
経営発達支援計画の概要 

実施者名 堀之内商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

魚沼市旧堀之内地区は、地域コミュニティの先導役である商店街各個店の経営力の向上により、商

店街に活気を取り戻す事が不可欠です。中長期的に各個店のやる気の出るセミナーを定期的に開催

し、直後の伴走型支援により経営者の意識改革を図ります。毎年やる気のある商店主を増やし「堀

之内商人塾」を組織し、関係機関、専門家を交え、刺激し合える意見交換や臨店研修等を通じて、

個店の輝きを取り戻します。各個店の輝きから商業の再興による小さくても人が集まる商店街の賑

わいを復活させ、その相乗効果として地域経済が活性化し続けていくことを目標とします。 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．地域の経済動向調査 

  地域の経済動向、消費者意識を調査分析することにより、現在の地域の現状と課題を的確に把

握し、その結果を踏まえて今後の取組みに繋げていきます。また会員実態調査は事業所ごとに需

要を見据えた事業計画策定のデータとして活用していきます。 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査 

  小規模事業者向けに経営分析の必要性を訴えるセミナーを開催し、受講後の経営意識の向上を

図ります。生産販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報の収集、整理、分析、及び

その結果を提供することにより小規模事業者の持続的発展に繋げていきます。 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 

  小規模事業者に事業計画の必要性を知らしめ、策定後においても随時進捗状況を確認しながら、

事業の継続的発展を確かなものにするために、あらゆる関係機関を利用した伴走型の支援を実施

します。 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援 

  創業・第二創業を考えている人に専門家等と連携した「創業塾」を開催します。事業に関する

知識の向上や創業計画の策定支援を行います。創業後も巡回指導や個別相談会等によるフォロー

アップを実施し、税務・記帳相談等伴走型の支援を実施します。 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援事業 

  地域の小規模事業者が、あらゆる機会を利用して特産品等の販路開拓や取引先の増加、商品の

認知度を向上させるための出展を支援し、さらに関係機関の広報誌、マスコミやＩＴを利用する

ことにより全国的な販路開拓に繋がっていく支援を実施します。 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域活性化事業 

  行政を含めた農商工連携会議を実施し、既存のブランド品に磨きをかけ、さらなる利用方法を

検討します。さらに特産品を加工した新商品開発から販売方法の支援まで行います。またお祭り、

イベントがマンネリ化しないように「イベントブラッシュアップ検討委員会」を立上げ、観光客の

増加と特産品の販路開拓、知名度アップに繋げ地域経済を活性化させます。 

連絡先 

住 所  〒949-7415 新潟県魚沼市堀之内３２０番地 1 

商工会  堀之内商工会  事務局長 鈴木 洋 

電話番号 025-794-2433  Fax 025-794-3218 mail horisyo@beige.ocn.ne.jp 

 

 



