
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
佐和田商工会（法人番号 ３１１０００５０１４００７） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 佐渡版「地方創生」、佐渡市将来ビジョンを基に小規模事業者を取り巻く現状と課題を踏

まえた中長期的な小規模事業振興を行う為、以下の８つの目標を実行する。 

①当地域の人口の強みを、事業者の需要開拓策と結びつけます。 

②地域経済のシンクタンク機能、各団体とのコーディネート機能を発揮します。 

③事業者の中長期テーマについては、事業者毎に「仮説」を作り提示する提案型とします。 

④事業者全てが、「それぞれに応じたビジネスモデルの再構築」を行うことを目標とします。 

⑤「佐和田丸ごと販売」の仕組みづくりを行います。 

⑥商工会が関われば、「売上がアップ」する販売促進策を実行に移します。 

⑦歴史やスポーツなどを地域活性化に結び付けます。 

⑧以上について円滑に行えるような「経営発達支援計画」「実施体制」づくりを行います。 

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 

  地区内関係団体・関係業界と連携し、経済状況、業界情報を収集する。収集した情報を集約し、広

報等にて情報提供する。また、佐和田住民全体に対しても広報し周知する。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

  指導員等の巡回、窓口相談等を基に事業所の問題点を明確化し、支援職員、専門家による経営分析

を行います。 

 ３．事業計画の策定支援に関すること 

  経営分析を基に、事業所の事業計画を作成する。セミナー、個別指導会、支援職員による検討会（チ

ーム佐和田）を開催し事業計画のブラッシュアップを行う。 

 ４．事業計画策定後の実施支援にかんすること 

  事業計画策定後、支援職員、専門家によるフォローアップを行い、事業者の持続的発展を支援する。 

 ５．需要動向調査に関すること 

  新商品・新サービスの提供、販路開拓を行う際、消費者やバイヤーが求める商品、販促ニーズなど

の情報を収集し、その結果を事業者に提供して、品揃え販促活動等の支援を行う。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  展示会・商談会への参加支援、ホームページによる宣伝事業を支援します。また、事業者の仲間取

引・仲間事業の促進運動により個別では取り込めない需要を共同の力で取り込む。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 各地区のイベント、祭り等に引き続き協力し、情報交換等を行い地域活性化を図る。 

 また、当地区は島内スポーツイベント拠点となっており事業所の PRの場として販売促進に繋げ 

 る。 

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 

 行政、連携団体、島内支援団体と連携し、需要動向、支援ノウハウなどの情報交換をとおして 

 支援基盤づくりを行い経営発達支援事業の円滑な実施に取り組む。 

連絡先 
952-1324 新潟県佐渡市中原 328番地 3 

     佐和田商工会 電話 0259-52-3148 
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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 
 
Ⅰ 地域の概要 
 佐和田地区は、県内最大の都市である新潟市と佐渡島を結ぶ両

津港から車で 40 分、上越市と佐渡島を結ぶ小木港から車で 50
分であり、佐渡島内の中心に位置している。 
 両津港と小木港を結ぶ国道 350 線が佐和田地区を通っており、 
その周辺に大型店の進出が著しいです。また、佐渡島内の移動は

車が中心で、主要な公共交通機関もバスのみとなっている。佐和

田地区は、佐渡の中心地であることからバスの乗り換え地として

多くの住民（学生や高齢者など）や観光客が利用する交通の要所

となっている。 
 歴史的にも佐渡金山から港へ運ばれる「金」の通過点としての

交通の要所でもあることから、佐和田地区は城下町として整備さ

れ、商業地として栄えており、現在も島内においては飲食店を中

心とした新規開業の盛んな地域でもある。 
 佐和田地区は、島内でも利便性の高い地区でもあることから、島内からの移住者も多く、比較

的人口減少の少ない地区である。 
 平成 16 年に島内 10 市町村が合併し佐渡市が誕生した。合併後、市役所本庁舎が隣接する金井

地区に設置されており、また、新しい基幹病院も金井地区に建設され、商業の中心地が変わりつ

つあるが、金井地区と隣接していることもあり大きな環境変化とまでは言えない状況である。 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 地域の産業 
 佐和田地区の産業は、小売業・飲食店・宿泊業・サービス業者の多いことに特徴がある。佐渡

全体の業種別の構成比をみると、上記 4 業種の割合が 61.4%であるのに対し、当地区では 71.8%
と 10 ポイント以上高く、歴史的な経緯もあり、佐渡市の商業の中心地としての地位を確保して

いる。なかでも飲食店・宿泊業の構成比は、佐渡市全体よりも高く推移しており、当会としても

地域経済を支える業種として位置付けている。 
 当地区内には大きく分けて３つの商店街が存在しており、その中でも“河原田本町商店街”は、

国道３５０線沿いに立地しており、約 200ｍのアーケードを有し、平成６年には新潟県２番目の

顧客吸引力を誇っていました。しかし、近隣の東大通地区に大型店の出店が相次ぎ、また、バイ

パス道の開通により顧客吸引力は低下しています。 
 商業の中心地を支える地域資源も豊富にある。文化財は、国指定の「佐渡の人形芝居」、県指

定の「佐渡の蝋型鋳金技術」及び「乙和池の浮島・植物群」などがあり評価も高い。名産品とし

国道350 号線

両津港

佐和田地区

金山

朱鷺

小木港

国道350号線

西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
人口 11,789 11,018 10,639 10,928 10,613 10108 10134 10343 9966 9262
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て、「沢根団子」や、伝統ある複数の和洋菓子屋の銘菓、そして真野湾で養殖している「牡蠣」

や海産物「いごねり」は島外にも通用する土産品として有名である。当地区にある佐和田海水浴

場は、夏の海水浴客でにぎわうとともに、佐渡主要スポーツイベント（５月：佐渡ロングライド、

８月：佐渡オープンウォータースイミング大会、佐渡国際トライアスロン大会）の拠点となって

います。 
 しかしながら、佐和田地区の商工業者数は減少傾向にあり、その主な要因は、人口減少に伴う

需要の低下、高齢化による廃業や後継者難などによるものが目立っている。特に、国道沿いに進

出してきた島外店を中心とした商業集積により、当地区の河原田商店街を形成している小規模事

業者の廃業が目立つようになってきている。 
 
 
【佐渡市と佐和田地区の商工業者の構成比比較】 
平成 26 年 経済センサス調査 

地域 新潟県 佐渡市 ※佐和田地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
非農林漁業 

鉱業、採石業、砂利採取業 111 7  
建設業 14,090 434 66 
製造業 12,134 244 26 
電気・ガス・熱供給・水道業 269 16 2 
情報通信業 795 22 2 
運輸業、郵便業 2,262 68 6 
卸売業、小売業 30,168 1,020 161 
金融業、保険業 1,676 50 11 
不動産業、物品賃貸業 5,291 183 6 
学術研究、専門・技術サービス業 3,875 108 1 
宿泊業、飲食サービス業 13,931 519 97 
生活関連サービス業、娯楽業 11,064 342 110 
教育、学習支援業 4,612 160 7 
医療、福祉 8,338 225  
複合サービス事業 945 71  
サービス業（他に分類されないもの） 8,631 545 1 
公務（他に分類されるものを除く） 1,040 76  

 合計 119,232 4,090 496 
※佐和田地区に関しては平成 29 年 4 月 1 日現在の佐和田商工会調査商工業者数 
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【佐渡市の観光客数の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【佐和田地区内の商工業者の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 小規模事業者の現状と課題 
 佐和田地区は、佐渡市の商業の中心地であるものの、最近は島外資本によるスーパーマーケッ

トやコンビニエンスストアの相次ぐ出店による影響が大きく、河原田商店街の小規模事業者は厳

しい経営環境である。また、飲食店の新規開業が多いものの、消費者の需要をつかみきれずに廃

業になる事業所も多くある。さらに、経営者の高齢化や後継者難などによる廃業も見受けられる

ようになるなど、小規模事業者の経営環境は、年々厳しくなっている。 
 一方で、佐渡金山の世界遺産の登録による観光客の増加は、新たなビジネスチャンスとして捉

える必要があるものの、観光客の増加やインバウンドに対応した取組みなどに本格的に着手して

いないのが課題と言える。 
 以上のことから、当地区における創業の促進と後継者対策並びに世界遺産登録を見据えたビジ

ネスチャンスへの取組みは必須の課題と言える。 
 
Ⅳ 商工会の役割 

商工会は、佐和田地区の総合的経済団体として、人口減少、高齢化、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

佐和田地区内の商工業者の推移
年度 商工業者数 小規模事業者数 内、小企業者数 内訳

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 定款になり得る

h21 615 497 422 80 38 21 185 103 145 37 6

h22 587 469 395 76 34 21 175 101 137 37 6

h23 588 469 395 77 34 21 174 100 137 38 7

h24 574 456 384 76 31 21 167 100 136 36 7

h25 557 447 375 72 28 21 162 102 131 33 8

h26 519 414 345 66 27 21 149 99 121 27 9
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たさなければならない。 

