
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
塩沢商工会（法人番号 5110005013139 ） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

南魚沼市は、「自然・人・産業の和で築く 安心のまち」をコンセプト

としている。 

商工会は、役割を踏まえて小規模事業者の中長期的持続的発展のため

当地域の魅力ある地域資源を発掘し地域内外に効果的に発信していく。

自然を生かし、スキー観光をはじめとする観光振興、また、商店街に

おける交流人口の増加を図る各種イベントの開催と的確な情報発信を行

う。また、小規模事業者は自身の強みや魅力を向上させ、積極的にかか

わることで持続的発展を強固なものとすることを目標とする。 

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 

 ・塩沢地域の小規模事業者の景気動向調査。（新規事業） 

 ・塩沢地域交通量調査。（新規事業） 

関係機関が行う景気動向調査と特性等比較し参考とする。 

２．経営分析調査 

・経営分析セミナー。（既存事業改善） 

３．事業計画策定支援 

・事業計画策定のための個別相談会。（既存事業改善） 

４．事業計画策定後の支援 

・フォローアップのための巡回指導。（既存事業改善） 

５．需要動向調査 

・新規商品開発・販路開拓のための需要動向調査。（新規事業） 

・塩沢地区観光客の需要動向調査。（新規事業） 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

 ・しおざわ雪譜まつり出展事業。（既存事業改善） 

・新米の陣及び収穫祭出店事業。（既存事業改善） 

・地域産品販路開拓事業。（既存事業改善） 

・南魚沼いいものガイド出品事業。（既存事業改善） 

・魚沼ビジネス交流会出店事業。（既存事業改善） 

・ＳＨＩＦＴ登録支援 

Ⅱ．地域経済の活性化 

１．南魚沼市地域産業支援プログラムの協力。（既存事業改善） 

 ・産．学．金．官連携による活性化モデルの確立。 

２．四つの駅前商店組合協議会。（新規事業） 

３．スキー場を活用した夏のイベント開催。（新規事業） 

連絡先 

塩沢商工会  郵便番号   〒949-6408  
住  所   新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 
電話番号   025-782-1206   
FAX番号   025-782-4044 

  E - mail    shiozawa@shinsyoren.ne.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 

南魚沼市は新潟県の南端に位置し、新

潟市から約100km、首都圏から約200km

の距離にあり、塩沢地域は南魚沼市の南

側に位置する。塩沢地域は、群馬県と接

し関東からの玄関口に位置しているた

め、高速道路や新幹線をはじめ道路網・

鉄道網が充実している。市内には新幹線

の浦佐駅があり、越後湯沢駅も隣接して

いる。さらに、関越自動車道が新幹線と

並行しており、南魚沼市内にある３つの

インターチェンジ（塩沢石打IC・六日町

IC・大和スマートIC）が国道１７号と接

続しているため関東圏とのアクセスは

非常に良好である。 

また、南魚沼市は南東を標高2,000メートル級の谷川連峰などの山々が連なり、北西に

魚沼丘陵に囲まれた盆地にあって、「魚沼産コシヒカリ」を代表する稲作の産地として

農業が盛んである。全国有数の豪雪地帯でもあり、毎年2ｍ近い積雪が記録され、交通

機関などへの影響も与えるものの、スキー観光を中心とした観光都市として大きな特徴

を有している。 

南魚沼市は、平成16年に六日町と大和町が新設合併、平成17年10月に塩沢町が編入合

併し新市として誕生した。平成26年現在の南魚沼市の人口は、58,462人（高齢化率26.3%）

で、平成7年の66,118人（高齢化率24.8%）をピークに減少に転じ、将来人口予想による

と平成47年には47,195人（高齢化率39.1%）となり、人口の減少と高齢化が急激に進む

と予想されている。なお、南魚沼市の人口は、県内30市町村中9番目の規模で、県内人

口の2.56%を占めている。 

 
【南魚沼市の人口と将来人口の推移】 
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【南魚沼市の人口構成の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域の産業 

 南魚沼市は、「南魚沼産コシヒカリ」を代表とする農業を基幹産業としながら、古く

から「塩沢紬」「越後上布」等の織物産業の生産地として発展し、陸路の三国街道・清

水峠、水路の魚野川という交通網を活用した物資の集散地として、この地方の商業都市

の機能も有していた。 

 昭和50年代には、上越新幹線・関越自動車道の開通により高速交通網が整備されたこ

とで、首都圏からの新潟県の玄関口としての機能を有し、スキー観光や温泉を中心とし

た観光都市としても大きく発展してきた。 

 また、計画的に工業誘致を推進してきたこともあり、機械製造業を中心とした多くの

工場が進出し、農業はもとより商業・工業・観光業のいずれの分野においてもバランス

のとれた産業構造を持つ地方都市として発展してきた。 

 特に塩沢地域においては、南魚沼

市内にある７つのスキー場の内、集

客力のある上越国際スキー場や石

打丸山スキー場を有するほか、江戸

時代の三国街道沿いの宿場町を再

現し、平成２３年度都市景観大賞・

２０１５アジア都市景観賞を受賞

した塩沢宿「牧之通り」、平成２１

年ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」の主

人公直江兼続が幼少期を過ごした

「雲洞庵」、県内でも有数の遊園地

「上越国際プレイランド」など観光資源が豊富にあり、主に観光客をターゲットとした

小売業・飲食宿泊業が盛んな地域である。 

 平成１３年当時の観光客数合計は３９３万人で、うちスキー客は48.1%にあたる１８

９万人であったが、平成１６年の新潟県中越大震災による影響により観光客は減少傾向

にあった。ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」の放映により平成２１年の観光客数は４６８万

人を超えたものの再び減少に転じ、平成２３年は３００万人となり、大河ドラマ効果は
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一過性のものに留まった。その後、平成２２年に塩沢宿「牧之通り」の竣工と、翌年の

都市景観大賞の受賞により「産業観光」による観光客数が増加し、平成２６年の観光客

数は４０１万人となり、うちスキー客は31.6%の１２６万人、産業観光客は25.1%の１０

０万人となっている。 

 従来、当地域の

観光は、冬季スキ

ー客に依存してい

たものの、地球温

暖化による不安定

な積雪量や、スキ

ー客の減少傾向に

より、通年観光の

重要性を認識し課

題としていた。そ

の後、塩沢宿「牧

之通り」の観光資

源の開発等に努力

してきてはいる

が、当地域におい

ても人口減少・少子高齢化、後継者不足、郊外型大型店舗やコンビニエンスストアの進

出など、地方経済衰退の典型的な課題を突き付けられており、塩沢地域の主要産業であ

る卸小売・飲食宿泊業の事業所数はもちろん、個々の売上高も減少傾向にあり、経営環

境は厳しい状況にある。 
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都市景観大賞を受賞した塩沢宿「牧之通り」 

 

３ 小規模事業者の現状と課題 

 塩沢地域の小規模事業者数の半数以上が卸小売・飲食宿泊業であり、前述のとおり、

冬季スキー客や産業観光などの観光客数の影響を受けやすい体質にあった。一方で、今

では観光名所である牧之通りを含む４つの通りは、当地域の中心商店街としての役割を

担っており、地元住民にとっても大切な生活必需品の購入場所でもあった。しかしなが

ら、車社会の対応の遅れ、多様化する消費者ニーズへの対応の遅れ、各種ショッピング

センターやコンビニエンスストアの進出などにより、塩沢地域の小規模事業者は地元客

や観光客の需要に必ずしも対応しているとは言えない状況にある。 

 国道１７号は、地元住民及び新潟県と群馬県を行き来する車両が相まって交通量は非

常に多く、その国道沿いにスーパーマーケットが２件、ＪＡの食料品店が１件、さらに
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近年コンビニエンスストアが塩沢地区約１２㎞の区間内に６件進出し、地元商店に大き