（別表１） 

経営発達支援計画   

経営発達支援事業の目標 

地域の現状 

魚沼市は新潟県中越地方南東に位置し、２００４年１１月１日川口町を除く北魚沼郡６町

村が新設合併して誕生した市です。 

  旧堀之内地区はかつて三国街道の宿場町として栄え、また縮
ちぢみ

市
いち

の三大市場の一つとして名

をはせました。現在は地域ブランドである魚沼産コシヒカリとユリの切り花は全国有数な産

地として知られています。また缶詰・ハム等の製造工場やアパレルメーカー・バルブ・精密

部品工場等が稼働し、市内でも有数の工業出荷額を誇っています。観光面では幕末の彫刻家

「石川雲蝶」で有名な「永林寺」や、歌人として活躍した歌誌「コスモス」の創刊者「宮柊

二」の記念館が建設されています。さらにお祭りが盛んな地域であり、地域の商店主を中心

とした実行委員会が組織され、奇祭で新婿に神水を掛ける「雪中花水祝い」や縁結びを祈念

しての「お神送り」・「お神迎え」では、近隣からお見えになる多くの参拝者に心からのおも

てなしをしています。５月から１０月の第１日曜日は皇大神宮で皇大市が開かれ、また堀之

内メインとなる伝統文化ともいえる「堀之内十五夜まつり」では多くの市民や観光客が訪れ

る一大イベントとなっています。 

  一方、小売業においては商業部・スタンプ会が中心となり各種大売り出しやスタンプラリ

ー等を実施して活動しているものの、新潟県魚沼地域における堀之内地区の地元購買率は全

商品で平成 22 年が 21.7％だったのに対し、平成 25 年は 17.1％と△4.6％も減少し、地域１

番の減少率となりました。（表１） 

 

表１「中心市街地に関する県民意識・消費動向調査 平成２６年３月 新潟県 調査」  
区  分 全 品 目 買回品 最寄品 

圏域 市町村名 ２２年 ２５年 増減 ２２年 ２５年 増減 ２２年 ２５年 増減

魚 

沼 

エ 

リ 

ア 

旧小出町 37.9 36.1 -1.8 30.8 28.7 -2.1 53.3 51.4 -1.9

旧堀之内町 21.7 17.1 -4.6 16.6 11.4 -5.2 34.7 30.7 -4.0

旧湯之谷村 25.9 32.6 6.7 15.2 21.4 6.2 48.7 57.4 8.7

旧広神村 12.6 10.3 -2.3 9.9 5.7 -4.2 21.4 23.0 1.6

旧守門村 7.4 10.9 3.5 4.5 5.5 1.0 15.9 25.1 9.2

旧入広瀬村 9.0 5.9 -3.1 1.2 2.0 0.8 23.5 17.6 -5.9

エリア計 23.7 22.6 -1.1 17.9 16.0 -1.9 37.2 38.1 0.9

県  合  計 57.5 55.0 -2.5 49.4 46.4 -3.0 75.3 73.1 -2.2

 

昨年は「繁盛店づくり事業」として個店 3 店舗の臨店研修と、取り組み事例を発表する場

として全体研修会を実施しました。しかし事業の後継者難や少子高齢化に伴う人口減少と昨

年オープンした大型スーパーの影響により売り上げが大幅に低下するなど経営環境は極めて

厳しい状況にあります。 

 

地域の強み 

・魚沼ブランドとして、魚沼産コシヒカリやウルイ、たらの芽、ふきのとう等、他地域であま

り栽培されていない付加価値の高い農産品への取組みがされています。 

 

・堀之内はユリの切り花で全国１・２位を競うシェアを誇っています。また月岡公園にユリ畑



が整備され７月と１０月に合わせて 25,000 本の花が咲き観光スポットとして賑わっていま

す。 

 

・管内にはユリ畑のほか、シバザクラ公園、観光ワラビ園等のアウトドア的な観光スポットが

造成されてきました。 

 

・伊勢神宮遥拝所として創建された「皇大神宮」と京都石清水八幡宮から勧請された「八幡宮」

の２つの神社があり、それらにまつわる様々なお祭りやイベントが実施されています。 

 

・古くからお祭りが盛んな地域であり、地域の商店主が中心となった強固な実行委員会が組織

され一致団結した行動力を発揮して地域をけん引しています。 

 

・これらの資源をアクセスする上越線には２つの駅、国道１７号線や関越自動車道堀之内ＩＣ

による交通の利便性があります。 

 

地域の課題 

・後継者難や高齢化、少子化により域内人口が急激に減少しています。これに連動し商工業者

数も 10 年間で 65 事業所（△14％）減少しました。この傾向は今も続いています。 

 

・商圏の過疎化が進行し、世帯数と人口減少で小売店、飲食店、サービス業者の売り上げは大

幅に減少しています。商店街には空き店舗が目立ち始め、景観を損ない活気を失う原因にな

っています。商店街から離れた地域では買い物難民が発生しています。 

 

