
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 大和商工会（法人番号 2110005013141） 

実施期間  平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

目標 

恵まれている地域の各種機関（魚沼基幹病院・国際大学・北里学院など）との連携を

今まで以上に果たしながら、南魚沼 CCRC の進展などによる地域状況の変化に対応し、小

規模事業者が持続的に事業を行うことができる体制づくりの支援を行う。 

また、特産品に限らず商工業者の持つ地域産品（個店の逸品）についても今まで連携

のなかった農業関連での取り組みを進め、情報交換と検討を重ね、販路拡大、地域ブラ

ンド力強化を目標とする。 

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に関すること 
各種関係機関や外部調査機関等の調査状況を分析し、事業者への提供を行う。地域内

の現状を的確に把握し、小規模事業者への情報提供や事業計画策定の基礎データとし

て活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 
経営セミナー等への参加者、記帳機械化委託者などから、新たな事業展開や経営改

善を模索している意欲のある事業者の掘り起しを行い、小規模事業者に見合った経

営分析を実施することで、課題発見・意識改善に導く支援を実施し、事業計画策定

へのきっかけとする。 

３．事業計画策定支援に関すること 
経営分析を実施した事業者や事業計画セミナー参加者等に対し、事業計画策定を通

じて、成り行き経営からの脱却と予実管理（予算と実績の比較・分析・検討・対策

によって、目標達成をはかっていく）による経営体制を整える支援をする。また、

創業者に対しても関係機関との連携を密にし、事業計画策定支援を整える。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 一過性の事業計画に終わらないよう、定期的な計画策定事業者との接触によって、
伴走型のフォローアップ支援をする。また、創業者に関しても定期的にフォローア

ップ支援を実施し、事業が軌道に乗るよう支援する。 

５．需要動向調査に関すること 
事業計画策定事業者の取り扱う商品やサービスについて各種データや外部機関を活

用し需要動向を調査し、事業計画策定においての基礎資料として活用する。また、

基幹病院開院に伴う新たな地域全体の需要動向の変化に対しても、関係機関との連

携を今まで以上にはかり、情報収集、検討を行っていく。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
地域に埋もれている小規模事業者の魅力的な商品や役務の情報発信と販路の開拓を

はかる為に、物産展等への参加勧奨や IT などのツールを活用して支援していく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
既存の地域経済活性化の取り組みを維持し、ブラッシュアップをはかっていくと共

に、差別化がはかれる特産品や商工業者の持つ地域産品（個店の逸品）についても

掘り起しを行い、農協との連携を進め、販路拡大・地域ブランド力強化を目指す。 

連絡先 

〒949－7302 新潟県南魚沼市浦佐 478－5 

大和商工会 TEL (025)777-3500 FAX (025)777-4165 

E-mail ymt@blue.ocn.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 

■地域の位置・風土 

当会の位置する旧大和町は、新潟県中越地方に位置し、2004 年 11 月 1 日に南魚沼

郡六日町と大和町が合併し、南魚沼市として市制施行されました。その後、2005 年 10

月 1 日に南魚沼郡塩沢町を編入合併して新生「南魚沼市」が誕生しました。 

2,000ｍ級の越後山脈と魚沼丘陵に囲まれた魚沼盆地に位置し、広大な土地に田園や畑

が広がっており豊かな自然と四季の美しさに恵まれています。また、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ますが、

スキー観光や農業用水など、この地域固有の資源にもなっています。加えて、旧来か

ら信濃川最大の支流である魚野川の水運と、関東地方とを結ぶ三国街道によって古く

から交通の要衝として栄えてきました。 

 

 

■地域の交通網 

当大和地域は、上越新幹線、ＪＲ上越線などの鉄道施設（東京へは 70 分、新潟市へ

は 40 分）や、関越自動車道、国道 17 号線をはじめとする幹線道路（練馬 IC まで約

110 分、新潟西 IC まで約 70 分）が整備されており、新幹線浦佐駅と高速道路大和イ

ンターチェンジが設置されています。また、現在魚沼地方を結ぶ幹線道路となる浦佐

バイパスの整備も行われています。新潟県内における首都圏からの玄関口としての機

能や県内の主要交通網としての機能を有しています。 

 

 

■人口の推移 

旧大和町の 5 年毎の人口推移は、減少傾向にあり、今後も益々減少していくことが

推計されています。 

・旧大和町の人口推移 

平成 17 年(国勢調査) 平成 22 年(国勢調査) 平成 27 年(7 月末人口) 

15,199 人 14,728 人 13,853 人 

（資料：南魚沼市の人口統計）

年齢別構成は南魚沼市全体で 4人に 1人以上が 65 歳以上である「高齢化社会」とな

っており全国平均を上回る結果となっています。今後はさらに年少・生産年齢人口は

減少し、老年人口は年々増加を続け変化していくことが推計されています。 

 ・年齢別構成 

年少人口（0～14 歳） 生産年齢人口（15～64 歳） 老年人口(65 歳以上) 

14％ 59％ 27％ 

（資料：H22 国勢調査） 
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■産業構造の推移 

南魚沼市の産業別就労人口の構成割合は、産業別総生産額の構成割合とほぼ同じ比

率を示しています。第 1次産業の総生産額に占める割合は、新潟県の 2.2％を上回り、

魚沼米を中心とする農業生産の占める割合が高いことを示しています。 

・産業別の就労人口 

第 1次産業 第 2次産業 第 3次産業 

12.0％ 29.6％ 58.3％ 

（資料：H22 国勢調査） 

全体的な事業所数に関しては、平成 18 年からの推移をみると、平成 18 年は 3,830

事業所、平成 24 年は 3,663 事業所と減少しており、建設業・製造業・卸小売業・飲食

店に関しては特に減少傾向となっています。（資料：Ｈ24 年経済センサス活動調査） 

 

