
経営発達支援計画の概要 

実施者名 相川町商工会（法人番号 2110005014008） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

新潟県、佐渡市、地域金融機関、全国商工会連合会、新潟県商工会連合会などの関

係機関と連携し、小規模事業者の経営力向上、販売促進等を継続して支援する。 

特に当地域の佐渡金山、ジオパーク等の自然・文化、農林水産物や伝統工芸などの

地域資源を有効活用し、大型店、量販店にはない当地域の特色を生かした商品、メニ

ュー、サービス等の企画開発を支援することにより、個別企業の経営力向上、販売促

進、同時に創業・第二創業の促進を図り、相川地域の小規模事業者を持続的発展させ、

併せて中心市街地活性化を実現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に関すること 

国等の統計調査を調査・分析することに加え、地域内の小規模事業者の経済動

向の実態を把握することにより、小規模事業者の事業計画策定や経営改善等の支

援に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

経営指導員の窓口相談、巡回指導、各種セミナーの開催等を通じて、小規模事

業者の経営力の強化や経営計画策定につなげるための経営分析を実施する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定を目指す小規模事業者や創業・第二創業希望者等の掘り起こしを

行い、地域の経済動向、経営分析の結果を踏まえ事業計画策定支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定者に対し、定期的な巡回によるフォローアップを行い、策定され

た事業計画が着実に実行されるよう実施支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

各種統計を活用するとともに、独自に地域内の需要動向を調査することにより

需要動向を把握し、小規模事業者の事業計画策定や販路拡大策の支援に活用す

る。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者等の商品やサービスの販路開拓を支援するため、展示会、商談会

への出展参加支援を行うとともに、ソーシャルメディア等の IT を積極的に活用

した販路開拓の支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

当地域の資源を活かした地域経済活性化の方向性について各種団体と積極的

に意見交換を行い、従来のイベント内容についても再度見直し、当地域外からの

誘客による交流人口の増加を図ると同時に、賑わいのあるまちづくりを目指す。 

 

連絡先 

相川町商工会 〒952-1542   新潟県佐渡市相川塩屋町 25-3 

            電話 0259-74-3236 FAX 0259-74-3237 

E-mail aikawashoko@shinsyoren.or.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 

 

（１）相川地域の現状 

①立地・風土 

佐渡市は平成１６年３月１日に佐

渡島内の１０市町村の合併により発

足した、新潟県の離島である佐渡島全

域を区域とした市である。佐渡市の総

面積は 855.27キロ平方メートル（東京

２３区の約 1.4 倍）で、当相川地域（旧

相川町）はそのうち 192.3 キロ平方メ

ートルで約 22.5％を占めている。 

当地域は佐渡島の北西海岸に沿っ

て位置しており、内陸は大佐渡山地で

海岸近くまで山が迫っており、両端が

比較的なだらかな地形となっている。 

 

当地域の中心市街地から北東約 2.5 ㎞の山側には江戸時代に金鉱脈が発見され開山した

佐渡金山があり、開山と同時に徳川幕府の直轄地となり佐渡奉行所が置かれると、またた

くまに人口５万にも及ぶ鉱山都市となり栄光の歴史が誕生した。それ以降平成元年に約

400年近くの歴史の幕を閉じるまで日本最大の金銀山として拡大発展を続け、当地域は「金

山の町」として繁栄してきた。 

現在は、当時の繁栄を偲ばせる佐渡金銀山の史跡である金銀採掘・製錬に関連する建造

物・街並みなどの景観が良好に保存されており、中世から近代に至る各時代の鉱山技術を

見ることができる世界的にも貴重な鉱山遺産群として存在していることから、人類の共通

の財産として保護し未来へ伝えていくため、官民一体となり文化遺産としてユネスコ世界

遺産登録を目指し準備をしている。 

北西に長く伸びた海岸は起伏に富んでおり、日本海の新鮮な魚介類の水揚げがある３つ

の漁港や夏のレジャーや釣り客で賑わう海水浴場やキャンプ場の他、国定公園の観光施設

となり日本渚百選に選定されている「尖閣湾」があり、前述の「佐渡金山」と併せて日本

ジオパーク（※１）に認定されている。 

 

※１（ジオパーク） 

ジオ（地球）に関わるさまざまな自然遺産、たとえば地層・岩石・地形・火山・

断層などを含む自然豊かな「公園」のこと。「尖閣湾」では大昔の火山活動でで

きた岩石が、雨や風、波によって浸食されることにより、美しい景観を生み出

している。 

「佐渡金山」では火山活動によって形成された金鉱脈の採掘跡を観察すること

ができる。この金鉱脈は「青盤脈」と呼ばれ、長さ約 2000ｍ、最大幅約 6ｍ、

深さ約 500ｍにもなる鉱脈。 

新潟市 

相川地域 

中心市街地 

佐渡市 
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また、佐渡島を代表する伝統工芸である陶芸「無名異焼（※２）」の産地であり、当地

域は佐渡島の中でも自然、歴史、海産物、レジャー、伝統工芸等の観光資源が豊富な地域

であることが強みであり、佐渡観光の中心地として観光関連業が地域経済をけん引してき

た。 

※２（無名異焼） 

無名異とは佐渡金山採掘の際に出土した、酸化鉄を多く含んでいる赤土で、無名

異焼きはそれを陶土として焼いた陶器。文政２年（１８１９年）に、伊藤甚平が

佐渡金山の坑内で産する無名異を用い製造したのが始まり。 

1997年に三浦小平二、2003 年に伊藤赤水（五代）が人間国宝に認定されている。 

 

②交通 

交通については現在、佐渡市と新潟県（本土）は新潟航路（新潟 - 両津）、直江津航路（直

江津 - 小木）、寺泊航路（寺泊 - 赤泊）の 3 航路で結ばれており、3 隻のカーフェリー、3
隻のウォータージェット推進式全没型水中翼船（ジェットフォイル）と 1 隻の高速船が就

航している。 

 

航路名 就航船 所要時間 備考 

新潟航路 カーフェリー   ２隻 2 時間 30 分  
ジェットフォイル ３隻 1 時間 5 分  

直江津航路 カーフェリー   １隻 1 時間 40 分 2 月 全面運休 
寺泊航路 高速船      １隻 1 時間 5 分 12月-2月 全面運休 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また空路については、佐渡市の北東部（両津地区）に昭和３４年に新潟・佐渡線が開設