・商店街の核となっている地元スーパーが、近隣の大型スーパー出店に大きな影響を受け、売

り上げを大きく落としています。そのため商店街流動人口が減少し、他の店舗でも売り上げ

減少の影響が出てきています。 

 

・地域活性化の主役である商店街の店主が、自店の売り上げ減少から身動きが取れなくなり、

このまま推移すればお祭り・イベントの開催が危ぶまれます。 

 

事業の目標 

 

上記のような地域の強みと課題から特産品を含む観光資源、切り花、お祭り等の特性を活

かした堀之内をあらゆる機会を通じてアピールしていきます。 

農商工連携を積極的に進め、地域野菜を使用した加工食品の開発やワラビ園に代表される

体験型観光事業を支援していきます。 

魚沼市地域経済活性化アクションプランにも掲げてある中心商店街の活性化と空き店舗対

策は地域の活性化のためにも急務です。 

新潟県、魚沼市や（財）にいがた産業創造機構等各種団体さらに政府系金融機関、地域金

融機関と連携しながら、地域コミュニティの先導役である商店街各個店の経営力の向上が商

店街活性化には不可欠であることから、積極的な販売促進を継続支援していきます。 

中長期的には、毎年、個店のやる気が出る研修会やセミナーをタイミングよく実施し、直

後の伴走型の経営指導を通じて経営者の意識改革を図ります。そして小さい商店街に輝きを

持った個店を継続して誕生させていきます。 



以前からやる気のある商店主と、意識改革してやる気の出た商店主で「堀之内商人塾」を

組織します。関係機関や専門家を交え、刺激し合える意見交換会や臨店研修等を通して常に

継続発達していく仕掛けを作り、小さくても人が集まる活気ある商店街を作り上げていきま

す。 

「堀之内商人塾」の研修会には創業・第二創業を考えている人からも参加してもらい、経験

者の意見や体験談からスムーズに操業して空き店舗対策につながるよう支援していきます。 

各個店の輝きから商業の再興による人が集まる商店街の賑わいを復活させ、その相乗効果

として地域経済が活性化し続けていくことを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．地域の経済動向調査【指針①・③・④】 

 

  地域内の経済動向は、新潟県商工会連合会や地域金融機関の景況調査を利用し、近隣は口

頭聞取り調査で対応していましたが、今後は新たに独自の景況調査、会員実態調査、消費者

意識調査を実施していきます。調査により得られた結果を整理分析し、課題の抽出と今後の

取組みに活かしていきます。 

 

（事業内容） 

（1） 地域の景況調査を通じて、業況判断、売上高、経常利益等のＤＩ値を業種ごとに算出し

て比較分析を行います。【指針①・③】 

 

（2） 地域内小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハ

ウ、従業員等の経営資源の内容、財務内容その他の経営状況を把握するため会員を対象

に実態調査アンケートを実施します。【指針①・③】 

 

（3） 住民に対して地域消費者意識調査を実施し、商店街や事業所に対する意識を調査分析し

ます。【指針③】 

 

（4） 商店街には、地域消費者意識調査を整理・分析した結果を報告し、課題の抽出と今後の

取り組みについて協議する勉強会を実施します。勉強会ではこの調査内容と会員実態調

査とを比較し、そのギャップを埋めるための取組みを専門家と共同で実践していきます。

【指針①・③】 

 

（5） 上記調査により得られた結果は、経営指導員間で情報共有ができるようにし、個店ごと

の事業計画策定のためのデータとします。景況調査、消費者意識調査については必要に

応じ商工会報やホームページ等を通じて情報公開します。【指針③・④】 

 

（6） 上記調査により得られた結果から今後の消費者と事業者の両方のニーズを探り、的確な

セミナー、講習会等の支援事業に活用し、事業主の経営意識の向上を図ります。【指針③】

 

