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１．中小企業・小規模事業者の販路拡大及び経営支援(経営発達支援事業の推進）
 

①販路・受注拡大の支援
№

区
分

事業内容 事業目標 事業予算額 H27事業予算額

①新規で農商工連携による商品開発分野への支援を追加し、会員企業への
  事業費の 一部助成と経営指導員等のサポートによる販促活動を支援する。

・助成件数18件

①「長岡ものづくりネットワーク」を運営し、鉄工・鋳物産業の販路拡大と
　情報発信を支援する。（長岡市補助金500万円を活用予定）
②インターナショナルギフトショー（東京：9月）に出展し、会員企業の秀で
　た商品の販路拡大を図る。（新潟県中越大震災復興基金500万円を活用予定）
③「食の大商談会」などに出展し、食品製造業、加工業者の販路開拓を支援
　する。（新潟県中越大震災復興基金の申請を予定）
④「鉄道技術のまち：長岡」として、鉄道産業への企業訪問を行い、販路開拓
　を支援する。

①展示会出展3回
  出展企業20社

②出展企業10社

③展示会出展2回
　出展企業15社

④参加企業10社

①期間限定のお得なクーポン発行による販売促進を支援する。（10～11月）
・参加店舗180店
・クーポン利用枚数12,000枚

①まちなかマルシェ及び、のんべえ横丁による販売促進を支援する。
（市商連のビアフェスタと連携）（8月）

・参加店舗30店
・来場者12,000名

①日本最大級のＢｔｏＢビジネス支援サイト「ビジネスモール（大阪商工会議
　所管理）」を活用し、会員企業の取引拡大・販路開拓を支援する。

・新規登録20社

①首都圏・関西圏に向けて観光プロモーション活動を展開（越後長岡観光振興
　委員会、上越新幹線活性化同盟会等と連携）

小　　　　 計

②伴走型経営支援の展開
№

区
分

事業内容 事業目標 事業予算額 H27事業予算額

１

①金融支援事業として、マル経融資や各種制度融資を斡旋することにより、
　小規模事業者の資金調達を支援する。
②経営安定特別相談室を設置し、経営再建の相談等の対応を行う。
③毎月1回、法律・税務・販売促進等、11項目における専門家による無料相談
　会を開催し、経営課題の対応への支援を行う。
④専門家を企業に派遣し、専門的な経営課題の解決への支援を行う。
⑤小規模企業振興委員を委嘱し、業界や地域の動向把握や経営支援活動を
　行う。
⑥地域の動向把握と連携強化に向け、長岡経済・産業連携会議を開催。
⑦「経営発達支援事業」事業評価・改善会議の運営

①各種融資の推薦・斡旋50件
　資金繰り相談会3回開催
　経営改善計画書作成11件
②相談対応5件
③60回開催、相談件数80件
④相談対応20件
⑤連絡会議等6回開催、
　地域動向把握6回
⑥11回開催
⑦事業の成果・評価・見直し

①創業5年未満の創業者を対象とした創業者クラブを開催し、人脈形成と経営力
　の強化に向けた支援を行う。

・8回開催20名参加

①「経営発達支援計画」にもとづき、「ながおか野菜クオーレ祭り（H27.11.21
　～22：ハイブ長岡で実施）」等をH28年度も開催し、小規模事業者の販売促進
　を支援する。

H27補助金9,742千円

①平成29年4月の消費税率10％の対応に向け、中小・小規模事業者の価格転嫁や
　引上げ対策をスムーズに行うための支援をする。

H27委託費1,355千円 ―

小　　　　 計

№
区
分

事業内容 事業目標 事業予算額 H27事業予算額

①企業訪問活動の実施
②東西南北の４ブロックごとに、会員交流会等を開催する他、
　４ブロックの若手社員を対象とした合同交流会を開催する。

①各事業所最低3回訪問
②各エリア3回開催

①2016会員交流大会の開催
②平成29年新年会の開催

①参加人数450名
②参加人数750名

・各部会の交流と連携を推進、正副部会長会議の開催 ・延べ参加者数650名

・関連企業や専門家の異業種交流とプロジェクト事業の支援
・3つ以上のプロジェクト
  事業の実施

・青年部活動の支援

・女性会活動の支援

小　　　　 計

№
区
分

事業内容 事業目標 事業予算額 H27事業予算額

①講演会・セミナーを開催するうえで年間計画として「人材育成プログラム」
　を作成し、企業経営に役立つ情報提供と実務能力の向上に向けたセミナーを
　開催する。
②著名講師によるセミナーの開催

・12回開催500名参加

①U・Iターン希望者・一般求職者・新卒者の確保にむけ「就職情報サイト
『NaW-S』」を運営し、求人活動を支援する。

・掲載企業数200社

①検定試験PR強化と８検定試験の施行、資格更新講習会の開催
（・珠算　・簿記　・リテールマーケティング　・ビジネスマネジャー　・ビジネス実務法務
　・福祉住環境コーディネーター　・ECO検定・日商ネット検定）

