
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
長野商工会議所（法人番号 5100005001755） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

地域活力の源泉である小規模事業者が「強み」を発見・再確認し、経済

情勢や市場のニーズを的確に捉え、社会の構造変化に柔軟に対応しなが

ら課題の解決や新商品開発、販路拡大に取り組むことにより持続・発展

することで、地域全体の活性化を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること 
管内の情報や長野県内の状況、全国と比較した場合の当地の特性などについ

て、LOBO（早期景気観測）調査や中小企業景況調査、消費者動向に関する調査

により小規模事業者を取り巻く経済環境について情報を収集し分析する。 

２．経営状況の分析に関すること 
窓口・巡回相談業務を通じて、小規模事業者の『強み』を見える化し外部環境

分析や強化すべき『強み』などを抽出するとともに、各種診断ツールを駆使し

て財務分析を行い財務情報と非財務情報の両方をしっかりと把握し、経営力向

上計画を策定する土台作りを行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 
『強み』を生かした事業計画策定支援やワークショップの開催等により、事業

計画策定に向けた伴走支援を行っていく。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
四半期毎の巡回強化による支援や専門家活用、創業後の支援体制の拡充などを

実施する。 

５．需要動向調査に関すること 
観光関連商品の需要動向調査や特産品を活用した商品の開発支援、日経テレコ

ンなどを活用した市場調査により、個社の商品サービスや市場のニーズ等につ

いて調査提供する。 

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・商談会対策セミナーや IT 活用セミナーの開催、産業フェア in 善光寺

平への出展支援、新幹線延伸地域と連携した商談会の開催、展示即売会の開催

など小規模事業者の販路開拓支援を行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
中心市街地の活性化による地域振興事業や長野えびす講煙火大会・善光寺御開

帳の開催により観光客誘客を図る。 

また婚活事業により定住化促進や雇用の安定、スポーツ振興により地域ぐるみ

で活力ある地域づくりに取り組む。 

連絡先 

長野商工会議所 中小企業相談所 

住所：〒380-0904 長野県長野市七瀬中町 276 

TEL：026-227-2428 FAX：026-227-2758 

メール：ncci@nagano-cci.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）長野市の情勢と課題 

 

長野県は本州のほぼ中央に位置し、長野市は長野県の北信地域に位置している。北

には戸隠山や飯縄山など北信五岳があり、犀川や千曲川（後の信濃川）に代表される

1級河川が流れている。平成 10 年の冬季長野五輪の開催に伴い高速道路の整備や長野

新幹線が開通し、首都圏や新潟方面との交通の便が飛躍的に向上した。また平成 27

年 3 月には長野新幹線（北陸新幹線）が石川県金沢市まで延伸し、石川県や富山県ま

での時間が大幅に短縮された。 

長野市は明治 30 年 4 月に誕生し、その後、平成 22 年 1 月まで 6 回の合併により現

在の長野市となり、総面積は 834.81 ㎢、総人口は 382,249 人（平成 28 年 10 月 1 日現

在）で長野県下最大の都市であり、長野駅から善光寺までの約 2 ㎞の中央通りを中心

に多くの商店が軒を連ねる門前町である。多くの企業が事業所を構え、商業（小売、

卸、サービス業）を中心に栄えた都市である。 

長野市の中心市街地は、善光寺の門前町として商業を中心に発展。市内には、善光

寺、戸隠、松代等に代表される多くの観光地があるため、とりわけ観光業が盛んで、

観光関連産業に携わる商業・サービス業（小売、卸、飲食業、宿泊業など）の小規模

事業者が多い地域である。 

 

   
   国宝善光寺本堂（善光寺御開帳）     真田十万石の城下町松代 
 

長野市の人口は平成 18 年と平成 24 年を比較すると 2,351 人減少であるが世帯数は

2,661 件増えており、1世帯当たり人口は 0.1 人減少している。また平成 27年 372千
人の人口が、5年後の平成 32年（2020年）には 11千人減少の 361千人、10年後の
平成 37年には 24千人減少の 348千人と推定されており、経済規模の縮小や生産年齢
人口（15歳～64歳）の減少に伴う労働力不足が懸念されている。 
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近年は、車社会の進展や都市機能の郊外化により、中心市街地の空洞化が進んでい

る。また、少子高齢化による後継者不足、売上減少等の影響で小規模事業者数も減少

しており、商店街の空洞化と空き店舗化も一層進んでいる。小規模事業者を取り巻く

中長期的な地域経済の環境や社会の構造は激しく変化し、小規模事業者の経営環境は

益々厳しくなっている。 

 
平成 24 年経済センサス活動調査による当会議所管内の人口の増減 

管内状況 
人口 

(平成 18 年) 

世帯数 
(平成 18 年) 

人口 
(平成 24 年)

世帯数 
(平成 24 年)

人口 

増減数

世帯数 

増減数 

1 世帯当たりの

人口(人) 

H18 H24 

本所(長野) 162,391 67,843 160,425 69,176 ▲1,966 1,333 2.39 2.32

篠ノ井支所 41,381 14,766 41,642 15,826 261 1,060 2.80 2.63

松代支所 19,618 6,793 18,672 7,061 ▲646 268 2.89 2.64

管内合計 223,390 89,402 220,739 92,063 ▲2,351 2,661 2.50 2.40

 
 
 

   
出典：長野市 HP      出典：国立社会保障・人口問題研究所 

 
 
（２）長野市の産業構造 

  

長野市内の産業構成の中で最も大きな割合を占めているのが「卸売業・小売業」で

23.8％。次いで「宿泊業・飲食サービス業」で 11.3％。商業・サービス業の合計 で

は 83.4％となっており、農林・建設業・製造業合計 の 17.6％を大きく上回る。（下記

円グラフ参照） 

  また、建設業・製造業 19 人以下、商業・サービス 4 人以下の小規模事業従業者デ

ータでは、建設・製造業が 22.6％と構成比が若干高くなるが、それでも商業・サービス

業 77.4％と依然として比率が高い状況にある。（下記円グラフ参照） 
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出典：平成 24年経済センサス活動調査 

 
 
（３）長野商工会議所の歴史と周縁の状況 

   