（目標） 

  地域の経済動向、消費者意識を調査分析することにより、現在の地域の現状と課題を的確

に把握し、その結果を踏まえて今後の取組みに繋げていきます。また会員実態調査結果は事

業所ごとに需要を見据えた事業計画策定のデータとして活用していきます。 

 

 



 

 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査【指針①・②・③】 

 

  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、各種セミナーの開催等

を通じて啓発を図り、小規模事業者の経営分析を行います。 

 専門的な知識を必要とする課題については、新潟県、地域金融機関、（財）にいがた産業創造

機構のコーディネーター、コンサルタント、専門家等と連携し、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します。 

 

（事業内容） 

（1） 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セミナーを開催し、経営者から

の需要を喚起していきます。【指針①】 

 

（2） 各種調査から抽出した地域の経済動向に関する情報は、関係機関と連絡を密にして新鮮

な情報収集に努め、整理加工して相談内容に応じて提供していきます。また会報やホー

ムページにも掲載して情報を共有化していきます。【指針③】 

 

（3） 全会員に対し毎年度 2 回以上実施することを目標とした巡回指導時や、販売強化を目指

す小売業に特化したセミナーを開催した時、また経営、労務、税務、記帳、ＩＴ等の相

談業務を行った際、分析の対象となる小規模事業者をピックアップし、経営状況等を詳

細に把握し、専門知識を有するコンサルタントと連携しながら売上、利益、経営動向等

の項目を元に経営分析を行います。【指針①】 

 

（4） ピックアップした事業者の販売する商品や提供する役務の需要動向については、会員か

ら収集した実態調査アンケートを元に、経営指導員とコンサルタントが共同で分析し、

相談内容に応じた情報を提供していきます。【指針①・③】 

 

（5） 製菓の製造販売業者や飲食店の提供商品について、専門家を交えた「堀之内商人塾」で

毎年度業種ごとに分け「試食モニター」として味・量・パッケージ・価格等についてデ

ィスカッションとアンケート調査方式で実施します。結果を事業主と意見交換し、商品

の見直しや販売方法、今後の商品開発の参考意見とする取組みを実施します。 

【指針①・②・③】 

 

（6） 食に関する創業・第二創業希望者にも、上記「試食モニター」制度を利用した商品開発

の支援をしていきます。【指針①】 

 

（目標） 

  小規模事業者向けに経営分析の必要性を訴えるセミナーの開催により、経営意識の向上を

実施内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

景況調査数 県連で実施 40 50 50 50 50

会員実態調査 未実施 全会員 全会員 全会員 全会員 全会員
消費者動向調査数 未実施 100 0 100 0 100



図り、生産販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報の収集、整理、分析及びそ

の結果を提供することにより小規模事業者の技術の向上、新たな事業分野の開拓、創業・第

二創業への支援、その他の小規模事業者の持続的発展に繋がっていくことを目標とします。

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問件数 576 600 620 650 650 650

セミナー開催回数 3 4 5 5 5 5

経営分析件数 37 38 38 38 38 38

 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援【指針②】 

 

  事業者が経営課題を解決するため、上記Ⅰ・Ⅱの経営分析、市場調査等の結果を踏まえ、

事業計画策定支援を行います。小規模事業者の事業の持続的発展のためコンサルタント、専

門家等とも連携し、伴走型の指導・助言を行います。 

 

（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います。【指針②】 

 

（2） 窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者から相談等を受ける際に、事業計画策定を目指

す小規模事業者の掘り起こしを行います。【指針②】 

 

（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等の申

請時に事業計画の策定支援を行います。【指針②】 

 

（4） 商工会記帳システム「ネットｄｅ記帳」から得られた経営分析結果に基づき、事業計画

を策定し、策定後も随時進捗状況を確認しながら伴走型の支援を実施していきます。 

【指針②】 

 

（5） 事業計画策定後に、国、県、市町村、（財）にいがた産業創造機構等の行う支援策等を広

報、案内により周知し、フォローアップを実施します。【指針②】 

 