され、昭和４６年滑走路延長８９０ｍ、幅員２５ｍの県営空港として供用が開始された。

その後いくつかの運航会社が路線を運航していたものの、体制整備を理由に平成２６年４

月１日より無期限運休となっている。 

島内の交通については、両津地域と小木地域を結ぶ国道 350 号線が島中央部を横断して

いる。また、鉄道は通っておらず、島唯一の公共交通機関として路線バス（新潟交通佐渡）

新潟市 

上越市 

直江津 

長岡市 

寺泊 

両津 

赤泊 
小木 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A8%E9%80%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E4%B8%AD%E7%BF%BC%E8%88%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%80%9F%E8%88%B9
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の路線が全島で１５路線あり、相川地域には途中乗り継ぎが必要であるものの、両津、小

木、赤泊の各港から路線が乗り入れている。しかし全体的に利用客が減少していることか

ら便数も減少傾向にあり、マイカーが島民の交通手段の中心となっている。 

 

（２）相川地域の課題 

当地域には佐渡税務署、新潟地方法務局佐渡支局、佐渡西警察署、新潟県地域振興局な

ど佐渡島内における国県の唯一の出先機関があり、佐渡観光の中心地であることも合わせ

て、佐渡島内の一地域でありながら過去から商圏を形成し、常に一定の消費市場を確立し

地域内の需要を事業者は確保できていた。 

しかしながら佐渡観光の入込客は平成３年の約１２１万人をピークに４割程にまで大

幅減少し、佐渡観光の中心地として当地域の経済をけん引してきた観光関連業もかつての

賑わいが失われている。自然、歴史、海産物、レジャー、伝統工芸等の観光資源こそ豊富

に抱えているものの、近年のライフスタイルの多様化により団体旅行から個人、グループ

旅行への変化に伴う商品、サービス等の対応の遅れやリピートに繋がる観光戦略が機能し

ておらず、売上減少など業績が悪化しており、経営環境は大変厳しい状況にあることから、

建設業、製造業、小売業、サービス業等の他の産業への影響も大きい。 

さらには建設業、製造業、小売業、サービス業においても少子高齢化による人口減少、隣

接地域への島外資本の大型店、大手チェーン店の進出の影響は非常に大きく、観光資源が

豊富にあるのにも拘らず経営に有効活用されておらず、地元購買にプラスにはたらく観光

客を取り込むための閉塞感を払拭する打開策を捉えられていない状況で、売上減少や後継

者不足、廃業等の課題を抱えている。 

地元商店街（相川天領通り商店街、羽田商店街）における、全商品の地元購買率におい

ても、新潟県消費動向調査によると島内他地域よりも高いとは言え、平成２２年調査時に

21.4％であったものが平成２５年度の調査では 18.9％に減少しているのが現状である。 

 

 

①人口の推移                    （相川地域人口：国勢調査）                

 H2 H7 H12 H17 H22 H27 

人 口（人） 11,121 10,330 9,669 8,601 7,733 7,015 

増減数 ―  ▲791 ▲661 ▲1,068 ▲868 ▲718 

減少率 ― 7.11％ 6.40％ 11.05％ 10.09％ 9.28％ 

※平成７年には１万人台だった人口も平成２７年７月には 6,999人と６千人台に減少した。 

 

 ②商工業者数の推移                 （新潟県商工会実態調査）                   

 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 
H28-H16 
増減数 

減少率 

商工業者数 555 492 463 446 431 420 386 ▲169 30.5% 

小規模事業者数 511 456 424 410 395 385 354 ▲157 30.7% 

会員数 343 316 292 284 272 267 266 ▲77 22.4% 

 ※１２年間で商工業者数及び小規模事業者数とも３割減少した。 
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③業種別商工業者数の推移              (新潟県商工会実態調査) 

 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 
H28-H16 
増減数 

減少率 

建設業 108 81 79 75 75 74 73 ▲35 32.4% 

製造業 42 46 42 43 42 42 39 ▲3 7.1% 

卸売業 16 7 7 7 7 7 7 ▲9 56.3% 

小売業 168 143 133 126 120 114 101 ▲67 39.9% 

飲食/宿泊業 117 102 96 94 88 82 72 ▲45 38.5% 

サービス業 84 93 87 82 80 81 74 ▲10 11.9% 

その他 20 20 19 19 19 20 20 0 0% 

合 計 555 492 463 446 431 420 386 ▲169 30.5% 

※１２年間で卸売業・小売業・飲食/宿泊業・建設業の減少が顕著である。 
 

 

④佐渡観光の入込客数の推移                      （新潟県調） 

 H3 ※ H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 

人数 

（万人） 
121.4 114.4 101.5 91.3 86.3 78.2 66.0 65.6 59.8 54.7 53.3 50.8 

※佐渡島内への観光客は平成３年をピークに減少している。（減少率 56.0％） 

 ※佐渡観光アンケート調査結果（平成２７年佐渡市調べ） 

■観光訪問先―相川地区「佐渡金山」が 59.0％と最も多く、同じく相川地区「尖閣湾」が 43.1％

と３番目に高くなっている。 

■観光客の島内での交通手段―1位マイカー（33.9％）、2位レンタカー（22.9％）、3位観光

バス（12.9％）となっている。 

■旅行同行者―1位夫婦旅行（26.5％）、2位家族旅行（25.6％）、3位友人との旅行（25.2％）

が上位を占め、団体旅行はわずか 7.8％である。 

 

 

【地域総合経済団体及び小規模事業者支援機関としての役割】 

 

＜これまでの課題と今後の役割＞ 

当会では従来から、商工会員を中心に巡回窓口指導において経営一般、金融、税務、労

働等の個別指導を実施し経営改善支援を行ってきた。一方で地域の経済動向、需要動向の

調査分析結果並びに消費者ニーズに合致する地域の資源を活かした魅力ある新商品や新

サービスの開発、販路開拓などの経営革新による小規模事業者の売り上げの増加、利益の

確保のための支援については不足していた。 

今後は、経営一般、金融、税務、労働等の個別指導における能力アップを図るとともに、

小規模事業者を取り巻く経営環境と消費者ニーズを把握しながら、ビジネス環境に柔軟

に対応しかつビジネスチャンスを確実に捉えるため、業種を越えた企業間の強い連携に
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より地域を支えながら生産波及力を高め合い、地域経済を持続的発展させることが地域

総合経済団体としての重要な役割となる。 

 

 

