
経営発達支援計画の概要 

実施者名  妙高高原商工会 

実施期間  平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

当商工会は、第二次妙高市総合計画の基本施策を踏まえ、妙高高原地域の唯一の総合

的経済団体として、小規模事業者施策の「最も身近な窓口」として機能するよう組織・

体制づくりに努めるとともに、専門家や他機関と連携のもと「小規模事業者の拠り所」

となれるようワンストップサービスに心掛け、以下の項目を事業目標とし、経営発達支

援事業を推進する。 

（１）行政、地域支援機関との連携強化による各種支援施策の積極的活用 

（２）新規創業者に対する積極的支援と創業後のフォローアップとスムーズな事業継承

支援 

（３）巡回訪問の強化による経営力向上、販売促進等の継続支援 

（４）観光関連事業者間の情報共有、連携強化による地域経済の活性化 

事業内容 

Ⅰ．経済発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査 

  景況調査を年４回、全会員を対象とした巡回訪問による聴き取りを年２回実施し、

その情報を小規模事業者の支援策に活用し、持続的発展を支援する。 

２．経営状況の分析 

  経営状況等の把握と財務内容等を専門家と連携し分析を行い、今後の事業計画策定

に活用するとともに、経営に必要なセミナーを開催し、支援する。 

３．事業計画の策定支援 

  小規模事業者が経営課題を解決するため、経営分析等を実施する中で必要に応じて

専門家と連携し事業計画の策定を支援し、事業の持続的発展を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援 

  専門家と連携し事業計画の策定を支援し、伴走型の指導・助言を行い小規模事業者

の持続的発展を図る。 

５．需要動向調査 

  情報収集と巡回訪問を強化し、具体的数値に基づいた分析を行い、商工会報、ＨＰ

にて小規模事業者に情報提供を行う。   

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  スポーツ合宿等で新たな需要を開拓するため、大学等と宿泊事業者のマッチングに

取組むほか、増加する外国人スキー客に対応するための勉強会を開催する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．観光関連事業者と連携し、地域資源を活かした着地情報をエージェント等に提供し、

集客に結び付け売上増につなげるとともに、妙高版「ＤＭＯ」の設立を目指す。 

連絡先 

 〒949-2105  新潟県妙高市大字毛祝坂５８－３ 

 妙高高原商工会 TEL 0255-86-2378  FAX 0255-86-4113  

E-mail kougen@plum.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 

 

１ 地域の現状と課題 

 

（１）妙高高原地域の現状 

当地域は、新潟県の南西部に位置し、秀峰妙高山を中心とした妙高山麓一帯は本年３

月に上信越高原国立公園から分離独立し、新たに発足した国内３２番目となる「妙高戸

隠連山国立公園」に属し、雄大な自然景観と四季折々の変化に富み、湧出量豊富な温泉

や多くのスキー場など豊かな観光資源を有している。 

当地域の全商工業者数は４１１事業所（平成２６年度末現在）、うち小規模事業者が

３８７事業所で全商工業者の約８０％が観光関連に携わっている。基幹産業である観光

の衰退により１０年前と比較すると小規模事業者で約４０％、定住人口についても６，

３２７人から５，１１５人（平成２６年度末現在）と約２０％減少しており、その減少

に歯止めがかからない現状にある。 

 

ア【商工業者数及び定住人口の推移】 

年度末 商工業者数 小規模事業者数 定住人口 

平成１６年度末 ６８４ ６６０ ６，３２７人 

平成２６年度末 ４１１ ３８７ ５，１１５人 

比較（％） △３９．９％ △４１．３％ △１９．１％ 

 

 イ【商工業者における業種構成】 

業  種 建設業 製造業 卸小売業
（土産店含）

宿泊業 

飲食店 
サービス業 その他 

事業所数 45 10 62 224 53 17 

構成比率 11％ 2％ 15％ 55％ 13％ 4％ 

 