当会議所は明治 33 年設立された。平成 18 年 10 月 1 日、長野・篠ノ井・松代の 3

商工会議所が合併し新長野商工会議所が誕生した。合併により地域間交流を強化し地

域の事業者の多様で高度な相談ニーズに積極的に対応している。また、まちづくりや

観光振興など、行政との連携等を通じた広域的取り組みによって効率的な事業の実施

が可能となっている。なお当市は市町村合併によって、商工会議所と商工会が併存し

ていることも特徴である。 

 

   
当会議所と長野市商工会管轄エリア 
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（４）長野商工会議所の目標及び方針 

 

 中長期的な小規模事業者の振興のあり方 

 

   小規模事業者を取り巻く状況は、人口減少による市場縮小、デジタル技術の進歩

による流通環境の変化、消費者ニーズの多様化、市場のグローバル化、経営者の高

齢化など、極めて厳しい状況であるといえる。 
しかし事業者の多数を占める小規模事業者は、地域経済や雇用を担う重要な役割

を持っており、小規模事業者の振興なくして地域の発展は考えられない。 
当会議所では、「輝き続けるまち長野」をスローガンに、中小企業支援、産業・観

光・地域振興、人口減少対策などに取り組んでいる。小規模事業者が劇的に変化し

ていく社会構造に柔軟に対応しながら継続・発展していくために、中長期的な小規

模事業者の振興のあり方を次のように定める。 

 

①小規模事業者が持っている潜在的な『強み』に気づきを与え小規模事業者が 

自信を持って事業を継続できる状態にする。 

 

②顔の見える信頼関係を積極的に活用し、需要の創造・掘り起こしを行う。 

 

③創業・事業承継支援により、地域経済の新陳代謝を促進する。 

 

④地域資源を活用したブランド化・にぎわいの創出を図る。 

 

⑤地域ぐるみで総力を挙げた支援体制を構築し、小規模事業者が活躍しやすい 

環境整備を進める。 

 

 中長期的な小規模事業者の振興を踏まえた経営発達支援計画の目標 

   

   地域活力の源泉である小規模事業者が当会議所経営指導員とともに「強み」を再

確認し、経済情勢や市場のニーズを的確に捉え、社会の構造変化に柔軟に対応しな

がら課題解決や新商品開発、販路拡大により、持続発展していくことを目標とする。

 

目標達成に向けた方針 

 

現在、長野市では、商工業の振興と就労の促進を目指し、第 5 次長野市総合計画

産業振興ビジョン（前期 5 年、後期 5 年）を策定中である。市とも密接に連携しな

がら、平成 29 年度～平成 33 年度までの 5 ヵ年の経営発達支援計画を次のとおり策

定する。 

なお、（ⅰ）～（ⅴ）に共通するテーマとして事業者や地域の「強み」や競争力の

源泉を丁寧に眺めることで、自身の組織や地域に対する魅力の再発見に繋げること

を掲げる。 
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（ⅰ）創業・事業承継など各ステージに応じたきめ細かい支援の拡充（上記①②③）

当会議所管内の小規模事業者数は、平成24年経済センサスでは10,407件で、平

成18年調査より9.4％減少したが、特に商業・サービス業の減少幅が大きい。そ

のため、減少（廃業）を抑えると同時に、新規開業も促進していかなければな

らない。 

長野県では、「日本一創業しやすい環境づくり」を目指して、創業支援施策の

充実を図っている。この取り組みに足並みを揃え、数多くの創業相談に応じて

きた当会議所のノウハウを生かし、創業スクールの開催等を通じて創業支援を

拡充する。 

経営革新支援においては、企業の強みの源泉である「見えざる資産（知的資産）」

を活かした形で、新たな事業活動への取り組みを支援する。 

事業承継支援においては、長野商店会連合会など地域組織と連携して、経営状

況・課題の見える化、事業承継に向けた磨き上げなど、個社に対する前工程に

注力する。さらに、長野市が進めるＵＪＩターンなど移住促進施策とも連携し

て、人口増加ひいては事業所数増加を推進する。 

 

（ⅱ）新たな販路の開拓（上記② ④） 

長野市の農業産出額は果実が 58％と最も多く、中でもりんご、ぶどう、ももは

栽培面積、生産額とも県下１位である。果実を使ったスイーツを取扱う菓子店

も多いことから、農商工等連携を推進することで加工品の付加価値向上に繋げ、

新たな販路開拓を支援する。また、長寿県ブランドの象徴ともいえる信州そば、

信州おやきにおいても、それらの魅力の再発見をした上で、販路開拓支援を図

る。 

 

（ⅲ）ものづくり産業の活性化（上記④ ⑤ ） 

「産業フェア in 善光寺平」（過去 11 回開催）は、平成 29 年度以降当会議所が

主体的に実施することになっている。従来の長野地域だけではなく平成 27 年 3

月に延伸した北陸新幹線沿線の上越や北陸地域にも広く呼びかけて、加工食品、

健康産業など長野地域の特性を生かしたものづくり産業の活性化に努める。ま

た、小規模事業者の出展を促すとともに、小規模事業者の魅力（強み）を分か

りやすく伝える支援をすることで、大手企業とのビジネスマッチングを促進す

る。 

 

（ⅳ）まちづくり事業に伴う経営支援（上記 ② ⑤） 

現在、市内権堂地区の再開発事業が検討されており、当会議所も計画段階から

参画している。大型ショッピングセンターは、近隣市外でも建設が検討されて

おり、ネットショップの進展とともに、長野市の商圏人口の減少およびその吸

引力の低下が懸念される。魅力的な商業施設のあり方を学ぶとともに、既存事

業所の継続的な発展さらに新規出店者の支援につとめ、大型店と中小小売店、

小規模事業者との共生を通じ、当会議所のコーディネート機能を強化する。 

また、長野市中心市街地の活性化における「まちなかパワーアップ空き店舗活
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用事業」では、空き店舗を活用して事業を行う小規模事業者に対し、事業計画

の妥当性を判断し、適切な助言および継続的なフォローアップを行い、まちづ

くりへの貢献を支援する。 

 