 ＜佐渡市の将来ビジョン＞ 

 佐渡市は、平成２５年に見直した『佐渡市将来ビジョン』において、「島内産業の成長

強化及び地域内購買力の向上には観光による交流人口の拡大が重要である」と位置づけ

ている。 

その中で、離島であることからのスケールメリットの追求が困難であることから、地

産地消による経済波及力を高めることと地域資源を活かし６次産業化を進める必要があ

るとし、強みである豊かな自然と環境を高付加価値化の材料の武器とした、付加価値の

高い商品の生産と販売を両輪に戦略を進めるとしている。 

また、観光による交流人口の拡大については、佐渡にある歴史・文化・芸能等に加え

て、金銀山、ジオパーク、GIAHS（※３）の世界的３資産を活用した滞在交流型観光の充

実を目指すと計画されている。 

 

※３（GIAHS） 

ジアス：世界農業遺産。FAO（国連食糧農業機関）が提唱している「Globally Important 

Agricultural Heritage Systems」の略称。後世に残すべき生物多様性を保全している農

業上の土地利用方式や景観について、FAOが認定するもの。平成 22年 12月に石川県能登

地域とともに日本初の認定申請をし、平成 23年 6月、両地域の登録が決定した。今後、

農業振興だけでなく観光振興のきっかけとしても期待できる。 

 

 

＜今後の方針と目標＞ 

地域の課題と強みを踏まえ、環境対応すべく一から地域の強みを掘り下げ、新潟県及

び佐渡市が計画する地域経済発展計画と足並みを揃え、地域金融機関、その他支援機関、

全国商工会連合会、新潟県商工会連合会などの上部団体と連携し、小規模事業者が地域

の特徴を活かした事業を持続させ発展させることを方針とし事業を実施する。 

 

  ■中期目標  

平成２７年３月の北陸新幹線の開通、平成３０年度に登録を目指す佐渡金銀山の世界遺

産登録により地域経済活性化の機運を高め、当地域外からの誘客を見込み、個別企業の販

売促進を図る好機と捉え、「金山の町」として繁栄してきた誇りと商圏を確立してきた自負

から甘んじた旧来の保守的な経営手法からの脱却を目指す。その一歩として自社の保有す

る技術やノウハウを地域資源や観光資源と結び付けた商品開発、販売促進、情報発信等に

繋げられるよう改めて見直し、顧客サービスの向上を入口とした経営支援を実施すること

により経営に新陳代謝を促すことを中期目標として最優先に取り組む。 

 

 ■長期目標 

 世界遺産だけに頼るのではなく、当地域の強みでもあるジオパーク等の自然・文化、農

林水産物や伝統工芸などの地域資源を有効活用し、小規模事業者の販売する商品やサービ

スを保有する技術やノウハウと結び付け、顧客の吸引力がある大型店・量販店にはない、

当地域の歴史・文化・芸能等の特徴を活かした滞在交流型観光の充実の一助となるよう、
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企業間の強い連携を高め合いながら、顧客ニーズに合致する魅力のある商品、飲食、サー

ビス等の企画開発を支援し、個別企業の経営力向上、販売促進、同時に創業・第二創業の促

進による相川地域の小規模事業者の再興を図り、経営基盤を強化し発展させ、併せて中心

市街地活性化を実現することを長期目標とする。 

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３０年４月１日～平成３５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】 

 
地域内の経済動向の調査については、今までは新潟県による３年毎の「消費動向調査」や新

潟県商工会連合会による「中小企業景況調査」等の調査報告書を会館窓口に設置しそのまま来

所者へ情報提供してきた。 

また地域内の小規模事業者に対する景況調査については、佐渡島内の１０商工会により共同

で行っているが、調査結果について十分な分析と対象者へのフィードバックを行っていないこ

とから経営改善にも活かされていなかった。 

今後は、行政や金融機関等の統計調査情報と地域内の事業所を選定した景況調査の結果につ

いて専門家を交えて分析することにより、地域の経済動向をしっかりと把握し、その結果を小

規模事業者へきちんとフィードバックし、事業計画策定や販売促進のための基礎データとして

活用できるようにする。 

 

 （事業内容） 

(1) 行政や金融機関の発行する下記の各種統計調査を四半期に１度収集、分析し、人口動向及

び商業、工業、観光業の動向を今まで以上に正確に把握していくことで、よりタイムリーな

業界動向にも即した事業計画策定に活かしていく。 

 

（経済・景況関係） 

「経済センサス」―経済産業省 

「消費動向調査」、「新潟県経済動向」―新潟県統計課統計情報班 

「中小企業景況調査」―新潟県商工会連合会 

「新潟県企業短期経済調査」―日本銀行新潟支店 
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（人口・労働動向） 

 「国勢調査」総務省統計局 

「新潟県人口移動調査」―新潟県統計課統計情報班 

「新潟県労働力調査」―新潟県統計課統計情報班 

（家計・物価動向） 

 「家計調査」―総務省統計局 

 「新潟市消費者物価指数」―新潟県統計課統計情報班 

（観光動向） 

 「観光客入込数」―佐渡市観光振興課 

 

・調査項 目―人口の推移、景気動向、物価指数、業界動向、消費者動向、雇用動向、観光動

向など 

・情報提 供―分析結果は巡回、窓口指導の際に提供すると共に、当会ＨＰ、会報などにより

結果を公表し、事業計画策定や販売促進策の基礎データとして活用してもら

う。 

 

(2) 景況調査については、地域の経済動向を四半期に１度、巡回訪問による聞き取りにより調

査を実施し、地域内の経済動向を分析することにより小規模事業者の経済状況を把握して、

その実情に応じた商工会事業活動に反映させると共に小規模事業者が経営判断できる指標と

して活用する。 

 

・調査対象者―製造業、建設業、小売業、飲食業、宿泊業・サービス業（宿泊業以外）の各業

種から４事業者、合計２４事業者。 

・調査項 目―業況、売上高、採算、従業員数を今期実績と来期予想で調査し、ＤＩ（景気動向

指数）で示すとともに、経営上の課題、問題点をコメントしてもらう。 

・情報提 供―調査結果はグラフを使ってまとめ、調査対象事業所にフィートバックする他、

当会ＨＰ、会報などにより結果を公表する。また関係機関にも情報提供し地域

経済の状況を共有できるようにする。 

        

(3) 上記の(1)(2)の調査内容については経営指導員及び専門家による「分析検討会」を四半期

に１度実施し、情報提供を行う。 

 