（２）妙高高原地域の課題 

当地域では平成３年をピークに観光客の減少は長期にわたり、中心となる冬期スキー

観光客数についてはここ１０年間で９８８千人から５４５千人と、約４５％減少した。

これにより多くの事業者の収益は大幅に悪化し、宿泊業の廃業が相次ぐなど、経営環

境は厳しさを増している。 

このような中、外国人スキー客の誘客を目的に妙高高原と長野県北部（白馬、志賀高

原、野沢温泉）の宿泊関係者等で結成された「長野―新潟スノーリゾートアライアンス

実行委員会」のプロモーション活動の展開により、オーストラリアを中心とした外国人

スキー観光客が大幅に増加するなど、昨今ようやく観光客数の減少に歯止めがかかりつ
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つあり、さらには待望の北陸新幹線「上越妙高駅」の開業や、「妙高戸隠連山国立公園」

の誕生など、全国に妙高を発信する好機が到来し、情報発信や受入態勢の強化などによ

り地域経済の活性化に着実に結び付けていくことが求められている。 

 

（３）小規模事業者の課題 

上述のとおり、厳しい経済状況の中、収益悪化の解消や外国人スキー観光客対応など

の新たな取組みが必要となる中、小規模事業者において次のことが課題となる。 

 

ア．自社の「強み・弱み」を理解しておらず、漫然と経営を行っている小規模事業者

が多い。また、特色のある店舗づくりや新たな事業展開が図れない小規模事業者

が多い。 

 イ．どんぶり勘定で成りゆき経営のため、経営分析を実施して中長期経営計画策定の

必要がある。 

 ウ．小規模事業者の高齢化が進み、インバウンドなど新たな需要への対応が難しい。

 エ．営業を旅行エージェントに頼る割合が高く、スキー客の減少により客単価が低い

商品を受け入れざるを得ないため、利益向上に繋がらない。 

 オ．全体的に高齢化が進み、後継者不在の事業所も多数あり、今後廃業に繋がる可能

性が高い。 

 

２ 事業目標 

    

  第２次妙高市総合計画の基本施策に掲げる「地域資源を活かした観光産業の振興」

並びに「活力ある商工業等の振興」を踏まえ、上記の課題に対応すべく、妙高高原地

域の唯一の総合的経済団体として、国、県、市、その他支援機関が行う小規模事業者

施策の「最も身近な窓口」として機能するよう組織・体制づくりに努めるとともに、

専門家や他機関と連携のもと「小規模事業者の拠り所」となれるようワンストップサ

ービスに心掛け、以下の項目を目標として経営発達支援事業を推進する。 

 

（１） 行政、地域支援機関との連携強化 

新潟県、妙高市、地域金融機関その他支援機関と連携を強化し、各種支援施策を

積極的に活用する。 

 

（２）新規創業への支援 

当地域で新たに起業を目指す事業者に対し、妙高市、日本政策金融公庫、（財）に

いがた産業創造機構と連携した金融、創業計画の支援を行い、創業後も巡回により

フォローアップを実施し伴走型支援を行う。併せて、スムーズな事業継承に向け、

後継者を対象にした中小企業大学校のセミナー参加への働き掛けや税務相談によ

り、持続的発展が可能な事業者支援を行う。 

 

（３）伴走型の経営支援の取組み 

   経営指導員は巡回、窓口指導において小規模事業者との信頼関係を構築し、これ

までのような金融、税務、労働だけでなく、小規模事業者の強み弱み、経営環境の
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分析と経営計画の策定を支援し、伴走型の指導助言を行う。また、今まで以上に国、

県のあらゆる機関が発信する補助金、景況情報を、商工会報だけでなく対象となる

企業に届くよう巡回訪問を実施し、個別企業の経営力向上、販売促進等を継続して

支援する。 

 

（４）地域経済の活性化に資する取組み 

   観光需要が低迷する中、これまでの「行政」、「観光協会」、「観光事業者」の３者

で行われてきた従来型の観光振興では人が集まらなくなってきている。 

このようなことから、マーケティング機能を担うとともに、地域の主体者をマネ

ジメントしていく、行政と民間が一体となった組織「日本版ＤＭＯ」の創設が地方

創生の政策パッケージでも提唱されたところでもある。 

当地域の観光も同様な事態に陥っていることから、当商工会観光部会と市観光商

工課が主体となって、観光関連事業者間の情報共有、連携を強化し、魅力ある観光

商品、サービスの開発、情報発信を行い、観光客の増に結びつけ、地域経済の活性

化に努めるとともに、妙高版ＤＭＯの設立を目指す。 

 
  ※ＤＭＯ Destination Marketing Organization、もしくは Destination Management Organization と呼ばれ、