 

■地域の小規模事業者の現状 

人口減少・少子高齢化の急速な進展の中、後継者難によって廃業を余儀なくされて

います。2011 年に浦佐スキー場が閉鎖し観光客減少の影響を受けましたが、一方 2015

年 6 月魚沼基幹病院開設に伴うビジネスチャンスが期待されています。しかし、店さ

え構えていれば良いという成行き体質では売上増加は厳しく、売上や利益を確保する

為に計画性のある事業への取り組み体制が必要です。また、品質の高い農産物という

従来ある武器を活かして、地元グルメＰＲ等の新たな顧客の呼び込みも必要です。 

・管内商工業者・小規模事業者・会員数の推移 

項 目 平成 16 年度 平成 26 年度 増 減 

商工業者数 680 649 ▲31 

小規模事業者数 644 603 ▲41 

会員数 445 401 ▲44 

 （資料：新潟県商工会実態調査報告書）

・小規模事業者の業種別内訳（平成 26 年度） 

建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他 

151 59 12 107 84 107 83

（資料：大和商工会独自名簿）

 

 

■地域の文化・資源 

  当大和地域には、雪、山々、清流など四季折々の豊かな自然と、先人が築き上げて

きた地域に根差した生活文化、伝統芸能・祭り、遺跡、神社仏閣、そして近年整備さ

れた文化施設や公園があります。 

主要農産物 主要製造物 観光資源および文化施設等 

南魚沼産コシヒカリ 

八色すいか 

八色しいたけ 

電気製品部品 

自動車部品 

越後ワイン 

霊峰八海山及び周辺の渓谷、サイクリング

ロード、魚野川鮎釣り、浦佐温泉、大崎ダ

ム湖公園、越後三山森林公園キャンプ場、

西山三十三番観音ハイキング、奥只見レク
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都市公園、池田記念美術館、八色の森公園、

ワインレストラン「葡萄の花」、八海山大

倉口火渡り大祭、南魚沼グルメマラソン、

浦佐温泉耐久山岳マラソン大会、大崎火渡

り大祭、浦佐菊まつり、浦佐毘沙門裸押合

い大祭 

（資料：「市町村の概要」の新潟県ホームページ等）

 

 

■地域の課題 

 ①行政合併前の旧大和町の総合計画の将来像「豊かな自然と福祉・学園のまち」にも

あるように、当地域には「国際大学」や「北里大学保健衛生専門学院」、「新潟県立

国際情報高等学校」などの学習機関が存在します。現状では、行政が主体となり、

商工会、国際大学、金融機関、自治体で連携し、地域産業振興のための取組みを始

めています。地域創業者支援などの支援メニューも立ち上がってきていることか

ら、より連携を深め地域の事業者への支援体制を整えることが課題といえます。 

  

②平成 27 年 6 月に、魚沼地域の拠点医療機関となる「新潟大学地域医療教育センター・

魚沼基幹病院」が開院しました。これにともない、南魚沼市では、魚沼基幹病院と

連携して健康ビジネスの振興や企業誘致を図る「メディカルタウン構想」、都市部に

住む元気な高齢者に、移住してもらう「プラチナタウン構想」に取り組んでいます。

この取組は、「食事、シニア向けのアクティビティといった多様な職種、仕事を創出

する可能性があり、地域の活性化にもつながる」との専門家の意見もあり、基幹病

院の開設による、各種波及効果をいかに地域経済へ結び付けるかが課題といえます。

 

③地域の特産品においては、上記にあるように南魚沼産コシヒカリや八色すいか、八

色しいたけ、越後ワインなど他地域との差別化が図れる資源があります。今までも

販路拡大に向けての取り組みがなされてきましたが、今後は更なる付加価値を意識

し、販路を拡大することも課題といえます。 

 

 

■大和商工会の役割 

 ①これまでの取り組みと課題 

  税務・記帳・労務などの基礎的な経営改善指導や、金融指導などを通じての経営分

析及び経営改善計画書の作成支援を実施してきましたが、小規模事業者の販路拡大、

売上・利益の増加をはかる為の経営指導が充分ではなかったことと、小規模事業者の

経営計画に基づく経営意識の向上支援の不足が課題としてあげられます。 

  また、地域振興事業については、支部地域におけるイベントや市民まつりなどへの

共催や協力をし、一定の効果を得ていますが、地域経済全体の活性化までには至って

いないことが課題としてあげられます。 

 

 ②今後の役割 
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  税務・記帳・労務などの基礎的な経営改善指導のレベルアップや効率化に加え、小

規模事業者の経営計画に基づいた販路拡大の為の支援が求められています。小規模事

業者の経営戦略まで踏み込み、PDCA サイクルによって伴走型の支援を行う役割があり

ます。 

  また、地域振興事業においても既存の地域の賑わい創出やコミュニティの存続に加

えて、企業の販路拡大も意識しながら、地域経済全体の活性化に寄与するような取り

組みも必要とされます。 

 

 

■南魚沼市総合計画 

  「南魚沼市総合計画」では、産業振興の目標を「豊かな自然を活かし、自然や人に

やさしく力強い産業のまち」を掲げ以下の方向性を示しています。 

南魚沼産コシヒカリ・八色すいか・八色しいたけ等を核とした農業、環境にやさし

い畜産業、豊かな自然と資源を活かした林業・水産業や観光産業、地域発展の重要な

位置を占める工業、中心市街地の活性化に取り組む商業等、それぞれの産業を高度に

連携させながら力強い産業のまちを築き、雇用の促進を図ります。 

自然環境や住環境、労働環境等に配慮しつつ、高速交通網や情報のネットワークを

活用し、地域情報の積極的な発信、地域の特性を活かした地域ブランドの創造と販売

経路の拡充を図り、地域経済の振興を図ります。 

 

