造機構のよろず支援

拠点、中小企業庁のミラサポ等による専門家派遣事業を活用することにより、小規模事

業者が抱える経営上の悩みに対して、より丁寧にサポートしていく。 

（事業内容） 

①新潟県商工会連合会等が開催する経営計画策定セミナーへの受講を促し、参加を通じ

て小規模事業者の経営分析に対する知識と必要性について認識してもらう。 

②経営指導員等の巡回訪問・窓口相談、税務相談会等の各種講習会を通じて、経営分析

の必要な小規模事業者（商業者に重点を置く）を抽出していく。 

③抽出した対象者における経営状況(商品・サービスや自社の強み・弱み、顧客層、財務

状況、重点的に取り組むべき課題)の把握・分析を行う。 

④経営分析を実施する際、専門的な課題を有する事業者に対しては、エキスパートバン

クやミラサポ、よろず支援拠点、消費税転嫁対策などの事業を活用して専門家を派遣

する。この際、経営指導員は、専門家による助言・提案を事業者の経営の実態を踏ま

え、事業者と一緒になって具体的な実行方法を検討する。 

（目標） 

巡回訪問・窓口相談時に経営分析による経営改善の事例等を提示するなどにより、経

営分析の必要性について認識を高め、経営意識の向上を図った上で経営状況の分析を行

い、課題の抽出・サポートを通じて小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

専門家派遣回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

経営分析に係る個

別指導回数 
１０回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 

経営分析件数 １件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

本支援内容については、上記２に記載した通り、小規模事業者からの金融や補助金等

の申請時に、これらの申込みに必要とされる事業計画の策定を実施していたのが現状で

あった。 

（改善方法） 

今後は、小規模事業者の経営課題を解決するため、上記１の地域経済動向調査、上記

２の経営分析結果、下記５の需要動向調査結果を基に、創業計画も含め、各種事業計画

策定支援に取組む。 

また、専門的な課題への対応には、新潟県商工会連合会及び日本政策金融公庫、地元

金融機関と連携し、伴走型の指導・助言を行うことで、小規模事業者に対する事業の持

続的発展を図る。 

（事業内容） 

①巡回・窓口指導時において、上記２の経営分析結果を踏まえ、事業計画策定を働きか

け、策定に取組む小規模事業者の掘り起こしを行う。 

②新潟県商工会連合会等が開催する経営計画策定セミナーを間口とし、計画策定の意識

付けを図るとともに、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上記①、②により掘り起こした小規模事業者に対し、事業計画の策定支援を行う。 

④上記③の小規模事業者のほかに、金融・税務相談、小規模事業者持続化補助金等の申

請時に事業計画の策定支援を行う。 

⑤事業計画を策定する際、専門的な課題を有する場合は、エキスパートバンクやミラサ

ポ、よろず支援拠点、消費税転嫁対策などの各種施策を活用して専門家を派遣し、十

分な支援体制を確保する。 

（目標） 

小規模事業者が経営課題を解決するため、また、経営のさらなる向上を図るため、各

分野に応じた適切な専門家をコーディネートし、実効性の高い事業計画の策定支援を目

指す。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度
事業計画策定に係る個

別指導回数 
１０回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 

専門家派遣回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定事業所数 １件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 
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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】 