欧米で先行して作られた。観光地の観光振興でマーケティング機能を担うとともに、地域の主体者

をマネジメントしていく、行政と民間が一体となった組織。   
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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 

 

 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）  

これまでは巡回による聴き取りのみで、地域内小規模事業者全体の実態・動向・ニ

ーズや課題を把握するための具体的な調査を実施していなかったことから、売上の推

移等の把握が難しい状況にあった。これからは、業種別にピックアップした事業所に

対し調査を実施し、小規模事業者の経営指針、販売戦略、販路開拓の参考にするため

に活用し、事業者の持続的発展を支援する。 

 

（事業内容） 

(1)主要産業である観光サービス業を中心に、巡回により季節別売上動向や観光客の

入込状況等経済動向を聴き取り、その情報を商工会内で共有し、商工会の事業計

画の立案や行政への企業支援策の要望、提言に活用する。また、巡回訪問並びに

窓口相談等の経営相談時に活用し、小規模事業者の経営判断に役立てる。 

 

(2)当地域の業種割合を基に小規模事業者１５事業所を抽出し、景況調査を実施す

る。（売上、利用客数、今後の売上見込み、設備投資の有無、経営上の問題・課

題） 

 

(3)市の観光商工課と緊密に連携、情報交換を行うとともに、観光関連の業界誌、各

機関が実施する経済動向調査等の報告書を収集整理分析し、地域の経済動向を踏

まえ巡回訪問並びに窓口相談等の際に提供する。重要な情報については毎月発行

している商工会報及び当会ＨＰに掲載し周知を図る。 

 

（目標） 

① 全会員を対象とした調査・分析のための巡回訪問を計画的に実施 年２回 
② 景況調査を四半期毎に年４回実施 
対象業種（サービス業 ９ 小売業 ３ 製造業 ２ 建設業 1）  

③ 市の観光商工課との情報交換及び要望・提言 年２回以上開催 
④ 商工会報及びＨＰへの掲載 年１回以上 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 （現状と課題） 

小規模事業者の持続的発展のためには、自社の強み・弱み、財務内容の把握が必

要であり、現状を明確にして課題を抽出することで今後の経営計画に役立てること
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が出来る。 

これまでの巡回では、財務分析を中心に実施してきたが、これからは、財務分析

の他、外部環境及び自社の強み・弱みまで分析する。 

専門的な課題等については、ミラサポ、新潟県商工会連合会のエキスパートバン

クの専門家等と連携し、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

ポートする。 

   

（事業内容） 

(1)巡回訪問にて財務上厳しいと思われる小規模事業者や記帳指導事業所を対象に５

事業所をピックアップし、財務内容の把握と、外部環境、強み、弱みを専門家と連

携し分析を行い、今後の事業活動の中長期的な計画策定に活用する。 

 

(2) 巡回訪問においてニーズを把握する中で必要とされる営業・経営戦略を中心と

した経営に必要なセミナーを開催し、小規模事業者の意識啓発と自己分析、課題

の抽出に役立て、必要に応じ、専門家を派遣し支援する。 

 

（目標） 

 

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 1,130 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 

セミナー開催回数 ３ ４ ５ ５ ５ ５ 

セミナー受講者数 ３７ ５０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

経営分析件数 ４ ５ ５ ５ ５ ５ 

 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を解決するため、経営分析、業界動向や需要の情報を分析する

中で、必要に応じてミラサポ、新潟県商工会連合会のエキスパートバンクの専門家

等と連携し事業計画の策定を支援し、伴走型の指導・助言を行い小規模事業者の事

業の持続的発展を図る。 

 

（事業内容） 

(1) 毎年２月～３月に、小規模事業者対し税務申告のための個別面接を実施し、そ
の機会に事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

(2) 窓口相談、巡回指導時に小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業計画
策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 
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(3) 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、持続化補助金の申請時に
事業計画の策定を支援する。 

 

（目標） 

以下のとおり実施し、小規模事業者の現状を着実に維持できるよう努める。 

 

 