 

■小規模事業者の中長期的な振興のあり方（10 年間のビジョン） 

  地域の現状が示す通り、他の地方都市同様に人口は減少し、高齢化は進み、地域の

事業者も疲弊・減少傾向にあるものの、当地域においては、主要都市部への利便性の

高い交通網が整備されていること、産官学連携が図れる環境が整っていること、豊か

な自然がもたらす地域資源が存在するなどの強みを見出すことができます。 

また、魚沼基幹病院の開院をきっかけとして、当地域への新たな移住者や来訪者の

増加を図る市の「メディカルタウン構想」や「プラチナタウン構想」は新たな需要創

出に向けた機会となります。 

このような地域の強みや行政の取り組みを活かし、小規模事業者が自社の経営状態

や経営資源を適正に把握し計画性のある事業展開を行い、「細かいところに手が届

く」、「地域密着」といった小規模事業者ならではの強みを生かし、地域の商工業並び

に地域コミュニティの担い手として持続的に発展できるよう伴奏型の支援をします。

 

 

■経営発達支援事業の目標（5年間のビジョン） 

上記を踏まえ、市の産業振興ビジョンや取り組みに沿いながら商工会としての役割

を認識し、地域の各種機関との連携を今まで以上に果たしながら、下記の目標を掲げ

小規模事業者の支援並びに地域経済の活性化に取り組んでいきます。 

 

①小規模事業者の経営計画に基づく伴走型支援 

既存の顧客はもちろん、当地域への新たな移住者や来訪者に対して、小規模事業



５ 
 

者が事業を効果的に行える為の支援が必要であり、地域の情報収集を始め、地域の

変化の分析、それに対する小規模事業者の経営分析・経営計画策定支援を伴奏型支

援によって行い、持続的に事業が行えることを目標とします。 

特に、今後は地域の市場の変化により、大企業・中小企業の進出などによる影響

も懸念されることから、細かいところに手が届き、人と人との繋がりをもたらすよ

うな小規模事業者の強みを活かした経営を行えるように、経営意識の改革から取り

組み、現状分析や需要動向からの事業計画策定支援において PDCA サイクルを意識し

た伴奏型の支援を実施していきます。 

 

②地域産品（個店の逸品）の販路開拓支援 

当地域の特産品（南魚沼産コシヒカリ、八色すいか、八色しいたけ、越後ワイン

等）はもちろん、商工業者が持っている地域産品（個店の逸品）について、農協と

の連携を新たに進め、それぞれが情報を持ち寄り相談する場を設けることで、地域

産品の掘り起しを行い、販路の拡大と地域のブランド力強化を目標とし、地域経済

の活性化に寄与することを目標とします。 

 

 ③職員の資質向上と経営支援体制の強化 

   経営指導員のみならず、経営支援員も含め、小規模事業者の経営分析や経営計画

策定など売上・利益を伸ばす経営支援ができるよう、各種研修会への積極的な参加、

職場内での共有、情報やデータの蓄積、専門家との動向による OJT などにより資質

の向上をはかることを目標とします。 
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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】 

現在の地域経済の動向調査は、窓口相談や巡回訪問での聴き取り、各種部会活動や

関係団体との会議での情報収集、広い観点での県内経済動向調査データの活用に留ま

っていた。また、事業者への情報提供においても、個々の相談時のみであり、事業者

への情報提供まで至っていなかった。 

そこで、今後は既存の巡回や窓口相談における景況感のヒアリングに加えて、地域

内の基本的なデータや経済指標を調査・分析する。 

調査・分析したデータを、個々の小規模事業者に対して会報等で周知するとともに、

事業計画策定支援の基礎データとして活用する。その他、職員内でも既存のミーティ

ングを拡充して経営支援発達支援会議として情報を共有する。 

 

■事業内容（手段・活用方法） 

① 県や市町村の統計データの活用、金融機関等の景況調査を有効活用【指針③】（新
規事業） 

人口の推移や男女別年齢構成、年齢別の人口構成などのデータを県や市町村の統

計データより収集する。また、金融機関等の行っている景況調査についても各種

刊行物などにより情報を収集しまとめる。収集した情報は、商工会報やＨＰ、各

種会議において事業者に提供すると共に、個々の事業計画策定における資料とし

て活用する。 

 

② 「消費動向調査」の分析・活用【指針③】（新規事業） 

当地域内における消費動向を総務省統計局の「家計調査」や外部の調査機関の活

用等により分析する。消費に対する分母を把握することで、精度の高い事業計画

作成資料として活用する。 

 

■目標 

 ①地区内の基本データ・景況調査データの収集・活用 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

個々の相談

に活用のみ 
広報・ＨＰ 

1 回掲載 

 

随時、個別経

営指導資料

として活用 

広報・ＨＰ

2回掲載 

広報・ＨＰ

2回掲載 

広報・ＨＰ 

2 回掲載 

 

広報・ＨＰ 

2 回掲載 
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②消費動向調査の分析・活用 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

未実施 未実施 

 

年 1 回分析

随時計画策

定の資料活

用・広報 

未実施 

 

年 1 回分析 

 