・延べ受験者数2100名

小　　　　 計

観光プロモーション活動の推進

事業名

人材育成プログラム２０１６
～ 講演会・セミナー事業 ～

Ｕ・Ｉターン促進事業

各種検定試験事業

会員交流事業

創業者ネットワーク事業

伴走型小規模事業者支援推進事業

消費税転嫁対策窓口相談等事業

10部会

「健康・医療・福祉ビジネス研究会」の
　運営

青年部

女性会

３．人材確保・育成支援

経営安定支援事業

事業名

ビジネスサポート事業

ものづくり産業の販路拡大支援

ながおか愛☆モールクーポン事業

長岡まちなかマルシェ事業

インターネットを活用した販路開拓支援

事業名

エリアプロジェクトPart4

 ☆新規事業

　（単位：千円）

Ⅲ．平成２８年度事業項目一覧      

２．交流・連携の拡大
事業名
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№
区
分

事業内容 事業目標 事業予算額 H27事業予算額

①会議所活動のＰＲ、新入会員「事業・サービス優待券」の発行 ・新入会件数　100件

・共済加入促進と共済制度加入者への優待事業の実施
・アクサ生命/県火災共済
  手数料3％増収

・永年勤続従業員表彰、カレンダーの発行 ・申請者数600名

①会報「長岡商工会議所」の発行
②会報折込サービス「ながおか情報便」の募集
③公式ホームページ、フェイスブックの運営
④ＦＭインフォメーション「長岡商工会議所からのお知らせ」
⑤長岡商工会議所「広報版」の運営
⑥情報配信メールサービスの実施
⑦経営支援等の各種施策の普及、ＰＲ事業
　・当所、国、県、市等の各種経営支援メニューに関する情報提供

②ながおか情報便申込件数
　年間80件

①事業所調査
　・地区内事業所の数、業種、所在地などの実態を正確に把握することを目的に
　　実施。
②会員ニーズ調査
　・事業計画、改善活動に活用するための、会員アンケートを実施。
③長岡市内賃金実態調査
　・市内企業の賃金水準や採用状況の実態を調査する。
④景況調査、ＬＯＢＯ調査
　・市内企業・地域の景気動向を定期的に把握し、施策・普及へ反映する。

①回答率50％

②回答率50％

③回答率37％

④回答率35％

①貿易関係にかかる証明書の発給 ・新規登録企業3社

①GS1事業者コードの登録・更新手続き ・新規契約5社

小　　　　 計

№
区
分

事業内容 事業目標 事業予算額 H27事業予算額

☆
①新会館建設構想委員会において、産業連携・協働拠点施設「長岡産業ビジネス
　交流館（仮称）」の実現に向けた協議
②財務委員会、地域・まちづくり委員会との連携

小　　　　 計

№
区
分

事業内容 事業目標 事業予算額 H27事業予算額

・正副会頭会議、常議員会、議員総会、議員懇談会、研修会、役員議員視察会、
　友好商工会議所締結に向けた検討（豊川）、青年部全国大会

・役員・議員視察
　参加人数20名

・財務、地域・まちづくり、組織運営、中小企業支援、新会館建設構想、
　マル経融資、ゴルフ大会、表彰委員会

小　　　　 計

№
区
分

事業内容 事業目標 事業予算額 H27事業予算額

①NPO法人長岡産業活性化協会NAZEの運営支援 ・支援企業　75社

☆
①H29年1/28～29にアオーレ長岡で開催予定の「長岡ものづくりフェア2017
（仮称）」の開催を商工部、NAZEと連携し支援する。

・来場者2万人　出展企業30社

①長岡市とともに事務局として、11月中旬にタイ（バンコク）で開催される
　ASEAN地域最大の機械展示会「METALEX2016」への出展を支援。

・出展企業3社

①個店の魅力・ファンづくり・賑わい創出を支援（9月、2月予定） ・参加60店　参加者1000名

☆ ①事業の協力（スタッフとして職員の派遣等）

①運営支援

①事務局として協議会を運営

①会議やホコ天等、まちなかイベントへの開催支援

①長岡まつり前夜祭、長岡雪しか祭りの実施、各種まつり(桜、秋他）等への支援

小　　　　 計

　 （３８事業）

四季のまつり等の各種行事

事　業　費　総　合　計
（一般会計及び特別会計事業費合計）

                                                                                                            平成27年度当初予算　31事業   （59,510）

長岡国際ビジネス研究会

長岡まちゼミの運営支援

長岡市「ながおか・若者・しごと機構」

(一社）長岡観光コンベンション協会

長岡市中心市街地活性化協議会

中心市街地・商業賑わい創出支援

「長岡ものづくりフェア2017
（仮称）」の開催支援

GS1コード事業者コード
（JAN企業コード）業務

５．大手通表町東地区市街地再開発事業に伴う「産業連携・協働拠点」構想の推進
事業名

東地区市街地再開発事業に伴う
「産業連携・協働拠点」構想の推進

６．組織運営
事業名

組織運営会議

委員会活動

※関係機関との連携事業

事業名

長岡産業活性化協会NAZE

貿易関係証明発給業務

４．会員サービス活動
事業名

新会員募集活動

共済制度の加入及推進

会員サービス事業

経営・経済情報発信事業

各種調査事業

※内訳

①一般会計

②中小企業相談所特別会計

③共済事業特別会計

④特定商工業者法定台帳管理運営特別会計

⑤会館管理特別会計