（創業・第二創業（経営革新）支援）【指針②】 

当地域は、主要産業（観光サービス業）の小規模事業者が高齢化により廃業し、

地区外に転出する事例が見受けられるようになってきた。この空き店舗等を、不動

産仲介を通じて購入し、新規に創業する地区外の方も出てきている。 

創業された方の支援も含め、創業希望者に対し商工会報等を通じて情報提供を図

り、各関係機関と連携し支援するとともに、創業後においても伴走型の支援を実施

する。 

 

  （事業内容） 

(1) 創業間もない方や創業を希望される方をリストアップし、新潟県商工会連合会
が開催する創業塾への参加を勧め、支援を行う。 

(2) にいがた産業創造機構の実施している NICO カフェ（企業相談会）を商工会報に

より周知し、第二創業（経営革新）計画の策定を支援する。 

（目標） 

数少ない創業者の営業維持を支援する。 

 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を解決するため、経営分析、業界動向や需要の情報を分析する

中で、必要に応じてミラサポ、新潟県商工会連合会のエキスパートバンクの専門家

等と連携し事業計画の策定を支援し、伴走型の指導・助言を行い小規模事業者の事

業の持続的発展を図る。 

 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30 年度 31 年度

個別面接事業者数 128 130 130 130 130 130 

事業計画策定事業者数 ４ ５ ５ ５ ５ ５ 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30 年度 31 年度

創業支援者数 ４ ５ ５ ５ ５ ５ 

第二創業（経営革新）

支援者数 
０ ２ ２ ２ ２ ２ 
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（事業内容） 

（1） 国、県、市及び中小企業基盤整備機構の行う支援施策等の広報、案内により

周知し、フォローアップを実施する。 

(2)  巡回訪問により進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助言を行い、必

要に応じ、ミラサポ、新潟県商工会連合会のエキスパートバンクの専門家等を派

遣し支援する。 

(3) 新規創業後は、巡回訪問によるフォローアップ、税務相談を重点に行い、伴

走型の支援を行う。 

 

（目標） 

以下のとおり実施し、小規模事業者の現状を着実に維持できるよう努める。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 （現状と課題） 

これまでは、妙高市観光協会や妙高市から情報提供を受けた観光入込数のデータ

や巡回訪問時の情報収集のみで需要動向を調査・分析し、小規模事業者に対し情報

提供を行ってきたが、感覚的な部分も多く、経営改善に結び付ける資料となってい

ないことから、多方面に渡るデータの収集と巡回訪問の強化により、具体的な数値

に基づいた分析が必要である。 

 

（事業内容） 

(1)これまで情報収集してきた観光協会、市からの観光客入込データに加え、巡回訪

問の強化に取組むとともに、今年度市が策定した「第２次妙高市観光振興計画」

で主要施策として実施予定のスマホユーザーの位置情報を活用した観光マーケテ

ィング調査や、上信越自動車道妙高高原ＩＣの流出入状況、観光庁の統計や各県

の観光入込数を把握し、年度比較や観光客の動向を分析し、観光客のニーズと傾

向を商工会報及びＨＰにて情報を提供する。 

 

(2) 観光経済新聞社、観光業界紙や日経テレコン等から、魅力あるサービス、顧客
開拓のための先進事例、成功事例やの情報を収集精査し、その情報を巡回訪問や

商工会報及びＨＰで提供する。また、各小規模事業者が経営計画を立案する上で、

ターゲットの見直しや販売促進、販売戦略や意思決定に活用し、小規模事業者の

持続的発展に役立てる。 

 

 

 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30 年度 31 年度

周知によるフォロー

アップ件数 
４ １０ １０ １０ １０ １０ 
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（目標） 

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 1,130 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 

会報掲載回数 未実施 2 4 4 4 4 

 

 