そのためにも、商工会は佐和田地区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。 
 
Ⅴ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 佐渡市が作成した「佐渡市将来ビジョン」において、持続的な循環型社会の実現に向けた経済

活性化戦略において、次の 5 つの柱を掲げている。 
 
 １ 産業の振興 
   （１）6 次産業化・農商工連携の推進 
   （２）起業・第二創業等の推進 
   （３）6 次産業化を中心とした高付加価値化の推進 
   （４）外貨獲得のための島外販売と島内循環の強化 
 ２ 観光地域づくりの推進 
   （１）佐渡版ＤＭＯを中心とした滞在交流型観光の推進 
   （２）受入態勢の充実強化 
 ３ 交通ネットワークの充実 
   （１）航空路の整備 
   （２）佐渡航路の安定と充実 
   （３）島内公共交通体系の整備 
   （４）道路の整備 
 ４ 佐渡活性化に向けた地域づくり 
   （１）地域で暮らし続けられる医療・介護・福祉の連携体制の実現 
   （２）佐渡に暮らしたくなる元気で魅力的な地域づくり 
   （３）未来につながる人材の育成と確保 
 ５ 災害に強い島づくり 
   （１）組織力の向上と人材育成 
   （２）体制整備 
   （３）減災対策 
 
 商工会としても、佐渡市の将来ビジョンに協調し、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。 
 
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・特産品である「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目指し、小規模事業者を育成・支援す

る。 
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３ 観光地域づくりにマッチしたビジネスモデル創出による小規模事業者の育成・支援 

世界遺産登録及び登録後の観光客の増加を見据えたインバウンド対策等のビジネスモデル

の創出と、観光客のニーズに的確にこたえられるビジネスモデルを創出する小規模事業者の育

成と支援を実施する。 

 

４ 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。 

 
 
 
Ⅵ 経営発達支援計画の目標と事業方針 
 佐渡市の将来ビジョン、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

中長期的な振興のあり方における目標の達成ためには、商工会が目指すべき経営発達支援計画の

目標設定及び事業方針を次のとおり掲げ、まずもって小規模事業者の事業の持続的発展のために

「売上の向上」と「利益の確保」を目指すことが必要となる。 
 
（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 

 当地区にある魅力的な「地域資源」を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、佐和田地区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 
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 佐和田地区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 

 佐和田地区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）観光地域づくりにマッチしたビジネスモデル創出による小規模事業者の育成・支援 

【目標】 

 ①インバウンド対策の実施 

 世界遺産登録後の外国人観光客の受入のための課題を明確にし、小規模事業者の経営環境

整備を図るとともに、インバウンド対策のための人材育成のための支援を実施する。 

 

【事業方針】 

上記目標達成のためには、外国人観光客の受入を取り組む上で不足している経営資源や課題を

明確にし、外国人観光客の受け入れを前提とした各種セミナー等による動機づけを実施する。併

せて、関係機関と連携し受け入れに必要な人材育成に取り組むとともに、外国人観光客の需要を

把握した上で、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の一連の

支援を実施する。 

 
 
（４）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佐和田地区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実施期間及び内容 

(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 

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) 
・当地域、佐渡島内の経済動向を定期的にまとめ、小規模事業者に対し、公表しておりま

せんでした。 
・経営指導員の業務として、必要に応じて情報収集して広報や巡回指導の際に提供するこ

とは行っています。 
(改善方法) 
・地域のシンクタンク機能を担って、経済動向について情報収集し随時公表します。 
・商工会単独事業及び業務として行うほか、地域に多い金融機関、行政と連携して情報収

集及び分析をします。 
・国全体→新潟県→佐渡の経済動向の順で経済動向をまとめ、毎月、広報及びＨＰで小規

模事業者に提供します。 
・佐渡島の経済は、各地区ともに同じ動きをする場合が多いため、島内 10 商工会が共同し

て経済動向を「景況調査」の名称で調査します。 
(事業内容) 

(1) 概要 
・小規模事業者の経営の場である佐渡島の経済動向を明らかにします。 
・具体的には、国、県、佐渡市及び当地区の経済の動向について、経済の流れの方向を知

る視点と経済の規模を知る視点並びに経済の流れの遅行データ、一致データ、先行デー

タを知る視点から情報収集します。 
・これらを、巡回指導の資料並びに商工会の広報の形で周知します。 
(2) 調査等の項目、収集手段及び分析手法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

※注2

項目 収集手段・分析方法
経済の
方向を
知る

経済の
規模を
知る

全体の動き
(国)

　①四半期毎のGDP ホームページから四半期ごとのGDP速報値(内閣府)を収集する。 ○

　②毎月の経済動向 ホームページから月例経済報告(内閣府)を収集する。 ○
(県)

　③毎月の新潟県の経済情勢
ホームページから新潟県分の経済情勢報告(関東財務局/新潟
財務事務所)を収集する。

○

(佐渡)

　④需要の動向
観光協会から「観光入込数」、佐渡市から「建築工事届件数」「公
共工事額」を収集する。時系列に分析する。

○

　⑤企業の動向 景況調査 ※3 ○
(佐和田地域)

　⑥企業の動向
景況調査 ※3　　佐和田地区のデータを取り出し、全体との差異
を特記事項としてまとめる。

○

　⑦分野別の情報

次の団体から定性情報をヒアリングしてコメントとしてまとめる。
・新潟県信用保証協会佐和田支店(金融情報)  ・佐和田建設業
組合佐渡支部(業界情報)  ・新潟県美容組合佐渡支部(業界情
報)　・佐和田金融団(金融情報)　・佐渡建築組合(業界情報)　・
新潟県理容生活衛生同業組合佐渡支部(業界情報)

○
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(3) 活用方法 
・商工会に所属していない小規模事業者には、金融機関、行政支所の窓口に常時置きます。

さらに年 2 回は、佐和田住民全体に広報する形で周知します。 
・また、各職員が巡回の際、他の施策普及と共に「今の経営環境」という視点から説明す

るようにします。  
・なお、コメント欄には、実施してほしい今と来期の行動を提案するようにします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1 景気の動きへの反応の仕方を基に情報を次のとおり区分した。
　a 先行データ：　先行して反応を示し、次の四半期以降に結果を示すだろうデータ
　b　一致データ：　今の景気に合わせて反応するデータ
　c　遅行データ：　遅れて反応し、次の次の四半期以降に反応を示すだろうデータ

注2 「方向」とは、景況判断Dなど、景気の方向、広がり、浸透度合いを示すデータ。　
「規模」とは、需要額、求人数など、景気へ与える量など規模を示すデータ。

注3
島内商工会が共同実施を始めたもので、調査件数は全体で100件余り、当地区は10件:。　内容は、売上、資金繰り、
採算、従業員及び業況の今期状況を把握すると共に前期、前年同期比較し、来期見通しを調査している。

具体的な動き
(遅行データ)　※注1

①毎月の求職者数
ホームページの「最近の雇用情勢」(新潟労働局職業安定部職
業安定課)の中から収集する。ここでは「完全失業率」を数値で捉
えるものとして使用する。

○

②年間売上高及び利益額の実
数地

商工会が関与した事業所の決算申告書類から収集、「売上高」
「利益額」の個人・法人、業種毎のランク分類並びに前年比較す
る。

○

③新規開設・廃業企業数
ホームページの「最近の雇用情勢」(新潟労働局職業安定部職
業安定課)の中から収集する。ここでは「雇用保険適用事業所の
開廃」をもって開廃業の状況とする。

〇

(一致データ)　※注1

③毎月の求人数
ホームページの「労働市場月報」(新潟労働局職業安定部職業
安定課)の中から収集。ここでは「企業活動の活発度合」として使
用する。

○

④毎月の観光入込状況 佐渡観光協会から「観光客の入りこみ先月分」を収集する。 ○

⑤佐和田地域の経営動向
景況調査 ※3　　佐和田地区のデータを取り出し、全体との差異
を特記事項としてまとめる。

○

(先行データ)　※注1

⑥新規求人数
ホームページの「労働市場月報」(新潟労働局職業安定部職業
安定課)から収集する。　ここでは企業活動の活発度合としてみ
る。

○

⑦建築工事届件数
ホームページの新潟県　住宅建設課発表データから収集する。、
ここでは、他業界への波及効果の大きい先行指数としてみる。

○

⑧佐和田地域の来期見通し
景況調査 ※3　　佐和田地区のデータを取り出し、全体との差異
を特記事項としてまとめる。

○



９ 
 

 
《提供する資料のイメージ》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

平成○年○～○月期の経済動向の概要

国の動向
4-6月期： 実質▲0.3%(年率▲1.2%)、名目0.1%(年率0.2％)