な影響を与えている。 

 一方、飲食店は国道沿いに２６件あり、牧之通りなどの観光客が立ち寄る場所にも点

在しているものの、観光客への知名度は低く、県内外を問わず観光客に対する自社の魅

力を発信する力が求められている。 

 塩沢地域内に宿泊業を営む事業所が８１件あり、温泉街を形成しているわけではない

ためそれぞれの旅館が点在している。塩沢地域に訪れるスキー客は、そのほとんどがス

キー場内にある大手ホテルに宿泊し、ホテル内で飲食等を済ませるため、スキー客によ

る波及効果は限定的であった。また、夏季の観光客、とくに団体客は、塩沢地域の観光

資源に立ち寄るものの宿泊は、温泉街を形成する隣接の湯沢町を利用するケースがほと

んどであり、通年観光客が増加したものの、厳しい経営環境を余儀なくさせられている。

 しかし、近年、東京の会社が塩沢地域で廃業した旅館を買い取り、リニューアルし、

里山をモチーフに提案型旅館としてグッドデザイン賞を受賞するなど成功を収めてい

る事例もある。宿泊業についても、当地域の魅力とともに自社の魅力を効果的に発信す

る力が求められている。 

 塩沢地域のおける建設業と製造業は、事業所数において27.1%を占めることから無視

できない存在である。建設業においては、公共工事や除雪に頼らない体質が求められて

おり、高齢化社会に対応した地元ニーズを的確に把握し、事業計画策定による計画的な

経営を図ることが求められている。また、製造業においても同様、自社の魅力を再確認

し、取引先のニーズを的確に把握し、事業計画策定による計画的な経営を図ることが求

められている。 

 最後に、塩沢地域においても小規模事業者の高齢化による廃業が増加傾向にある。小

規模事業者の廃業による事業者数の減少は、地域経済を疲弊させるとともに、観光をメ

インとする当地域にとって、地域の魅力の発信する力を失うことであり大変重大な課題

である。塩沢地域においては、創業の促進と後継者対策は必須の課題である。 

 

４ 商工会の役割 

 商工会は、塩沢地域の総合的経済団体として、人口減少、高齢化、国内外の競争の激

化、地域経済の低迷等の構造変化に直面する中小企業、とりわけ小規模事業者にとって

最も身近な支援機関としての役割を果たさなければならない。 

そのためにも、商工会は塩沢地域の小規模事業者が直面する課題を自らの課題として

捉え、地域経済の活性化を図り、小規模事業者の持続的発展を目指し、課題を解決して

いく支援機関として、実績を重ね、小規模事業者の信頼を獲得していく必要がある。 

 

５ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 南魚沼市の産業振興は、その１０年ビジョンとして「豊かな自然を活かし、自然や人

にやさしい力強い産業のまち」を目標とし、地域の自然・歴史・伝統を尊重した産業の

まちづくりと賑わい空間の創出、ニュービジネスの創出、ビジネス・ネットワークの構

築を長期展望として掲げている。 

 商工会としても、南魚沼市の産業振興に協調し、小規模事業者の中長期的な振興のあ

り方として次の目標を設定する。 
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（１）地域資源の活用による小規模事業者の振興 

地域の自然・歴史・伝統である「地域資源」を、商店街の振興や観光客の誘致に活

用し、魅力ある賑わいの空間を創出することで、小規模事業者の振興を図る。 

 

（２）ニュービジネス創出による小規模事業者の育成・支援 

地域内の新たな所得・雇用を生み出すニュービジネスやコミュニティ・ビジネスを

創出するため、常に時代が求める消費者需要とその掘り起こしを調査研究するととも

に、地域の既存産業が求める「新商品開発」「販路拡大」等の需要にも対応できるよ

う小規模事業者を育成・支援する。 

 

（３）ネットワークの構築と小規模事業者の振興支援 

ビジネス分野において専門的知識・資格を有する人材や関係機関とネットワークを

構築し、小規模事業者の振興支援のために活用する。 

 

６ 経営発達支援計画の目標と事業方針 

 南魚沼市の産業振興、小規模事業者の中長期的な振興のあり方、小規模事業者の現状

と課題、商工会の役割を踏まえ、小規模事業者の持続的発展のための「売上の向上」と

「利益の確保」のために商工会が実施する経営発達支援計画の目標とそれぞれの事業方

針を次のとおり定めることとする。 

 

（１）地域資源の活用による小規模事業者の振興 

【目標】 

 ①地域資源の発信 

 当地域にある魅力的な「地域資源」を発掘し、地域外に効果的に発信することで、

当地域のイメージ向上を図り、観光客の誘致に努める。 

②地域資源を活用した商店街の振興 

商店街における交流人口の増加を図るため、地域資源を活用した各種イベントの

開催や発信等積極的な取組みを実施する。 

③小規模事業者の魅力発信 

小規模事業者も地域資源と位置づけ、塩沢地域の小規模事業者の魅力（強み）を

発掘し、その魅力を確固たるものとし、それぞれのターゲット（顧客）を明確に定

めた上で、地域内外に効果的に発信し、小規模事業者の持続的発展を強固なものと

する。 

 

【事業方針】 

 上記目標達成のためには、特に「③小規模事業者の魅力発信」が重要なものとなる。

小規模事業者の持続的発展なくして、地域の魅力を発信しても、それは一過性のものと

なり、観光客や交流人口の増加は望めない。 

 よって、「③小規模事業者の魅力発信」のため、小規模事業者それぞれの「強み」を

再認識し、それぞれの「顧客」を明確化させ、効果的に発信するために、地域の経済動

向を把握し、経営分析を行って、需要動向を把握したうえで、事業計画策定から、事業

計画策定後の実施、需要開拓のための支援まで、小規模事業者の持続的発展のための一
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連の支援を実施する。 

また、併せて「①地域資源の発信」及び「②地域資源を活用した商店街の振興」の目

標については、関係機関と連携し取り組むものとする。 

 

（２）ニュービジネス創出による小規模事業者の育成・支援 

【目標】 

 ①創業・第二創業促進支援 

 塩沢地域において新たなビジネスや新規事業者が起業しやすくするよう、創業及

び第二創業を支援するとともに、後継者対策事業を実施する。 

②新商品開発・販路拡大支援 

 当地域の小規模事業者が強みや機会を活かし開発する新商品や、開発した新商品

の販路開拓を支援する。 

 

【事業方針】 

 上記目標達成のためには、新規創業者の掘り起こしのための施策と、新規創業者・第

二創業者のスムーズなビジネス展開を支援するためのノウハウが必要である。具体的に

は、創業セミナー等を通じた創業予定者の動機づけと事業計画の策定から実行までの支

援、地域内外の需要動向を的確に把握するための情報収集と分析、併せてこれまで経営

改善普及事業で培った金融・税務・労務など経営の側面的支援などを総合的に支援する

ことが必要である。 

 よって、関係機関が実施する創業セミナー等参加者の掘り起こしと、創業セミナー等

関係機関への協力、創業セミナー等参加者に対する事業計画策定から、事業計画策定後

の実施、需要開拓のための支援までの一連の支援を実施する。 

 

（３）ネットワークの構築と小規模事業者の振興支援 

【目標】 

 ①関係機関等とのネットワーク構築 

 マンパワーの限られた商工会のみで、経営発達支援計画の目標を達成することは

難しいため、専門的知識や資格を有する人材や関係機関との連携を図り、関係機関

等とのネットワークを構築し、お互いの支援ノウハウを共有し、お互いの施策を活

用することで、経営発達支援計画の目標達成と塩沢地域の小規模事業者の持続的発

展の実現を目指し取り組むものとする。 

 

【事業方針】 

 上記目標の達成のため、行政、金融機関、他の支援機関、周辺商工会、大学など関係

機関とネットワーク構築のための定期的な「場」を設定する。また、専門的知識や資格

を有する人材と連携し専門的で高度な支援にも対応するとともに、その支援ノウハウを

学ぶためミラサポ、よろず支援拠点やエキスパートバンク等の専門家派遣事業を活用

し、小規模事業者の持続的発展のための支援を実施する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２９年４月１日～平成３４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） 

さまざまな地域経済動向に関する統計データは存在するが、そのほとんどが県単位や

中越地区など大きな地域のみであり、塩沢地域の小規模事業者に限定し調査されたもの

はなく、塩沢地域の経済動向についてデータに基づく状況を把握することはできなかっ

た。また、商工会としてもそのような調査を実施してこなかった。 

また、小規模事業者が独自で調査を行うことや、各種統計データから自己の業種に係

る分析をすることは容易なことではなかった。 

さらに、新潟県商工会連合会が中小企業庁の委託により実施している「中小企業景気

動向調査」について、商工会ではその調査結果を会報やホームページで公表するのみで、

小規模事業者が策定する事業計画のための資料として活用してこなかった。 

 

（改善方法） 
今後は塩沢地域の小規模事業者の経済動向を把握するため、商工会独自の調査を実施

する。その上で、独自の調査結果と、国、県、金融機関、新潟県商工会連合会等が実施

した経済動向調査の結果とを比較分析し、その結果について会報、ホームページでの公

表や、巡回指導等で小規模事業者に情報提供するとともに、小規模事業者の策定する事

業計画の基礎資料として活用する。 
また、塩沢地域の小規模事業者の経営に影響を受けやすい観光客数の動向を把握する

ため、交通量調査を実施し、塩沢地域に来訪する観光客をターゲットとする小規模事業

者の事業計画策定のための基礎資料として活用する。 
 

（事業内容） 

（１）塩沢地域景気動向調査（新規事業） 

①調査目的 塩沢地域の小規模事業者の景気動向を把握するため 

 