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） 

妙高市では、スポーツ合宿などの誘致による誘客拡大を目的に「スポーツ等合宿

の郷づくり事業」に取り組み、受入施設の整備等を積極的に行っている。 

これまで、夏季の合宿誘致については各事業者の営業展開により誘客を図ってき

たが、大学生については休みも長く分散傾向にあり、高校生については大会や夏休

みの関係で７月下旬から８月中旬に集中し、宿泊施設については収容人数の関係で

中規模以上となり、小規模の宿泊施設には予約が入らない状況にある。 

北陸新幹線「上越妙高駅」の開業による首都圏、関西圏からの利便性の向上もあ

り、今後は各大学や社会人サークルなどと当地域の宿泊事業者のマッチングに取り

組み、新たな需要を開拓する必要がある。 

また、冬季においては国内のスキー人口が減少する中、新幹線でのアクセスや「デ

ィープスノー（深雪）」、「パウダースノー（新雪）」が人気となり、オーストラリア、

ヨーロッパを中心とする外国人スキー客が年々増加しており、妙高市ではＷｉ－Ｆ

ｉ（ワイファイ）環境の整備やシャトルバスの運行などを行い、外国人スキー客の

利便性の向上を図っている。 

宿泊施設においては、外国語が話せる人員の配置等、受入環境が整備されてきて

いるが、飲食店については対応力が不足しており、支援する必要がある。 

 

（事業内容） 

(1) 妙高市、観光協会と連携し、首都圏、関西圏の大学等をターゲットに、現地説

明会開催案内と施設等を紹介したＰＲパンフレットを送付し、商談する機会を

創出する。（約 200 団体） 

   (2)小規模事業者の飲食店を対象に、英会話、メニュー表の作成、店内での接遇に

ついての勉強会を開催する。 

   (3)当地域の観光スポットやスポーツ施設を紹介した「妙高高原エリアマップ」を

作成し、妙高高原駅、地域内５箇所の観光案内所、近隣の道の駅２箇所（あら

い道の駅、道の駅しなの）に配置するとともに、宿泊施設に配布し、来訪者へ

のインフォメーションとサービス向上に活用する。 
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（目標） 

 

  

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

  （現状と課題） 

 北陸新幹線「上越妙高駅」の開業による首都圏、関西圏からの利便性の向上並び

に妙高戸隠連山国立公園の誕生と好機が到来したが、妙高市、妙高市観光協会、交

通事業者が別々に宣伝展開を行っており、効果的な誘客につながっていない状況に

ある。また、地域のイベント「艸原祭」もＰＲ不足により年々来訪者が減少してい

る。今後、地域資源を活用した誘客展開を関係団体と連携し、観光関連事業者の売

り上げ増につなげ、地域経済の活性化に取り組む必要がある。 

（地域資源） 

・北陸新幹線の「上越妙高駅」開業 

・妙高戸隠連山国立公園の誕生 

・妙高杉ノ原ゴンドラの夏期営業（今年から営業開始） 

・日本の滝１００選「苗名滝」へのアクセス道路の整備（大型観光バスの受入可）

・平成の名水１００選「宇棚の清水」 

・アパリゾート上越妙高のイルミネーション（ギネス登録） 

・艸原祭 

 

（事業内容） 

(1) 当商工会観光部会が中心となり、妙高市、妙高市観光協会、交通事業者（鉄道、
バス、タクシー）と連携し、地域資源を活かした商品造成に向けた着地情報を、

旅行エージェント、宿泊施設等に提供し、旅行商品の造成やＨＰ等で活用しても

らい、観光関連事業者の売り上げ増につなげる。また、この取組みを確実かつ実

効性のあるものにするため、妙高版ＤＭＯの早期の設立を目指す。 

 

(2)グリーンシーズンの経済活性化を目的としたイベント「艸原祭」では、商工会、

観光関係団体、地域、行政が組織する実行委員会において、早期の宣伝展開、マ

スコミへの情報提供を強化するなかで、宿泊の集客に結び付け売上増につなげる。

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

学校等へＰＲ・案内送付 未実施 未実施 200 200 200 200 

商談成功(マッチング)数 未実施 未実施 5 5 5 5 

飲食店対象の勉強会 1 1 1 1 1 1 

〃   受講者数 10 10 20 20 20 20 

エリアマップ作成配布数 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000
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※艸原祭 妙高に春の訪れを告げる光の祭典。咲き乱れる「水ばしょう」と妙高山麓のスキー場での野焼き、

火文字、大輪の花火が打ち上がる。国立公園妙高の中心地「池の平温泉いもり池」周辺で５月上旬

にグリーンシーズンの幕開けイベントとして開催。 

 （目標） 

「艸原祭」目標来場者数 

 

 