7月：景気は、緩やかな回復基調が続いている。

8月：景気は、このところ改善テンポにばらつきがみられるが、緩やかな回復基調が続いている。

9月：景気は、このところ一部に鈍い動きもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。

新潟県の経済情勢
６－８月： 県内経済は、一部に弱い動きがあるものの、緩やかに持ち直している。

佐渡の状況
●今期の業況の良し悪し、採算性及び従業員の過不足は次の通り推移した。

●今期の経済活動を量的側面から示すものとして、次のデータを掲載する。

(注) 統計データ

の発表時期が四

半期より遅れる

ため、対象期間

をずらしている

ものもあります。

三カ月間の・観光入込数：131,301人(+70197) ・三カ月間の雇用保険の廃止事業所：6社(▲9)
・年間小売販売額推定：55,711百万円(▲190) ・三カ月の新規求人数：583名(+74)
・三カ月間の住宅着工：22件(▲13) ・三カ月の離職者数：293名(▲155)
・有効求人倍率0.99(+0.17) ・三カ月就職者数：371名(▲635)
・三カ月間の雇用保険新規適用事業所：2社(▲8) ・期末求職者数：812名(▲92)　
　※()内は前期との比較　　　　　　※資料出所や説明は裏面参照

　※景気拡張期には、各項目が"50"を上回り

　　広がって行くことが多くなります。

来期見通し
・従業員と資金繰りを除くと、前年同期と比較して悪化すると予測して

います。

・売上に関して、来期は個人事業者の決算期であり、また企業も個人も

お金が動く時期となるため、個別又は共同による27年最後の販売促進が

期待されます。

・資金繰りは、「不変」と読み取れるが、特に年末資金については、早

めに計画をたて必要であれば商工会に相談してください。

------------------------------------------
・直面する経営の問題点をまとめると、「需要が減少する中で、新規参

入をはじめ競合があり、主要経費となる仕入経費は増加している」とな

りました。

・商工会の調査によれば、現在や将来の経営に困りごとや不安を持って

いる国仲地域の事業者は74.5%、そのうち対応していない方は51.6%

でした。商工会では、厳しい経営環境が続く中で持続できる事業所づく

りのための事業計画づくりを進めています。最寄りの商工会にご相談く

ださい。

(コメント)

・当地区の差異を中心に特記事項を記載
・当地区の各業界団体へのヒアリング結果をコメントとして記載
・「景況調査」の業種別状況、売上その他の項目別状況を紹介
・その他、指導事項などをテーマを決めて提案

・佐渡島全体を記載。 
・当地区との差異はコメント欄

使用。 
・業種別状況、売上その他項目

別状況は巡回指導資料として

別に作成。 

・この欄はできるだけ

定量的に記載 

・来期に行動を起こし

てほしい提案と内容を

記載 

 
 
・裏面を使用 
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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 

国、県情報の収集※1（国・県情報） 随時 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

景況調査の実施※2（佐渡島情報） 毎月 10 件 毎月 10 件 毎月 10 件 毎月 10 件 毎月 10 件 毎月 10 件 

決算情報を景況情報に集約（当地区情

報） 
未実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

金融機関との連携会議※3 年 3 回 年 3 回 年 3 回 年 3 回 年 3 回 年 3 回 

広報による経済動向概要の提供 随時 年 4 回 年 4 回 年 4 回 年 4 回 年 4 回 

巡回による経済動向概要の提供※4 随時 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

 
※1 「事業内容」に記載した、内閣府などからの情報収集です。 HP からの収集が中心です。  
※2 佐渡連合商工会による景況調査への参画です。数値は当地区分のサンプル件数です。 
※3 日本政策金融公庫新潟支店主催の「佐渡・経営改善貸付協議会」、新潟県保証協会佐渡支店主催の

「佐渡島内情報交換会」、当会主催の「金融懇談会」です。 
※4 前記載《提供する資料のイメージ》は、簡潔に示したものです。詳細については、巡回指導の際に

提供します。 
 
 
 
 

 
2 経営状況の分析に関すること 【指針①】 
  

(現状と課題)    
・記帳機械化を行っている事業者、融資相談者、そして経営に問題ありと申し出た事業者

について、経営状況の判るための経営分析は行ってまいりました。    
・しかし、将来に向かって経営の方向を決めることを前提にした分析はあまり行ってはい

ません。    
    

(改善方法)    
・次の図表は、当地区の小規模事業者のおかれている経営環境、課題を基に、佐渡島にお

いて持続的発展するために「９つの目標」と「目標展開の切り口」を設定したものです。 
・なお、課題に対する対応が少ない中で積極的に経営計画を作ろうとする事業者が少ない

ことから、「９つの目標」に対する事業者の仮説、例えば経営者が高齢で共に働く子ど

もがいれば「早めの承継をしよう」に当てはめ検証や提案していく方法をとります。 
・また、静態的な経営分析ではなく、佐渡島で持続的な発展ができる事業者へビジネスモ

デルの再構築をするという視点から重点方針をたてた経営分析とします。 
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(事業内容)    
・経営指導員が「９つの目標」毎に必要情報を記載したテンプレートを作成します。 
・小規模事業者名簿一覧表を基に支援職員全員で、個別事業者毎に「９つの目標」の対象

となる項目を当てはめる仮説を設定します。 
※支援職員全員による検討会は、名称を「チーム佐和田」とします。「チーム佐和田」の詳細につ 
いては「２経営指導員の資質向上等に関すること」に記載されています。 

・この仮説を基に、支援職員は分担して事業者と折衝して「９つの目標」から事業者毎の

目標を決定し、経営分析に必要な情報収集を行いテンプレートに記載していきます。 
※一事業者で複数目標となる場合は多々あります。 

・経営指導員が予め作成した分析方法のテンプレートに当てはめ各支援職員が分析しま

す。 
・これを「チーム佐和田」検討会で確認、手直し等します。 
・経営分析は、経営指導員が主導して支援職員で行なうほか、セミナーの形で外部専門

家に依頼します。  
※「よろず支援拠点」「ミラサポ」「にいがた産業創造機構」並びに専門コンサルへの要請を予定 

経営分析の方針

事業者の９つの目標
①伸びているときに伸ばそう
②需要や販路を開拓しよう
③存続を目指し第二創業しよう
④赤字なら経営革新しよう
⑤早めの承継をしよう
⑥資産が残る形で退出しよう
⑦万一の場合は軟着陸しよう
・・・

2地域の課題の要点
①人口減の中の需要漸減
②大型店が大半をシェア
③廃業多数・開業少数
・・・

調査に診た事業者の課題の要点
①４割以上がピーク売上の５割台
②売上の９割以上が島内市場
③経営の困りごと不安ありが８割弱
④持続的発展対応なし４割以上
・・・
※2地域の課題欄に記載

仮説による提案型アプローチ
①持続的発展への対応なしが４割以上のため
②共に経営計画作ろうへの賛同４割弱のため
※「目標４-(3)-③」「目標２-(5)」調査より

目標展開の切り口

経営分析の重点方針
①取扱品別の主な市場割合を診る
　　・集落、島内、島外、海外
②特に島内市場は規模とシェアを診る
③経営の複合化、島外、海外向けの可能
性を診る
④生活費を含む必要利益額と確保の状
況を診る
⑤事業承継の意思、方法を知る
⑥持続的発展を将来の収益力、攻めの
経営の視点から診る

⑦継続できる経営の可能性を特に財務
の安定性、守りの経営の視点から診る

⑧スキル・経営資源を含む強み弱みを把
握する
・・・
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(結果の活用) 
・事業者へ支援職員が巡回して手渡し説明します。その際、事業計画づくりを勧めます。 

 ※商工会による前述「仮説」の実証(見直し)資料とします。   
・大きな問題のあることが判明した事業者には、解決に向けての着手を優先し、経営改

善計画を作る中で事業計画を兼ねるようにします。 
 

(目標) 
支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

対象者掘り起し巡回件数 未実施 30 件 45 件 45 件 60 件 60 件 

巡回訪問件数※1 未実施 20 件 30 件 30 件 30 件 30 件 

セミナー・説明会回数※2 未実施 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

チーム佐和田・検討会議※3 未実施 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 

経営分析件数※4 未実施 10 件 15 件 15 件 20 件 20 件 

 
※1 経営分析に関する件数のみピックアップしたものです。   
  (１回の巡回で経営分析、経営計画、同フォローすると各々1 件となります)  
※2 事業者への個別支援並びに一堂に会しての支援を含みます。   
※3 職員による、情報収集打合せ、経営分析などのための会議です。    
※4 商工会に所属していない小規模事業者を含みます。 
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3 事業計画の策定支援に関すること 【指針②】 

(現状と課題) 
・平成 28 年度の事業計画策定に関係する支援は次のとおりです。   
 ・個別指導       
  ・経営改善  13 件      
  ・創  業   5 件      
  ・事業承継   1 件      
        
・経営に大きな課題をもっている事業者の「経営改善計画」はありますが、平常時に未

来に向かって事業計画書として完成させるものは稀です。     
・しかし、「2 地域の課題」で掲載したようなことについては、「2-(5)地域課題への対応」

は実施していない 74.5%と遅れている状況があります。     
・そして、「2-(5)-現在の経営の困りごと、将来の経営で不安」がある事業者は 77%に達

しています。        
・また、同「販売先は佐渡島」91.2%の中で、同「売上減少」はピークの 40.3%まで落

ち、さらに「2-(3)」の佐渡版「地方創生」では、さらに人口は 4 割減少としています。 
(改善方法)  