（現状と課題） 

事業計画策定後、必要に応じて進捗状況の確認等は行っているが、定期的な巡回訪問

による確認、それに対する追加的アドバイス等のフォローアップ支援が十分でなかった。

（改善方法） 

事業計画を策定した小規模事業者に対して、1カ月に 1回程度巡回訪問を行い、策定し

た事業計画の進捗状況を確認し、未実施・未達成事項が確認された場合は、追加的アド

バイスや必要な指導、支援策、助言を行う等のフォローアップを実施していく。また、

専門的な課題を有した場合は、エキスパートバンクやミラサポ、よろず支援拠点、消費

税転嫁対策などの各種施策を活用し、専門家派遣を通じて対応を図る。 

（事業内容） 

① 1 カ月に 1 回程度巡回訪問を行い、事業進捗状況の把握、確認を行うとともに、未実

施・未達成事項が確認された場合は、追加的アドバイスや必要な指導、支援策、助言

を行う等のフォローアップを実施する。その際、専門的な課題を有した場合は、エキ

スパートバンクやミラサポ、よろず支援拠点、消費税転嫁対策などの各種施策を活用

し、専門家派遣を通じて対応を図る。 

② 小規模事業者の持続的な発展を進める上で資金調達を必要とする際には、公庫の「小
規模事業者経営発達支援融資制度」の利活用支援並びにその後のフォローアップを行

う。 

③ 事業計画のより円滑な実行のために、国、県等の支援策を周知・斡旋し、活用を促す。

④ 計画実行の結果を検証し、改善策を事業者と共に検討するとともに、必要に応じた計
画の修正支援を行う。 

（目標） 

策定した計画が実現されるよう伴走型の支援を行い、小規模事業者の持続的発展を目

指す。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度
事業計画策定後の個別巡

回訪問回数 
１２回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 

フォローアップ支援件数

(事業者数) 
１件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】  

（現状と課題） 

小規模事業者が販売する商品やサービス等の需要情報は、小規模事業者持続化補助金

の申請等で相談があった際、総務省の家計消費状況調査結果資料などで調査し、提示し

ていただけにすぎなかった。 

（改善方法） 

 需要を見据えた事業計画の策定や地域資源を活用した特産品の販路開拓・ブランド力

強化のため、最寄品や買回り品、飲食関連の消費動向調査に加え、阿賀町における特産

品等の購入状況、域外で購入・利用する贈答品関連の需要・消費動向について調査する。

さらに、全体的な傾向（トレンド）を把握するため、総務省の家計消費状況調査やマス

メディア等の各種統計調査データから収集・分析することで、多様な視点からの需要動

向について補完し、実用的な資料として活用するとともに、小規模事業者へ提供してい

く。 

（事業内容） 

①まず、地区内の地域資源を活用した特産品等の状況を把握するため、それらを取扱う

店舗や観光客が多く訪れる道の駅において、地域産品の販売動向について調査する。

 調査内容は、「地域産品の売れ筋や種類」「単価」「地域産品別の売上高」等。 

②行政と町内４商工会で連携し実施している商品券事業（年 1 回）の商品券販売時に、

購入者に対しアンケート用紙を配布し、以下の需要・消費動向について調査する。そ

の際、返信用封筒付にて実施することで、回収率向上に努める。 

（ア）町民の最寄品や買回り品、飲食関連の消費動向について調査する。 

調査内容は、「最寄品・買回り品の購買エリア・購買先」「よく購入する最寄品・

買回り品の種類」、「外食するジャンル」「外食するエリア」「外食頻度」等 

（イ）上記①の調査結果を活用した上で、地域資源を活用した特産品等のニーズ、贈答

品関連の需要・消費動向について調査する。 

調査内容は、「地域産品の購入・利用状況」「自慢のできる地域産品」、「贈答品の 

購入価格帯」「贈答用として使いたい地域産品」「セット売りにしてほしい地域産 

品」「贈答品の購入時期」等。 

③全体的な傾向（トレンド）を把握するため、４７CLUB の特産品人気ランキング結果や