（ⅴ）観光誘客事業の開催（上記⑤） 

平成 27 年 3 月の北陸新幹線延伸開業により、北陸地域との経済交流が促進され

た。観光県長野の中心都市としてハブ駅の機能を充分に活用しながら、観光誘

客イベントを開催し、交流人口の増大を図り、地元観光事業者を支援する。具

体的には、当会議所主催の長野えびす講煙火大会、長野灯明まつり、商店街組

織と連携した毎月の歩行者天国イベント、さらには、次回平成３３年春に開催

される善光寺御開帳への奉賛会活動などを充実させる。 

 

 

 

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 29 年 4 月 1 日～平成 34 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 

 

現 状 

 

当会議所では月に 1回の日本商工会議所「LOBO（早期景気観測）調査（8社）」や

四半期に１度の独立行政法人中小企業基盤整備機構の「中小企業景況調査（60 社）」

を景気動向調査として実施している。その調査結果は調査対象事業所にフィードバ

ックするとともに、経営指導員等が、窓口相談や巡回相談の際に管内の景気動向と

して個別に事業者へ情報提供を行っている。 

 

課 題 

   

上記の LOBO 調査や中小企業景況調査については、経営指導員の窓口相談や巡回訪

問、調査協力先への情報提供にとどまっており、小規模事業者がいつでも手軽に情

報を得られるような仕組みになっていないのが現状である。提供している情報は全

国の経済動向であり、足元の地域経済の要素が少なく、当地域の事情を把握するに

は 1歩踏み込んだ情報収集や分析が必要である。 

また消費者ニーズや顧客マインドについては調査や分析を行っておらず、商業・
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サービス業が多数を占める当地域の状況を踏まえると、情報提供が不十分である。

 

改善方法 

 

小規模事業者が事業計画を策定する上で基礎となる地域経済の動向に関し、管内

の情報や長野県内の状況、そして全国と比較した場合の当地の特性など、小規模事

業者を取り巻く経済環境について情報を収集し分析する。結果は当会議所ホームペ

ージへの公開や当会議所会報での周知を行う。また経営指導員が事業計画策定支援

や需要動向調査等の支援、各種補助金活用支援など、様々な場面で小規模事業者を

支援していく際に経済動向に関する結果を活用していく。 

 

調査手段・提供方法 

   

①LOBO（早期景気観測）調査 

   これまで月に１回８社を対象に「業況」「売上」「採算」「資金繰り」「仕入単価」

「従業員の状況」「直面している経営上の問題」などについて調査を実施してい

る。今後は地域の業種構成を考慮した企業 50 社について速報性を持った調査を

行い調査結果について当会議所経営指導員が集計し分析を行う。その生の情報を

月に１回開催している全職員での会議で周知し、会議所職員全体で景気動向に関

しての理解を統一し、窓口や巡回訪問等の際に小規模事業者へ提供していく。ま

た本情報は月に１回の当会議所会報で概要版を掲載するとともに、詳細を当会議

所ホームページで公開する。 

 

②中小企業景況調査 

   四半期に 1度 60 社を対象に行っている「売上」「客単価」「仕入状況」「業況」「設

備計画」等に関する本調査について、調査対象企業を当地の産業構造を反映した

企業構成に再編成し実施する。調査実施後、当会議所で独自にデータを集計。そ

のデータを全国版の調査結果と比較し当地域の状況や特徴を明確にする。その情

報は月に１回の全職員の会議で共有するとともに、当会議所会報へ四半期に 1度

掲載。また当会議所ホームページで公開する。 

 

③消費者動向に関する調査（地域に特化した消費者マインドに関する調査） 

  小規模事業者は短期間に変化する消費者ニーズ等を的確に把握し、柔軟に事業展

開していくことが重要となる。当会議所の議員・評議員企業 240 社従業員を対象

に、家計の動向や支出項目の内容など、当地域の消費者動向について四半期に 1

度調査を行う。調査結果については所内全体で把握するとともに、窓口相談や巡

回訪問で個別に事業者へ報告するほか、詳細を当会議所会報やホームページへの

公開やマスコミ等へ公表する。 

 

④長野県景気動向調査 

   長野県では四半期に一度、製造業 300 社、非製造業 400 社を対象に景気動向に関
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する調査を行っている。本調査は県下の状況を把握できる貴重な情報である。小

規模事業者は事業を展開する上で主なフィールドとなる県下の景気動向を理解

し事業計画を策定する必要がある。そのため本調査結果について、経営指導員が

業種毎（製造業：電機・電子、一般機械、食料品ほか、非製造業：小売・卸売、

飲食・宿泊）の業況や売上高推移、客数や販売価格などについて、上記の LOBO

調査や景況調査の結果と比較しながら概要版を作成し、窓口相談や巡回訪問で提

供していく。 

  

※このほか、以下の統計データ等について必要に応じて情報収集を行い、当会議

所会報やホームページ等で公表するとともに、窓口相談や巡回訪問時において、

小規模事業者に対して的確に情報提供を行っていく。 

 

   「小企業の最近の動向」・・・・日本政策金融公庫 

   「県内の経済情勢」・・・・財務省関東財務局 

「観光地利用者統計調査」・・・・長野県 

「長野県消費動向調査」・・・・（一財）長野経済研究所 

「長野市歩行者通行量調査」・・・・長野市 

「経済センサス」・・・・総務省、経済産業省 

 

 

数値目標 

 

内  容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

ＬＯＢＯ調査 年間調査件数 96 600 600 600 600 600

中小企業景況調査 年間調査件数 240 240 240 240 240 240

消費者動向に関する調査件数 未実施 960 960 960 960 960

長野県景気動向調査結果提供事業者数 未実施 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 

 

２．経営状況の分析に関すること 

 

現 状 

 

当会議所の 27 年度の窓口・巡回相談業務 9,496 件のうち、最も多い相談内容が経

営一般 3,242 件、続いて金融に関する相談 2,086 件と特に金融に関する相談が顕著

である。当会議所では、マル経融資のほか、県・市の融資制度の斡旋窓口としての

機能を担っており、金融に関する相談から他の相談へ、さらに専門家・各支援機関

との連携を図る体制が特徴となっている。金融相談では、経営状況を把握する上で、

財務諸表の提出を求め、簡易的な財務分析により事業者の抱える悩みや課題を聞き

出している。様々な課題を抱えているものの、その課題に対応しきれていない状況



- 9 - 
 

である。借入を希望する時点で、自社の経営状況を把握し、立ち止まって考える状

況(現状認識と課題抽出)を整備させることが重要である。 

  