（目標） 

地域の経済動向を調査分析することにより、現在の地域の現状と課題を把握し、会報、Ｈ

Ｐ、巡回窓口指導時に小規模事業者に周知すると共に事業計画策定、販売促進策のデータと

して活用する。 

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経済動向調査提供回数 未実施 4 4 4 4 4 

景況調査実施回数 4 4 4 4 4 4 

分析検討会回数 未実施 4 4 4 4 4 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
小規模事業者の経営状況の分析においては、金融相談、補助金申請、販路開拓等の相談時に

財務諸表を基にして経営分析を行ってきたのが現状であり、必ずしも事業計画策定のための経

営分析を行っていない状況である。また記帳機械化利用者には「ネット de 記帳」により作成

される財務分析データを提供しているが、分析結果の説明が十分とは言えず、記帳指導を受け

ている小規模事業者においては経営分析まで行われていないのが現状である。 

小規模事業者の持続的発展のためには、過去の経験や感覚に頼った経営から脱却する必要

があり、経営分析を行い事業者自身の経営状況を把握し、事業計画を策定することが必要不可

欠であるため、今後は巡回、窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて、経営分析の重要性を

説明し、少しでも多くの事業者が経営分析を行うようにする。分析結果については、地域の経

済動向や需要動向調査を参考に事業計画策定のために活用する。 

専門的な課題等については、にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会、新潟県信用保証

協会、新潟県よろず支援拠点等の専門家と連携し支援する。 

 

 （事業内容） 

(1) 小規模事業者が事業計画を策定し実施していくためには、まず経営分析を行い自社の現

状を深く理解する必要性があることを認識してもらうため、巡回、窓口相談時や各種セミ

ナーの参加者、記帳機械化利用者に対し、経営分析・事業計画策定の必要性を理解してい

ただけるチラシを作成し周知する。また経営分析に関するセミナーを開催する。 

   この取り組みにより、経営分析を行う動機付けと、経営分析による事業計画に基づいた経

営の重要性を理解してもらうことが出来る。 

 

(2) 上記の取り組みにより経営分析の重要性に理解を示した小規模事業者に対し、中小企業

基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」を活用し、対象事業者、業種にあった

経営分析を行う。専門的知識を必要とする場合は、新潟県商工会連合会、新潟県よろず支

援拠点等の専門家と連携して行う。 

    

 【分析方法】 

①財務分析 

複数年度の貸借対照表、損益計算書より、収益性、生産性、安全性、損益分岐点の各分析

を行い、「小企業の経営指標（日本政策金融公庫）」などの指標を参考にして問題点を探る。 

②ＳＷＯＴ分析 

事業者からの聞き取りにより、自社の経営における内部環境や外部環境についての強み

や弱み、機会、脅威について事業環境の分析を行う。 

③その他 

必要に応じ、商圏分析、ＡＢＣ分析、３Ｃ分析、季節指数の分析を行う。 

 

 （目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析セミナー開催数 未実施 1回 2回 2回 2回 2回 
経営分析セミナー参加 

人数 
0人 10人 20人 20人 20人 20人 

経営分析件数（事業所数） 4件 5件 10件 10件 10件 10件 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
小規模事業者への事業計画の策定については、巡回窓口相談における金融申込、各種補助金

の申請時に行ってきた。また特産品のブラッシュアップ、販路開拓等の相談時には新潟県商工

会連合会のエキスパートバンク及び新潟県よろず支援拠点等の専門家と連携して行ってきた。 

今後は事業者が経営課題を解決するための生きたビジネスプランを策定するため、上記の経

済動向、経営分析等の結果を踏まえ、小規模事業者と濃密なコミュニケーションをとり、ＳＷ

ＯＴ分析等を活用することにより強み・弱みを洗い出し、従前の企業体質からの脱却を促す。

さらに、ネットワークを活かして専門家と連携し積極的に事業計画策定を支援し、伴走型の指

導・助言により小規模事業者のレベルアップを促し、柔軟性を高め環境変化へ対応する「ＰＤ

ＣＡサイクル」を回す仕組みづくりを推進し、事業安定化の実現及び持続的発展を図る。 

 

 

 （事業内容） 

(1) 窓口相談、巡回指導時での小規模事業者からの相談の際に、事業計画策定を目指す小規

模事業者の掘り起こしを行う。 

(2)  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う。 

 (3) 上記(1)及び(2)の他に、金融相談時及び国・県・市等の各種補助金の申請時における事

業計画の策定支援を行う。 

 (4)  事業計画策定に関し、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」を支

援メニューとして積極的に活用する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー・説明会開催回数 未実施 2 2 2 4 4 

事業計画策定事業者数 4 6 8 8 10 10 

 
 

創業、第二創業（経営革新）支援については相談者に対し、起業補助金、創業資金等の支援

を実施してきた。今後は新潟県、佐渡市、地域金融機関、にいがた産業創造機構、新潟県商工

会連合会、新潟県信用保証協会、新潟県よろず支援拠点等の専門家と連携し創業支援を行う。 

 

 （事業内容） 

(1) 専門家等との連携により創業、第二創業（経営革新）希望者に対する個別相談会を実施

し、佐渡市の補助金等の事業計画書策定について相川町商工会の指導を必須要件とするこ

とで、創業者との関係性を深めるとともに、事業開始の入口から創業希望者の知識向上を

図りつつ、創業計画の策定支援を行う。 

(2)  にいがた産業創造機構や新潟県商工会連合会が開催する創業塾や起業相談会、第二創業

（経営革新）への参加を支援する。 

(3）上記の(1)(2) の創業塾、起業相談会の参加者に対して、経済動向調査の結果を踏まえ、

巡回指導や状況に応じた専門家の派遣により創業計画の策定支援を行う。 
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（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

個別相談会開催回数 未実施 1 2 2 4 4 

創業・第二創業事業計画策定支

援者 
2 2 4 4 6 6 

（創業支援者数） 1 1 2 2 3 3 

（第二創業（経営革新） 

支援者数） 
1 1 2 2 3 3 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 
事業計画策定者に対し、今までは巡回指導による定期的なフォローアップは実施していない。 

今後は、事業計画策定支援を行った事業者及び創業・第二創業者に対して、策定された事業

計画が着実に実行され、課題が解決されることにより持続的な経営発達が図れることを目的

に、定期的な巡回訪問により計画的なフォローアップを行う。特に進捗状況に応じて、関係機

関と連携を図ることにより計画の見直しまたは修正等を含め、事業計画の実効性を高めてい

く。 

 