総務省の家計消費状況調査等、各種統計調査のデータから収集・分析することで、多

様な視点からの需要動向について補完する。 

④上記①②③により収集した情報から、整理・分析を行い、資料として整備し、当会ホ

ームページや会報等を通じて小規模事業者に提供するとともに、個々の事業計画策定

の際に活用する。 

（目標） 

消費者ニーズの抽出につながる需要動向を調査し、整理・分析することで、上記２．

経営状況の分析、３．事業計画策定支援、下記６．新たな需要の開拓に寄与する事業に

活用するとともに、販路開拓や新商品開発、新分野への参入などの参考資料として活用

していく。 



- 11 - 
 

 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

地域産品販売動向調

査 
０回 １回 １回 １回 １回 １回 

最寄品・買回り品、飲

食関連に関する消費

動向調査 

０回 １回 １回 １回 １回 １回 

地域産品・贈答品関

連に関する需要・消

費動向調査 

０回 １回 １回 １回 １回 １回 

統計資料等による情

報収集 
０回 １回 １回 １回 １回 １回 

分析結果資料作成 ０回 １回 １回 １回 １回 １回 

商工会 HP・会報等に

よる情報提供 
０回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

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） 

巡回訪問や窓口相談、専門家派遣事業、上記３事業計画策定支援により、販路拡大、

売上向上に向けた経営革新・情報発信等の支援を行っているが、資金力や人材等の経営

資源が乏しいために新たな販路開拓・前向きな挑戦に取組めない事業者や、地場産品（良

質なコシヒカリや山菜等）を活用した商品や小規模事業者の技術を活かした商品はある

が、顧客への認知・情報発信するための手段・ノウハウが不足している小規模事業者が

多い。 

（改善方法） 

各種補助制度（特に小規模事業者持続化補助金）を積極的に推進することで、販路拡

大、売上向上に向けた新たな取組を後押しする。 

また、地域資源を活用した特色のある商品・サービス等を持つ小規模事業者に対し、

上記５需要動向調査により把握した消費者ニーズを基に、取扱う商品やサービスの検

証・ブラッシュアップ等を行う。さらに、域外の販路開拓（主に都市部）を築き上げて

いくため、アンテナショップの活用や全国商工会連合会、にいがた産業創造機構、新潟

市等が開催する展示会・物産展・商談会等の周知・参加を促すとともに、商品の認知度

向上・情報発信の手段として、全国商工会連合会が提供するＷＥＢシステム「SHIFT」の

活用や阿賀町が実施している「ふるさと応援寄付（ふるさと納税）」事業の返礼品登録支

援を通じて、販路開拓・拡大に直結する各種支援を展開していく。 

（事業内容） 

① 新たな販路開拓・拡大を目指す事業者に対して積極的に取組めるよう、小規模事業者
持続化補助金等の各種補助制度を活用・推進し、申請に係る書類作成などの支援を行

う。（上記３策定支援） 

② 地域資源を活用した特色のある商品・サービスについて、需要動向調査により把握し
た消費者ニーズを基に、検証・ブラッシュアップ等を行う。 
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③ 地場産品（良質なコシヒカリや山菜等）の卸売販売が可能である事業者に対して、東
京に設置されているアンテナショップ「むらからまちから館（全国商工会連合会）」

や「新潟ネスパス（にいがた産業創造機構）」の情報提供と出展に関わるフォローを

行い、積極的に利用することで販路拡大・新規需要開拓の支援を行う。 

④ 域外への販路開拓を目指す事業者に対して、全国各地の主要都市で開催される物産展
や商談会の情報提供と出展に関わるフォローを全国商工会連合会や新潟県商工会連

合会等と連携した中で行い、積極的に利用することで販路拡大・新規需要開拓の支援

を行う。 

⑤ 自社のホームページで販路拡大を目指す事業者に対して、全国商工会連合会が提供す
るＷＥＢシステム「SHIFT」を活用し、全国へ自社商品・サービスの情報を発信する