②対象者 卸小売、製造業、建設業、飲食宿泊業、各５事業所の計２

０事業所 
 

③調査方法 巡回訪問による聞き取り調査 

 

④調査回数 ４半期毎（年４回） 
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⑤調査項目 今期の売上高、仕入単価、収益、雇用動向、設備動向、景

況感について、それぞれの前期比、来期の見通し（DI値）
 

⑥活用方法 ・塩沢地域の小規模事業者の景気動向の把握 

・他の関係機関の調査結果との比較し、塩沢地域の特性に

ついて分析（※） 

・小規模事業者の事業計画策定の際の基礎資料として活用

・南魚沼市地域産業支援連絡協議会等において調査結果を

公表し、小規模事業者の現状と課題を共有する 

 

⑦提供方法 ・会報及びホームページ 

・巡回訪問時に情報提供 

 

⑧小規模事業者に 

対する効果 

・塩沢地区の業種ごとの景気動向を知ることで、今後の経

営戦略に活用することができる。 

 

  ※関係機関が実施する景気動向調査と比較し、塩沢地域の特性を把握するため次の

関係機関の調査結果を参考とする。 

   ①新潟県の経済動向（実施機関：新潟県、調査頻度：毎月） 

    県内における個人消費・物価、住宅投資、設備投資、公共投資、生産、雇用、

企業収益等の調査結果から、県内経済の概況について調査したもの。 

    調査結果は県内経済の概況として公表されるため、地域別や業種別の特性は把

握できないが、塩沢地区の調査データと県全体の経済動向と比較することは可能

である。 

   ②新潟県企業動向調査 

（実施機関：（一財）新潟経済社会リサーチセンター、調査頻度：四半期ごと）

    県内企業１，０００社における生産・売上、在庫、仕入・販売価格、採算・資

金繰り、雇用、設備投資、経営上の問題点等について、全産業、業種別、規模別、

地域別の業況感を調査したもの。 

    ここでは、県内企業１，０００社の規模別（大企業、中堅企業、中小企業）、

地域別（上越地域、中越地域、下越地域）の調査データと塩沢地区の調査データ

を比較することが可能である。 

   ③中小企業景況調査（実施機関：新潟県商工会連合会、調査頻度：四半期ごと）

県内の小規模事業者２２５社を対象に、売上高、採算、資金繰り、設備投資の

状況、経営上の問題点等について、前期・今期・来期の見通しを比較した DI 値を

業種別に調査したもの。 

ここでは、県内小規模事業者の業種別の調査データと塩沢地区の調査データを

比較することが可能である。 

 

（２）塩沢地域交通量調査（新規事業） 

①調査目的 塩沢地域に来訪する県内外の観光客数とその動向を把握

するため 
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②調査内容及び 

方法 

国道１７号を往来する車両及び牧之通りに来訪する観光

バスのナンバーから県内外の来訪者数を調査する 

 

③調査回数 スキーシーズンの２月、ゴールデンウィークの５月、お盆

や夏休みの８月、紅葉シーズンの１０月（年４回） 
 

⑥活用方法 ・調査結果から、県別地域別来訪者の数、季節特性、来訪

者数の推移等を分析し、小規模事業者の事業計画策定の際

の基礎資料として活用する。 

・南魚沼市地域産業支援連絡協議会等において調査結果を

公表し、小規模事業者の現状と課題を共有する。 

 

⑦提供方法 ・会報及びホームページ 

・巡回訪問時に情報提供 

 

⑧小規模事業者に 

対する効果 

・塩沢地区の来訪者数を知ることで、観光客をターゲット

とする小規模事業者の今後の経営戦略に活用することが

できる。 

 

 

（目標） 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１）塩沢地域景気動向調査       

 調査回数 なし 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回

 調査事業所数 なし ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

 提供回数 なし 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回

（２）塩沢地域交通量調査       

 調査回数 なし 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回

 提供回数 なし 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

 これまでは、金融や税務に関する相談があった際に事業者の経営状況について分析す

る状況であった。分析内容も相談事項に係る財務分析が主であったため、事業者の利害

関係者、経営資源、経営環境に関する分析までには至っていなかった。 

 また、小規模事業者が事業計画を策定するうえで、経営状況の分析をすることが必要

不可欠なステップであることを認識しておらず、商工会としても啓蒙してこなかった。
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（改善方法） 

 今後は、財務分析に留まらず、小規模事業者の利害関係者、経営資源、経営環境に関

する経営分析を実施し、小規模事業者の強み・弱み・機会・脅威を把握した上で、事業

計画策定及び経営戦略立案のための資料として活用できるよう支援するとともに、自ら

の経営分析を自発的・自律的に実施し、事業計画を自ら策定できるよう支援する。 

 なお、経営状況の分析支援にあたっては、セミナーや巡回指導等を通じて事業計画の

策定に意欲を示した小規模事業者を重点支援先として選定し実施していくこととする。

 

（事業内容） 

（１）目的 

 商工会が実施するセミナーや巡回指導等の各種支援を通じて小規模事業者に経営分

析の重要性を認識してもらい、小規模事業者が経営分析をし、事業計画策定及び経営戦

略立案のために活用することを目的とする。 

（２）重点支援先の選定 

 支援先の選定にあたっては、商工会が実施する各種セミナーの参加者、商工会が提供

する会計ソフト「ネット de 記帳」の支援先、金融・税務等の相談者、巡回指導の際に、

経営分析の必要性・重要性について説明し、売上の向上、利益の確保、販路の拡大、新

商品開発等を目指し意欲を示した小規模事業者を「重点支援先」として経営状況の分析

支援を実施する。 

（３）分析項目及び方法 

 小規模事業者の経営は、資金繰りに左右されやすいため、利益を確保できる事業かど

うかを判断するための損益分岐点売上高、売上総利益率、売上営業利益率等や、財務の

安全性を判断するための流動比率、当座比率、固定比率、キャッシュフロー等の財務分

析を実施する。 

 続いて、経営に重要な利害関係にある顧客・競合・自社の視点、事業を取り巻く外部

環境について政治的・経済的・社会的・技術的な視点、自社の経営資源であるヒト・モ

ノ・カネの視点から、最終的に自社の経営資源の強みと弱み、外部環境の機会と脅威に

ついて「ＳＷＯＴ分析」を実施し、財務分析と合わせて今後の事業計画の策定と経営戦

略の立案に活用できるよう支援する。 

（４）小規模事業者に対する効果 

 経営分析の重要性を理解することで、事業計画策定の必要性と今後の経営戦略の方針

を定めることができ、場当たり的な経営から、事業計画に基づく経営に移行することが

できる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営分析事業者数 ５ ９ １２ １５ １８ ２１ 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

 多くの小規模事業者は、自らの事業計画を策定しておらず、また、事業計画策定の重



- 12 - 
 

要性を理解していないため、実績管理（ＰＤＣＡ）ができない場当たり的な経営に終始

していた。また、たとえ作成していたとしても、融資や補助金を獲得するための事業計

画であり、事業の持続的発展のために自発的に作成されたものではなかった。 

 さらに、商工会としても事業計画策定の重要性を認識させる機会を設けることも少な

い状況であり、積極的に事業計画策定を推進してこなかった。 

 

（改善方法） 

２０１６年度の小規模企業白書によると、小規模事業者持続化補助金の申請にあた

り、事業計画を策定し、採択され、販路拡大に取り組んだ事業者のうち「売上が向上」

したとする事業者が９割以上を占めていることから、セミナーの開催や巡回指導等を通

じて事業計画策定の有効性について積極的に啓蒙する。 

また、小規模事業者自らの事業に則した事業計画の策定が必要になることから、重点

支援先に対して的確な経営分析と、それに基づく経営戦略の立案について支援実績のあ

る専門家から個別具体的な指導を実施するための個別指導会を実施するものとする。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定セミナー（既存事業改善） 

①支援目的 事業計画策定の重要性、有効性について説明し、理解した

うえで、地域経済動向や需要動向調査を通じた経営分析等

に基づき事業計画を策定するための支援を目的とする。 

 

②支援方法 

 及び内容 

・事業計画策定の重要性、有効性 
・事業計画策定による成功事例 
・事業計画策定のための経営分析 
・事業計画策定後の実績管理（PDCA） 
以上の内容について、中小企業診断士等の支援実績のある