課 題 

 

小規模事業者は、社長の長年の勘や腕で事業を行っているケースが多く、経営状

況や課題が明確になっていないことが多い。そのため、自社の「現状」「目標」「取

組み」などを整理してもらうことを念頭におきながら、長年の事業を支えてきた『強

み』を丁寧に導き出す支援が必要である。そこでは、経営指導員の資質を磨くこと

に加え、コミュニケーション能力の向上により、小規模事業者との「対話」を重ね

ることで、小規模事業者に寄り添った伴走支援が重要になる。 

さらに、小規模事業者の経営状況は、財務諸表上の数値を読み取るだけでは、そ

の実態を把握することが難しい。そのため、小規模事業者自身も認識していない（見

落としている）、「知的資産」（人材、技術・ノウハウ、組織力、顧客とのネットワー

ク、ブランド等、企業価値の源泉である目に見えない資産）を再発見し、有形資産

と同様の重要な資産であると認識し・活用する経営（知的資産経営）を促していく

ことが重要になる。 

 

改善内容 

 

窓口・巡回相談業務を通じて、小規模事業者の『強み』を丁寧に導き出し、「自社

の強みがどうやって収益につながってきたのか、また、つなげていくのか」という

点について、その具体的な内容を小規模事業者に寄り添って考えていく。 

また、ローカルベンチマークなど各種診断ツールを駆使して、財務分析を行う。

これらにより、財務情報と非財務情報の両方をしっかりと把握し、経営力向上計画

を策定する土台作りを行う。 

  

事業内容 

 

①小規模事業者の『強み』の見える化 

小規模事業者の相談案件に対し、当会議所独自の『強みの見える化シート』を

作成する。前述のとおり、当会議所では、県・市の融資斡旋業務を取り扱って

いる状況から、金融支援を目的に来所される小規模事業者が多い。この機会を

活かし、小規模事業者との「対話」により、小規模事業者に気づきを与え、小

規模事業者自身も認識していない（気づいていない）『強み』を見つけ（再発見

し）、『強み』の見える化を行う。 

なお、『強み』が最終的に収益につながることを明らかにするため、ローカルベ

ンチマークを活用した財務分析の結果も合わせて記載をする。 

 

『強みの見える化シート』の記載内容（ヒアリング内容） 

（ア）企業の概要 



- 10 - 
 

（イ）製品・サービスの特徴、または、提供の仕方 

（ウ）特徴を出すためや売るために必要な「技術・ノウハウ」 

（エ）「技術・ノウハウ」を得るための「しくみ（マネジメント・努力・工夫）」

（オ）社長の「ゆずれない思い」「こだわり」（経営理念） 

（カ）財務分析結果 

※（イ）→（ウ）→（エ）→（オ）と、事業活動を遡るように眺める。 

※（カ）は、ローカルベンチマークを活用した財務分析を行う。 

 

②『強みの見える化シート』を踏まえた外部環境分析 

『強みの見える化シート』を基に、小規模事業者が置かれている外部環境（顧

客・競合・市場動向等）について、「機会（追い風）」「脅威（向かい風）」を明

らかにする。その際、経済動向調査や需要動向調査データも有効活用し、小規

模事業者が単独では得ることが難しい外部環境情報を補完する。 

 

③強化すべき『強み』・新たに獲得すべき『強み』の抽出（＝弱みの抽出・把握） 

外部環境や将来のありたい姿を踏まえ、強化すべき『強み』・新たに獲得すべき

『強み』を明らかにする。この強化すべき『強み』・新たに獲得すべき『強み』

は、いわば克服すべき「弱み」のことであり、その意味で「弱み」の抽出・把

握もしっかりと行う。 

 

◆『強み』に気づいた（再発見した）小規模事業者に対し、事業計画策定まで「対

話」による伴走型支援を重ねることで、小規模事業者の持続的経営へつなげる。

   

◆『強みの見える化シート』は、相談カルテとは別の診断シートとして用意し、

金融支援・巡回訪問等で小規模事業者と面談する経営指導員が記入する。集め

られたシートは、タブレット端末等に情報共有し、蓄積されたデータは、経営

アドバイス等に活用していく。 

       

成果の活用方法 

 

小規模事業者が持っている「知的資産（見えざる資産）」を見つけ出し、『強み』

を特定することで、今後の取り組みを明確にしてもらう。この一連の作業を事業計

画策定支援に結び付け、成果を着実なものにする。 

 

数値目標 

 

 

 

 

 

 

項目 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
強みの見える化シート作成件数 

（経営分析件数） 未実施 120 150 150 150 150 
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３．事業計画策定に関すること 

 

現状と課題 

 

小規模事業者は人的・時間的要因から十分な事業計画を策定することが少なく、

日々の事業に邁進している。そのため資金不足や人材不足などの諸課題の対応が後

手に回ることが多い。財務分析はもとより、自社の商品・サービスの『強み』や、

その『強み』を生み出した背景（しくみ・努力・工夫）、顧客・市場などの外部動向

を踏まえた事業計画を策定することが重要である。また、策定した事業計画書が絵

に描いた餅に終わることがないよう、経営者と従業員の高いコミットメントも必要

になる。 

 

改善内容 

   

小規模事業者が将来に対するビジョン（あるべき姿）を明確にし、上記の経済動

向調査の結果や経営分析を踏まえながら事業計画策定の意義や重要性を理解し、助

言や指導を行いながら事業計画策定支援を実施する。 

当事業計画書には、財務情報のみならず、非財務情報を反映させて、ストーリー

性を持たせて示すことにより、将来に対する実感を持たせて実現性が高いものにす

る。これにより、小規模事業者の潜在力を見える化し、経営者と従業員の意識共有

を増大させ、高いコミットメントを生み出す（絵に描いた餅にさせない）。 

 

事業内容 

 