未実施 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

現状は商工会の記帳機械化委託事業者に対する分析資料の提供や、マル経資金を初

めとする各種金融斡旋、持続化補助金などの補助金申請の際に経営状況の分析を実施

していた。しかし、事業者の今後の経営にまで十分に活かされていないのが課題であ

る。 

今後は、小規模事業者の持続的発展に向け、巡回・窓口指導、各種セミナーの開催

を通じて経営分析指導対象者の拡大を図り、事業者の計数観念を高める支援を行う。

加えて経営分析手法についても、各種支援研修を通じて職員の能力向上をはかり、小

規模事業者に見合った分析を行い、定性面・定量面において小規模事業者の強みを明

確にし、経営に対する意識の改革ができるような支援に取り組む。 

  上述の支援を実施する為にも、経営発達支援会議の中で、職員間の情報共有や各種

情報収集を行い、事業者の経営分析の参考情報として実績やデータを集積・保存し、

職員の指導力向上並びに職員の人事異動にも対応できるような経営指導の効率化を図

る。 

 

■事業内容（手段・支援方法） 

① 各種セミナーの開催・近隣セミナーの周知・参加勧奨による経営分析対象者の掘 

り起し。【指針①】（事業改善） 

 経営分析の必要性や有効性に関するセミナーを開催し、事業者の経営分析の参考と

する。また、近隣の商工会や関係機関などの連携をはかり、当会開催のみのセミナ

ー案内だけでなく、近隣開催のセミナーについても極力周知をはかり、事業者の選

択の幅を広げる。事業者の経営能力向上と共にセミナーに積極的に参加する意欲あ

る小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

② 補助金・金融制度周知による経営分析対象者の掘り起こし。【指針①】（事業改善）

  現在、補助金活用や融資相談の際に経営分析を実施しているが、各種施策や融資制

度の周知ＰＲをよりきめ細やかに行う（会報・ＨＰ・各種会議・巡回窓口相談時）

ことで、積極的な小規模事業者の掘り起こしを行い、経営分析対象事業者を増加さ

せる。 

 

③ 記帳機械化委託者よりピックアップした小規模事業者の経営分析。【指針①】（新 

規事業） 

 既存の商工会事業の活用を更に図るべく、記帳機械化の分析システムから得られ 

る各種経営指標などの資料に基づいて、有効に活用できるよう経営分析の資料を整

理して、新たな事業展開や経営の改善を模索している小規模事業者へ説明・提供す
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る。税務申告の為の記帳ではなく、経営の為の記帳を意識してもらい経営計画策定

へのきっかけとする。 

経営状況の分析に関して専門的な課題等については、従前から実施している専門家

派遣の有効活用に加えて、地域金融機関、にいがた産業創造機構のコーディネータ

ー、よろず支援拠点等と連携し、小規模事業者の抱える高度な経営上の悩みに対し

てサポートする。 

 

 ④ 経営分析方法（事業改善） 

 下記の分析項目に基づいて分析資料を作成し、上記対象小規模事業者に定期巡回時

や窓口相談時（決算指導後など）において説明・提供する。 

１）売上、売上総利益、営業利益、経常利益などの経年分析 

  ⇒現状把握、数字の推移による課題の発見 

２）売上、粗利益額の貢献度分析、損益分岐点分析 

  ⇒自社における主力商品・サービスの分析・課題の発見、目標売上高の設定、

   損益分岐点から見る安全余裕率による経営の安全性の分析 

３）収益性（売上高対総利益率等）、生産性（売上対人件費率等）、安全性（流動比

率、当座比率、固定長期適合比率等）の指標分析 

⇒総合的な現状把握、同業種との比較、効率的な経営であるかの分析 

４）商品・サービスのＡＢＣ分析やＳＷＯＴ分析 

  ⇒商品構成（売れ筋・死に筋）の把握や強みや機会を見直す定性面における分

析 

 

■目標 

①各種セミナーの開催、近隣セミナーの周知・参加勧奨 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
年 1回開催 

 

 

 

参加事業者 

   20 名 

年 1 回開催 

近隣セミナー

周知・勧奨 

 

参加事業者 

30 名 

年 2 回開催

近隣セミナー

周知・勧奨 

参加事業者

40 名

年 2回開催

近隣セミナー

周知・勧奨 

参加事業者

40 名

年 2回開催 

近隣セミナー

周知・勧奨 

 

参加事業者 

40 名 

年 2回開催 

近隣セミナー

周知・勧奨 

 

参加事業者 

40 名 

  

②経営分析件数 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営分析 

件数 4件 

経営分析 

件数 12 件 

経営分析 

件数 14件

経営分析 

件数 16 件

経営分析 

件数 18 件 

経営分析 

件数 20 件 

                  

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

現在は、金融相談時に経営改善計画書（5 年計画）の作成指導や、持続化補助金申

請時の事業計画策定支援を実施している。しかし、多くの小規模事業者が事業計画を

策定する機会が少なく、事業計画に対する意識が低いのも課題である。 

今後は、事業者が経営課題を解決するため、経済動向調査、需要動向調査、経営状
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況の分析の結果を踏まえ、小規模事業者の成り行き経営からの脱却の為、事業計画に

基づいた経営の確立を支援する。また、各種補助金・助成金活用時は事業計画策定の

好機会であることから、各種施策の周知・活用を促し、事業の見直しや意識改革を喚

起する。 

また、創業支援に関しては、創業者の数も多くないことから、個々の相談に応じる

のみだけであり、積極的に事業として実施しているものではなかった。今後は、当地

域における創業者並びに第二創業者が有利に事業を開始でき、孤立することなく創業

後も順調に事業を推移することができるように、現在取り組みが始まっている産官学

金連携（商工会・自治体・大学・金融機関で連携する南魚沼市地域産業連絡協議会）

の構成支援組織とより密な連携の上、創業支援メニューへの活用について積極的に誘

導を図り、事業計画策定の支援を行う。 

 