専門家から講演してもらい、事業計画策定のための一連の

流れと、事業計画策定の有効性について理解できるよう実

施する。 
 

③小規模事業者に 

対する効果 

事業計画策定のための一連の流れや、事業計画策定の重要

性・有効性を理解することで、事業計画に基づく経営が実

現できる。 

 

（２）事業計画策定のための個別相談会（既存事業改善） 

①支援目的 自らの事業に則した事業計画の策定について支援を目的

とする。 

 

②対象者 事業計画策定セミナーや経営指導員による巡回指導等に

より事業計画策定の重要性、有効性について理解し意欲を

示したものの、自らの事業に則した事業計画の策定までに

至らない小規模事業者（重点支援先） 
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③支援方法 

 及び内容 

・事業計画策定の一連の流れ 
・自社の経営分析 
・経営分析結果から事業計画策定と経営戦略の立案 
上記の内容について、中小企業診断士等の支援実績のある

専門家から、相談者の事業に則した個別具体的な事業計画

策定について指導を実施する。 
 

④小規模事業者に 

対する効果 

自らが関与し策定した事業計画に基づき経営を実現する

ことで、事業の持続的発展のための礎とすることができ

る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１）事業計画策定セミナー       

 開催回数 １ １ １ １ １ １ 

 参加者数 １５ １７ １７ ２０ ２０ ２５ 

（２）事業計画策定のための

個別相談会 
      

 開催回数 １ １ １ １ １ １ 

 参加者数 ５ １０ １２ １６ ２０ ２５ 

事業計画策定事業者数 ５ ９ １２ １５ １８ ２１ 

 

 

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） 

 従来の事業計画策定後の実施支援は、商工会を通じて借り入れたマル経資金１，５０

０万円超の小規模事業者や、小規模事業者持続化補助金の採択者のみであり、その支援

内容についても、巡回指導や窓口指導の際に進捗状況を確認するのみで、事業計画の見

直しや実施のための支援にまで踏み込んだ内容ではなかった。 

また、計画的・定期的なフォローアップではないため、ＰＤＣＡサイクルが働かず、

商工会及び小規模事業者ともに実績管理（ＰＤＣＡ）ができない状況であった。 

 

（改善方法） 

 小規模事業者を取り巻く環境の変化が激しいことから、事業計画が陳腐化したり、策

定時には予期しなかった事象が起きたりするなど、事業計画の修正が必要となることが

多いことから、重点支援先に対して定期的な進捗管理を行い、計画的・定期的なフォロ

ーアップを積極的に実施する必要がある。 

 さらに、事業計画を実施するにあたり、高度で専門的な課題に対応するための支援が

必要となる場合は、関係機関が実施する専門家派遣事業等を活用して、その対応にあた

る必要がある。 
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（事業内容） 

（１）フォローアップのための巡回訪問（既存事業改善） 

①支援対象者 重点支援先 

②支援頻度 四半期に一度（年４回）の巡回指導 

③巡回指導時の 

 確認項目 

・事業計画の進捗状況の確認（売上高の推移、利益率の推

移、新商品開発状況、販路拡大策の進捗状況など） 
・経営環境の変化等の確認（資金繰りの状況、外部環境・

内部環境の状況など） 
・事業計画の実施に係る課題への対応状況の確認（専門家

による支援の必要性の有無） 
 

④支援内容 ・売上高や利益率の推移等が計画通りでない場合、原因を

特定し、事業計画の見直し・修正を図る。 
・事業計画を実施するうえで、新たな資金の借り入れが必

要な場合は、日本政策金融公庫や塩沢地域の金融機関と連

携し資金支援を実施する。 
・外部環境や内部環境の変化により、事業計画の見直し・

修正をする場合や、新商品開発や販路拡大策など事業計画

実施にあたり高度で専門的な課題を支援する際は、ミラサ

ポ、よろず支援拠点やエキスパートバンクなどの専門家派

遣事業等を活用し関係機関と協力しながら実施支援を行

う。 
 

⑤小規模事業者に 

対する効果 

事業計画の策定に留まらず、事業計画策定後のフォローア

ップを定期的に実施することで、ＰＤＣＡサイクルを働か

せ、次期の事業計画策定へとつなげる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

フォローアップのための巡

回指導の訪問回数 
５ ３６ ４８ ６０ ７２ ８４ 

※重点支援先には年間４回（４半期に一度）のフォローアップを行うため、目標の訪問

回数を事業計画策定支援事業者数（重点支援先数）×４回とした。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

商工会が実施する小規模事業者の需要動向調査は、金融相談や補助金申請に係る事業

計画策定の際に、関係機関の作成した調査データや日経テレコンＰＯＳ情報等を提供す

るにとどまっていた。 
また、小規模事業者が販売する商品やサービスについて、新商品開発や販路開拓のた

めの消費者ニーズを把握する需要動向調査支援を商工会として実施してこなかった。 
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（改善方法） 
 これまで商工会として需要動向調査支援を実施してこなかったため、十分な支援ノウ

ハウを持ち合わせていない。さらに、需要動向調査は、経営資源の少ない小規模事業者

にとって新商品開発及び販路開拓の実施に係る失敗リスクを低減するための重要な調

査であり、商工会として慎重に支援する必要がある。 
したがって、需要動向調査に関する支援については、ミラサポ、よろず支援拠点及び

エキスパートバンク等関係機関が実施する専門家派遣事業を活用し、需要動向調査の手

法、調査項目、分析方法等について専門家の指導ノウハウを学ぶとともに、専門家と共

に塩沢地区小規模事業者の事業計画策定及び策定後の実施のための需要動向調査を支

援する。 
加えて、新聞、雑誌、業界紙、日経テレコンＰＯＳ情報等のトレンド情報を収集・把

握したうえで、支援対象者に対し適宜情報提供する。 
また、塩沢地区は多くの観光客が訪れるため、商工会が主体となって、観光客のニー

ズにマッチした新商品開発や販路開拓のための基礎資料作成のための調査を実施し、観

光客をターゲットとする小規模事業者の事業計画策定の参考資料として提供するとと

もに、今後の需要動向調査の支援ノウハウ蓄積のための一助とする。 

 

（事業内容） 

（１）新商品開発・販路開拓のための需要動向調査（新規事業） 

①調査目的 重点支援先が開発する新商品及び販路開拓策について、実

施に係る失敗リスクを低減するため、専門家の指導を仰ぎ

ながら需要動向調査を支援する。 

 

②調査対象 重点支援先がターゲットとする顧客 

（調査対象数（標本数）は、専門家の指導により必要十分

な数を設定するものとする。） 

③調査方法 専門家の指導を仰ぎながら、次の方法により調査を実施し、

PDCAサイクルを導入する。 
 
・事業計画に基づき設定した事業コンセプト（「誰に」「何

を」「どのように」）の仮説を設定する。 
・仮説に基づき商品・サービス（内容、味、量、価格、種

類（品揃え）、ネーミング、パッケージ等）の試作や販路開

拓策を検討する。 
・試作品や販路開拓策に関するデータを収集するため、商

品・サービスに応じて、展示会・商談会、イベント等への

出展や、既存店舗等において、直接顧客やバイヤー等にア

ンケート調査を実施する。 
・アンケート調査の内容は、仮説で設定した事業コンセプ

トの項目をもとに検討する。想定される項目としては、以

下のとおり。 
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【誰に】男女別、地域別、年齢層、所得別、ライフスタイ

ル別、業種別 
【何を】商品、特徴、競合商品との違い 
【どのように】味、量、価格、種類、品質、ネーミング、

パッケージ、保証、取引条件、流通チャネルなど 
【その他】改良点、さらに求める商品・サービス 
・データ収集後の結果の評価分析を実施する。 
 

以上の方法・手順により、各場面において専門家の指導を

仰ぎながら「仮説」「検証」を繰り返し、需要動向調査を実

施する。 

 

④小規模事業者に 

対する効果 

・需要動向調査の手法を用いることで、実施に係る失敗の

リスクを低減し、着実な新商品開発や販路開拓を実施する

ことができる。 

・また、調査分析結果に基づき、必要に応じて事業計画の

修正、再構築、新商品のブラッシュアップを図ることがで

きる。 

   

（２）塩沢地区観光客の需要動向調査（新規事業） 

①調査目的 塩沢地区に訪れる観光客の需要動向を把握し、観光客をタ

ーゲットとする小規模事業者の事業計画策定の際の参考資

料とする。 

 

②調査対象 塩沢地区に訪れる観光客 

 