・経営計画は、佐渡島で持続的発展が可能となり、将来とも継続できる事業者となるため

に必要な「9 つの目標」のうち、各事業者にあった一つ又は複数のテーマを達成するた

めのものとして作成するものです。 
・経営計画は、図表の中の「a b c」部分からなり、「a 売上アップの攻めの部分」を「経

営計画つくるくん」を中心に作成しながら、「b 財務安定への守りの部分」を重視して加

え、そして「c 各テーマ展開の部分」で、各事業者の一つ又は複数のテーマの実施計画

を作成します。 
 ※いわゆる「持続化補助金」申請に例えると、「経営計画」部分の多くは「a 売上アップの攻めの部

分」に記載され、「c 各テーマの展開部分」は、同申請の「補助事業計画」部分に相当します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

事業者ごとのビジネスモデルの再構築の流れ

テーマ達成のための与件の分析

経営分析

　　持続的発展に必要で十分な計画づくり

仮説と検証 経営計画の策定
※予め設定した仮説を
事業者と話し合う中で検
証

 

※この結果、「9つの目
標」の幾つかが、各事業
所が解決すべきテーマと
なる。

需要動向

※既存ターゲットニーズの把握

※新分野新製商品のウォンツの把握

事業者の９つの目標
①伸びているときに伸ばそう
②需要や販路を開拓しよう
③存続を目指し第二創業しよう
④赤字なら経営革新しよう
⑤早めの承継をしよう
⑥資産が残る形で退出しよう
⑦万一の場合は軟着陸しよう
・・・

 

 

 ※佐渡島で持続的発展するために達

成してほしい目標
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(事業内容)        
①職員が巡回して作成を支援します。(新規事業)      
  ※特に、事業計画の策定に特化した巡回です。      
  

・目  的：事業計画策定に特化した巡回です。      
・対  象：「経営分析」を終えた事業者に対して行います。   

※「仮説」テーマを設けた事業者のうち、容易に現状と今後のプランを作成できる「経営計

画つくるくん」を先行させた方がよいと判断した事業者も対象とします。   
・支援方法：経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」を使用又は準じて、助言しながら事

業者に作成してもらいます。     
・支援内容：次の事柄を明らかにします。     

・「企業概要」「顧客ニーズと市場動向」「自社や自社の提供する商品、サービスの強

み」「経営方針・目標と今後のプラン」 
※各事業所の目標とするテーマは、この中で記載されます。    

・収益力と財務の安定に対する幾つかの将来へのシミュレーションづくり 
・特記事項として「仮説」テーマに対する取り組みの内容(実施計画)を記載します。

    
・効  果：職員が提案し伴走するため、佐渡島における経営の持続的発展に必要不可欠の

事業計画づくりに安心と容易に着手できます。     
・「経営計画つくるくん」は僅かな時間で事業計画が完成します。 達成感があると

同時に、今後のブラッシュアップで実現性の高い事業計画となります。  
          

 
② 説明会とセミナーを開催します。 (新規事業)       

・目  的：説明会は、事業計画の概要(商工会の取組方針、事業計画の必要性含む)を中心に

説明、質疑応答に重きをおいて進行します。     
・セミナーは、個別、集団ともに専門家による事業計画づくりへの実践的なセミ

ナーとします。      
・対  象：経営分析を終えた事業者      

・啓発の観点から、前記以外の事業者全員も対象     
・支援方法：職員による説明会、専門家による個別指導会と一堂に会してのセミナーの 3 種

類です。 
※セミナーは、よろず支援拠点、にいがた産業創造機構、ミラサポなどと連携又は専門コ

ンサルを招へいします。 
・支援内容：説明会とセミナーでは、事業計画とは何か、どのようにしてまとめるかをテー

マとします。  
※専門家のセミナーでは、事業計画について詳細説明をしてもらいます。また、「9 つの目

標」をもとに経営計画の作成を提案しているため、目標テーマ毎の事業者を対象とし

たセミナーとする場合もあります。(例)事業承継、経営革新、第二創業など 
・個別指導会のテーマは次です。     

・事業計画のブラッシュアップ    
・大きな経営課題に対する指導    

・効   果：事業計画の詳細について理解できます。      
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③ チーム佐和田・検討会議を開催します。 (新規事業)      
※支援職員全員による会議の名称を「チーム佐和田」とします。設置主旨は、発達支援計画の実

施への参画と OJT 方式による能力アップです。 
       

・目  的：事業計画のブラッシュアップをします。      
・対  象：作成された事業計画は全て検討会に提出します。    
・支援方法：会議方式で、事業計画をブラッシュアップします。    
・支援内容：各支援職員が携わった事業計画を提出します。 

※事業計画毎に全員で過不足を見直しブラッシュアップします。ブラッシュアップの途上で

何回もあがることになります。 
・効    果：次第に実現性と事業所毎の課題解決できる計画にします。   

※支援職員全員で見直しやブラッシュアップすることで事業計画の質が保証されます。 
(目標)        

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

巡回訪問件数※1 未実施 30 件 45 件 45 件 60 件 60 件 

セミナー・説明会回数 未実施 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

チーム佐和田・検討会議 未実施 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 

事業計画策定者数※2 未実施 10 件 15 件 15 件 20 件 20 件 

 
※1 経営計画策定に関する件数のみピックアップしたものです。(巡回 3 回で作成を目標)   
※2 商工会に加入していない非会員の小規模事業者も含む件数です。     

     
 
 
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)      
・金融、税務や労働などの相談の中で、例えば期限があるものについては商工会で進捗管

理してフォローしています。      
・前項以外のものについては、本人に任せることが多いため、次回の相談の際に未解決の

ままのことも見受けられます。      
     

(改善方法)      
・事業計画策定事業者については、目指す目標への進捗管理を商工会も担っていきます。 

(事業内容)      
① 3 カ月に一度は各事業者に支援職員が会って進捗状況を確認、必要なフォローをします。 

・目  的：実施には必ず壁が生じ、そこで留まってしまうことのないよう会って確認しま

す。また、専門家派遣も含め、あらたなフォローの必要性の把握もします。 
・対  象：事業計画を策定した事業者    
・支援方法：「チーム佐和田」検討会議で、分担して出向きます。 また、必要なフォローを行

うと共に、その報告を翌月の検討会で報告します。   
・支援内容：事業所に出向き、面談で進捗状況を聞きます。合わせて、問題が生じていないか、

新たなフォローが必要ではないか聞きます。また、うまく行った部分の事例もヒ

アリングしておきます。   
・効  果：当面のことに追われる中、確認があることで佐渡島が持続的発展するための土

台を日々つくる契機となります。通常、壁が生じて中断し、そのままになる場

合も多いですが、巡回することで同問題を解決できます。   
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② セミナーにより、専門家がフォローします。      

・目  的：大きな課題をもつ事業者、実施途上で壁にあたった事業者を専門的にフォロー

します。また、共通するテーマを持つ事業者への集団的な指導を行います。 
※講師は、よろず支援拠点、ミラサポ、にいがた産業創造機構及び一般専門コンサルです。  

・対  象：事業計画を策定した事業者 
商工会の提案する「仮説」テーマをもつ事業者、創業希望者 

※例えば、「事業承継」がテーマになっている事業者で、経営計画策定はしていない事業

者をさします。   
・支援方法：一堂に会しての集団指導並びに個々の事業者ごとの個別指導   

※集団指導の際は、その後で個別指導会も持ちます。  
・支援内容：セミナー 

・佐渡島におけるビジネスモデルの再構築の必要性の説明 
・事業者が行ってほしい「9 つの目標」の各分野における障壁打破の事例 

※この目標をもって経営計画を作成している事業者が多いため、目標テーマ毎の事業者を

対象としたセミナーとなる場合もあります。(例)事業承継、経営革新、第二創業など 
・達成困難の場合の事業計画の見直し(個別事例)  
・個別指導会   

※各セミナーには併催します。  
・効  果：専門家がフォローすることにより、事業計画の実現性が高まり、大きな成果

も期待されます。    
   

(目標) 
支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

巡回訪問回数※1 未実施 40 回 60 回 60 回 80 回 80 回 

チーム佐和田・検討会議※2 未実施 月 1 回 月 1 回 月 1 回 月 1 回 月 1 回 

 
※1 経営計画策定者に対して 3 ヵ月に一回の巡回をします。  
※2 「2-(事業内容)」で記載した支援職員による会議です。フォローアップ状況と専門家支援のノウ

ハウの共有、今後の計画策定のため開催します。   
 

5 需要動向調査に関すること 【指針③】 
(現状と課題)      