■事業内容（手段・支援方法） 

①事業計画策定セミナーの開催及び個別相談の実施による事業計画策定者の掘り起 

し。【指針②】（新規事業） 

 事業計画策定を支援する、意欲のある小規模事業者の掘り起しと、事業計画の重要

性や策定の方法などを学んでもらえるよう事業計画作成セミナーを実施する。ま 

た、経営指導員による事業計画策定の個別相談を、専門家の活用も交えながら目標

件数を定めて実施し、事業計画策定に結び付ける支援を行う。 

 

②経営分析実施事業者、①のセミナー参加者、個別相談事業者への事業計画策定支援。

【指針②】（事業改善） 

既存の金融相談時や補助金活用時だけでなく、新たに上記セミナーに参加した事業

計画策定に意欲ある小規模事業者や、経営分析を実施した事業者から経営課題を有

する小規模事業者をピックアップし、支援を行う。経営分析結果、経済動向調査、

需要動向調査等を活用し、小規模事業者と一緒に事業計画の策定を行い、今後の事

業の方向性や目標設定の提案をしながら支援を行う。 

事業計画策定にあたり、専門的な分野に関しては専門家派遣制度などを活用し計画

の精度を高められるよう支援する。 

 

 ③創業予定者の相談窓口、創業融資制度などの情報提供、事業計画策定支援。【指針 

②】（新規事業） 

上記、南魚沼市地域産業連絡協議会の取り組みである創業支援セミナーや各種創業

補助金などの施策について、相談に来会する創業者に周知徹底を行う。また、独自

のチラシを作成して、当会が創業相談窓口であることの周知・広報を行う。その他、

日本政策金融公庫や地域金融機関との連携により低利な創業融資制度の情報提供や

斡旋指導を実施する。これらの各種手段を通じて、当会に相談に来られた創業者に

対して、資金繰りの重要性や事業計画の必要性などを説明し、今後の事業の方向性

や目標設定の提案をしながら相談者の現状に見合った事業計画の策定について支 

援を行う。 

また、商工会だけではなく、国、県、市、金融機関等関係するあらゆる支援機関か

らの支援が受けられるよう調整役としての支援を行う。 
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■目標 

 ①事業計画作成セミナーの開催及び個別相談の実施 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
計画セミナー 

未実施 

 
個別相談 

4 件 

計画セミナー 

1 回 

 
個別相談 

6 件 

計画セミナー

1 回

個別相談

7 件

計画セミナー

1 回

個別相談

8 件

計画セミナー 

1 回 

 
個別相談 

9 件 

計画セミナー 

1 回 

 
個別相談 

10 件 

 

②事業計画策定支援件数 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

4 件 6 件 7 件 8 件 9 件 10 件 

 
                  

③創業相談に関する事業計画策定支援 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
計画策定支援 

未実施 
計画策定支援 

１件 
計画策定支援

１件
計画策定支援

１件
計画策定支援 

１件 
計画策定支援 

１件 

                   

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

経営計画策定後の取り組みは、巡回・窓口相談時のヒアリング等で進捗状況を確認

し事業者の自発性に委ねているのが現状である。事業計画の進捗状況の検証や、それ

に応じた計画の見直しなどの継続的且つ積極的な支援が取り組むべき課題である。 

今後は、事業計画を策定した小規模事業者に対して、商工会の強みである顔の見え

る指導を活かし、より密に事業者と繋がることで計画を一過性に終わらせず、定期的

に事業者との接触の機会を設け、計画の進捗状況や改善のフォローアップ支援をする。

また、創業者については、商工会の伴走型支援により、事業が軌道にのるまで創業

後の税務や労務等の困りごとに対する基礎的な経営改善指導から、創業計画のフォロ

ーアップ支援によって、事業の定着・安定・発展を図る。 

 

■事業内容（手段・支援方法） 

①定期的な巡回・窓口指導【指針②】（新規事業） 

事業計画策定後、3カ月に 1回、巡回指導や窓口指導により計画の進捗状況を把握

し、状況に応じて見直しの提案や専門家派遣事業の活用、金融支援、改善計画の策

定支援を行う。 

 

②定期的な関係機関の情報提供【指針②】（新規事業） 

国、県、市、NICO、商工会連合会等の実施する支援策やセミナー等を上記の半期毎

の定期チェックの際に広報・案内を行う。 

 

 ③創業後の定期的な支援。【指針②】（新規事業） 

  創業後に関しても、3ヶ月に 1回接触（状況に応じて巡回訪問や窓口での応対、メ
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ールや FAX 等での接触）し、事業の経過について状況を確認する。金融・税務・労

務などの基礎的な経営改善に加えて、創業計画の進捗状況なども併せて支援し、計

画性を持った経営ができるよう支援する。 

 

■目標 

①、②事業計画策定後のフォローアップ事業者件数 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

未実施 6 件 13 件 21 件 30 件 40 件 

   ※事業計画策定件数に準じ、それぞれ 4半期に 1回のフォローアップ。 

 

③創業後の伴走支援者数 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

未実施 1 件 2 件 3 件 4 件 5 件 

※事業計画策定件数に準じ、それぞれ 4半期に 1回のフォローアップ。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  現状での需要動向調査に関しては、県や金融機関の動向調査について職員が閲覧 

し、状況に応じて個々の相談時に活用するだけであった。小規模事業者が事業計画を

策定するに辺り、需要動向調査を活用するに至らず、商工会においても地域の需要動

向について情報不足である事が課題である。 

今後は、事業計画策定事業者の提供する商品やサービスについての需要動向を広く

取得し、取得した情報を分析・整理することで事業計画の基礎資料として情報提供す

ると共に、小規模事業者が自社の強みを活かして事業機会を増加させる判断材料とし

て活用できるようにする。 

また、当地域での特色である、魚沼基幹病院開設による新たな地域の需要動向につ

いても、現在当会主体で実施をしている「メディカルタウン研究委員会」（H24 年度に

当会が主体となって南魚沼市、国際大学、北里学院と連携・協働し、魚沼基幹病院開

院に伴う地域活性化への取り組みと、国際大学・北里学院との交流を深めるべく研究

委員会を設置。今後、人口の流入が期待される当地域において、新たな需要が生まれ

る可能性が大いにあり、その消費者ニーズを各種関係団体・機関と共に意見交換・情

報交換・研究を実施している）において、引き続き情報収集を行う。 

 