（6） 事業計画策定後に、事業の持続的発展のための取組みに必要な設備資金及びそれに付随

する運転資金の融資を受ける際には日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融

資制度」を積極的に活用し、その後は伴走型の指導助言しながらフォローアップを実施

します。【指針②】 

 

（7） 事業計画策定後に、昨年から実施してきた繁盛店づくり事業の実践コースとして魚沼市

と共同で㈱全国商店街支援センター支援パートナーの協力のもと、セミナーに加え個店

の集客力・販売力を高める魅力ある店づくりを支援していきます。具体的には全体研修

を 3 回、臨店研修 4 店舗、参加店全体研修を 4 回実施しながら伴走型の指導・助言を行

います。【指針②】 

 

（8） 事業計画策定後に、必要に応じて 2 カ月に 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・助言を行います。【指針②】 

 

（目標） 

  小規模事業者に事業計画策定の必要性を知らしめ、策定後においても随時その進捗状況を

確認しながら、あらゆる機関を利用した伴走型の支援をしていくことにより、事業の継続的

発展を確かなものにしていくことを目標とします。 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30年度 31 年度

セミナー説明会開催回数 0 2 2 2 2 2

事業計画策定事業者数 2 5 5 5 5 5

周知によるフォローアップ件数 2 8 10 10 10 10

 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

 

  創業支援については、個別で相談支援を実施してきたところであるが、一層の地域におけ

る創業・第二創業を支援するため、魚沼市、（財）にいがた産業創造機構、コンサルタント、

専門家等と連携して「創業塾」を開催します。創業後も巡回指導、個別相談会、セミナー等

により伴走型の支援を継続実施します。 

 

（事業内容） 

(1) 創業塾（年２回以上開講）を開催し、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、創業支援を行います。【指針②】 

 

(2)  創業後は、「堀之内商人塾」や先輩経営者との意見交換会、食に関しては「試食モニタ

ー」制度を利用する等、巡回指導、個別相談会等による個別フォローアップを実施しま

す。税務・記帳・経営相談を重点的に行い、伴走型の支援を行います。【指針②】 

 

(3) 第二創業（経営革新）希望者を、広報を通じて広く募り相談会を開催し、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。【指針②】 

 

（目標） 

  地域において創業・第二創業（経営革新）を考えている人に関係団体と連携し、知識の向

上や創業計画の策定支援を実施し、創業後も相談会等を通じて伴走型の支援をしていくこと

により事業の継続発展を確かなものにしていくことを目標とします。 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30年度 31 年度

創業塾開催回数 0 2 2 2 2 2

創業支援事業者数 2 3 3 3 3 3

第二創業（経営革新）支援者数 0 2 2 2 2 2

 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

 

  地域における小規模事業者の販路開拓を支援するため、魚沼地域ビジネス交流会への積極

的な参加を支援します。また地域のイベントにも出展できる機会を多くして、観光客への販



路開拓と地域住民には商品の認知度の向上を図ります。またマスコミ・広報紙の他、全国の

商工会ホームページとして利用されている「ＳＨＩＦＴ」や中小企業庁のミラサポにも事業

者登録、商品登録をして全国的な規模の販路開拓を支援していきます。 

 

（事業内容） 

（1） 魚沼地域ビジネス交流会に参加することにより、取引先の増加等販路開拓を支援します。

【指針④】 

 

（2）  お祭り等のイベントが多い堀之内地区において、出展できる機会を多く作り販路開拓

と商品の認知度が向上するよう支援します。【指針④】 

 

（3）  東京等大都市圏で開催される交流イベントに、新潟県、魚沼市、魚沼市観光協会、Ｊ

Ａ北魚沼等と連携して小規模事業者に対して出展支援を行い、全国的な販路開拓と認知

度の向上を支援していきます。【指針④】 

 