①窓口・巡回相談での周知と策定支援 

  当会議所では、年間 9,500 件の窓口・巡回相談を実施している。計画策定の入口

として、経営指導員による『強みの見える化シート』を作成し、自社の『強み』

を発見してもらい事業計画策定の意義や重要性を説明していく。事業計画策定に

あたっては、ローカルベンチマークやアプリ「経営計画つくるくん」なども用い

ながら、計画策定支援を行っていく。 

 

②事業計画策定セミナーの開催 

  事業計画を作るための「事業計画策定セミナー」を開催する。その中で、事業計

画の意義や重要性、作成方法などについて、丁寧に説明をしていく。また、セミ

ナー終了後には、経営指導員による個別相談会を開催し、ワンストップで事業計

画策定に関する支援を受けることが出来る体制を整備する。 

 

③「知恵の経営ワークショップ」の開催 

  「強みの見える化シート」を通じて、事業計画の重要性を認識した小規模事業者

に対し、個社支援を含めたワークショップを開催し、自社の『強み』を掘り下げ・

見える化した「知恵の経営報告書（知的資産経営報告書）」の作成を支援する。 
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この取り組みは、長野県長野地方事務所商工観光課内に事務局がある長野工業振

興会が、28 年度に実施している「知恵の経営ワークショップ」を反映させ（当会

議所もオブザーバー参加している）、小規模事業者向けに開催するもので、半年間

を通じて、全体セミナー３回と個別訪問支援３回による伴走型支援を実施する。

なお、個別訪問支援の場面においては、可能な限り従業員も巻き込み、経営者の

みならず、従業員にも、自社の『強み』について考えてもらう。その際、自社に

とっての当たり前の中に、当事者も見落としている（気づいていない）『強み』が

あることに気づいてもらう。 

 

④創業支援計画（第二創業含む） 

  長野市特定創業支援事業に位置付けられている当会議所主催のセミナー「長野地

域創業スクール」を年 1回開催する。創業に必要なマーケティングや税務など様々

知識を習得させ、実現性の高い事業計画の策定により、創業までの支援を行う。

さらに、創業後も、段階に応じてフォローアップを続けていく。 

 

⑤事業承継計画策定支援 

小規模事業者は経営者の高齢化が進んでおり、後継者がいない小規模事業者の事

業承継が大きな課題となる。また、自社の価値を過小評価してしまっているがゆ

えに、廃業という選択をしてしまう小規模事業者もいる。 

そこで、窓口相談や巡回相談の際に、後継者の有無の確認から、「強みの見える化

シート」による経営分析で自社の『強み』を再発見し、承継すべき「知的資産（見

えざる資産）」を特定する。「知的資産（見えざる資産）」こそが会社の「強み」・「価

値の源泉」であることを現経営者が理解し、後継者に伝えていくことが重要であ

る。そのため、自社の『強み』を踏まえ、中小企業診断士や税理士等各専門家と

連携し、今後の方針を事業承継計画にまとめ上げるとともに、現経営者と後継者

の「対話」の場を作り出していく。 

 

数値目標 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

事業計画策定セミナー 
開催回数 1 2 2 3 3 3

参加者数 30 60 60 90 90 90

知恵の経営 

ワークショップ 

開催回数 未実施 1 1 1 1 1

参加者数 未実施 15 20 20 20 20

事業計画策定件数 70 100 100 100 100 100

創業スクール 
開催回数 1 1 1 1 1 1

参加者数 17 30 30 30 30 30

創業計画策定件数 45 50 60 60 70 70

事業承継計画策定件数 未実施 5 5 7 7 10
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

目 標 

 

事業計画を策定した事業所や創業者に対し、四半期ごとのフォローアップを実施

することで、抱えている課題を早期発見・早期改善できるようにし、小規模事業者

の持続的な経営を可能にさせる。 

 

内 容 

 

①巡回指導によるフォロー 

事業計画策定後や事業実施支援について、四半期ごとに巡回指導を行い、進捗状

況の把握、フォローアップを実施する。具体的には、策定された事業計画の実施

に向けて金融支援や売上増加、販路開拓など様々な経営支援について取り組む。 

 

②専門家の活用 

問題解決が難しい課題や専門的な課題等の支援については、ミラサポ、よろず支

援拠点等による専門家派遣を活用して、小規模事業者の課題解決に向けて丁寧に

サポートを行う。 

 

③資金投入による伴走支援 

事業計画策定後、事業実施に向けて資金需要がある場合は、「小規模事業者経営

発達支援資金制度」の活用を促し、継続的な支援や事業計画のフォローアップも

行いながら、小規模事業者の持続的発展に向けて伴走支援を行う。 

 

④創業者支援 

創業計画策定者や当会議所で把握している創業後 5 年未満の創業者を対象に、計

画的に訪問先を設定し、四半期ごとの訪問による個別フォローアップを行ながら

経営課題等を抽出し解決に向けた支援を実施すると共に、先輩経営者や他業種と

の情報交換会開催によるネットワークの構築支援を実施し、継続的な事業経営が

出来るよう支援を行う。 

 

数値目標（頻度） 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業計画策定後フォロー事業所数 70 100 100 100 110 110

上記企業への巡回訪問回数 未実施 400 400 400 440 440

創業計画策定者訪問事業所数 45 50 60 60 70 70
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上記企業への巡回指導回数 45 200 240 240 280 280

創業後 5年未満 

四半期訪問事業所数 
未実施 30 30 50 50 50

上記企業への巡回指導回数 未実施 120 120 200 200 200

創業者情報交換会開催数 1 1 1 1 1 1

事業承継計画策定者訪問事業所数 未実施 5 5 7 7 10

上記企業への巡回指導回数 未実施 20 20 28 28 40

 

 ※なお、支援先の状況を的確に把握し、経過が順調な事業所は頻度を落とし、計画実

施に向けて細かいフォローが必要となる場合には頻度を上げることとする。 

 

 

５．需要動向調査に関すること 

 

現状と課題 

   