■事業内容（手段・活用方法） 

①事業計画策定事業者の商品・サービスの需要動向分析・活用【指針③】（新規事業）

事業計画策定事業者個々の経営状況に応じた需要動向の調査・分析・提供をし、埋

もれているニーズの発見や新たな販路開拓、売上の向上につながる支援を行う。 

具体的には、売上の向上の為に商品・サービスの開発やブラッシュアップに取り組

もうとする事業者に対して、各種データ（利用を予定する資料：日経テレコンによ

る POS 情報、業界新聞、県や市の統計データ、小規模企業白書、情報系雑誌からの

トレンド情報、インターネットによる検索等）や外部調査機関等の活用（消費者ア

ンケート調査など）により、需要動向を調査・分析して提供する。 
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経営分析により見えてきた事業者の強みと需要動向を考慮しながら、ターゲット、

商品構成、価格、販売方法、新商品・サービスの開発などの資料として、事業計画

策定に活用する。 

 

②「メディカルタウン研究委員会」の継続実施【指針③】（継続事業） 

  平成 24 年度より当会主体で発足している「メディカルタウン研究委員会」を継続 

  して開催していき、魚沼基幹病院の運営や都市計画の見直し、南魚沼版 CCRC（プラ

  チナタウン構想）の推進に伴う新たなマーケットについて、国際大学や北里学院と

連携しながら地域内の新たな需要動向について情報を調査・分析し、新規顧客獲得

を目指す小規模事業者の新たな販路開拓につながる支援を行う。 

具体的には、研究委員会を構成する当会の会員が、現場で新たに当地域に流入して

くる消費者（病院関係者・来院者・CCRC による移住者等）の生の声からニーズを汲

み取り、集約・分析する。また、研究委員会の中において、病院関係者を招致して

現在の状況を聞き取ることで、この地域で何が足りないのか、何が新しく必要とさ

れるのかなどを調査・分析する。 

収集した情報は書面に整理し、巡回・窓口相談時に加え会報や各種会議等にて小規

模事業者へ提供を行うと共に、新たな需要に対する商品・サービスの開発の基礎資

料として事業計画策定に活用する。 

 

■目標 

①事業計画策定事業者の商品・サービスの需要動向調査、分析、活用 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

未実施 6 件 
計画策定 

の資料活用 

7 件
 

8 件
 

9 件 
 

10 件 
 

 

②メディカルタウン研究委員会の継続実施 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

年 4回 年 4回 
情報提供 

随時 

随時計画策定

の資料活用 

年 4 回 
 

年 4 回 
 

年 4 回 
 

年 4 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】 

現状では、小規模事業者の販路開拓支援として魚沼地域ビジネス交流会への参加支

援を実施しており、県内外の事業者のビジネスマッチングを図る機会として活用して

いるが、その他展示会や物産展などに対して積極的な支援に至っていないのが課題で

ある。また、インターネット環境を利用した広報や販路の拡大についても、個々の事

業者で活用にばらつきがみられるのも課題である。 

今後は、地域に埋もれている小規模事業者の魅力的な商品の情報発信と販路の開拓

 を図るために、展示会や物産展への参加やインターネット活用に対して積極的に誘導

 を図り、販路の開拓・売上増加を支援していく。 
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その他、既存で実施している、地域住民や来訪者が多く集まる「南魚沼グルメマラ

ソン」「八色の森市民まつり」等の集客力の高いイベントにおいて、出展事業者を現 

状通り積極的に募る。地域住民に対して地元事業者・商品の認知度向上につなげ地元

での新たな販路拡大につながる支援を継続実施していく。 

 

■事業内容（手段・活用方法） 

①展示会・物産展等の周知・参加勧奨【指針④】（新規事業） 

販路開拓に積極的に取り組む製造業・小売業の小規模事業者に対し、新潟県内、東

京などの大都市圏等で開催される各種展示会や物産展について情報を収集し配布物

等で広く周知し、参加促進支援を行う。（想定される展示会・物産展：表参道新潟館

ネスパスなどのアンテナショップでのイベント、全国商工会連合会が主催する全国

物産展、新潟市が主催するフードメッセ in にいがたなど） 

また、上記展示会や物産展の訴求対象となる一般消費者やバイヤーに効果的にアピ

ールし新たな需要の開拓がはかれるように、商品・サービスの認知度向上、新商品・

新サービス開発の支援（POP やパッケージなどの視認性向上支援やストーリー性の

ある商品の付加価値向上支援、新商品開発に対しての需要動向やトレンド情報の提

供など）を行う。職員による個別指導の他、専門家の活用を実施する。 

 

②IT を活用した販路開拓の取り組み【指針④】（新規事業） 

全国商工会連合会が推奨している簡易ホームページ作成ツール「SHIFT」の活用によ

り、小売業や飲食業、製造業等の小規模事業者のホームページ作成支援を実施し、

SEO 対策やアクセスログ解析などを用いながら販路の拡大につなげる。また、ミラ

サポへの登録も引き続き実施していき、各種施策情報を効率よく得る手段を支援す

る。 

加えて、平成 27 年度から立ち上がった南魚沼の地域産品ポータルサイト（南魚沼市

内の３商工会にて協力実施、登録希望者の地域産品を一同に集め、ショッピングサ

イトにて購入できる仕組み）への登録を勧奨し、小売業者や製造業者が持っている

地域産品としての商品を、専門家を活用しながら商品写真の撮り方や魅せ方、キャ

ッチコピーの付け方、更新の方法などの支援を行い、効果的にインターネット上で

販売できるよう支援し、新たな販路の開拓につなげる。 

 