（事業内容） 

（1）事業計画策定支援を行った事業者対して、事業計画策定後、３か月に１度定期的に巡回訪

問し、事業計画の進捗状況の確認を行う。創業・第二創業者に対しては巡回頻度を２か月に

１度と増やし事業者に寄り添った支援を行う。 

巡回訪問においては売上、収益、資金繰り、新規取引先の獲得などの状況をチェックし、

まだ実施されていない事項、達成できていない事項の把握を行い、いわゆる「ＰＤＣＡサイ

クル」を回す仕組みづくりを推進し、必要な指導、支援策、助言等のフォローアップを実施

していく。状況に応じて専門家との連携により必要な指導・助言を行う。 

 (2) 事業計画策定後に、その事業計画が有効に着実に実施されるよう国、新潟県、佐渡市、に

いがた産業創造機構等の行う支援策等を広報、巡回により周知する。 

（3）事業計画策定後に、事業の実施に必要な設備資金及び運転資金等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

型の指導助言をしながらフォローアップを実施する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者数 4件 6件 8件 8件 10件 10件 

フォローアップ件数 未実施 24件 32件 32件 40件 40件 
創業・第二創業事業計画策定事

業者数 
2件 2件 4件 4件 6件 6件 

フォローアップ件数 未実施 12件 24件 24件 36件 36件 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
地域内の需要動向調査については、地域金融機関による「経済レポート」やにいがた産業創

造機構による「ビジネス情報誌」等の調査報告書を会館窓口に設置しそのまま来所者へ情報提

供してきた。 

小規模事業者が販路を拡大し、売り上げを確保し持続的に発展していくためには「勘や思い

込み」ではなく、適切かつ十分なデータ収集と分析により見込まれる需要を見据えた事業計画

に基づく経営、商品開発が重要となってくる。特に観光産業を主要産業としている当地域で

は、当地域を訪れる観光客、地域外の消費者ニーズや需要動向を把握し、地域資源を活用した

商品やメニューの開発や販路開拓を行う必要がある。今後は、専門的なデータや調査レポート

の収集のみならず、独自に地域外の需要動向を調査し小規模事業者の事業計画策定や策定後の

実施支援に活かしていく。 

 

 （事業内容） 

 (1) 地域外消費者の需要動向調査の実施 

①宿泊業に関する需要動向調査 

  佐渡島内で唯一温泉街を形成する当地域において、島外からの宿泊客のニーズを把握す

ることは、当地区の宿泊業を営む小規模事業者の持続的発展に資するため次のとおり需要

動向調査を実施する。 

 

【調査支援内容】 

 ・支援対象：主に島外客を受け入れる宿泊業者 

 ・調査対象：支援対象先の宿泊客 

 ・調査項目：性別、年齢、居住地、佐渡への来訪回数、島内の観光先、 

       旅行目的（温泉、ビジネス、観光、登山、イベント、グルメ、釣りなど） 

当宿泊先の選定理由と満足度 

接客（観光案内、施設案内、サービス内容等）に関する満足点や不満点 

施設（宿泊部屋、浴場、食事部屋、ロビー等）に関する満足点や不満点 

夕食（メニュー、ボリューム、提供スピード等）に関する満足点や不満点 

朝食（メニュー、ボリューム、提供スピード等）に関する満足点や不満点 

土産品（品揃え、価格等）に関する満足点や不満点 

その他利用に関する満足点や不満点、望むサービス 

   ・調査時期：四半期ごとや毎月など宿泊業者の入込客の動向に応じて実施 

   ・調査方法：ＤＭ、インターネット、客室据置のアンケート票など 

   ・標 本 数：１００～２００ 

   ・支援内容：アンケート票の作成、回収後の集計・分析、分析結果の提供 

         分析結果に基づくサービス内容変更等に係るフォローアップ 

   ・活用目的：支援対象先の宿泊者ニーズを把握し、各種サービス向上のために活用すると

ともに、新規客や固定客獲得のための分析資料として活用する。 

 

②飲食業に関する需要動向調査 

  観光客の約 6割が当地域を訪れるため、島外観光客のニーズにマッチしたメニューを提

供することは、当地区の飲食業を営む小規模事業者の持続的発展に資するため次のとおり

需要動向調査を実施する。 
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【調査支援内容】 

 ・支援対象：飲食業者 

 ・調査対象：支援対象先の顧客 

 ・調査項目：性別、年齢、居住地、佐渡への来訪回数、島内の観光先、 

       旅行目的（温泉、ビジネス、観光、登山、イベント、グルメ、釣りなど） 

当店の選定理由と満足度 

接客（観光案内、施設案内、サービス内容等）に関する満足点や不満点 

施設（食事部屋、待合室、トイレ、会計等）に関する満足点や不満点 

食事（メニュー、ボリューム、提供スピード等）に関する満足点や不満点 

その他利用に関する満足点や不満点、望むサービス 

   ・調査時期：四半期ごとや毎月など顧客の動向に応じて実施 

   ・調査方法：ＤＭ、インターネット、据置のアンケート票など 

   ・標 本 数：１００～２００ 

・支援内容：アンケート票の作成、回収後の集計・分析、分析結果の提供 

         分析結果に基づくサービス内容変更等に係るフォローアップ 

   ・活用目的：支援対象先の顧客ニーズを把握し、各種サービス向上のために活用するとと

もに、新規客や固定客獲得のための分析資料として活用する。 

 

③食品製造業に関する需要動向調査 

  観光客の約 6割が当地域を訪れるため、佐渡の地域資源を活用し島外観光客や県外客の

ニーズにマッチした商品を提供することは、当地区の食品製造業を営む小規模事業者の持

続的発展に資するため次のとおり需要動向調査を実施する。 

 

【調査支援内容】 

 ・支援対象：食品製造業者 

 ・調査対象：当地区を訪れる観光客 

 ・調査項目：【基本項目】 

性別、年齢、居住地、佐渡への来訪回数 

       旅行目的（温泉、ビジネス、観光、登山、イベント、グルメ、釣りなど） 

【佐渡の食品に関する項目】 

佐渡で印象に残った食品とその理由と満足度 

自宅でも楽しみたい佐渡の食品 

知人等への贈り物にしたい佐渡の食品 

物産展やインターネット等で購入したことのある佐渡の食品 

佐渡の食品に関するイメージ、他地域と比較しての満足度 

【支援対象者の製造商品に関する項目】 

味、価格、ボリューム、品質・鮮度、パッケージ、商品説明、種類 

それぞれの良かった点、悪かった点、改良すべき点 

   ・調査時期：四半期ごとや毎月など顧客の動向に応じて実施 

   ・調査方法：ＤＭ、インターネット、据置のアンケート票、聞き取り調査など 

   ・標 本 数：１００～２００ 

・支援内容：アンケート票の作成、回収後の集計・分析、分析結果の提供 

         分析結果に基づく新商品開発や商品内容変更等に係るフォローアップ 

   ・活用目的：佐渡を訪れる顧客ニーズを把握し、新商品開発等に活用するとともに、新規

客や固定客獲得のための分析資料として活用する。 
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④「こいっちゃまつり」等を活用した需要動向調査 