事業者がイベントや展示即売会の際、商品別売上高の把握や商品に対する評価アンケー

トが必要となる事を認識し時折実施していたものの、自らが自社の新商品・新サービスを

提供展開する局面においては、需要動向調査が重要且つ必要であると理解認識はしていた

ものの、多くの小規模事業者は必要最低限の人員で事業を営んでいることから日々の業務

に追われ、調査を行っていないのが現状である。 
また、当商工会においても、これまで需要動向調査は、小規模事業者からの相談の都度、

また佐渡市等の補助金申請の際に、総務省の家計調査や業種別商品の需要動向などを県内

の金融機関の発行する情報誌や業界誌、インターネットなどで調査する程度であった。 
   

(改善方法)      
小規模事業者に対して、販路開拓を含めた増収施策のために需要動向調査の必要性を、

経営支援員等が日々の巡回・窓口相談等を通じて説明する。 
 地区のイベントや物産展において出展者の商品等についてアンケート調査を行い、消費

者やバイヤーが求める商品、販促ニーズなどの情報を収集し、商業者や製造業者に提供

し、消費者やバイヤーのニーズを踏まえた商品開発や品揃え、価格戦略等に生かしても
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らう。 
業種別・品目別の需要動向調査についても、事業者が新商品の事業計画を立てたり、販

路開拓を行ったりする上で有効であることから、統計資料や文献等から情報収集を行い、

職員の巡回や窓口支援にヒアリングでこれを補完し、需要動向報告書としてまとめ、事業

計画策定の際に、活用するとともに、巡回・窓口の支援の際、各小規模事業者に提供する。 
（事業内容） 

   （１）店頭等におけるニーズ調査（新規調査） 
      小規模事業者の販路開拓や増収施策を支援するために、商品・製品・サービス内容・

価格等を把握するとともに、地域内消費者の要求商品、サービス、価格、提供方法

等について需要動向を調査する。調査項目についてはそれぞれの事業の実態に沿っ

た内容のヒアリングをしながら決定する。 
      【調査方法】 
       事業者と経営指導員でターゲット顧客を想定し、アンケート又はヒアリングシー 
       トを作成する。事業者は店頭等において、ターゲット顧客に試食や商品を手にと 

ってもらい、作成したアンケート等を利用してニーズ調査を実施する。 
【提供方法】 

       対象者へ巡回や窓口相談の際に調査結果レポートを配布し、調査結果をフィード 
バックし、調査から得られた課題に応じた専門家の派遣や、販売戦略の見直し・ 
新商品開発・事業計画策定等に活用する。 
 

   （２）物産展等におけるニーズ調査（新規調査） 
      物産展（ふるさと祭り東京・フードメッセ in にいがた等）や地域のイベントに出

展・出店する事業者に対し需要動向調査の必要性を説明し、事業者が出品する商品

等を顧客やバイヤーが出品内容に対しての感想等についてアンケート調査等をす

る際に、当会において下記の支援を行う。調査項目についてはそれぞれの事業の実

態に沿った内容のヒアリングをしながら決定する。 
【調査方法】 
 事業者と経営指導員でアンケート又はヒアリングシートを作成する。事業者は物 
産展等において、商品購入者や来場者に商品を手に取ってもらい、作成したアン 
ケート等を利用して聞き取り調査を行う。経営指導員は事業者が実施した調査結 
果について集計・分析を行い、簡潔なレポートにまとめ事業者へフィードバック 
する。 

【提供方法】 
       対象者へ巡回や窓口相談の際に調査結果レポートを配布し、調査結果をフィード 

バックし、調査から得られた課題に応じた専門家の派遣や、販売戦略の見直し・ 
新商品開発・事業計画策定等に活用する。 

    
（３）統計資料や文献等による業種別・品目別の市場の把握（新規事業） 

      現在の売れ筋商品等トレンドをつかみ、新商品開発や新たな品揃え等、小規模事業 
者が扱う商品や製品の販売計画の見直しを図る機会とするため、国・県が調査して 
いる、統計資料・人口動態調査、家計調査などの情報や、銀行や商社が把握してい 
る景況動向や生産状況などを収集・分析する。 
こうした統計調査や調査レポートの分析結果を巡回訪問の際に提供することによ 

り小規模事業者の新たな需要開拓への活用を図る。 
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資   料 収集項目 

関連省庁のホームページ・レポート 
 総務省統計局「家計消費状況調査」 
       「家計調査」 
 経済産業省 「中小企業白書」 
       「小規模企業白書」等 

 
家計消費動向 
 業績の優良な小規模事業者の特徴 
 需要を見据えた経営の事例等 

各種書籍、業界団体、シンクタンク 
金融機関等のレポート等 

業界動向 
業況や主要企業の紹介・分析 
業界の課題と展望等 

日経新聞、日経 MJ 等 
業界情報コンテンツ 

最新トレンド 
販売動向・顧客ニーズ・消費者の動向 

 
  【提供方法】 
   対象者への巡回や窓口相談の時に調査結果レポートを配布するなどして提供し、新 

商品開発のアイデアや今後の事業戦略策定等を検討する資料として活用する。  
 
(目標)  

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

店頭等におけるニーズ調査支援事

業者数 
未実施 5 5 5 5 5 

店頭等におけるニーズ調査件数 

１事業者あたり 10 名 
未実施 50 50 50 50 50 

物産展等におけるニーズ調査支援

事業者数 
未実施 3 3 3 3 3 

物産展等におけるニーズ調査件数 

１事業者あたり 10 名 
未実施 30 30 30 30 30 

業種別・品目別市場の把握調査情

報提供事業者数 
未実施 10 10 10 15 15 

 
 
 
 
 
 

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)       

・これまでに次のような商談会、展示会に参加しました。    
 ・ふるさと祭り東京 

  ・フードメッセ in にいがた 
  ・入間万燈まつり佐渡物産展 
   
・しかし、大半は案内があった際、関係する事業者に勧誘して参加する場合の支援をする

という流れでした。       
・佐渡島の現状「2 地域の課題」のように、事業の持続的発展には多くの事業課題をもっ

ています。    
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(改善方法)       
・事前に行った「経営発達支援計画策定推進事業」で、今後とも厳しい経営環境、それを

受けて苦戦している事業者の実態がわかりました。      
・これを受けて、「「3-(2)-小規模事業者に対する商工会の役割」では、これまで個別支援

中心から商工会が先導し関わることで成果をだすための活動展開も積極的に行うこと

にしました。      
・事前に行った「経営発達支援計画策定事業」の「地域別懇談会」において、「目標-4-(3)-
⑨商工会が関れば「売り上げ がアップ」する 16 の販路開拓支援ニーズがありました。 

これらを基に、参画者が多いもの、実施可能なものから順次取り上げます。  
   

(事業内容)         
① 展示会、商談会への参加 (既存事業の改善)       

・当地域の小規模事業者の強み弱みについては、「4-(1)-①強み弱み等の整理」に記載し

ました。 
・その中の「脅威」の一つに、佐渡島内を市場としている事業者が 9 割で、既に売上高

がピークの 5 割台になっている事業者が 4 割あります。 佐渡版「地方創生」では、

さらに人口 4 割減少を目標としました。 このため、従来の「希望があれば斡旋する」

から、島外販売が可能な事業所は、少しでも販売できるように積極的に勧奨したいと

考えます。      
        

・目  的：・売上高の多寡によらず、佐渡島外販売できる事業者をつくります。 
    ・島外販売による売上高の確保     

※「佐和田丸ごと販売」しようとする一環です。     
・対 象 者：・島外販売ができる商品を持っている事業者です。   

・島外販売に挑戦するため試行錯誤しようという事業者です。  
・支援方法：・参加可能な商談会、展示会への参加を勧奨します。   

・参加に必要なノウハウなどの集団指導をします。 
(例) 出展目的による準備、目標づくり、ターゲットと揃える資料、持ち物リスト、

入りやすいブース、スタッフの役割分担、来場者の誘導、調査のやり方、来店者へ

の事後フォロー、出展データの管理、効果測定、次回へのマニュアルづくり 
・支援内容：・次の行事を考えております。    

・うまさぎっしり新潟食の大商談会   
・フードメッセ in にいがた   
・にいがた食・環境・健康の展示商談会   
・表参道・新潟館ネスパス   
・じょんのびにいがた食楽園 (新潟県関西情報拠点)   
・通販食品展示商談会   
・スーパーマーケット トレードショー  

(こだわり食品フェア同時開催)    
・手  段：・佐渡市、県佐渡振興局、にいがた産業創造機構、新潟県商工会連合会 

全国商工会連合会、JA 佐渡から、毎年の情報収集をして一覧表にまとめ  

ます。  
※特長、出店数、経費、売上状況、販売ポイントなどノウハウの収集含む。 

・効果など：・年間 2％程度減少する人口による売上減少分の確保をします。         

※実際には、大型集積地との競合があり減少幅は大きくなっています。 
・新しいことに挑戦し続けるという時流適合努力を促します。  
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② ホームページによる宣伝事業 (新規事業)       
・実施主旨は、「展示会、商談会への参加」に同じです。なお、島内住民も対象としま