■目標 

①展示会・商談会等の周知・参加促進 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要に応じて周知 

 

 

積極的に周知 

 

支援事業所 

2 事業所 

 

支援事業所

2事業所

支援事業所

2事業所

 

 

支援事業所 

3 事業所 

 

 

支援事業所 

3 事業所 

 

②IT を活用した販路開拓事業への取り組み 

（SHIFT 利用・ミラサポ登録・南魚沼地域産品ポータルサイト新規登録・支援） 
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現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

10 事業所 
（ミラサポのみ） 

6 事業所 
（地域産品サイト） 

2 事業所 

（ミラサポ・ＳＨＩＦＴ） 

2 事業所 
（地域産品サイト） 

2 事業所

（ミラサポ・ＳＨＩＦＴ）

2 事業所
（地域産品サイト）

3 事業所

（ミラサポ・ＳＨＩＦＴ）

2 事業所
（地域産品サイト）  

3 事業所 

（ミラサポ・ＳＨＩＦＴ） 

2 事業所 
（地域産品サイト）  

4 事業所 

（ミラサポ・ＳＨＩＦＴ） 

2 事業所 
（地域産品サイト）  

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  現状では、南魚沼市グルメマラソンや八色の森市民まつりなどの各種イベントへ実

行委員として参画しており、各種部会を中心として地域経済の振興に寄与している。

また、当会では地区ごとに支部が 4つに分かれているが、それぞれの支部役員が中心

となって、様々なイベントに参画し地域づくりに取り組んでいる。その他、魚沼基幹

病院開院に伴う地域活性化への取り組みと、国際大学・北里大学との交流として当会

が主体となり「メディカルタウン研究委員会」を発足し、地域経済活性化のための情

報提供や助言をいただき、検討を行っている。 

  既存の各種イベントには多くの集客効果も期待できることから、その機会を多いに

活用し、地域の特産品だけでなく商工業者の持つ地域産品（個店の逸品）についても

掘り起しを行い、新たに地元農協との連携を図り、農商工連携を積極的にすすめてい

く。 

 

■事業内容 

 ①イベントへの協力・運営、ブラッシュアップ 

  多くの来場者が期待できる「南魚沼市グルメマラソン」や「八色の森市民まつり」

  において、引続き関係機関と連携し、事業の運営に寄与していく。また、主として

運営に携わっている当会青年部の各種委員会の中で、より地域の活性化や経済活性

化につながるようにブラッシュアップを重ねていく。上記 Iの「６．新たな需要の

開拓に寄与する事業に関すること」に掲げている、地域住民への地元事業者の認知

度向上の取り組みの為に来場者数アップをはかっていく。 

 

 ②魚沼みなみ農業協同組合との連携 

  現状では積極的な連携をはかっていなかった地元の JA との連携をはかっていく。

これにより、「南魚沼産コシヒカリ」「八色すいか」「八色しいたけ」「越後ワイン」

など他地域と差別化がはかれる特産品のみならず、地域の商工業者が持っている地

域産品（個店の逸品）についても、情報交換を行い連携して検討していくことで、

付加価値の創出や地域ブランド力の強化、販路の開拓を目指す。 

  

■目標 

 ①イベントへの協力・運営、ブラッシュアップ（来場者数） 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

グルメマラソン 

9,000 人 

八色の森 

グルメマラソン 

9,000 人 

八色の森 

グルメマラソン

10,000 人

八色の森 
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市民まつり 

30,000 人 
市民まつり 

30,000 人 
市民まつり

35,000 人

 

 ②魚沼みなみ農業協同組合との連携 

現状(H27 年度) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

連携なし 

 

年 1 回 

情報交換 

年 2回

情報交換

  

 

 

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 

①事業全般 

近隣の 4商工会（塩沢、六日町、湯沢町、大和）で構成され意見交換の場である「南

魚沼商工会連絡協議会」において、経営指導員を新たに構成メンバーとして加え、

小規模事業者への支援情報について年 4 回、情報交換の時間を充実させ、経営発達

支援事業の現状や取り組みなどについて情報交換をする。 

また、県内商工会指導員が集まる「経営指導員研修会（年 4回）」や南魚沼・魚沼・

刈羽・柏崎地区の指導員が集まる「経営指導員部会（年 1 回）」「職員協議会研修会

（年 3回）」等に積極的に参加をし、新潟県内の小規模事業者支援の取り組みについ

ても情報交換する機会を設ける。 

②地域関係 

大和の地域情報の交換の場としては、産官学金連携組織である「南魚沼市地域産業

連絡協議会（年 12 回）」や新たに連携をはかる魚沼みなみ農業協同組合との情報交

換会などを通じて、地元情報の交換を継続して実施する。 

 ③金融関係 

日本政策金融公庫との連携をはかる「マル経協議会（年 1回）」や信用保証協会との

情報交換・連携強化を目的とした「中小企業支援連携ミーティング（年 1回）」並び

に、日頃の業務を通じて担当者との連携を強化し、事業の円滑な実施において必要

な金融支援ノウハウを取得する。 

 ④税務関係 

「小千谷税務署管内税務務協力団体会議（年 3回）」を通じて税務署や税理士会と連

携して税務情報や税制改正などの情報を取得する。 

 ⑤労務関係 

  小出労働基準監督署や南魚沼ハローワーク、社会保険労務士と連携し、事業の円滑

な実施において必要な労務管理、雇用対策、助成金などの情報などを取得する。 

  