 小規模事業者が自社の商品やサービスについて、独自に需要動向や顧客ニーズな

どを調査することは、資金や人材の面から難しい状況にある。また、これまで下請

的業務が中心で、自社商品の企画・開発を行って来なかった小規模事業者も数多く

存在し、「売れる商品を作る＝マーケットイン」の考え方が不足している場合が多

い。    

当会議所では需要動向に関する相談に対して経営指導員が各種統計データを用

いながら個別に対応している。 

しかしながら、経営指導員個人の資質に頼る場合が多く、十分な対応が出来てい

ない状況にある。既存の売れ筋商品の販路拡大や新商品の企画・開発・サービスの

提供等について、一方的に商品を販売するプロダクトアウトから、買い手のニーズ

を踏まえたマーケットインへの発想転換を浸透させるため、各種情報の収集および

整理をし、分析結果を提供していく必要がある。 

 

改善内容 

   

小規模事業者が個別の商品やサービスについて新たな販路の開拓や新商品の企

画・開発に生かせるような買い手(消費者・バイヤー)のニーズ、市場動向等を的確

に把握した調査・分析を行い、小規模事業者の「売れる商品を作る」しくみづくり

に寄与していく。 

前述のとおり当会議所管内は、商業・サービス業が高い比率で存在するため、観

光関連の商品と特産品に特化したニーズ調査を適宜実施し、分析結果を小規模事業

者に提供する。これらの情報は、当会議所会報やホームページに掲載し、窓口相談
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や巡回訪問時に周知・提供していく。 

    

事業内容 

 

①観光関連の商品やサービスの需要動向調査 

  長野市には国宝善光寺や真田十万石の城下町松代など有数の観光地が点在し、

年間約 1,000 万人の観光客が来長しており、観光客向けに商品販売やサービス

の提供を行っている小規模事業者が多い。 

そこで善光寺や松代町を訪れた観光客に対し、小規模事業者の提供する商品や

サービスに関するアンケート調査を実施する。調査項目は、価格、デザイン、

購買意欲、商品・サービスに関する感想、性別、年齢、出発地など。調査結果

は当会議所データベース内に保管し、経営指導員が情報を共有。調査結果の数

字が持つ意味や今後の改善内容に関して検討を行い小規模事業者に提示し支援

していく。 

 

②地域の特産品を活用した商品開発に関する調査 

長野市はりんごやぶどう、ももなど果樹栽培が盛んな地域である。それらを生

かした商品（菓子類、飲料など）について、試食会及び展示即売会を開催しテ

ストマーケティングを実施する。地元開催に加え、東京都にある長野県アンテ

ナショップ「銀座 NAGANO」でも開催することで、地域のニーズと共に首都圏の

ニーズを把握する。来場者及びバイヤーに対して、価格や味、見た目、大きさ、

購入頻度などについてアンケート調査を行い、調査結果を集計し当会議所デー

タベースに保管する。調査結果については経営指導員が分析し、事業者に対し

て情報提供を行うと共に改善に向けた支援を行っていく。 

 

 

③日経テレコン・日経流通新聞（日経ＭＪ）活用による市場動向調査 

    「日経テレコン POSEYES」は全国の有力スーパーや生協、コンビニエンススト

アなど最新の市場･商品情報などにより、伸びる市場や縮む市場、売れ筋商品、

年齢・性別による購買状況に関する情報を保有している。それらの情報を収集

し、個社の状況に応じて情報を提供していく。また日経流通新聞はマーケティ

ングや流通等に関しての専門的な分野に特化した情報が網羅されている。その

中で経営指導員がトレンドや市場動向等について、個社の状況により提供し活

用方法について提供していく。 

    

   ④新たな商品の企画・開発を求める小規模事業者への個社支援 

（顧客のニーズ調査支援） 

    小規模事業者が新商品開発やサービスの提供を行う際に、特に参考にすべき

情報は顧客の声である。既存顧客および一般消費者に対してオリジナルのニー

ズ調査を実施する手法を小規模事業者に提案し、一番のファンである顧客の声

に応じた商品開発等を行う。ニーズ調査の実施について小規模事業者は不得手

であることが多く、実際に小規模事業者が単独で調査を行うことは難しい状況
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にある。そこで経営指導員が調査項目や結果の集計方法等について一緒に考え、

実施していく。本調査は、事業計画策定を支援し小規模事業者を想定している。

  (実績例)・焼菓子屋の新商品「おしゃれあんぱん」のニーズ調査（BtoC） 

       新商品に対する味、形、値段、包装について来店客に向けて調査 

       →小規模事業者が考えていなかったアイデアの発見につながる 

       ・工務店が新たに企画・開発した「県産材による棺」のニーズ調査（BtoB）

棺の販売を取り扱う地元葬祭関係者へのヒアリング、一般消費者の生

の声を展示会で調査→形態、価格、流通方法に生かす 

 

数値目標 

 

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

観光関連商品の需要動向調査支

援事業者数 
未実施 20 20 25 25 25

特産品を活用した商品の需要動

向調査支援事業者数 
未実施 20 20 25 25 25

日経テレコン・日経ＭＪの 

情報提供事業所数 
未実施 30 30 40 40 40

個社ニーズ調査支援事業数 5 20 20 30 30 30

 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

現状と課題 

    

長野市では様々な農産物が生産されており、特にりんご、ぶどう、もも等の果物

は高品質の産地として全国的にも有名であり、これらの果実を活用したスイーツを

取り扱う菓子店も多い。また、信州みそや漬物等の発酵食品、信州そば、おやき等

の地域の特性を活かした加工食品も多く、日常生活に欠かせない食料品を供給する

食品関連産業は、長野市において製造品出荷額等の約 2 割を占めており、地域経済

において重要な役割を担っている。当会議所では「信州おやき協議会」の事務局を

担い、物産展等のイベントで長野の郷土食として有名なおやきの魅力を存分に発揮

する機会を提供し、各店の個性的なおやきの紹介に努めている。 

当会議所が参画し開催している「産業フェア in 善光寺平」は、市内外の企業や団

体を対象とした見本市であり、入場者は 2日間で約 13,000 人に上る。小規模事業者

が商品や事業内容を PR する好機であるため会員企業を中心に情報提供を行い、出展

を促している。 

しかし、小規模事業者は販路拡大や販売促進について関心はあるものの、自社の

商品・サービスの情報発信をするテクニックや機会が少ないこともあり、展示会や

商談会を有効に活用できていないのが現状である。また、市内の消費者の購買行動

は、大型店や量販店、インターネットを含む通信販売等を利用する機会が増えてい
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るため、小規模事業者が今まで通りの経営を続けているだけでは新規顧客の獲得は