すが、島外販売用品を島内消費者が購入(※)するという位置づけとします。また、ネ

ット店はリアル店舗の一部又は宣伝として考えます。    
 ※j 企業や個人の中元、お歳暮なども念頭においています。     

        
・目  的：・「展示会、商談会への参加」に準じます。 
・対 象 者：・「展示会、商談会への参加」に準じます。    
・支援方法：・「展示会、商談会への参加」に準じます。    
・支援内容：・商工会が主催するホームページへ掲載します。   

※申込み、代金決済は各事業者とします。 
・手  段：・広報及びＨＰで小規模事業者を募集します。  

・島外販売に足る商品をもっている事業者は積極的に勧誘します。 
・意欲ある事業者には、ふさわしい商品がなくとも、ブラッシュアッ

プ  の支援をします。    
・集団指導で「考え方」「ノウハウ」などを支援します。   
・具体的には、個別指導により伴走型の支援を行います。   

※「ミラサポ」「にいがた産業創造機構」「よろず支援拠点」の専門家派遣等 
・効果など：・「展示会、商談会への参加」に準じます。    

        
 

③ 地元事業者間の取引促進事業 (新規事業)       
・目  的：・事業者間の内部取引の増加をねらうものです。 
・対 象 者：・地域内の全事業者です。    
・支援内容：・広報を使って取扱品・サービスの詳細内容収集の依頼をします。 

・事業者紹介冊子としてまとめ各事業者に配付します。 
・広報とホームページで活用運動を展開します。 

・支援方法：・商工会主催で実施します。    
・手    段：・取扱品やサービスの詳細な冊子を作ります。    
・効果など：・売上増加に寄与します。    

・自給率増加にもつながり波及効果が出ます。 
・買物弱者、高齢者など一般市民への販売促進にも活用できます。 
 

④ 事業者の仲間取引・仲間事業の促進運動 (新規事業)      
・個別事業事業者の支援に対して、ここでは商工会が関与することで個別事業者が相

互取引を増加し、共同して外部へ販売促進することで利益増加をねらうものです。

なお、以下は例示であり「目標」は、それらをどれだけ支援していくかの件数で示

しています。      
・目  的：・個別事業者では取り込めない需要を共同の力で得ようとするものです。 

・商工会が関与することで、さらに容易に仲間づくりと事業が円滑に促進さ 

せようとするものです。     
・対 象 者：・地域内の小規模事業者。 
・支援方法：・事業者からの申し出があった場合の相手先紹介をします。  

・商工会が提案してのグループづくりをします。 
・円滑な進行への支援をします。 

・効果など：・事業者単独では得られない需要を取り込めます。   
・商工会が関与し支援することで、容易に円滑に事業が進みます。 
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・支援内容： 例示です。      
a 住宅建設事業の促進事業      

・「5-当地域内の住宅建設促進のための調査」の 実践展開事業です。  
b 地元事業者間の共同促進事業      

・行政の住宅リフォーム助成金事業の際、建築、家具、内装などを扱う事業

者が共同で受注促進を共同で行うなどです。     
c 企業向け販売促進事業      

・企業も一般消費者に準ずる買物をします。 この需要を対象に共同して販

売促進するものです。     
d 企業の従業員向け販売促進事業      

・地域内企業の従業員が帰路おこなう買物。 この需要を対象に共同して販

売促進するものです。     
e 観光需要取り込み事業      

・事業者が共同してルートづくりその他、いろいろな仕掛けをして観光需要

を取り込むものです。     
f 買物弱者へ販売促進事業      

・買いたいのに買えない、売りたいのに採算が合わない。 ここに仲間で挑

戦して売上に結つけるものです。     
g 高齢需要へ販売促進事業      

・高齢者への見せ方、売り方、揃え方を考えてみる。 ここに仲間で挑戦

して売上に結びつけようとするものです。     
 h スポーツ大会需要への販売促進事業      

・トライアスロン世界大会に代表されるスポーツ大会、サンテラ佐渡スー

パーアリーナ(大総合体育館)だけでも年間 30 回前後あります。 この大

会のために消費される主催者や参加者の消費、何らかの特長を作り取り

込もうというものです。     
i 仲間さがし支援事業      

・「こんなことをしたい。推薦できる仲間はいないか」など、商工会が事

業者間の橋渡しを行う事業です。 
(目標) 
支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
展示会、商談会への参加回数 1 回 2 回 3 回 3 回 3 回 3 回 
 展示会、商談会への参加事業所数 1 事業者 2 事業者 3 事業者 3 事業者 3 事業者 3 事業者 
 売上高(展示即売会部分)  10 万円 20 万円 30 万円 30 万円 30 万円 
 成約件数(商談会部分)  2 件 3 件 3 件 3 件 3 件 
ホームページによる宣伝事業※1 未実施 10事業者 10 事業者 20 事業者 30 事業者 30 事業者 

 取引照会件数  1 件 3 件 3 件 3 件 3 件 
地元事業者間取引促進事業※2 未実施 10 件 10 件 20 件 30 件 30 件 
 仲間取引・仲間事業の促進※3 未実施 10 件 10 件 20 件 30 件 30 件 

 
※1 アップ事業所数   
※2 新たな取引があった件数です。  
※3 仲間事業が発生した件数です。 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 
 

(現状と課題)    
・当地域は、古来より交通の要所であり、地域資源として「海」「文化施設」「大総合体育

館」などが集中する地域です。    
・佐渡市がスポーツによる交流人口増加をねらっていることもあり、トライアスロン世界

大会をはじめ、島内外から数万人が訪れる佐渡では稀な地域です。    
・これに加え、昨年 8600 ㎡の大規模大会ができる総合体育館もオーブンし、既に年間 30
回ほどの大会が開催されています。    

・一方、これまで商工会は、祭りや地域活性化イベントの主催となることはありませんで

した。    
・トライアスロン世界大会など大きな催しは主催者が、地域の祭りなどは商店街や地域の

方々が中心となって開催してきました。    
・これは、他の地域活性化機能についても同様です。    
・市町村合併して 10 年、島内のどこも地域をまとめる機能は薄くなりましたが、当地域は

大きな地域であったため、特に全体を動かす組織団体は皆無になってきました。 
   

・このような流れの中で、商工会が地域とどう関わっていくかが課題となっています。 
     

(改善方法)    
  佐和田地区の経済を含む地域経済活性化を総合的に検討する組織が発足、当会会長、

事務局長が組織の要に就任しました。これを機会に、今後の地域の方向性を関係者や団

体で共有し、商工会が先導して地域経済の活性化を図るようにします。 
その図表が次です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

これからの地域及び経済活性化への流れ 現在の課題

このため:.
地域の住民、企業、団体が連携

　佐渡市　佐和田行政センター
　佐和田地区住民
　佐和田金融団
　佐和田地区の企業
　佐和田建設業組合
　商工会

・金山の時代から交通の「扇の要」

・明治時代以降、佐渡の中央地域

●必要な対応策

・大型店等による寡占化への対応

・住宅は周辺地域へ(家庭)への対応

・島内一番の商業の街へ

・生活に便利な地域へ(アパート)

●必要な積極的な活用策
・行政のスポーツを通しての交流人

口増加施策⇒主会場として年間数

万人が訪れ、さらに増加見込み

・佐渡最大の文化芸能施設⇒大きな

催し独占

●必要な新たな位置づけ

商業の街に埋もれた昔ながらにあ

る城下町の位置づけ佐渡市への合併以降、地域

をまとめる機能の弱体化が

顕著佐和田地区異業種

懇談会 設立

●佐和田地区の地域経済活性化を総合的に検討する懇談会として発足

商工会の会長、同事務局長が要職に付いている。 この組織と提携しな

がら、まず「共通認識」をもつ話し合い、そして「現在の課題」を解決して

地域の賑わいと観光を含む交流人口の増加、そして地域のブランド化へ

と進む約割を商工会が担うことを目標に進みたい。
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(事業内容)    
１．地域経済活性化としての催しに協力している。地区内の交流人口を増やし、小規模事業

者の事業ＰＲの場として捉え引き続き主催者に協力していく。（佐渡の盆獅子ヶ城まつ

り、海の日フェス、沢根かき祭り）（既存事業継続） 
２．佐和田を拠点としたスポーツイベントとして「佐渡国際トライアスロン大会」、「佐渡ロ

ングライド大会」があり、多数の選手が佐和田地区に訪れる。島外からの選手に佐和田地

区の「飲食店パンフレット」や「観光情報パンフレット」を配布し地区内観光資源のＰＲ、

地区内の事業所のＰＲを行います。（新規事業追加） 
３．河原田本町商店街（協）が主催で行っている「本町市（年２回）」について、主催団体

の自主的な運営を尊重しつつ引き続き協力を行う。また、小規模事業者持続化補助金を活

用し、魅力ある商店づくりの支援を行い、本町市等の商店街イベント時の個店への集客を

行う。（新規事業追加） 
４．佐渡市、佐和田建設業組合、佐和田金融団、佐和田地区企業、商工会及び地域住民で構

成する「佐和田地区異業種懇談会」を定期開催している。佐和田地区の地域経済活性化に

ついて総合的に検討する懇談会である。この中で、今後の地域の方向性を関係者間で共有

したうえで事業展開が図られる仕組みを構築します。（新規事業追加） 
       
(目標) 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

佐渡の盆獅子ヶ城まつり来場者数 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 

佐和田万燈まつり（諏訪神社例大祭）来場者数 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

本町市来場者数 500 800 1,100 1,400 1,700 2,000 

各種スポーツ大会参加人数 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

佐和田地区異業種懇談会 年 7 回 年 7 回 年 7 回 年 7 回 年 7 回 年 7 回 

 
 