③調査項目 【属性に関する事項】 

男女別、地域別、年齢、家族構成 

【観光一般に関する事項】 

 旅行頻度、旅行時期、同伴者の有無（参加形態）、 

【塩沢地区に関する事項】 

 宿泊・日帰り別、塩沢地区の観光先（温泉・自然・名勝・

イベント・スキー・産業観光等）、塩沢地区外の観光先、観

光消費額（土産、宿泊、飲食、旅費等） 

【期待度及び満足度に関する事項】 

 塩沢地区の期待度及び満足度（料理、価格、景観、接客、

土産、清潔さ、交通、スキー場等）、塩沢地区外の期待度及

び満足度 

【ニーズに関する事項】 

 塩沢地区に必要な観光資源、土産、料理（メニュー）、接

客等の改善点 
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④調査回数 スキーシーズンの２月、ゴールデンウィークの５月、お盆

や夏休みの８月、紅葉シーズンの１１月（年４回） 
 

⑤調査方法 牧之通りの各商店や観光協会の協力を得ながら、観光客が

アンケート調査票に記入し回収する。 
 

⑥分析方法 回収結果に基づき、塩沢地区を訪れる観光客の需要動向を

報告書としてまとめるとともに、各調査項目の季節変動や

推移を表示し、傾向を把握する。 
 

⑦提供方法 ・報告書は商工会のホームページにて公表するとともに、

観光客をターゲットとする小規模事業者に対して、巡回指

導等を通じて情報提供するものとする 
・南魚沼市地域産業支援連絡協議会等において調査結果を

公表し、小規模事業者の現状と課題を共有する。 

 
⑧小規模事業者に 

対する効果 

・塩沢地区を訪れる観光客の需要動向を把握することで、

事業計画策定の際のターゲット設定等に役立つ資料として

活用できる。 

・また、調査結果については、塩沢地区の観光客増のため

の施策に活用するための参考資料として関係機関にも情報

提供し、共有する。そうすることで、塩沢地区の将来の観

光客が増加し、小規模事業者の売上向上を図るものとする。

 

（目標） 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

（１）新商品開発・販路開拓

のための需要動向調査 
      

 支援事業者数 なし ９ １２ １５ １８ ２１ 

 
専門家派遣による 

支援事業者数※ 
なし ９ １２ １５ １８ ２１ 

（２）塩沢地区観光客の需要

動向調査 
      

 調査回数 なし ４ ４ ４ ４ ４ 

 情報提供回数 なし ４ ４ ４ ４ ４ 

※専門家派遣による需要動向調査支援は、重点支援先に必ず実施するため、支援事業者

数と同数である。 

 

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） 

 これまで商工会では、新たな需要の開拓に寄与する事業として、地域イベントや県内

外で行われる物産展等への出店支援、小規模事業者持続化補助金等を活用した販路開拓
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支援、全国商工会連合会の無料ホームページ作成システム「ＳＨＩＦＴ」によるインタ

ーネットを通じた販路開拓支援等を実施してきた。 

 しかし、塩沢地区内の小規模事業者に各支援策を募集し、希望者に対して紹介するに

留まっており、その支援策がその事業者にとって新たな需要開拓につながるものなの

か、また実際の効果について検証までは行ってこなかった。 

 

（改善方法） 

 今後は、小規模事業者の策定した事業計画に基づき個々の経営戦略にかなう支援策に

ついて、商工会として積極的に紹介し、その実施に対して支援するものとする。 

さらに、関係機関が実施する支援策を情報収集し、関係機関と協力しながら小規模事

業者の需要開拓に寄与する事業を積極的に紹介し、事業に取り組むこととする。 

なお、今後は、その支援策がその事業者にとって新たな需要開拓につながったのかを

ＰＤＣＡサイクルにより検証する。 

 

（事業内容） 

 策定した事業計画に基づき、重点支援先の経営戦略を、「新市場・既存市場」「新商

品・既存商品」により４つに区分し、各戦略にかなう支援事業を重点支援先に講じる。

目標は、重点支援先の対前年比５％増の売上高を目指し支援する。 

 

【経営戦略の４つの区分】 

  製品（技術・サービス） 

  既存商品 新規商品 

市場 
既存市場 市 場 浸 透 戦 略 新 商 品 開 発 戦 略 

新規市場 新 市 場 開 拓 戦 略 多 角 化 戦 略 

 

市 場 浸 透 戦 略 ： 既存市場に既存製品を投入し、広告宣伝や価格などのマーケ

ティング要素を有効活用して売上向上を目指す戦略 

新市場開拓戦略 ： 新規市場に既存製品を投入し、既存製品を従来未開拓であっ

た市場（新しい顧客や土地など）に展開して売上向上を目指

す戦略 

新製品開発戦略 ： 既存市場に、新しい付加価値を加えて今までとは異なる新商

品を開発・販売し売上向上を目指す戦略 

多 角 化 戦 略 ： 新規市場に新製品を投入し売上向上を目指す戦略 

 
（１）しおざわ雪譜まつり出店事業（既存事業改善） 

①イベント等内容 北越雪譜の著者鈴木牧之を顕彰し、雪国文化を顕彰し雪国文

化を継承する幻想的なまつり 

②実施主体 塩沢商工会 

③来場者 県内外の一般客 約１１，０００人 

④支援対象 県内外の顧客をターゲットとする市場浸透や新商品開発を
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戦略とする重点支援先 

⑤実施時期 毎年２月の第３土曜日 

⑥支援内容 出店支援、広告支援、需要動向調査支援等 

⑦小規模事業者に 

 対する効果 

ターゲットとする顧客にアプローチすることで、売上向上を

図る。 

 

（２）新米の陣及び収穫祭出店事業（既存事業改善） 

①イベント等内容 収穫されたばかりの新米「南魚沼産コシヒカリ」をＰＲする

とともに、地元で採れた秋の収穫物（野菜や果物等）を販売

するイベント 

②実施主体 ＪＡしおざわ 

③来場者 県内の一般客 約１６，０００人 

④支援対象 県内の顧客をターゲットとする市場浸透や新商品開発を戦

略とする重点支援先 

⑤実施時期 新米の陣：毎年１０月の第１日曜日 

収穫祭： 毎年１１月３日 

⑥支援内容 出店支援、広告支援、需要動向調査支援等 

⑦小規模事業者に 

 対する効果 

ターゲットとする顧客にアプローチすることで、売上向上を

図る。 

 

（３）地域産品販路開拓事業（既存事業改善） 

①イベント等内容 東京都表参道にある「新潟館ネスパス」において、南魚沼市

の地域産品をＰＲし、販売するイベント 

②実施主体 南魚沼地域産品販路開拓実行委員会（南魚沼市、塩沢商工会、

六日町商工会、大和商工会） 

③来場者 関東圏の一般客 約１３，０００人 

④支援対象 関東圏の顧客をターゲットとする新市場開拓や新商品開発

を戦略とする重点支援先 

⑤実施時期 毎年１０月の３連休 

⑥支援内容 出店支援、広告支援、需要動向調査支援等 

⑦小規模事業者に 

 対する効果 

ターゲットとする顧客にアプローチすることで、売上向上を

図る。 

 

（４）南魚沼いいモノガイド出品事業（既存事業改善） 

①イベント等内容 南魚沼地域のさまざま特産品、観光情報を集めたポータルサ

イトにおいて、販売紹介する 

②実施主体 南魚沼地域産品販路開拓実行委員会（南魚沼市、塩沢商工会、

六日町商工会、大和商工会） 

③来場者 全国の一般客 約６，０００人（ＨＰ閲覧数） 

④支援対象 南魚沼地域の地域産品に興味を持つ顧客をターゲットとす

る市場浸透・新商品開発・新市場開拓を戦略とする重点支援

先 
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⑤実施時期 通年 

⑥支援内容 サイト登録・更新支援、キャッチコピー等広告支援 

⑦小規模事業者に 

 対する効果 

ターゲットとする顧客にアプローチすることで、売上向上を

図る。 

 

（５）魚沼ビジネス交流会出展事業（既存事業改善）【指針④】 

①イベント等内容 県内外の製造業者を集め、異業種企業等との受発注商談会・

情報交換会を実施するとともに、新潟県の産業支援機関・大

学等との交流を実施 

②実施主体 魚沼地域ビジネス交流会実行委員会（魚沼市、南魚沼市、湯

沢町、管内１０商工会、魚沼市ものづくり振興協議会、新潟

県魚沼地域振興局） 

③来場者 県内外の製造業者 約２社 

新潟県の産業支援機関・大学関係者 約２０人 

④支援対象 製造業者で市場浸透・新商品開発・新市場開拓・多角化を戦

略とする重点支援先 

⑤実施時期 通年 

⑥支援内容 出店支援、広告支援、需要動向調査支援等 

⑦小規模事業者に 

 対する効果 

ターゲットとする顧客にアプローチすることで、売上向上を

図る。 

 