ことで域外からの顧客獲得支援を行う。 

⑥ 域内での販路拡大を目指す事業者に対して、当地域で行うプレミアム商品券事業への
取扱店参画を促し、取扱店となることで、消費者への認知度向上を図り、新規顧客の

獲得、リピート客、客単価向上へつなげる。 

⑦ 地域産品を取扱う事業者に対し、阿賀町が実施する「ふるさと応援寄付（ふるさと納
税）」事業に係る返礼品登録の情報提供と申請に係るフォローを行い、登録すること

で、域内・域外への認知度向上を図り、販路拡大・新規需要開拓の支援を行う。 

（目標） 

企業の業績の盛衰は、販路開拓・販路拡大による売上向上にかかっている。そのため、

需要動向調査により把握した消費者ニーズを基に、商品・サービスの検証・ブラッシュ

アップ等を行い、その上で、小規模事業者の苦手とする商品・サービスのＰＲを促進・

支援することにより、着実な販路開拓・販路拡大につなげ、小規模事業者の持続的発展

を目指す。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

小規模事業者持続化

補助金等各種補助制

度利用件数 

２件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

地域資源を活用した

商品・サービスの検

証・ブラッシュアップ 

０件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

展示会・商談会の出

展に係る支援者数 
０件 １件 １件 １件 １件 １件 

展示会・商談会出展

事業所数 
０件 １件 １件 １件 １件 １件 

新規取引先獲得件数 ０件 １件 １件 １件 １件 １件 

「SHIFT」新規登録事

業所数 
１件 １件 １件 １件 １件 １件 

プレミアム商品券新規

取扱店事業所数 
０件 １件 １件 １件 １件 １件 

ふるさと応援寄付事業 

返礼品登録支援件数 
０件 １件 １件 １件 １件 １件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１ 人口減少問題・後継者不在問題対策に関する取組 

（現状と課題） 

前途「経営発達支援事業の目標 １．地域の概要、３．商工会の役割、４．小規模事

業者振興の目標」で記したとおり、当会の所属する阿賀町は、人口の減少率が極めて高

く、国立社会保障・人口問題研究所が公表した 2040 年の将来人口は現在の半分となる

7,000 人弱にまで減少するとの予測がされている。加えて、高齢化率も県内で最も高い。

さらに、30 代の男性の未婚率は 50％弱に及んでおり、小規模事業者の事業主や後継者の

独身率も同様で、将来的な後継者不在が懸念されている。 

行政も「少子高齢化をはじめとする人口減少＝地域活力の衰退」を重要課題と捉え、

総合計画の戦略プランにおいて、人口を巡る大きな課題に対処する施策の柱として人口

減対策を打ち出している。 

（取組む内容） 

①少子化や晩婚化に伴う婚期逸失に対する取組として、行政や町内商工会と連携し、

男女間の交流の機会・出会いの場を提供する婚活応援事業を実施する。 

②後継者の不在により事業の承継ができないといった事業者に対し、新潟県事業引継

ぎ支援センター（（公財）にいがた産業創造機構）と連携し、起業を志す個人起業家

とマッチングさせることにより、事業・経営資源のスムーズな承継を促進する。 

（目標） 

上記①・②を実施することにより、人口減少・後継者不在問題への対策の一助を担う。

また、婚活応援事業は一過性の取組にとどめることなく、PDCA サイクルの下、継続的な

事業として阿賀町における未婚率の改善及び少子化の解消を目指し、ひいては将来的に

地域の活性化に寄与する。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

婚活応援事業の実施 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

後継者不在事業者への

巡回訪問等による周

知・支援（事業所数） 

０件 33 件 33 件 33 件 33 件 33 件 

※後継者不在事業所数：３３件（平成 28 年 1 月現在） 

 

２ 域内消費の拡大及び小規模事業者の売上拡大に関する取組 

（現状と課題） 

前途「経営発達支援事業の目標 ２．地域の課題」で記したとおり、最寄品の域内購

入割合は 64.7％と県内でも極めて低く（県平均：91％）、域内消費の低下により、町内の

小売・飲食等を中心とした商店の売上減少に歯止めがかからない。 

（取組む内容） 

域外消費への歯止め及び個人消費の押し上げを目的に、行政及び町内４商工会で連携

して阿賀町内限定の「プレミアム商品券事業」を実施し、域内消費の向上を図る。 
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なお、行政職員と町内商工会職員で構成する委員会において、PDCA サイクルの下、継

続的に改善を行い、事業効果を高めていく。 

（目標） 

商品券事業は一過性の取組にとどめることなく、継続的な事業として域内での消費拡

大・消費率の向上から小規模事業者の売上拡大並びに地域経済の活性化に努める。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

委員会回数 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 

商品券事業の実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

域内消費率 

（町全体） 
64.7％ 65％ 67％ 70％ 73％ 75％ 

 