  新商品や新メニューについては、開発が出来たことで満足して販売まで漕ぎ着けない商

品とならないよう、９月に当会が主催する「こいっちゃまつり」や商店街組合等が実施す

る商店街イベントを発表の場として、本物の売れる商品となるよう来場者へアンケートを

実施し、その結果をフィードバックする。それを基にブラッシュアップすることで磨きを

かける。また、アンケートの内容から消費者動向も得られる。 

 

【調査支援内容】 

 ・支援対象：新商品・新メニューの開発を目指す地区内小規模事業者 

・調査対象：イベント来場者 

  ・調査場所：こいっちゃまつり会場または商店街イベント会場 １回 

  ・調査項目：年齢、性別 

        新メニューについて 

         味、価格、サイズ（量）、盛り付けなど 

        新商品について 

         価格、サイズ（量）、パッケージデザインなど 

  ・調査時期：こいっちゃまつり、商店街イベント開催時 

  ・調査方法：調査場所にアンケート用紙を設置し、来場者に聞き取りによりアンケートに

答えてもらう。アンケートに答えてくれた方には粗品を進呈する。 

  ・標 本 数：１メニュー、１商品あたり５０件 

  ・支援内容：アンケート票の作成、回収後の集計・分析、分析結果の提供 

        分析結果に基づく新商品開発や商品内容変更等に係るフォローアップ 

  ・活用目的：ターゲットとする顧客のニーズを把握し、新メニュー、新商品のブラッシュ

アップ、価格決定、商品パッケージ制作等に活用する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

①宿泊業に関する需要動向調

査支援個社数 
未実施 1件 1件 1件 1件 1件 

②飲食業に関する需要動向調

査支援個社数 
未実施 1件 1件 1件 1件 1件 

③食品製造業に関する需要動

向調査支援個社数 
未実施 1件 1件 1件 1件 1件 

④「こいっちゃまつり」等を活

用した需要動向調査の支援個

社数 

未実施 2件 2件 2件 2件 2件 

 

(2) 地域内消費者の需要動向調査の実施 

地元商店街における、地域内消費者の地元購買率が年々減少してきていることから、

自店に来店する顧客へのアンケート調査を実施することで、改めて地域内の消費者ニー

ズを把握する。アンケート調査については事業者の業種に応じたアンケートを作成し実

施する。 

収集したデータについては専門家と連携しレポートにまとめ、品揃えやサービス内容、価

格等の改善を行い事業計画策定に活用するために小規模事業者へ情報提供を行う。 
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【調査内容】 

  ・支援対象：経営計画を策定する小規模事業者 

  ・調査対象：経営計画を策定する小規模事業者の顧客 

  ・調査場所：自店店頭 

  ・調査項目：年齢、性別 

        買い物動向（自店、競合店、大型店等の利用頻度） 

        自店を利用する理由 

        自店以外を利用する理由 

        自店で購入する商品・サービス、自店で購入しない商品・サービス 

        今後欲しい商品・サービス 

        改善して欲しい事項など 

  ・調査方法：調査場所にアンケート用紙を設置し、来店者にアンケートに答えてもらう。

アンケートに答えてくれた方にはクーポンを付与するなどの工夫をする。 

  ・標 本 数：１店舗あたり１００～２００ 

  ・支援内容：アンケート票の作成、回収後の集計・分析、分析結果の提供 

        分析結果に基づく品揃えやサービス内容、価格等の改善に係るフォローアッ

プ 

  ・活用目的：ターゲットとする顧客のニーズを把握し、品揃えやサービス内容、価格等の

改善に等に活用するとともに、経営計画策定及びブラッシュアップに活用す

る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域内消費者の需要動向調査

の支援個社数 
未実施 2件 2件 2件 2件 2件 

 

(3)  専門的なデータや調査レポートの収集 

新商品や新メニューの開発や販路開拓には様々な情報を把握することが必要なことから、

消費者動向、売れ筋商品、最新トレンド情報、市場の動向、競合の状況などを新聞、インタ

ーネットのほか、国、県、市や各種団体が発行する調査資料等を収集し、収集したデータに

ついては専門家と連携しレポートにまとめ、小規模事業者に提供することにより、事業計画

策定やフォローアップに活用する。 

 

【収集する情報源及び調査項目】 

・日経テレコン POSEYES―売れ筋商品等のトレンド情報 

・日経ＭＪ等の商業誌―トレンド情報・新商品等の情報 

・総務省統計局「家計調査」「家計消費状況調査」―消費動向指数等  

・佐渡観光アンケート調査―観光客ニーズ等 

・ＲＥＳＡＳ―観光客ニーズ等 

 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

情報提供事業者数 未実施 8件 12件 12件 16件 16件 
  提供先：事業計画策定事業者全てに情報提供する。（創業・第二創業者を含む） 
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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、金融・経営相談、新商品の開発及びブラッシュアップ、小規模事業者持続化補助

金の申請時等において専門家等と連携して販路開拓や売上拡大に対しての計画書作成支援を

実施している。また、全国商工会連合会が提供する「ＳＨＩＦＴ」の活用支援や全国商工会連

合会やにいがた産業創造機構が主催する展示会、商談会について会報等で周知している。 

当地域では、人口減少、隣接地域の島外資本の大型店、大手チェーン店への進出、観光客の

減少等の影響が大きく地元購買力も減少傾向にあることから、小規模事業者が持続的に事業を

発展させていくためには、新たな需要の開拓は重要な課題となっている。一方で小規模事業者

にとって新たな販路開拓活動に十分手が回らず、不得手としていることからＰＲ不足が原因

で、売り上げに結びついていないところも見受けられる。 

このことから今後は、さらに販路開拓により売上を増加させ利益を確保し持続的発展を図

るため、特産品を中心とした販路開拓を強化するため、展示会、商談会への出展参加支援を行

う。合わせて新聞社等のプレス発表、ソーシャルメディア等の IT を積極的に活用し、小規模

事業者の商品や技術の情報発信を推進し販路開拓支援を行う。 

 