（６）ＳＨＩＦＴ登録支援（既存事業改善） 

①イベント等内容 「ＳＨＩＦＴ」は、全国商工会連合会が提供する無料ホーム

ページ作成システムで、全国に自社製品・サービスをＰＲす

ることができる。ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣに対応し、ほぼすべて

の業種で登録が可能。 

②実施主体 全国商工会連合会 

③支援対象 重点支援先（すべての戦略について対応可能） 

④実施時期 通年 

⑤支援内容 サイト登録・更新支援、キャッチコピー等広告支援 

⑥小規模事業者に 

 対する効果 

ターゲットとする顧客にアプローチすることで、売上向上を

図る。 

 

 

（目標） 

支援内容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

重点支援先の売上増 なし 
対前年比

５％増 

対前年比

５％増 

対前年比

５％増 

対前年比 

５％増 

対前年比

５％増 

（１）しおざわ雪譜ま

つり出店事業者数（う

ち商談成立件数） 

１０ 

（０） 

１０ 

（３） 

１０ 

（３） 

１０ 

（５） 

１０ 

（５） 

１０ 

（５） 
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（２）新米の陣及び収

穫祭出店事業者数（う

ち商談成立件数） 

２０ 

（０） 

２０ 

（３） 

２０ 

（３） 

２０ 

（４） 

２０ 

（４） 

２０ 

（４） 

（３）地域産品販路開

拓事業者数（うち商談

成立件数） 

１０ 

（０） 

１０ 

（３） 

１０ 

（３） 

１２ 

（５） 

１２ 

（５） 

１２ 

（５） 

（４）南魚沼いいモノ

ガイド出品事業者数

（うち商談成立件数）

２０ 

（０） 

２１ 

（３） 

２１ 

（３） 

２１ 

（５） 

２１ 

（５） 

２１ 

（５） 

（５）魚沼ビジネス交

流会出展事業者数（う

ち商談成立件数） 

２ 

（０） 

３ 

（３） 

３ 

（３） 

５ 

（５） 

５ 

（５） 

５ 

（５） 

（６）ＳＨＩＦＴ登録

者数（うち商談成立件

数） 

１５ 

（０） 

２２ 

（３） 

２４ 

（３） 

２６ 

（５） 

２８ 

（５） 

３０ 

（５） 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

 商工会では、塩沢地区内の夏祭りの支援の他、つむぎ通りの軽トラ市、塩沢雪譜まつ

りの事務局になるなど、地域イベントや観光イベントの支援を行ってきた。また、年間

１０万人以上が訪れる「牧之通り」の組合事務局として、問い合わせの窓口になるなど

観光ＰＲの支援を積極的に行ってきた。 
しかし、牧之通りをはじめとする産業観光客数は、近年増加傾向にあるものの、観光

客総数では、ＮＨＫ大河ドラマ放映のピーク時に比べ８６．５％（対Ｈ２１）となって

いる。塩沢地域における小規模事業者の振興には、年間を通じた宿泊客や飲食客の誘致

が最優先課題となっている。 
また、地域経済の活性化をさらに高めるためには、創業及び第二創業によるニュービ

ジネスの創出が必要であるが、観光客の誘客やニュービジネスの創出のいずれもマンパ

ワーの限られた商工会のみで実施するのは難しい状況である。 
 

（改善方法） 

年間を通じた塩沢地域の観光客の増加のためには、地域資源の発信と地域資源を活用

した商店街の振興について積極的に取り組まなければならない。 
また、創業及び第二創業によるニュービジネスの創出のためには、新規創業者の掘り

起こしと、新規創業者及び第二創業者のスムーズなビジネス展開が必要である。 
いずれも商工会のみで実現することは難しいため、行政、金融機関、他の支援機関、

周辺商工会、大学、支援実績の豊富な専門家等の関係機関とネットワークを構築し、関

係機関の支援ノウハウを共有するとともに、関係機関の施策を活用しながら塩沢地域の

経済活性化を実現するものとする。 
とくに、南魚沼市地域産業支援プログラムを実施する南魚沼市地域産業支援連絡協議
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会においては、塩沢地域を含む南魚沼市の産学金官が集う重要な会合であるため、地域

経済動向に係る調査結果（塩沢地域景気動向調査・塩沢地域交通量調査）や塩沢地区観

光客の需要動向調査結果などに基づき、塩沢地域の小規模事業者の現状と課題を共有す

るとともに、小規模事業者の立場に立った商工会として積極的に意見具申し、さらなる

地域経済の活性化を図るための最重要会議として位置付けて臨むものとする。 
 

（事業内容） 

（１）南魚沼市地域産業支援プログラムの協力（既存事業改善） 

①目的 塩沢地区を含む南魚沼市の企業・創業者への総合的な支援・

サービス 

 

②実施主体 南魚沼市地域産業支援連絡協議会（通称：ＩＣＬＯＶＥ） 

（構成員：南魚沼市、市内金融機関、市内３商工会、国際大

学、明治大学、長岡技術科学大学、ジェトロ新潟、事業創造

大学院大学、日本政策金融公庫） 

 

③実施時期 年１２回（会議回数） 

 

④事業内容 ・創業塾の開催などの創業者支援 

・南魚沼市の観光資源の普及宣伝 

・地域企業が首都圏や海外等に新規市場進出を図る場合の人

材育成・語学研修等の教育支援 

・経営、技術戦略などに関する総合的コンサルティングサー

ビスの提供 

・産学金官連携による地域活性化モデルの確立 
 

⑤小規模事業者に 

 対する効果 

・塩沢地域を含む南魚沼市の地域の経済活性化を図り、小規

模事業者の売上の増加、利益の向上につながる。 

・創業者の掘り起こしと、創業後のスムーズなビジネス展開

により、小規模事業者の増加と活性化につながる。 

  

※ＩＣＬＯＶＥにより創業した小規模事業者に対しては、経営発達支援計画の重点支

援先として積極的に支援するよう努力する。 

 

（２）４つの駅前商店街組合との協議会（新規事業） 

①目的 塩沢地区の中心商店街の活性化 

 

②実施主体 牧之通り組合、つむぎ通り組合、塩沢上町商店街協同組合、

早道場通り組合、塩沢商工会 

 

③実施時期 会議：年３回 

イベント：年１回 



- 23 - 
 

④事業内容 ・塩沢地域の地域資源を共同発信 

・新たな地域資源の開発 

・観光客を対象とした共同イベントの実施 

 

一過性の事業とならないよう、定期的な開催を目指すととも

に、共同事業に取り組み、ＰＤＣＡサイクルを導入し、継続

的な協議体となるよう実施する。 

 

⑤小規模事業者に 

 対する効果 

塩沢地区の商店街が共同で活動することにより、地域の魅力

を高め、観光客が増加することで、小規模事業者の売上向上

につながる。 

 

（３）スキー場を活用した夏のイベント開催（新規事業） 

①目的 スキー場を活用した夏季イベントを開催し、観光客の増加を

目的とする 

 

②実施主体 南魚沼市、地権者、地区内商工業者、観光協会、塩沢商工会

を構成員とする協議会を発足 

 

③実施時期 新規イベント：年１回 

 

④事業内容 夏季の間、活用していないスキー場を会場としてイベントを

実施する。イベント内容については、協議会発足後、決定し

実施する。 

⑤小規模事業者に 

 対する効果 

塩沢地区の新たな観光資源として夏季のイベントを開催し、

地域の魅力を高め、観光客が増加することで、小規模事業者

の売上向上につながる。 

 

（目標） 

項 目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

（１）南魚沼市地域産業支

援プログラムの協力 
      

 会議回数 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

 創業支援者数 ５ ６ ６ ７ ７ ７ 

（２）４つの駅前商店街組

合との協議会 
      

 

会議回数 なし ３ ３ ３ ３ ３ 

共同イベントの 

実施回数 
なし １ １ １ １ １ 

（３）スキー場を活用した

夏のイベント開催回数 
なし １ １ １ １ １ 
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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） 
これまでは、地域経済の活性化や経営支援について他の支援機関（日本政策金融公庫、