３ 地域資源を活用した特産品・地場産品のブランド力強化に関する取組 

（現状と課題） 

地域資源を活用した特産品や地場産品（良質なコシヒカリや山菜等）など、地域の特

色ある商品が豊富に存在するが、対外的に地域ブランドとして定着していない。また、

行政が平成２７年度より開始した「阿賀町ブランド認証マーク」制度も周知がいまひと

つ図られておらず、認証取得数も伸び悩んでいる。 

（取組む内容） 

地域資源を活用した商品・特産品を扱う事業者に対し、行政で認定する「阿賀町ブラ

ンド認証マーク」制度の情報提供と申請に係るフォローを行い、認証マークを取得する

ことで、他商品との差別化・付加価値を高め、ブランド力の強化を図っていく。 

（目標） 

阿賀町ブランド認証マークを使用することで、「阿賀町産」であることの識別を容易に

し、阿賀町ブランドの統一感、その品質が良質であること等を広く消費者や利用者にア

ピールし、販路拡大につなげていく。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回訪問等による

認証マーク制度周

知・取得支援 

（事業所数） 

０件 17 件 17 件 17 件 17 件 17 件 

認証マーク取得商

品数 
０品 ２品 ２品 ２品 ２品 ２品 

※地域資源を活用した商品等を扱う事業所数：１７件（平成 28 年 1 月現在） 

 

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 

（現状と課題） 

現在、他の支援機関との連携については、近隣商工会職員間や専門家派遣によるもの

など機会が限られており、支援ノウハウ等の情報交換は図られていなかった。 
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（取組む内容） 

今後、経営分析や事業計画の策定にあたり、より高度かつ専門的なノウハウを吸収し

ていくため、各種施策による専門家派遣を積極的に活用するとともに、にいがた産業創

造機構や金融機関、近隣商工会と連携を密にし、支援ノウハウ、支援の現状、これから

の課題や問題解決に向けての対策について、情報交換を実施する。 

また、新潟県商工会連合会や日本政策金融公庫、税理士会等各種団体が開催する会議・

研修会へ積極的に参加し、各地区の小規模事業者の現状、需要動向、支援事例等につい

て情報交換を行うことで、あらゆる面の経営課題に対する支援に役立てていく。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

新潟県商工会連合会や各種機関等が開催する研修会に積極的に参加しスキルアップを

図っているが、それ以外の職員（補助員等）においては、小規模事業者の売上増加や利

益確保のための研修が不足しており、職員全体の支援能力の底上げまでには至っていな

い。 

（取組む内容） 

①中小企業大学校等の研修会へも積極的に参加することで、持続的発展を目指す小規模

事業者等に対する支援能力の向上を図る。 

②当会は、パートを含め職員が 3 名と小規模な商工会のため、各種研修会を通じて取得

したノウハウや小規模事業者に対して行った指導・助言内容等は都度口頭による情報

共有を図るとともに、その内容をレポートにまとめ、回覧及びデータを共有サーバー

に一括管理することで、職員全体の支援能力向上を図る。 

③新たに、補助員等が記帳機械化受託先の小規模事業者への経営状況分析を実施するこ

とで、小規模事業者の伴走型支援を構築するとともに、職員の資質向上を図る。具体

的には、記帳機械化で出力される簡易財務診断を利用し、経営指導員とともに「経営

状況分析指導報告書」を作成し、指導を行う。 

④経営指導員 1 人体制を補完すべく、各種支援機関及び近隣商工会との情報共有・連携

を推進し、小規模事業者が抱える様々な課題に対応しうる経営支援体制の構築を図る。

 

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 

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経営発達支援計画の見直し案を策定するにあたり、巡回訪問時に小規模事業者から意

見を聴取する。 

②正副会長及び外部有識者として阿賀町担当課等により、事業の実施状況、成果の評価・

見直し案の提示を行う。 

③正副会長会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

④事業の成果・評価・見直しの結果について、理事会にて報告し、承認を受ける。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果を通常総会で報告し、当会ホームページで公表する。
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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 

（平成２８年１月現在）

（１）組織体制 

    

   （会 員）    ８０名 

 