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)   
・従来から次のような連携を行っています。 
①佐渡島内の１０商工会との関係     

・「佐渡連合商工会」組織を結成して、共通課題や事業を共同してきました。  
   (例)  
  ・折々のテーマを設けての職員研修    

   ・調査研究       
※今回の申請で活用している「2-(5)事前に行った会員アンケートにみる佐渡島の小規模企業

を取り巻く現状と課題」があります。これも、中小企業白書で掲げていることを佐渡島で

も起きているのか、その実証をすると共に、今後の対応のための事業者の実態を知ろうと

h26 年 11 月に着手したものです。  
・行政対商工会など、対外的な代表としてあたりその実施については各商工会が分担し

ています。 行政が求める商工業情報の多くは、この佐渡連合商工会が窓口になって

対応しています。  
・経営改善事業の共同実施の契約     

②金融機関との関係        
・日本政策金融公庫新潟支店主催の「佐渡・経営改善貸付協議会」    
・新潟県保証協会佐渡支店主催の「佐渡島内情報交換会」   
・当会主催の「金融懇談会」      
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③税理士との関係    
・決算申告についての派遣契約 
・佐渡連合商工会と税理士会共催の「(経営指導員と)税理士との懇談会」   

・当会地域における事業者に対して、支援機関や専門家と連携し、需要の動向、支援ノウハ

ウなどを情報交換して、新たな需要の開拓を進める基盤づくりが必要と考えています。 
(改善方法)   
・佐渡島では、10 商工会が佐渡連合商工会を通して連携、情報交換、調査研究を行い、共

同事業を行う流れで進んできました。 「Ⅰ-1 経済動向の調査」で掲げた「景況調査」

も、その一例です。 
・これを、当地域の小規模事業者への支援という視点に立って、必要な連携を行うよう基

盤整備します。 
          

(事業内容)          
・佐渡連合商工会を通した活動は続けると共に、次のように事業展開します。 なお、佐

渡連合会を通して 10 商工会が共同して行う前述事業など、「現状と課題に」に掲げた事業

は従来どおり実施します。       
 
金融懇談会 (既存事業の改善)       

・従来からの融資などに関するテーマ 
に加え、「目標-4-(3)-②商工会は地域経済関する地域のシンクタンク機能を果

たします」の事業展開の一つとします。     
    

・目  的：・小規模事業者の経営についての情報交換と対応への意見交換  
・経営環境に関する情報交換と対応への意見交換 
・市場(需要)動向に関する情報交換と対応への意見交換 
・支援方法やノウハウに関する情報交換と対応への意見交換 

・対 象 者：・地域内の行政(1)、金融機関(4)、信用保証協会(1) 
・開催頻度：・四半期に 1 回 
・内  容：・「目的」に掲げた議題 

・「1 地域の経済動向調査に関すること」で新たに実施することにな  

った「景況調査」の広報に掲載する「コメント」のまとめ 
 

① 税理士との懇談会 (新規事業)   
・従来からの税務申告などに関するテーマに加え、「4-(3)-②商工会は地域経済

関する地域のシンクタンク機能を果たします」の事業展開の一つとします。 
    

・目  的：・小規模事業者の経営についての情報交換と対応への意見交換 
・経営環境に関する情報交換と対応への意見交換    
・市場(需要)動向に関する情報交換と対応への意見交換   
・支援方法やノウハウに関する情報交換と対応への意見交換  

・対 象 者：・税理士(2) 
・開催頻度：・年 1 回       
・内  容：・「目的」に掲げた議題      

・「1 地域の経済動向調査に関すること」で新たに実施することにな  

った「景況調査」の広報に掲載する「コメント」のまとめ  
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③会議等における情報交換時間の新設(既存事業改善)     
・支援に関る人が集まる内外会議において、支援の現状や支援ニーズ、そして対

応などについて情報交換するものです。 
      
・対  象：・佐渡島の 10 商工会経営指導員と、日本政策金融公庫新潟支店の 

融資担当者が集まる「佐渡・善経営改貸付協議会」   
・同上の経営指導員と新潟県保証協会佐渡支店の集まる「佐渡島内

情 報交換会」  
・開催頻度：・各々年 1 回      
・内  容：・支援の現状について       

・支援の問題と課題について      
・支援ノウハウに関すること      
    

 （目標） 
支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
小規模事業者支援連携会議 無 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 
会議等における情報交換 無 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

 
 
 
 
 
２経営指導員等の資質向上等に関すること 

(現状と課題)       
  ・新潟県、新潟県商工会連合会、佐渡市、にいがた産業創造機構（NICO）が主催する研修

会に参加しているが、経営指導員等が習得した支援ノウハウや情報が職員間で共有できて

いない。       
・これまで培ってきた能力を「小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの向上」を目

的とした経営の現場で使うとなると、ノウハウとそれに裏づけられる自信の面から実践力

が不足しています。  
       

(改善方法)  
・事前に行った外部講師や委員を委嘱して行った「経営発達支援計画策定事業」では次のよ

うな提案がありました。 
『いくら机上研修、事例研究をしても、現場で使い、ノウハウの過不足を評価されなければ実践力は高

まりません。』      
・一方、佐渡島で事業の持続的発展を行うノウハウは、根底では共通するものがあります。 
・この点については、佐渡を担当する「よろず支援拠点」と商工会支援職員へのノウハウ

伝達についての提携をいたしました。 
・そこで、各々が実践の場に出て経営分析や経営計画策定に携わり、「よろず支援拠点」を

はじめとする専門家の合格点となるノウハウを知り、自らの過不足を知ると共に、それ

を内部で共有できる仕組み「チーム佐和田」を設置することにいたしました。 
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(事業内容)       
① 従来からの研修は引き続いて受講します。  
② チーム佐和田・検討会の設置 (新規事業)       

・経営分析の実施、事業計画策定、策定後のフォローをする経営支援職員の組織です。

ここで、事業者の経営分析、事業計画に関するスケジュール管理もいたします。  
・先輩経営指導員からのノウハウ伝達の場でもあります。 
・さらに、専門家による個別事業者の経営分析、経営計画、その後のフォローアップを

ブラッシュアップする場でもあることから、経営指導員をはじめ全経営支援員へのノ

ウハウ伝達の場ともなります。 
・職員相互の支援能力の均一化をはかり、かつ事業者の事業計画を見直し、新たな提案

を行う場です。     
・また、事業者の経営状況の共有の場でもあります。   
  

③ 全支援職員による経営分析及び経営計画策定事業への参画(新規事業)   
・参画する分野は、当会独自の「事業者に行ってほしい 9 つの目標」に対して、仮設を

設けての事業者の当てはめ、事業者との面談による検証、その目標テーマを意識して

の経営分析の実施、経営計画の策定、策定後フォローです。 
・なお、経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」で、実践の場で経営計画作成の支

援を行います。 
  
 
 
 
 
 
 

「チーム佐和田」によるOJT方式による資質向上(イメージ図)

小規模事業者

支援  職員

計画書

ブラッシュアップ

経営発達支援計画の実施については、経営指導員をリーダーとして、その他の経営支援職員を構成メンバーとする「チーム佐和田」で行います。

この「チーム佐和田」は、毎月一回又は必要に応じて会議方式で随時集まり、経営分析や経営計画、そして実施フォローまで行います。この過程で、「よろず支援拠点」と提

携して随時コーディネータに参画してもらったり、外部講師が参画することで 経営分析、経営計画は随時ブラッシュアップされ、経営指導員、よろず支援拠点、講師のノウハ

ウが内部に共有され、一定水準の経営計画書が担保され、また共通のデータベースとして残っていくことになります。

事業所毎の仮説

テーマづくり

経営分析

経営計画

実行支援...etc

チーム佐和田
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④ ブラッシュアップ事業(新規事業)       

・事業者を支援して作成した経営分析、経営計画のブラッシュアップです。  
・同アプリを使えば 30 分程度で形は整います。これを、中長期的にも持続的発展でき

る計画かという視点から見直すものです。また、経営分析についても予めテンプレ

ートを作成いたします。    
・専門機関からの専門家派遣制度を中心に使用します。    

・よろず支援拠点、ミラサポ、にいがた産業創造機構  
※特に、佐渡担当のよろず支援拠点とはノウハウの伝達についての提携をします。  

・大きな問題や課題をもち専ら携わる必要がある場合は、一般のコンサルタント 
・職員は、同行する中で、「利益を確保する」ために必要なノウハウと、そのために記

載すべき事業計画の質量の高さを習得します。  
※経営分析、経営計画策定の途上並びに完成については、必ず「よろず支援拠点」をはじめとする

外部専門家の目を通し、ブラッシュアップのノウハウと計画実現への一定の品質を保つようにし

ます。 
・また、このブラッシュアップの過程は、当事業所を担当する職員により「何が不足と

され、どのようなノウハウを使ってステップアップしたか」を記録し共有します。 
(効果)       
・一連の事業を通して、研修で習ったものを土台にした現場での実践力がつきます。  
・検討会を通して、専門家ノウハウの伝達を含め、対応能力の均一化と情報共有ができま