 （事業内容） 

 (1) 国等の支援事業（小規模事業者持続化補助金）の積極的活用により、販路開拓や販売促

進を図る取り組みについての事業計画策定支援を実施する。 

(2)  新潟市で開催される商談会「食の国際見本市フードメッセ in にいがた」の周知を図り、

出展に向けての支援を実施し、新たな販路開拓を図る。 

 (3) 県外の東京表参道の新潟県アンテナショップ「新潟館ネスパス 新潟食楽園」、東京丸の

内の佐渡産品の販売施設「丸の内佐渡特選館」及び新潟県関西情報発信拠点「じょんのび 

にいがた」等の周知を図り、出展に向けての支援を実施し、販路開拓を図る。 

 (4)  地域外の佐渡真野地域で開催される春の佐渡観光イベント「さど食の陣」への出展に向

けての支援を実施し、観光客への相川地域の特産品の認知度向上を図ると共に、相川地域

への誘客と販路開拓を支援する。 

  (5)  新潟県商工会連合会の専門家派遣やミラサポ等の専門家と連携し、特産品のブラッシュ

アップによる販路開拓支援を行う。 

 (6) 事業所及び商品等のＰＲに欠かせないホームページの整備には、全国商工会連合会が提

供する簡易ホームページ作成システムＳＨＩＦＴを活用し、会員事業所のホームページ作

成による情報発信を支援する。 

 

 （目標） 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

持続化補助金利用件数 4 4 4 6 6 6 

商談会出展支援者数 1 2 2 2 4 4 

物産館・イベント等の出展支援

者数 
未実施 2 2 2 4 4 

商談会・物産館等新規取引先獲

得数 
未確認 2 2 2 4 4 

特産品のブラッシュアップ品

数 
1 2 4 6 6 6 

ホームページ（ＳＨＩＦＴ）作

成事業者数 
5 10 12 15 20 20 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
佐渡市、佐渡観光協会、相川地域の商店街（相川天領通り商店街及び羽田商店街）、ＮＰＯ

法人、料飲店組合等各種団体と連携し、平成２９年９月に第８回「こいっちゃまつり」を実施

し、佐渡の食材を活用したグルメ合戦やフリーマーケット並びに特産品抽選会などを行った。

平成２６年には国の「にぎわい補助金」を活用し実施し来場者も大幅に増加するなど大きな

効果があった。 

今後は当地域の資源を活かした地域経済活性化の方向性について意見交換を行い、イベン

ト内容についても再度見直し、当地域外からの誘客による交流人口の増加を図ると同時に、

賑わいのあるまちづくりを目指す。 

 

 （事業内容） 

 (1) 佐渡市、佐渡観光協会、相川地域の商店街（相川天領通り商店街及び羽田商店街）、ＮＰ

Ｏ法人、料飲店組合等各種団体で連携し、佐渡金銀山と栄枯盛衰を共にしてきた相川地域

ならではの地元食材を使ったグルメの出店、地元産業に大きく関わってきた伝統工芸であ

る無名異焼や裂き織りの体験、地域特産品（海産物）、佐渡金銀山のＰＲを目的とした「こ

いっちゃまつり」及び佐渡の朝市を実施し、地域経済の活性化を図る。 

 (2) 佐渡観光協会等で実施する地域イベント（宵乃舞、鉱山まつり）に積極的に参画する。 

 (3) 商工会青年部は、地域の活力を未来に繋げるため、次世代を担う子どもたちに地域の愛

着をもってもらえるよう、創造力と行動力を発揮し地域イベント等の立案から実行まで積

極的に参加し、地域の賑わいを創出する。 

 (4) 商工会女性部による「おもてなし交流事業」の受け入れを推進し、相川地域の観光資源

の魅力、特産品等を県内外にＰＲする。 

 (5) 佐渡金銀山の世界遺産に係る知識を小規模事業者より深めてもらうため講座を開催し、

接客や商品、サービスの開発等に活かしてもらう。 

 (6) イベントの実施、参画により商業振興に繋げ、地域経済活性化に結び付ける。 

  

 

(目標) 【こいっちゃまつり】 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催回数 1 1 1 1 1 1 

出展者数 40 42 45 45 50 50 

来場者数 9,000 9,100 9,200 9,300 9,400 9,500 

 

 

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 
 

日本政策金融公庫新潟支店（年１回）、新潟県信用保証協会佐渡支店（年６回）、佐渡地区の

税理士会（年１回）と情報交換会を実施しており、支援ノウハウ、支援の現状、支援施策等の

情報交換を行っている。 

また、佐渡島内の１０商工会（当会を含む。）では、広域連携で小規模事業者向けの講習会、

販路開拓支援事業を合同で行っており、事業を通じて支援ノウハウ、支援の現状、支援施策等
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の情報交換を行っている。 

  今後は引き続き、日本政策金融公庫、にいがた産業創造機構、新潟県信用保証協会、地域金

融機関、佐渡地区の税理士会等の専門家との情報交換会において、支援ノウハウ、支援状況、

支援施策等の情報交換を行うとともに、新潟県観光協会、佐渡市、佐渡観光協会、佐渡汽船等

の観光関連団体とも情報交換会を実施し、観光業等への支援ノウハウ、支援状況等の情報交換

を行う。 

また、佐渡島内の１０商工会（当会を含む。）合同の広域連携での小規模事業者向けの講習

会、販路開拓支援等の事業を通じて、各地域の小規模事業者や経済の状況、支援ノウハウ、支

援状況等に関して情報交換を行い、新規創業や新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 
新潟県、新潟県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業大学校の主催する研

修に経営指導員が年間１回以上参加することで、売上げや利益を確保することを重視した支

援能力の向上を図る。  

事業所への専門家（コーディネーター）等の派遣指導の際には、専門家（コーディネータ

ー）等に同行し、派遣指導終了後には指導のポイント、方法等について意見交換を行い、個

別企業の経営力向上、販売力促進、創業・第二創業等についての具体的支援ノウハウを学び

支援能力の向上を図る。  

若手経営指導員については、佐渡島内の広域連携事業において、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る。これに加え、専門家派遣の際に同行する