   （役 員）会 長  １名   

副会長  １名 

        理 事  ９名   

監 事  ２名       合計１３名 

 

   （事務局）経営指導員 １名 

        補 助 員 １名 

        記帳指導員 １名      合計 ３名 

 

 

（２）連絡先 
   住    所：〒９５９－４６２２ 新潟県東蒲原郡阿賀町白崎１４８番地 
    名   称：三川商工会 

    電話番号：０２５４－９９－２０６４  

      FAX 番号：０２５４－９９－２０６３  

      メールアドレス：mikawa@iplus.jp 
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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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

 

経営改善普及

指導職員設置

費 

 

経営改善普及

事業指導事業

費 

 

13,200 

 

 

 

2,500 

 

 

13,200

2,500

13,200

2,500

13,200 

 

 

 

2,500 

 

 

13,200

2,500

（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 

 

県補助金・県助成金、町補助金、会費、手数料、各種共済受託料等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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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．経営発達支援事業 

①「１．地域の経済動向調査、２．経営状況の分析、５．需要動向調査に関すること」

②「３．事業計画策定支援、４．事業計画策定後の実施支援に関すること」 

③「６．新たな需要の開拓支援に関すること」 

Ⅱ．地域経済活性化事業 

④「１．人口減少・後継者不在問題に対する取組、２．域内消費・売上拡大に関する

取組、３．地域資源を活用した特産品・地場産品のブランド力強化に関する取組」

Ⅲ．支援力向上のための取組 

⑤「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、２経営指導員等

の資質向上等に関すること」 

⑥「３．事業評価及び見直しに関すること」 

連携者及びその役割 

１ 連携者一覧 
■新潟県商工会連合会 会長 岩村 菖堂  
（〒950-0965新潟県新潟市中央区新光町 7番地 2 ℡:025-283-1311） 
■全国商工会連合会 会長 石澤 義文 
（〒100-0006東京都千代田区有楽町一丁目 7番 1号 有楽町電気ビル北館 19階 ℡:03-6268-0088）
■公益財団法人 にいがた産業創造機構 理事長 泉田 裕彦 
（〒950-0078新潟県新潟市中央区万代島 5番 1号 万代島ビル 9F・10F ℡:025-246-0025） 
■新潟県よろず支援拠点 
（※にいがた産業創造機構内 ℡:025-246-0058） 
■中小企業庁 ミラサポ運営事務局 
（※運営事務局 ℡:0570-057-222） 
■新潟県 知事 泉田 裕彦 
（〒950-8570新潟県新潟市中央区新光町 4番地 1 ℡:025-285-5511） 
■阿賀町 町長 神田 敏郎 
（〒959-4495 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 580番地 ℡:0254-92-3111） 
■新潟市 市長 篠田 昭 
（〒951-8550 新潟市中央区学校町通 1番町 602番地 1 ℡:025-228-1000） 
■㈱日本政策金融公庫新潟支店 支店長 田澤 嗣透 
（〒950-0088新潟県新潟市中央区万代 4－4－27NBF新潟テレコムビル 9F ℡:025-246-2011） 
■㈱第四銀行津川支店 支店長 玉木 武 
（〒959-4402新潟県東蒲原郡阿賀町津川 3564番地 ℡:0254-92-2540） 
■㈱大光銀行津川支店 支店長 新井田 剛 
（〒959-4402新潟県東蒲原郡阿賀町津川 3472番地 1 ℡:0254-92-2460 

（次項に続く）
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■新潟県信用保証協会 会長 武藤 克己  
（〒951-8640新潟県新潟市中央区川岸町 1丁目 47番地 1 ℡:025-267-1311）     
■中小企業大学校三条校 校長 小田島 祥行 
（〒955-0025新潟県三条市上野原 570番地 ℡:0256-38-0770）           
■関東信越税理士会 新津支部 支部長 吉野 徹  
（〒959-1704 五泉市村松甲 1792番地 ℡:0250-58-8511）            
■新津税務署 署長 高津 勝 
（〒956-8602新潟県新潟市秋葉区善道町 1丁目 6番 38号 ℡:0250-22-2151） 
■新津公共職業安定所 所長 萩原 義博 
（〒956-0864新潟市秋葉区新津本町 4-18-8 ℡:0250-22-2233） 
■一般財団法人 新潟経済社会リサーチセンター  理事長 田巻 清文 
（〒950-0087新潟県新潟市中央区東大通 2丁目 1番 18号だいし海上ビル内 ℡025-246-3211） 