困難になることが予想される。個社のサービスや商品の魅力向上や他店との差別化

などにより新たな需要の創造を図るための対策が必要となってくる。 

 

目 標 

 

商談会対策研修会や IT 化活用セミナーにより小規模事業者の情報発信力や販売

力の向上を目指し、販路開拓支援を行っていく。また産業フェアへの出展支援、商

談会・展示即売会の開催による販売機会の創出に取り組み、販路拡大による小規模

事業者の経営力の向上を図っていく。 

 

事業内容 

 

①展示会・商談会対策セミナーの開催 

小規模事業者は自社の商品やサービスなどの情報発信に関するテクニックや提

供の機会が少なく、展示会に時間と労力を費やして出展しても期待通りの効果

が得られないことが想定される。 

そこで、商品やサービスの伝え方、ブースの見せ方、話術などに関する「展示

会・商談会対策セミナー」を開催し、出展の前段階での支援を行う。 

 

②IT 活用セミナーの開催 

Facebook や LINE、twitter、instagram 等の SNS を利用した販売促進について、

最新の事例紹介や活用方法等のセミナーを開催する。また、WEB を活用した販路

拡大を希望する小規模事業者に対し、横須賀商工会議所が中心となって提供し

ている WEB ショップ「おもてなしギフト」を紹介し、出展に向けてタブレット

端末等を使用しデモンストレーション等を行いながら、IT を活用した支援を行

っていく。 

 

③展示会への出展支援や新幹線延伸地域と連携した商談会の開催 

展示会への出展は商品やサービスなど直接買い手（消費者）に魅力を訴えるこ

とが出来るチャンスである。産業フェア in 善光寺平は長野市で最大規模の展示

会であり、単独での出展が難しい小規模事業者向けに、気軽に展示会へ出店す

ることが出来るよう数社合同で PR ができる専用ブースを設置する。出展にあた

り上記の対策セミナーへの参加を促し、効果的な出展を目指す。 

また、平成 27 年 3 月の北陸新幹線延伸に伴い、北陸圏が時間的・感覚的に身近

となり、石川・富山・新潟との連携が広がっている。この機会を活かして、北

陸新幹線沿線の都市との商談会を開催し、ビジネスチャンスの拡大を図る。 

 

④展示即売会の開催 

商業・サービス業の割合が高い当地域のなかで、和洋菓子店が多いことも特徴

の一つである。その魅力発信として、長野県・長野地方事務所・長野市と連携
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し、展示即売会を開催し、隠れた名店となっている地元小売店の PR を行い、認

知度の向上・販売促進を支援していく。即売会開催後は事業者へヒアリングを

行い、即売会の効果を確認しながら、各事業者に応じたフォローアップを行っ

ていく。 

また、地元産果物や信州みそ等の発酵食品、信州おやき等の特産品を PR するた

めの食のイベントを開催し、食品関連産業全体の底上げを図っていく。来場者

に当該イベントや食に関するアンケート調査を実施し、事業者へのフィードバ

ックを図っていく。 

 

数値目標 

  

項 目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

商談会対策研修会開催回数 未実施 3 3 3 3 3 

商談会対策研修会参加者数 未実施 30 30 30 30 30 

IT 活用セミナー開催回数 1 2 2 2 2 2 

IT 活用セミナー参加者数 20 40 40 40 40 40 

商談会開催回数 未実施 1 1 1 1 1 

商談会参加企業数（売り手） 未実施 10 10 10 10 10 

商談成立件数 未実施 5 5 5 5 5 

展示即売会開催回数 1 2 2 2 2 2 

展示即売会出展企業数 8 20 20 20 20 20 

売上増加者数 未実施 20 20 20 20 20 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

現状と課題 

 

  長野市では「長野市産業振興審議会」を設置し、傘下に農業振興、林業振興、観光

振興、商業振興、工業振興、労働問題の 6つの専門分科会を擁している。当会議所で

は観光、商業の専門分科会に参画し、平成 29 年度から始まる新たな 10 年間（前期 5

年、後期 5年）の産業振興ビジョン策定に関与している。 

中心市街地の活性化では「長野市中央通り活性化連絡協議会」が組織されており、

沿線の商店街や長野市とともに当会議所も参画し、毎月一回開催される会議で中心市

街地活性化の方向性を模索している。また当会議所では「長野・松本政経懇談会」、「長

野上越地域連携協議会」、「長野市流通連絡協議会」、「上信越ふるさと街道協議会」、

「善光寺御開帳奉賛会」などの事務局を担い、他地域との交流や連携を通じて商工業

振興に寄与するため取り組んでいる。こうした幅広いネットワークを生かしながら、

長野地域の産業活性化に主眼を置いた実効性のある取り組みが一層重要である。 
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事業内容 

 

①中心市街地の活性化 

 

当会議所も参画している「長野市中央通り活性化連絡協議会」は、周辺の商店

会を中心に、長野市、長野商店会連合会、㈱まちづくり長野、専門家等で構成さ

れており、イベントや歩行者天国、伝統的な祭事を開催し、賑わいの創出を図る

とともに、毎月の会議において情報の共有化、意見交換を行っている。活動は多

岐にわたり、善光寺花回廊花フェスタや大道芸フェスティバル、善光寺表参道秋

まつり等の季節ごとのイベント開催、「よりみちマップ」の発行による表参道商店

街のブランド力の向上、ホームページによる情報発信、街並みの環境整備等に取

り組んでいる。協議会の活動を通じて、当会議所では、多くの市民や企業ととも

に、新たな文化の創造や活気と賑わいにあふれた街づくりの一翼を担っていく。 

また、長野駅から善光寺までの中心市街地で行われるイベント等について、住

民自治協議会や関係商店会など地域の方々とコミュニケーションをとりながら各

種イベントの運営を行っていく。 

イベントを通して構築した信頼関係やコミュニケーションにより、地域の小規

模事業者が主体となり行う「まち歩き MAP」の作成や古民家や町屋をリノベーショ

ンした出店や創業など積極的に支援していく。 

イベント情報を SNS や会議所ホームページ、会報などで紹介することにより、

地元消費者や観光客への周知に努め、中心市街地に活力を与え地域経済の活性化

に取り組んでいく。 

 