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主催する研修の参加に加え、中小企業大学校や中小企業基盤整

備機構等の主催する研修に経営指導員が年間 5回以上参加することで、経営計画策定

による売上げや利益を確保する支援を重視した能力の向上を図る。また従来の書面に

よる復命に加え、習得した支援ノウハウのうち特に重要な項目については職員ミーテ
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ィングでの報告を行い、経営指導員だけでなく、その他職員もノウハウを共有し、小

規模事業者へも有用ノウハウの情報提供を行うことで職員の伝達能力の向上も図る。

商工会内では、発達支援計画の進捗状況についての検討会を随時開催し、経営支援

員も含めた職員全員で情報の共有を行い、商工会全体としての資質向上を図ってい 

く。また、エキスパートバンク等の専門家派遣への帯同による OJT 等により、専門的

な支援能力の向上を図る。 

 

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南魚沼市担当課の有識者からの助言、知識、データにより、事業の実施状況、成果

の評価・見直し案の提示を行う。 

 ②当会正副会長会議において評価・見直しの方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける。 

 ④事業の成果・評価・見直しの結果を当会の窓口やホームページで計画期間中公表す

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 

  大和商工会組織体制 

   ・会員数 401 名 

普通会員 392 名 

定款会員  5 名 

特別会員  4 名 

   ・役 員 24 名 

会 長  1 名 

副会長  2 名 

    理 事 19 名 

    監 事  2 名 

   ・職 員 6 名 

事務局長   1 名 

経営指導員 2 名 

経営支援員 3 名 

     

 （大和商工会経営発達支援計画従事スタッフ） 

経営発達支援事業における職種ごとの役割を踏まえ、事業を滞りなく遂行できるよ

うに、全職員が一丸となって取り組んでいく。 

    事務局長  1 名  

経営指導員 2名  

経営支援員 3名（補助員 1名、記帳専任職員 2名） 

 合  計 6 名 

 

（２）連絡先 

 大和商工会 

   住所：〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐 478-5 

 電話：(025)777-3500 FAX：(025)777-4165 

   E-mail:ymt@blue.ocn.ne.jp 

   HP：http://yamato-shokokai.com/ 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 34,250 34,250 34,250 34,250 34,250

 

 
経営改善普及事業 

指導職員設置費 

 
経営改善普及事業 

指導事業費 

 
地域総合振興事業費 

 

 
27,750 

 
2,000 

 
4,500 

 
27,750

 
2,000

 
4,500

 
27,750

 
2,000

 
4,500

 
27,750 

 
2,000 

 
4,500 

 
27,750

 
2,000

 
4,500

（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 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、手数料収入 

 

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

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

１０．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 

 

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 

県の融資制度や各種施策の活用、県の統計調査の活用、資質向上の為の研修会参加

 

南魚沼市 市長 井口 一郎 

〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町 180 番地 1 

経営発達支援事業遂行の為の共同連携 

 

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 

資質向上の為の研修会参加、専門家派遣制度の活用、広域的な情報収集 

 

中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3－5－1虎の門 37 ビル 

資質向上の為の研修会参加、各種施策の活用 

 

新潟県よろず支援拠点 コーディネーター 木村 泰博 

〒955-0025 新潟県新潟市中央区万代島 5番 1号「万代島ビル」 

専門家派遣制度の活用 

 

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」 

ノウハウの活用、専門的な相談での共同連携、各種研修会活用・参加 
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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 

資質向上の為の研修会参加・事業者向け研修会の活用 

 

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 

地域の情報交換、必要資金の低利な金融斡旋 

 

北越銀行大和支店 支店長 野口 直樹 

〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐 996 

各種金融斡旋、地域情報の交換 

 

新潟懸信用組合大和町支店 支店長 中村 雅幸 

〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐 1331 

各種金融斡旋、地域情報の交換 

 

南魚沼地域産業支援連絡協議会 会長 白井 健治 

〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町 180 番地 1（商工観光課内） 

地域の経済動向、需要動向、各種情報交換、創業支援 

 

魚沼みなみ農業協同組合 代表理事組合長 小倉 一男 

〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島 1834－1 

農商工連携に係る各種情報交換、共同連携 

 

南魚沼市特産品協会 会長 山田 光一 
〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町 140-2 
農商工連携に係る各種情報交換、共同連携 

 

南魚沼市観光協会 会長 小野塚 昭治 
〒949-6363 新潟県南魚沼市下一日市 855（道の駅南魚沼内） 
地域経済活性化の為の共同連携 

 

大和観光協会 会長 高野 正 
〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐 1188-2市役所大和庁舎 1階 
地域経済活性化の為の共同連携 

 

（一社）雪国青年会議所 理事 関 聡 
〒949-6626 新潟県南魚沼市六日町 106-1 
地域経済活性化の為の共同連携 

 



２１ 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

【各種施策・調査・共同連携・情報交換・資質向上】 

新 潟 県 南魚沼市 

新潟県商工会連合会 

にいがた産業創造機構 

【金融斡旋・情報交換】 

日本政策金融公庫長岡支店 

北越銀行大和支店 

新潟懸信用組合大和町支店 

南魚沼地域産業支援連絡協議会 

【農商工連携・地域資源開拓 

情報交換】 

魚沼みなみ農業協同組合 

南魚沼市特産品協会 

大和商工会 

【地域経済活性化・情報交換】 

大和観光協会 

雪国青年会議所 

南魚沼市観光協会 

【資質向上・研修会活用】 

中小企業大学校三条校 

中小企業基盤整備機構 

中小企業基盤整備機構 