(4)   全国商工会のホームページとして利用されているＳＨＩＦＴや中小企業庁ミラサポに

事業所登録と商品登録をして全国的な販路開拓を支援していく。【指針④】 

 

（5）  新商品や新しい役務の提供には、会報や地域新聞、関係機関の広報誌、ホームページ

等を積極的に利用し、地域への認知度を向上させる取組みを支援します。【指針④】 

 

（目標） 

  地域の小規模事業者が、あらゆる機会を利用して特産品等の販路開拓や取引先の増加、商

品の認知度を向上させるための出展を支援し、さらに関係機関の広報誌、マスコミやＩＴを

利用することにより全国的な販路開拓に繋がっていくことを目標とします。 

 

項  目 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30年度 31 年度

展示会、商談会開催回数 1 1 1 1 1 1

バイヤー来場者数 50 50 50 50 50 50

各種イベントへの参加回数 3 4 5 5 5 5
展示会・イベント出展支援者数 7 8 9 10 11 12

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域活性化事業 

  

地域の特産品であるユリの切り花を新潟県、魚沼市、魚沼市観光協会、ＪＡ北魚沼と連携

し「魚沼新ブランド事業」として会議を実施し、今後のイベントでの活用法を検討していき

ます。特産品とされている野菜は加工食品としての製品開発までつなげていきたい。またイ

ベント・お祭りには、各種特産品を積極的に販売し、知名度のアップを図ります。さらに既

存のイベントがマンネリ化してこないように、青年部を中心とした「イベントブラッシュア

ップ検討会議」を開催し、交流人口の増加を目的とした魅力ある地域イベント、祭りを開催

し地域経済の活性化を図ります。 

 

 



（事業内容） 

（1）  新潟県、魚沼市、魚沼市観光協会、ＪＡ北魚沼と連携し、特産品であるユリを利用し

たイベントについて既存の事業から魅力ある新しい取り組みに変えていきます。ユリの

ブランド化を推進し、商店街にも展示する等の試行を重ねてユリ祭りを拡充し、ユリの

町をアピールしながら地域活性化を図ります。 

 

（2）  農商工連携を強めるために連携会議を立上げ、地域内では余剰気味の地元農産物を加

工した新製品の開発に繋げていきます。  

 

（3）  既存のお祭りやイベントがマンネリ化しないよう、青年部中心に「イベントブラッシ

ュアップ検討委員会」を組織します。また、お祭りやイベントには地域特産品の販売と

ＰＲを兼ねた出展を促し、販路開拓と知名度アップにつなげ、地域経済を活性化してい

きます。  

 

（目標） 

  行政を含めた農商工連携会議を実施し、既存のブランド品に磨きをかけていきます。また

ブランド品のイベントでの利用方法を併せて検討していきます。さらに特産品を加工した新

商品開発までつなげていきたい。また祭り、イベントをマンネリ化させないよう、常に進化

していることを内外にアピールし、観光客の増加と、特産品の出展販売を繰り返しながら販

路開拓と知名度アップにつなげ地域経済を活性化していきます。 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30年度 31 年度

開催回数 6 6 7 7 7 7

出展者数 3 4 5 6 7 7

来場者数 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 55,000

 

３．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 

Ⅰ．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 

 

  魚沼市内の商工会を対象とする「魚沼市商工会連絡協議会」や商工会職員の「経営発達支

援能力向上勉強会」を立上げ、支援ノウハウ、支援の現状、さらに共同事業としての経営発

達支援の在り方について情報交換します。 

  主に経営指導員が集まる「職制別研修会」「経営指導員研修会」等において情報交換の時間

を新設しそこでも経営発達支援の在り方について情報交換をする。また、新潟県、魚沼市、

魚沼市観光協会、ＪＡ北魚沼等「魚沼新ブランド事業」のメンバーや他の商工会、支援機関

及び専門家と連携し、各地域の小規模事業者の需要動向、支援ノウハウ等に関して情報交換

するなどにより、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図ります。 

 

Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

(1) 新潟県商工会連合会が主催する研修の参加の他、新潟県、（財）にいがた産業創造機構等が
主催するセミナーや、中小企業大学校三条校の主催する研修に経営指導員 が年間５回程度
参加することで、従来の経営・税務等の必要な能力向上に加え、小規模事業者の売上や利

益を確保することを重視した支援能力の向上を図ります。 



 
(2) 連携する支援機関や金融機関等から講師を招き、経営指導員と経営支援員を対象に実践的

な内容で意見交換や研修会を実施し支援能力の向上を図ります。 
 

(3) 魚沼市内の商工会職員を対象とした「経営発達支援能力向上勉強会」を、講師を交えて年

２回程度実施する。各地域の事例や問題点を洗い出し、講師とディスカッションしながら

支援能力の向上と問題点解決能力の向上、さらに小規模事業者の利益の確保に資する支援

ノウハウの習得を図ります。 

 

(4) 職場内では「経営発達支援の勉強会」を随時開催し、経営指導員だけでなく経営支援員も

参加し、蓄積された情報を共有化しながら組織内で経営指導員のノウハウを共有します。

 

(5) 若手経営指導員については、商工会内において、ベテラン経営指導員とチームで小規模事

業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなどＯＪＴにより

伴走型の支援能力の向上を図ります。 

 

Ⅲ．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

を行います。 

 

① 正副会長、魚沼市担当課等の有識者により、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に報告し承認を受けます。 
 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を通常総会で報告し、堀之内商工会のホームページ 
ＵＲＬ http://www.horinouti.or.jp/に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 

（平成２７年１現在）

（１）組織体制（合計 5名） 

    堀之内商工会 ・業 務 課 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 1名・記帳専任職員 1名） 

        

（※経営発達支援事業は主に経営支援室の職員が実施します） 

 

 

（２）連絡先 

   ・住 所 〒949-7413 新潟県魚沼市堀之内 320 番地 1 

                堀之内商工会 

   ・ＴＥＬ 025-794-2433 

   ・ＦＡＸ 025-794-3218 

   ・Ｅ-mail horisyo@beige.ocn.ne.jp 

      ・ＵＲＬ http://www.horinouti.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27年度 

( 平成 27 年 

4 月以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 1,300 1,500 1,700 1,600 1,700

 

小規模企業対策

事業費 

 
・地域景況調査事

業費 

 

・消費者動向調査 

事業費 

 

・会員実態調査事

業費 

 

・事業計画策定・

実施支援事業費 

 

・創業・第二創業

支援事業費 

 

・小規模事業者販

路開拓支援事業費 

 

・地域活性化事業

費 

 

・経営指導員等資

質向上事業費 

 

 

 

 

100 
 

 

100 
 

 

200 
 

 

200 

 
100 

 

 

200 
 

 

300 

 

 
100 

 

 

 

150

0

250

200

200

 

300

300

 

 

 100

150

100

250

200

200

400

300

 

 

 100

 

 

 

150 
 

 

0 
 

 

250 
 

 

200 

 
200 

 

 

400 
 

 

300 

 

 

100 

150

100

250

200

200

400

300

 

 

100

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、商工会費、事業受託費、各種事業収入 

 

 

（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。 

 

 



（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．地域の経済動向調査 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 

Ⅵ．地域活性化事業 

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交換に関すること 

Ⅷ．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 

・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 

（役割）Ⅷ．経営指導員等の資質向上 

（効果）資質向上目的の研修会が経営発達支援能力の向上になり効果は大きい 

 

・魚沼市 市長 大平 悦子 

 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島 130 番地 1 

（役割）Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援 

    Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 Ⅵ．地域活性化事業 

    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、強力なバックアップが必要であ

り、協働で進行していく分野も多く効果は絶大である。 

 

・（財）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」 

（役割）Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 Ⅴ．創業・第二創業（経営革新）支援 

    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交換に関すること 

    Ⅷ．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。 

 