２ 役割 

（上記「連携する内容」○数字でグループ分けした各取組に対し、該当連携機関を記載）

①「１．地域の経済動向調査、２．経営状況の分析、５．需要動向調査に関すること」

 ・新潟県商工会連合会 

・新潟経済社会リサーチセンター 

・にいがた産業創造機構（よろず支援拠点等） 

・日本政策金融公庫 新潟支店 

・第四銀行 津川支店 

・大光銀行 津川支店 

・中小企業庁（ミラサポ・白書等） 

阿賀町域内及び域外を含めた各種調査及び各事業所の経営状況の分析に際し、必要と

なるデータやノウハウ等について連携を図る。 

 

②「３．事業計画策定支援、４．事業計画策定後の実施支援に関すること」 

 ・新潟県商工会連合会 

・日本政策金融公庫 新潟支店 

・にいがた産業創造機構（よろず支援拠点等） 

・第四銀行 津川支店 

・大光銀行 津川支店 

・中小企業庁（ミラサポ等） 

具体的な事業計画策定及び策定後の実施・フォローアップに際し、必要に応じた専門

家派遣や金融支援等について連携を図る。 
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③「６．新たな需要の開拓支援に関すること」 

・新潟県及び新潟市 

・全国商工会連合会 

・新潟県商工会連合会 

・にいがた産業創造機構（よろず支援拠点等） 

販路拡大を図るため、補助事業の利活用支援、また、実際に物産展や商談会等への参

加・出展支援について連携を図る。 

 

④「１．人口減少・後継者不在問題に対する取組、２．域内消費・売上拡大に関する取

組、３．地域資源を活用した特産品・地場産品のブランド力強化に関する取組」 

・阿賀町 

  ・新潟県商工会連合会 

  ・にいがた産業創造機構 

 婚活事業や後継者マッチング支援、プレミアム商品券、特産品のブランド力強化等の

取組に対する施策面の支援として連携を図る。 

 

⑤「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、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 

・にいがた産業創造機構 

・日本政策金融公庫 新潟支店 

・第四銀行 津川支店 

・大光銀行  津川支店 

・新潟県信用保証協会 

・中小企業大学校 

・新津公共職業安定所 

・新津税務署 

・関東信越税理士会 新津支部 

金融・税務・経営全般に対する情報等の提供、支援力強化のための研修等の開催支援

等として連携を図る。 

 

⑥「３．事業評価及び見直しに関すること」 

・阿賀町 

 経営発達支援計画の円滑な遂行を図るためのフォローアップ機能として連携を図る。
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪情報交換・提供≫ 

■新潟県商工会連合会 

■中小企業庁（ミラサポ・白書等）

■新潟経済社会リサーチセンター

■にいがた産業創造機構 

■阿賀町 

■新潟県 

■日本政策金融公庫 新潟支店 

■第四銀行 津川支店 

■大光銀行 津川支店 

■新潟県信用保証協会 

■新津公共職業安定所 

■新津税務署 

■関東信越税理士会 新潟県支部

≪事業支援≫ 

■新潟県商工会連合会 

■全国商工会連合会 

■中小企業庁（ミラサポ等） 

■にいがた産業創造機構（よろず

支援拠点等） 

■阿賀町 

■新潟県 

■新潟市 

■日本政策金融公庫 新潟支店 

■第四銀行 津川支店 

■大光銀行 津川支店 

■新潟県信用保証協会 

■中小企業大学校 

≪三川商工会≫ 

□理事会 

□正副会長会 

≪事務局≫ 

□経営改善普及事業 

□地域経済活性化事業 

□支援力向上事業 