等、高度な能力を習得するため、あらゆる機会を捉えて、自己研磨する。 

  経営指導員が習得した小規模事業者の利益の確保に資する支援及び成功事例のノウハウに

ついてはデータベース化することにより組織内で共有し、経営支援員（補助員・記帳専任職

員）・記帳指導員も含め四半期に１度「職員勉強会」を開催することにより支援能力の向上を

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は、事業毎に実施回数、参加者

数、支援事業者数等の達成率を定量的に算出し、以下の方法により評価・検証を行う。  

①正副会長に佐渡市担当課職員等の外部有識者により、事業の実施状況、成果の評価・見直

し案の提示を行う。  

②理事会において、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｢会報｣及び「総会」並びに「ＨＰ」で毎年度終了後公表

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 29年 11月現在） 

（１）組織体制 
 

■経営発達支援事業実施体制 

 担当者 

  相川町商工会 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 

   記帳指導員 １名 

 

 

■相川町商工会組織 

 

                総  会―監査会（監事２名） 

                  

                  ―理事会（会長・副会長２名・理事２０名） 

   

                  ―委員会（総務・会費査定・人事評価・貯蓄共済推進） 

   

                  ―部 会（商業・工業・サービス・観光） 

 

                  ―青年部 

 

                  ―女性部 

 

  

（２）連絡先 

・相川町商工会  

・新潟県佐渡市相川塩屋町 25-3 

  ・電話 0259-74-3236  E-mail aikawashoko@shinsyoren.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 
 
事務局長 
 
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 
記帳指導員 １名 
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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） 

 30年度 
(30 年 4 月以

降) 
31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 3,650 2,950 2,950 3,450 3,450 

 

 

○地域の経済動向調査に関

すること 

 

○経営状況の分析に関する

こと 

 

○事業計画策定支援に関す

ること 

 

○需要動向調査に関するこ

と 

 

○新たな需要の開拓に寄与

する事業に関すること 

 

○地域経済の活性化に資す

る取組 

 

○経営発達支援事業の支援

力向上のための取組 

 

 
 

 

100 

 

 

150 

 

 

350 

 

 

500 

 

 

1,000 

 

 

1,500 

 

 

50 

 

 

 

 

100 

 

 

300 

 

 

400 

 

 

500 

 

 

100 

 

 

1,500 

 

 

50 

 

 

 

 

100 

 

 

300 

 

 

400 

 

 

500 

 

 

100 

 

 

1,500 

 

 

50 

 

 

 

 

100 

 

 

300 

 

 

800 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

1,500 

 

 

50 

 

 

 

 

100 

 

 

300 

 

 

800 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

1,500 

 

 

50 

 

 

 

（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、会費、事務手数料、事務受託費 

 

 

（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）経営分析・需要動向調査（情報交換等） 

（２）事業計画の策定・実施支援（専門家派遣、各種補助金・助成金、各種融資の斡旋） 

（３）創業・第二創業(経営革新)支援（専門家派遣、各種補助金・助成金、各種融資の斡旋） 

（４）小規模事業者販路開拓支援（専門家派遣、商談会等の参加、セミナーの開催） 

連携者及びその役割 

 
連携者 代表者 住所 電話番号 役割 

新潟県  知事 米山隆一 新潟県新潟市中央区新光町4-1 025-285-5511 １・２・３・４ 

佐渡市  市長 三浦基裕 新潟県佐渡市千種232 0259-63-3111 ２・３・４ 

にいがた産業創造機構 理事長 米山隆一 新潟県新潟市中央区万代島5-1 025-246-0025 ２・３・４ 

新潟県よろず支援拠点（にいがた産業創造機構） 

理事長 米山隆一 
新潟県新潟市中央区万代島5-1 025-246-0058 ２・３・４ 

ミラサポ（中小企業庁）長官 安藤久佳 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 0570-057-222 ２・３・４ 

新潟県商工会連合会 会長職務代行 

             副会長 石田三夫 
新潟県新潟市中央区新光町7-2 025-283-1311 １・２・３・４ 

日本政策金融公庫新潟支店 支店長 田澤嗣透 
新潟県新潟市中央区万代 4-4-27 

NBF新潟テレコムビル 
025-246-2011 １・２・３ 

第四銀行佐和田支店 支店長 長谷川 浩 新潟県佐渡市中原474-1 0259-52-6111 １・２・３ 

新潟大栄信用組合相川支店 支店長 早川聡仁 新潟県佐渡市相川一町目40-2 0259-74-2274 １・２・３ 

新潟県信用保証協会佐渡支店 支店長 中島謙一 新潟県佐渡市河原田本町394 0259-57-2011 １・２・３ 

関東信越税理士会佐渡支部 支部長 山本敏彦 新潟県佐渡市両津夷262-31 0259-27-5240 １・２・３ 

新潟県観光協会 代表 高橋 正 新潟県新潟市中央区新光町4-1 025-283-1188 １・２・４ 

佐渡観光協会相川支部 代表 間島一栄 新潟県佐渡市相川栄町27 0259-74-2220 １・２・４ 

相川町旅館組合 代表 間島一栄 新潟県佐渡市相川栄町27 0259-74-2428 １・２・４ 

佐渡汽船観光㈱ 代表 本間悦郎 新潟県佐渡市両津湊353 0259-27-5184 １・２・４ 

新潟交通佐渡㈱ 代表 大嶋徳之 新潟県佐渡市河原田諏訪町80 0259-57-2121 １・２・４ 

東京相川会  事務局長 石塚 豊 
埼玉県さいたま市岩槻区東町 2-

2-7 
048-757-2169 １ 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関係機関】 

―新潟県、佐渡市 

―にいがた産業創造機構 

―新潟県よろず支援拠点 

―ミラサポ 

―新潟県商工会連合会 

―金融機関 

 ・日本政策金融公庫 

 ・第四銀行 

 ・新潟大栄信用組合 

・新潟県信用保証協会 

―地元税理士会 

―観光団体 

・新潟県観光協会 

 ・佐渡観光協会 

 ・相川町旅館組合 

 ・佐渡汽船観光 

 ・新潟交通佐渡 

 ・東京相川会 

【相川町商工会】 

経営発達支援事業 

 

○経営状況の分析 

○経営策定・実施支

援 

○市場調査支援 

 

【小規模事業者】 

○経営の発達 

・新たな顧客に向

けた商品の販売

等、ビジネスモ

デルの再構築 

 

○経営の改善 

・金融、税務、記

帳等指導 

連携 支援 

・
情
報
交
換 

・
専
門
家
派
遣
依
頼 

・
セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催 

・
情
報
提
供 

・
専
門
家
派
遣 

・
セ
ミ
ナ
ー
等
の
参
加
支
援 

・
商
談
会
、
展
示
会
等
の
出
展
支
援 
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