新潟県信用保証協会、南魚沼市地域産業支援連絡協議会の構成員である南魚沼市、市内

金融機関、国際大学、明治大学、長岡技術科学大学、ジェトロ新潟、事業創造大学院大

学など）と意見交換は行ってきたが、内容は各機関が実施している支援策に係る情報交

換であり個別的具体性が乏しく、また、関係機関同士の事業ＰＲ的な内容が主体であっ

た。 
一方、当会とＪＡしおざわとの交流はイベントの会議で同席する程度で、ほぼ無いに

等しく、地域の主力産業である稲作経営に関して商工会は関与してこなかった。 
 

（改善方法） 
「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」に記載のとおり、マンパワーの限られた商工

会だけではなく、行政、金融機関、他の支援機関、周辺商工会、大学、支援実績の豊富

な専門家等の関係機関とネットワークを構築し、関係機関の支援ノウハウを共有すると

ともに、関係機関の施策を活用しながら、小規模事業者支援を実施することが必要であ

る。 
今後は、これまで実施してきた関係機関との情報交換を引き続き実施するとともに、

近隣商工会の経営指導員と積極的に意見交換し、小規模事業者の抱える課題をさらに掘

り下げるとともに、関係機関の施策を活用した支援状況やその可能性などについて情報

交換を行っていく。 
また、新たな取り組みとして地区内税理士とＪＡに協力を求め、情報交換だけでなく、

兼業農家が多い小規模事業者に対する職員の支援力向上を図る。 
 

（事業内容） 
（１）近隣商工会職員による意見交換（既存事業改善） 
塩沢商工会・六日町商工会・大和商工会・湯沢町商工会で構成された「南魚沼地区商

工会連絡協議会」において年１回意見交換を行ってきたが、参加者は会長、副会長、事

務局長であった。 
今後は４商工会の実務を行う経営指導員が集まり、より具体的な小規模事業者の課題

や関係機関の施策の活用状況等について意見交換、情報交換を年２回行う。 
 
（２）地元税理士との定例会、研修会（既存事業改善） 
毎年１回、確定申告期前に地元税理士との会議が開催されている。内容的には今年の

確定申告の日程調整や手順の確認が中心となっており、情報交換などは行われていなか

った。 
今後は、定例会の際に、地域の景気動向や個々の事業者の課題などを情報交換し、さ

らに、職員の税務知識向上のため、税理士に協力を求め職員向け税務研修を確定申告期

前に税理士との定例会の日に実施する。（年１回） 
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（３）ＪＡしおざわとの情報交換会・勉強会（新規事業） 
塩沢地域の主要産業である農業、特に稲作経営について、兼業農家でもある小規模事

業者の経営支援をするため、当会職員と農協職員とがお互いの支援ノウハウを交換する

ことで、小規模事業者支援を強化する。具体的には、農業指導の専門家としてのＪＡ職

員から農家への支援策・補助金施策等についての勉強会も開催する。（年１回） 
 

（４）小規模事業者経営改善貸付連絡協議会（既存事業） 

 日本政策金融公庫長岡支店と管内商工会の経営指導員が、小規模事業者経営改善貸付

（通称：マル経資金）の貸付状況や各地区の景気動向等について情報交換し、併せて、

小規模事業者に対する金融支援ノウハウについて情報交換する。（年１回） 

 

（５）中小企業連携ミーティング（既存事業） 

 新潟県信用保証協会長岡支店と管内商工会の経営指導員が、小規模事業者への民間金

融機関による貸付動向や各地区の景気動向等について情報交換し、併せて、小規模事業

者に対する金融支援ノウハウについて情報交換する。（年１回） 

 

（６）南魚沼市地域産業連絡協議会（既存事業） 

 南魚沼市の地域産業振興について、産官学金連携組織である「南魚沼市地域産業連絡

協議会」の各事業を積極的に活用する。本協議会は、南魚沼市、市内金融機関、国際大

学、明治大学、長岡技術科学大学、ジェトロ新潟、事業創造大学院大学などで構成され

ており、南魚沼市の産業支援について、各種の取組みを実施している。商工会としても

積極的に事業に参加、協力し、会議を通じて各構成員の支援ノウハウについて情報交換

し、小規模事業者支援の相乗効果が図れるよう取り組むものとする。（年１２回） 

 

（目標） 

項 目 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

（１）近隣商工会職員による意見

交換会開催回数 
なし ２ ２ ２ ２ ２ 

（２）地元税理士との定例会、研

修会開催回数 
なし １ １ １ １ １ 

（３）ＪＡしおざわとの情報交換

会・勉強会開催回数 
なし １ １ １ １ １ 

（４）小規模事業者経営改善貸付

連絡協議会開催回数 １ １ １ １ １ １ 

（５）中小企業連携ミーティング

開催回数 
１ １ １ １ １ １ 

（６）南魚沼市地域産業連絡協議

会開催回数 
１２ １２ １２ １２ １２ １２ 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

商工会は、これまで経営改善普及事業として小規模事業者の経営に関する側面的支援

を主に実施してきた。経営改善普及事業では、主に経営一般・金融・税務・労務等の知

識や情報が求められおり、支援する職員個人の能力に依存するところが大きかった。 
しかし、経営発達支援計画における伴走型支援は、小規模事業者の事業計画策定から

個々の経営戦略に直接関与し実行支援をするための専門的知識や提案力といった支援

ノウハウが求められており、これまで以上に職員個々のレベルアップが求められてい

る。 
さらに、経営発達支援計画における伴走型支援は、小規模事業者の事業計画策定から

個々の経営戦略に直接関与し実行支援をするといった一連の流れで複数年にわたり支

援する必要があり、人事交流や退職等による担当職員の交代により支援が途切れる恐れ

があった。 
 
（改善方法） 
 今後は、小規模事業者の事業計画策定から個々の経営戦略に直接関与し実行支援を行

うために職員の支援力を向上させ、職員個々のレベルアップを図るため各種研修会へ積

極的に参加する。 
また、塩沢地域の小規模事業者への支援が、担当職員の交代のために途切れることが

ないよう情報共有を図るとともに、職員個々の資質向上に資するような支援ノウハウの

情報共有を行い、塩沢地域における支援団体として組織全体のレベルアップをするた

め、支援ノウハウ等のデータベース化を進め、情報共有の仕組みを構築する。 
 
（事業内容） 
（１）経営指導員研修等（既存事業改善） 

①目的 専門的支援能力の強化 

 

②実施機関 新潟県商工会連合会 

 

③対象者 経営支援室に従事する職員 

 

④研修内容 ・経済動向分析強化 

・経営分析強化 

・事業計画策定支援強化 

・需要動向調査支援強化 

・需要開拓支援強化 

・他の支援機関が実施する施策の活用方法 

 

⑤共有方法 研修会参加後、研修資料を供覧し、研修内容について参加者

から発表し情報共有を図る。 
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⑥小規模事業者に 

対する効果 

経営発達支援事業の実施に係る各支援能力の強化により、小

規模事業者の個々の経営戦略に関与し、積極的に支援するこ

とが可能となる。 

 

（２）中小企業大学校三条校専門研修等（既存事業改善） 

①目的 専門的支援能力の強化 

 

②実施機関 中小企業大学校三条校 

 

③対象者 経営指導員 

 

④研修内容 ・経済動向分析強化 

・経営分析強化 

・事業計画策定支援強化 

・需要動向調査支援強化 

・需要開拓支援強化 

・他の支援機関が実施する施策の活用方法 

 

⑤共有方法 研修会参加後、研修資料を供覧し、研修内容について研修参

加者から発表し情報共有を図る。 

 

⑥小規模事業者に 

対する効果 

経営発達支援事業の実施に係る各支援能力の強化により、小

規模事業者の個々の経営戦略に関与し、積極的に支援するこ

とが可能となる。 

 

（３）地元税理士による研修会（既存事業改善） 

①目的 税務支援能力の強化 

 

②実施機関 地元税理士との勉強会 

 

③対象者 経営支援室に従事する職員 

 

④研修内容 塩沢地区の小規模事業者は兼業農家が多いため、主に農業所

得に関する税務知識の習得 

 

⑤共有方法 研修会参加後、研修資料を供覧し、研修内容について研修参

加者から発表し情報共有を図る。 

 

⑥小規模事業者に 

対する効果 

経営発達支援事業と併せて、農業に関する税務知識を習得す

ることで、塩沢地区の小規模事業者の経営支援の幅が広が

る。 
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（４）ＪＡしおざわよる研修会（既存事業改善） 

①目的 農業に関する基礎知識の強化 

 

②実施機関 地元ＪＡとの勉強会 

 

③対象者 経営支援室に従事する職員 

 

④研修内容 塩沢地区の小規模事業者は兼業農家が多いため、ＪＡの農業

に関する補助金等支援策に関する知識の習得 

 

⑤共有方法 研修会参加後、研修資料を供覧し、研修内容について研修参

加者から発表し情報共有を図る。 

 