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 

上越地区において、日本政策金融公庫が主催する会議で地区内の１７商工会、２

商工会議所の経営指導員が集まり、各地域の経済並びに金融情報の発表や意見交換

を行うとともに、金融制度資金や金融支援についての研修を行う。 

新潟県信用保証協会が開催する会議において、地区内の１７商工会、２商工会議

所の経営指導員が集まり、保証制度の内容や事例を研修するとともに、情報交換を

行う。 

 

 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が主催する研修の他、上越地区１７商工会で組織する経営指

導員部会主催の研修、新潟県、（財）にいがた産業創造機構が主催するセミナーや中

小企業大学校の主催する研修に経営指導員が積極的に参加し、従来の経営、労働、

財務等必要な能力向上に加え、小規模事業者の売上や利益につながる支援ノウハウ

の取得と支援能力向上を図る。 

職員の伴走型支援能力向上を図るため、巡回訪問時等に経験豊富なベテラン職員

に若手職員が帯同し、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、０ＪＴによりス

キルアップを図るとともに、受講した研修等については受講者が講師となり、職員

全員に対し速やかに研修を実施し、全職員が共有することにより小規模事業者の多

様なニーズに対応する。 

 

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・検証を行う。 

   ①内部検討会議の開催 

事務局長、経営指導員、経営支援員（補助員）で内部検討会議を開催し、本事 

業の評価、見直しの方針を検討する。 

②事業評価検討会議の開催 

内部検討会議の構成員に、商工会を所管する妙高市職員を加え、実施状況、目 

標値の達成度をもとに、成果の評価、見直し案の提示を行う。 

項  目 現状 27 年度 28年度 29年度 30 年度 31 年度

来場者数 30,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000
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③会長、副会長、専務理事で構成する執行部会において、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は、理事会へ報告し、承認を受ける。

⑤事業の成果、評価及び見直し結果について、地域の小規模事業者が常に閲覧で 

きるように事務所内に配置する。 
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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 

（Ｈ２７年４月現在）

（１）組織体制 

   ■実施する組織  

妙高高原商工会 経営支援室 

     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）  

記帳指導員１名  計６名 

   ■商工会組織 

    妙高高原商工会 

    会長１名 副会長２名 専務理事１名 理事２１名 監事２名 

    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） 記帳指導員１名 

（２）連絡先 

    住  所  新潟県妙高市大字毛祝坂５８－３ 

    電  話   0255-86-2378  FAX 0255-86-4113 

       E-mail    kougen@plum.ocn.ne.jp 

       U R L     http://www.shokokai.or.jp/kougen/ 

 

（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） 

 ２７年度 

( 27 年 4 月

以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 29,378 29,378 29,378 29,378 29,378

 

小規模企業対

策事業費 
指導職員設置費 

 
経営改善事業費 

 

 

26,194 

 

3,184 

26,194

3,184

26,194

3,184

 

 

26,194 

 

3,184 

26,194

3,184

（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 

 

会費収入、国補助金収入、県補助金収入、市補助金収入 

 