・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 

（役割）Ⅷ．経営指導員等の資質向上 

（効果）資質向上目的の研修会が経営発達支援能力の向上になり効果は大きい 

 

 

 



 

・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 

（役割）Ⅷ．経営指導員等の資質向上 

（効果）資質向上目的の研修会が経営発達支援能力の向上になり効果は大きい 

 

・（一社）魚沼市観光協会 会長 三友 泰彦 

 〒946-8601 新潟県魚沼市吉田 1144 番地 

（役割）Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 Ⅵ．地域活性化事業 

    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交換に関すること 

（効果）小規模事業者の販路開拓支援事業においては、豊富な情報量や出展に関するコ

ネクションもあることから、バックアップが期待でき効果は絶大である。 

 

・北魚沼農業協同組合 代表理事組合長 三浦 哲郎   

〒946-0024 新潟県魚沼市中原 258 番地 3 

（役割）Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 Ⅵ．地域活性化事業 

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交換に関すること 

（効果）魚沼ブランドを多く取り扱う組織であり、商工会と共同で実施しているイベン

トもあるので、より一層の関係強化で販路開拓や地域活性化が期待できる。 

 

・（財）新潟経済社会リサーチセンター 研究部長 江口 知章 氏 

〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通 2-1-18 だいし海上ビル 

（役割）Ⅰ．地域の経済動向調査 Ⅱ．経営分析・需要動向調査  

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援  

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援  

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交換に関すること

Ⅷ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（効果）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。「堀之内経営塾」では、課題の抽出から事業計画策定等事業

の先導役としての効果は最大である。 

 

・㈱全国商店街支援センター支援パートナー 

    ㈱ラフィネット総合企画 代表取締役 水井 澄人 氏 

（役割）Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援  

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交換に関すること 

（効果）繁盛店づくり実践コースで個店の店舗レイアウトから集客力を上げていく事業

や「堀之内経営塾」に参加した個店を中心に消費動向に対応した繁盛店づくり

のポイントをセミナー形式で開催し、販路開拓のエキスパートとして効果は絶

大である。 

 

・㈱日本政策金融公庫長岡支店 支店長 伊藤 定史  

〒950-0087 新潟県長岡市千手 3-9-23 



（役割）Ⅰ．地域の経済動向調査  

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援   

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交換に関すること

Ⅷ．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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



連携体制図等 

【Ⅰ．地域の経済動向調査 Ⅱ．経営分析・需要動向調査】 

 

    堀之内商工会    （財）新潟経済社会リサーチセンター 

                 各種調査・分析協力 

              （財）にいがた産業創造機構 

                 セミナー開催 

              

【Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援 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交換に関すること Ⅷ．経営指導員等の

資質向上等に関すること】 

 

    堀之内商工会    新潟県・魚沼市役所 

                 研修会・広報・情報交換 

              新潟県商工会連合会 

                 研修会・情報の提供・創業支援 

              （財）にいがた産業創造機構 

                 創業・研修会・相談会・事業計画策定実施支援 

              中小企業大学校三条校 

                 研修会・創業支援セミナー 

 

【Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援】 

 

    堀之内商工会    魚沼市役所 

                 広報・出展支援 

              （一社）魚沼市観光協会 

                 広報・出展支援 

 ㈱全国商店街支援センター 

                 販路開拓セミナー開催・商店臨店研修支援 

 

【Ⅵ．地域活性化事業】 

 

    堀之内商工会    魚沼市役所 

                 イベント・祭り協力 

              （一社）魚沼市観光協会 

                 イベント・祭り協力 

              ＪＡ北魚沼 

                 イベント・祭り協力 

    堀之内十五夜祭り実行委員会・雪中花水祝い実行委員会・お神送り実行委員会・

皇大市実行委員会・新魚沼ブランド実行委員会・シバザクラ祭り実行委員会 

 