⑥小規模事業者に 

対する効果 

経営発達支援事業と併せて、農業に関する知識を習得するこ

とで、塩沢地区の小規模事業者の経営支援の幅が広がる。 

 

（５）小規模事業者に対する支援内容の情報共有 

 個々の小規模事業者に対する支援が、担当職員の交代により途切れることがないよ

う、また、支援した内容が職員間で情報共有し、さらに、組織として支援ノウハウの蓄

積とデータベース化を図るため、基幹システムを活用する。 

基幹システムには、いつ、だれが、だれに、指導した分野、指導結果、反省点、財務

状況の推移、借入状況等が登録でき、支援内容、支援ノウハウの共有が可能となるため、

これを積極的に活用する。 

また、職員個々の支援能力の維持向上策として、新潟県商工会連合会が作成した「経

営指導員マニュアル」や「記帳継続指導マニュアル」の活用、中小企業基盤整備機構が

作成した「小規模事業者支援ハンドブック」や「小規模事業者支援のための業務必携」

を活用する。さらに、マニュアルではなかなか伝わりにくい項目もあることから、小規

模事業者への支援にあたっては、先輩職員が後輩職員を計画的かつ積極的に同伴させ、

ＯＪＴによる支援ノウハウの共有を図ることとする。 

 

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・

検証を行い、ＰＤＣＡサイクルにより見直しを行うとともに、その結果について塩沢地

域の小規模事業者に対しホームページにより公表する。 

 

（１）正副商工会長、地域金融機関支店長、ＪＡ支店長及び、外部有識者として南魚沼

市商工観光課長による経営発達支援計画評価委員会を設立し、事業実施状況、目標

と実績、成果並びに見直し案を提示し意見を聴収する。 

（２）評価委員会の意見を踏まえ、正副会長会において評価、見直しの方針を決定する。

（３）事業の成果・評価・見直し案を理事会へ提示し承認を受ける。  

（４）事業の成果・評価・見直しを塩沢商工会のホームページに掲載する。 

（http://www.shiozawasho.jp/ 計画期間中掲載） 
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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１１月現在）

（１）塩沢商工会組織体制 

    ① 会員数 ５８３名 

    ② 総代数 １００名 

③ 役 員 

会 長   １名 

副会長   ２名 

理 事  ２７名 

   監 事   ２名 

  

①  職員体制と経営発達支援事業の実施職員（全職員数は８名） 
職種 人数 経営発達支援事業実施職員 

事務局長 １名 ○総括 

経営指導員 ３名 ◎主たる実施職員 

経営支援員 ２名 ○サポート 

     （この他パート職員が２名在職） 

    経営発達支援計画に関する事業は、経営指導員を中心として行い、経営支援員

がサポートし、事務局長が全体を総括する。 

  

（２）連絡先 

     郵便番号   〒949-6408  

     商工会名   塩沢商工会 

住  所   新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

電話番号   025-782-1206   

FAX番号   025-782-4044 

E - mail    shiozawa@shinsyoren.or.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） 

 ２９年度 
(平成29年4月以降) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 38,736 38,736 38,736 38,736 38,736 

 

経営改善普及

事業指導職員

設置費 

 

事務局長設置

費 

 

経営改善普及

事業指導事業

費 

 

 

 

 

 

32,085 

 

 

 

4,751 

 

 

1,900 

32,085 

 

 

 

4,751 

 

 

1,900 

32,085 

 

 

 

4,751 

 

 

1,900 

32,085 

 

 

 

4,751 

 

 

1,900 

32,085 

 

 

 

4,751 

 

 

1,900 

（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 

 

会費、県補助金、市補助金 

 

（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  地域の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  地域経済の活性化に資する取組 

⑧  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 

連携者及びその役割 

中小企業庁・・・①④⑤⑥⑧ 
 長 官  豊永厚志  〒100-8912 東京都千代田区霞が関一丁目３番１号 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構・・・⑥⑦⑧ 

 理事長  高田担史  〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

 

新潟県・・・①⑥⑦⑧ 

 知 事  米山隆一  〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

 

公益財団法人にいがた産業創造機構・・・④⑤⑥⑦⑧ 

 理事長  森邦雄   〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代ビル 9Ｆ 

 

全国商工会連合会・・・①②⑤⑥⑧ 

 会 長 石澤義文 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19 階 

  

新潟県商工会連合会・・・①②③④⑤⑥⑦⑧ 

 会 長  岩村菖堂  〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町７番地２ 

 

南魚沼市・・・⑤⑥⑦⑧ 

 市 長  井口一郎  〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町 180 番地１ 

 

一般社団法人南魚沼市観光協会・・・⑤⑥⑦ 

 会 長  小野塚昭治 〒949-6363 新潟県南魚沼市下一日市 855 番地 

 

ＪＡしおざわ・・・⑥⑧ 

組合長  種村正照  〒949-6435 新潟県南魚沼市目来田 107-1 

 

一般財団法人新潟経済社会リサーチセンター・・・① 

 理事長 曽山 稔  〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通 2-1-18 だいし海上ビル３階 

 
商店街・・・⑤⑥⑦  
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    牧之通り組合 

   会 長  中嶋成夫  〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

 

   塩沢つむぎ通り組合 

    会 長  菅井英明  〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

 

   塩沢上町商店街（協）  〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢 1465-3 

    組合長  樋山忠二 

 

   早道場通り組合   〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢 86-2 

    代表  安達辰也 

 

 

地元金融機関・・・①④⑥⑦⑧ 

新潟県信用保証協会 

  会 長 坂井康一   〒951-8640 新潟県新潟市中央区川岸町１丁目 47 番地 1 

 

 (株)日本政策金融公庫長岡支店 

   支店長 森下 学   〒940-0087 新潟県長岡市千手 3-9-23 

 

 塩沢信用組合 

    理事長  小野沢一成  〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢 1221-4 

  

(株)第四銀行塩沢支店 

  支店長 藤原且治   〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢 1447-1 

  

地域商工会・・・⑥⑦⑧ 

  六日町商工会 

   会 長 鈴木省三   〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町 76-4 

 

  大和商工会 

   会 長 青木文治   〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐 478-5 

 

  湯沢町商工会 

   会 長 林 敏幸   〒949-7302 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢 2882-8 

 
南魚沼市地域産業連絡協議会・・・①⑤⑥⑦⑧ 

   学校法人国際大学 

   理事長 槍田松瑩   〒949-7277 新潟県南魚沼市国際町 777 番地 

 

   学校法人明治大学 

    理事長 柳谷 孝   〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1 

 

   国立大学法人長岡技術科学大学 

学 長 東 信彦   〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1 
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   独立行政法人日本貿易振興機構 新潟貿易情報センター（ジェトロ新潟） 

所長 小野澤麻衣 〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町 16-4 荏原新潟ビル 5階 

 

   学校法人新潟総合学園（事業創造大学院大学） 

    総長 池田 弘   〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山 3-1-46 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【事業計画策定後の実施支援】

                                中小企業庁 
 にいがた産業創造機構                     新潟県商工会連合会 
                               金融機関 
  

 

 

 

 

 

 

 【需要動向調査】                  【新たな需要の開拓に寄与する事業】 

中小企業庁                    中小企業庁・新潟県 
にいがた産業創造機構               にいがた産業創造機構 
全国商工会連合会                 独立行政法人中小企業基盤整備機構 
新潟県商工会連合会                全国商工会連合会 
南魚沼市観光協会                 新潟県商工会連合会 
商店街                      南魚沼市観光協会・JAしおざわ 
南魚沼市産業支援連絡協議会            商店街・金融機関 

南魚沼市産業支援連絡協議会 
                            

    

 【地域経済の活性化】               【経営発達支援事業の円滑な実施支援】 

独立行政法人中小企業基盤整備機構          中小企業庁・新潟県  
新潟県                       独立行政法人中小企業基盤整備機構 
にいがた産業創造機構                新潟県 
新潟県商工会連合会                 にいがた産業創造機構 
南魚沼市観光協会                  全国商工会連合会  
商店街・金融機関                  新潟県商工会連合会 
南魚沼市産業支援連絡協議会             JAしおざわ・金融機関 
                          南魚沼市産業支援連絡協議会 

 

【経営状況の分析】 
全国商工会連合会 
新潟県商工会連合会 
 

【事業計画策定支援】    

新潟県商工会連合会 

【地域の経済動向調査】 
中小企業庁 
新潟県 
全国商工会連合会 
新潟県商工会連合会 
（一財）新潟経済社会リサーチセンター 
金融機関 

小規模事業者

塩沢商工会 