す。 
・事前の「経営発達支援計画策定事業」の「地域懇談会」で職員に求められた次の要望に

対応できます。       
『3 商工会の役割-《地域別懇談会のまとめから》」で求められた「売上減少はあるが自分の相談はしに

くいもの頼れるエキスパートが、ちょうど教習所の教師のように伴奏してほしい』   
・この「チーム佐和田」は、毎月一回又は必要に応じて会議方式で随時集まり、経営分析

や経営計画、そして実施フォローまで行います。この過程で、「よろず支援拠点」と提携

して随時コーディネーターに参画してもらい、外部講師が参画することで 経営分析、

経営計画は随時ブラッシュアップされ、経営指導員、よろず支援拠点、講師のノウハウ

が内部に共有され、一定水準の経営計画書が担保され、また共通のデータベースとして

残っていくことになります。（基幹システムによる経営カルテ作成等を行っており、個々

事業所においての支援内容の蓄積がされ、データベースとして共有されており、職員間

での情報共有が行われています。） 
 

(目標)  
支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

チーム佐和田・検討会議 未実施 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 毎月 1 回 

 
 
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 
 

(現状と課題)  
 ① 経営改善普及事業の評価は次のとおり受けています。      

・監査会  年 2 回         
・理事会  年 2 回         
・通常総会  年 1 回         
・佐渡市への補助金実績報告 (費用対効果)  年 1 回     
・新潟県商工会連合会への補助金実績検収 (事業と経費の適正さ) 年 1 回   
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②佐渡島内 10 商工会で構成する佐渡連合商工会実施の h26 会員アンケート結果  

・商工会は役立っていますか   48.0%    
・どちらともいえない   40.4%     
・役立ってない    5.7%     
・無回答     5.8%     
           

・いずれも、「何をしたか」の評価をされている意味合いが強く、事業結果「どうなったか」

の評価の側面は薄い。 
(改善方法)            
・事業者の課題が需要開拓を含む売上アップ又は維持であるのに対して、商工会の主力商品

は経営の後方支援である税務、金融では、満足いく支援ができたとしても業績は減少して

いきます。 
・やはり、事業者が困っている問題・課題を直接商工会の課題として捉え、対応のための計

画を練り、実施し、差異分析をして、対応できる資質づくり、計画づくり、体制づくりに

変化していく仕組みが必要と考えます。       
・しかし、長年にわたる実施体制は慣性化しており、工夫だけでは質量ともに十分な対応は

必ずしもできません。          
・そこで、外部委員も入れて、特に差異分析において、どうして乖離があるのかを徹底追及

し解決を行い、次の計画へと反映させる必要があると感がます。   
      

(事業内容)        
目的：・目標を達成すれば、小規模事業者の課題解決ができる十分条件となっているかの 

評価をします。 
・実施過程が、円滑に目標を達成できるだけの質的量的な仕組みとなっているかの

評価をします。  
・実施結果と目標とに差異があるかの評価、また差異の原因発見と次回計画への反

映方法の提示をします。 
手段：  ・外部委員の評価委員会による内部でコントロールする機能を新たに設けます。 

 ・年一回、次の外部委員を加えての評価委員会を設けます。   
 ・税理士、中小企業診断士       
 ・行政委員         
 ・他団体の代表委員         

・毎月、商工会幹部会(正副会長会)に進捗状況を報告、活動をコントロールしま 
す。 

※事業計画、事業報告、監査会、理事会、総会など商工会の定めによる決裁、審議、 
監査、決定承認の手続きは従来どおり行います。     

結果： ・実施結果は、商工会のホームページで公表します。     
効果：  ・目標との間に差異があり、目的が達成できない場合も、長期的には是正される

可能性が高くなります。        
・この結果、従来より飛躍的に事業者の傍らで伴奏して支援してくれる商工会と

なることができます。        
(目標) 

内 容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
外部評価委員会 無 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 
※総会をはじめ商工会の定めによるものについては記載を除きます。 
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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 10月現在） 

（１）組織体制 

  （経営発達支援事業実施体制） 

 

   実施部署 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２名） 

 

 

  （佐和田商工会全体の組織体制） 

 

   商工会会員 ３１３（平成 29年 9月末現在） 

   商工会役員 商工会長１、副会長２、理事１７、監事２ 

   職   員 事務局長１、経営指導員２、補助員１、記帳専任２ 

 

 

（２）連絡先 

   佐和田商工会 経営支援室 

   新潟県佐渡市中原３２８番地３ 

   電 話０２５９－５２－３１４８ 

   ＦＡＸ０２５９－５２－３５３１ 

   メール sawata@almond.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%ABsawata@almond.ocn.ne.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） 

 平成 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 2,100 2,100 2,400 2,450 2,450 

 

１経済動向調査 

 

２経営状況分析 

 

３事業計画策定 

 

４事業計画策定後の

実施支援 

 

５需要動向調査 

 

６新たな需要の開拓

に寄与する事業 

 

地域経済の活性化に

資する取組 

 

経営発達支援事業の

円滑な実施に向けた

支援力向上の取組 

 

経営指導員等の資質

向上等に関すること 

 

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 

 

 

50 

 

50 

 

400 

 

50 

 

 

200 

 

1,000 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

 

100 

 

 

100 

50 

 

50 

 

400 

 

50 

 

 

200 

 

1,000 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

 

100 

 

 

100 

50 

 

50 

 

400 

 

50 

 

 

300 

 

1,200 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

 

100 

 

 

100 

50 

 

50 

 

400 

 

100 

 

 

300 

 

1,200 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

 

100 

 

 

100 

50 

 

50 

 

400 

 

100 

 

 

300 

 

1,200 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

 

100 

 

 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

県補助金、市補助金、会費、手数料等収入、受託料収入 

 

（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、需要動向調②中小企業診断士等の専門家派遣③事業計画の策

定・実施支援④創業・第二創業等のセミナー参加⑤展示会・商談会への参加⑥情報交換 

⑦商店街振興 

 

連携者及びその役割 

 

連携者 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番地 1 

025-285-5511 情報交換等 

商談会等の開催 

各種補助金・助成金 

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番地 2 

025-283-1311 情報交換 

専門家派遣 

セミナーの開催 

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番 1号 

025-246-0025 専門家派遣 

商談会等の開催 

セミナーの開催 

日本政策金融公庫 

新潟支店国民生活事業 

統轄 田澤嗣透 

新潟県新潟市中央区万

代 4丁目 4番 27号 

NBF新潟テレコムビル 

025-246-2011 各種融資の斡旋 

情報交換等 

佐渡市 

市長 三浦基裕 

新潟県佐渡市千種 232

番地 

0259-63-3111 各種補助金・助成金 

商談会等の開催 

セミナーの開催 

関東信越税理士会佐渡

支部 

支部長 江口政雄 

新 潟 県 佐 渡 市 泉 甲

664-1 

0259-63-6047 情報交換 

個別指導会開催 

中小企業庁（ミラサポ） 

 

 

東京都千代田区霞が関

一丁目 3番地 1 

03-3501-1511 専門家派遣 

新潟県よろず支援拠点 

コーディネーター 

後藤一男 

新潟県新潟市中央区万

代島 5 番 1 号にいがた

産業創造機構内 

025-246-0058 専門家派遣 

佐和田金融団 

幹事 長谷川 浩 

 

新潟県佐渡市中原 474

番地 1 第四銀行佐和田

支店内 

0259-52-6111 専門家派遣 

各種融資相談 

経済動向調査 

佐和田建設業組合 

組合長 佐々木 秀 

 

新 潟 県 佐 渡 市 窪 田

768-4澤根建設(株)内 

0259-57-3721 情報交換等 

経済動向調査 

(財)佐渡スポーツ協会 

濱田 毅 

新潟県佐渡市吉岡 1675 0259-67-7510 スポーツイベント参加

者等動向調査 

河原田本町商店街(協) 

理事長 林 七司 

新 潟 県 佐 渡 市 中 原

328-3佐和田商工会内 

0259-52-3148 商店街振興 

情報交換 
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連携体制図等 

 

 

             相談・情報交換 

             専門家派遣依頼 

 

 

             情報の提供 

   相談 

          指導 

 

 

             専門家の指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携支援機関 
 新潟県商工会連合会 
 にいがた産業創造機構 
 日本政策金融公庫 
 税理士会佐渡支部 
 ミラサポ 
 新潟県よろず支援拠点 
 佐和田金融団 
 佐和田建設業組合 

 
小規模事業者 
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