（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 

Ⅰ．地域の経済動向調査 

Ⅱ．経営状況の分析 

Ⅲ．事業計画の策定支援 

Ⅳ．事業計画策定後の実施支援 

Ⅴ．需要動向調査 

Ⅵ．新たな需要の開拓 

Ⅶ．地域経済の活性化 

Ⅷ．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 

Ⅸ．経営指導員等の資質向上 

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〉Ⅸ．経営指導員等の資質向上 

 〈効果〉資質向上を目的にした研修会が経営発達支援能力の向上に効果が大きい。 

□妙高市 市長 入村 明 【観光商工課 生涯学習課 企画政策課 環境生活課】 

 〒944-8686  新潟県妙高市栄町５番１号 

 〈役割〉Ⅰ．地域経済の動向調査 Ⅴ．需要動向調査 Ⅵ．新たな需要の開拓 

Ⅶ．地域経済の活性化 

 〈効果〉地域経済の動向、取組において情報共有と連携をすることでお互いの強みを

発揮し、経済発展の効果が図れる。 

□（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  

 〈役割〉Ⅱ．経営状況の分析  Ⅲ．事業計画の策定支援 

Ⅳ．事業計画策定後の実施支援 Ⅸ．経営指導員等の資質向上 

 〈効果〉小規模事業者の経営発達支援事業において、専門家の派遣により小規模事業

者の課題の解決と事業計画の策定に期待できる。 

□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〉Ⅱ．経営状況の分析  Ⅳ．事業計画策定後の実施支援 

Ⅸ．経営指導員等の資質向上 

 〈効果〉資質向上を目的にした研修会が経営発達支援能力の向上並びに、専門家の派

遣により小規模事業者の課題の解決と事業計画の策定に期待できる。 

□中小企業大学校三条校 校長 西 祐喜雄 

 〒955-0025  新潟県三条市上野原５７０番地 

 〈役割〉Ⅸ．経営指導員等の資質向上 

 〈効果〉資質向上を目的にした研修会が経営発達支援能力の向上に効果が大きい。 
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□（一社）妙高市観光協会 会長 太田 善万 

 〒949-2106  新潟県妙高市大字田口２９１番地１ 

〈役割〉Ⅴ．需要動向調査  Ⅵ．新たな需要の開拓  Ⅶ．地域経済の活性化 

 〈効果〉地域経済の動向、取組において情報共有と連携を図ることでお互いの強みを

発揮し、地域経済への効果が期待できる。 

□えちごトキめき鉄道株式会社 代表取締役社長 嶋津 忠裕  

 〒942-0003  新潟県上越市東町１－１  

〈役割〉Ⅶ．地域経済の活性化 

 〈効果〉観光の商品造成に向けた着地情報の企画や、観光客の誘客する上で必要な交

通機関としての役割は大きい。 

□しなの鉄道株式会社 代表取締役社長 藤井 武晴  

 〒386-0018  長野県上田市常田１－３－３９ 

〈役割〉Ⅶ．地域経済の活性化 

 〈効果〉観光の商品造成に向けた着地情報の企画や、観光客の誘客する上で必要な交

通機関としての役割は大きい。 

□頸南バス株式会社 常務取締役 佐藤 英明 

 〒944-0044  新潟県妙高市栄町３番３号 

〈役割〉Ⅶ．地域経済の活性化 

 〈効果〉観光の商品造成に向けた着地情報の企画や、観光客の誘客する上で必要な交

通機関としての役割は大きい。 

□㈱日本政策金融公庫高田支店 支店長 松尾 彰夫 

 〒943-0833  新潟県上越市大町３丁目２番１号 

〈役割〉Ⅷ．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 

 〈効果〉地域の経済事情に詳しく、情報交換が容易である。 

□新潟県信用保証協会上越支店 支店長 古川 克則 

 〒943-0804  新潟県上越市新光町１丁目１０番２０号 

〈役割〉Ⅷ．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 

 〈効果〉地域の経済事情に詳しく、情報交換が容易である。 
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連携体制図等 

 

Ⅰ．地域の経済動向調査 

   

      妙高高原商工会       妙高市  
                    要望・提言 
          情報提供    

      小規模事業者   

 

 

Ⅱ．経営状況の分析 Ⅲ．事業計画の策定支援 Ⅳ．事業計画策定後の実施支援 

 

      

  妙高高原商工会        新潟県商工会連合会・ミラサポ  

にいがた産業創造機構  
           

                    
          指導    

      小規模事業者   

 

     

 

Ⅴ．需要動向調査 

 

      妙高高原商工会        妙高市・妙高市観光協会  
                情報 
          情報提供 
               

      小規模事業者   

 

 

 

Ⅵ．新たな需要の開拓 

 

      妙高高原商工会        妙高市・妙高市観光協会  

                   
             商談斡旋          
                 

       小規模事業者   

  

 

 

専門家派遣・指導

専門家依頼
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Ⅶ．地域経済の活性化 

 

      妙高高原商工会        妙高市・妙高市観光協会・交通事業所 

           情報共有及び企画立案・イベント協力    

                         

 

Ⅷ．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  

Ⅸ．経営指導員等の資質向上 

 

     妙高高原商工会       新潟県  
                    研修会 

                   新潟県商工会連合会  
                   研修会・情報交換 

                  （財）にいがた産業創造機構 
                   資質向上研修会 

                  中小企業大学校三条校 
                   資質向上研修会 

                  日本政策金融公庫高田支店 
                   研修会・情報交換 

                  新潟県信用保証協会上越支店 
                   研修会・情報交換  

 

 

 