 
 

 

②長野えびす講煙火大会の開催 

 

当会議所が主催となり毎年実施している、長野えびす講煙火大会は平成 28 年度

で 111 回目となり、地域に根ざした花火大会として定着している。近年は全国各

地から観光客やツアー客も多く訪れる花火大会となっており、関係事業者、長野

市、（公財）ながの観光コンベンションビューロー、長野商店会連合会等と実行委
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員会を組織。地域の観光事業者、特にホテル･旅館や土産物などを販売する小売店、

飲食店などの小規模事業者を中心に、秋の紅葉行楽シーズン終了後の 11 月閑散期

の集客イベントとして期待を集めている。今後も地域の観光集客イベントとして、

地域経済の活性化に寄与すると大きなイベントと捉えている。 

 

  
 

 

③善光寺御開帳の開催による誘客 

 

数え年で 7年に一度（数えのため 6年に一度）の善光寺前立本尊御開帳は、約 2

カ月間で 700 万人以上が訪れる一大行事である。中心市街地において経済効果も

高く、小規模事業者等の事業継続支援につながる行事であるといえる。当会議所

は、善光寺御開帳奉賛会の事務局を担い、関係機関と組織し、全国に向けてキャ

ラバン活動を展開する。広く周知 PR を発信しているが、前回の御開帳では、行事

予定について、場所や時間などの詳細な情報が少なく観光客等に伝わらないこと

があった。次回（平成 33 年）の御開帳では Facebook 等の SNS を積極的に活用す

ることにより、より詳細でタイムリーな観光情報や郷土食である「そば」、「おや

き」などの情報拡散を図ることにより、観光消費額の増加につながるよう地域経

済の活性化に努めたい。また、広域的な観光地の周遊になるよう周辺市町村の観

光協会にも善光寺御開帳奉賛会への参加を呼びかけ、協力し観光客の誘客を行う。
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④「ながの結婚支援ネットワーク事業」を通じた婚活支援の取り組み 

 

    当会議所は、人口減少や少子化の問題が大きくクローズアップされていく中、

地域や企業が一体となりこの問題解消に取り組んでいこうと、平成 21 年 6 月か

ら「長野商工会議所マリッジサポートセンター(愛称：こんぴあ NAGANO)」を設置

し、会員事業所の従業員および家族の結婚に向けた結婚支援事業を実施してい

る。この活動では、年 2回のカップリングパーティーはじめセミナー、イベント

の実施のほか、登録者同士のお見合い支援で出会いの機会を提供している。 

婚活支援の取り組みは、県内各地へ拡がりをみせており、市町村、社会福祉協

議会等が運営する結婚相談所と全県的なネットワークを結び、広域的な出会いの

機会を提供する「ながの結婚支援ネットワーク事業」では、当会議所と長野県次

世代サポート課が事務局を担い、ネットワーク会議の開催、結婚支援体制の強化、

結婚支援情報の一元化を図っている。 

結婚支援事業では、地域社会の後押しの必要性をアピールするとともに、事業

者や従業員が家庭を持つことで、雇用の安定が図られ、地域全体が活性化するこ

とを目指している。 

 

  
  

 

⑤スポーツ振興によるまちおこしの推進 

 

当会議所では「AC 長野パルセイロ長野後援会」を立ち上げて、AC 長野パルセ

イロ・レディースチームへの支援を図っている。TOP チーム J2 昇格・なでしこ

リーグ 1 部優勝を目指すため、応援バスツアーの実施など地元チームを盛り上

げるために様々な事業を行っている。今後、行政や関係団体との連携を強化し、

市民および事業者を上げて応援の輪を広げながら、スポーツを通じて地域経済

の活性化を図っていく。 
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数値目標 

 

項 目 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

中心市街地での 

イベント開催回数 
7 7 7 7 7 7

長野えびす講煙火大会 
有料観覧席販売数 

5,700 5,900 5,900 6,000 6,000 6,000

善光寺前立本尊御開帳 
（平成 33 年度 御開帳開催） 

次回 
準備 

広報 
準備 

次回準備
広域エリア協

力依頼 

請願 
次年度御開

帳開催への

広報 PR実施 

御開帳
開催 

長野商工会議所マリッジサポート

センター登録者数（成婚延べ数） 

95 
(44) 

120 
（60）

150 
（80） 

180 
(100)

200 
(120) 

200 
(150)

AC 長野パルセイロ長野後援会 

加入事業所数 
150 170 190 210 230 250 

 

 

 

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 

 

目 標 

  

  長野市内には金融機関や専門家、商工団体など多くの支援機関があり、小規模事

業者の支援の入口は数多くあるといえる。各支援機関との連携を図り、特に担当者

レベルでの情報交換を密にしながら、共に地域の発展のため、様々な手法で支援を
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行う。また、県下商工会議所では当会議所が幹事会議所となり経営指導員の研修等

を実施している。各地域の商工会議所経営指導員が持つノウハウや、当地域の支援

機関が行っている支援内容等に関して情報交換を行い、様々な知識の習得と幅広い

人脈を形成し小規模事業者の支援に役立てていく。 

  

内 容 

 

①経営指導員同士の情報交換 

毎年開催される長野県下商工会議所経営指導員等を対象にした「経営指導員等

研修会」において、各地で取り組まれている支援の現状や支援方法等について

事例を交えた意見交換を実施し、情報収集に努める。また、北信地区経営指導

員等を対象にした研修会においても同様に、各地の先進的な取り組みや事例に

ついて積極的に意見交換を実施する。 

さらに日本政策金融公庫が開催する金融懇話会において、管轄する商工会議所

や商工会の経営指導員との意見交換を実施し、各地の景況や支援状況等の把握

に努める。 

 

②広域専門指導員との連携 

県北信エリアに平成 27 年度設置された広域専門経営指導員と連携し、支援の裾

野を広げ、各種課題解決に向けた取り組みを広域的に行う下地作りに取り組む。

 ※広域専門指導員 

  長野県を北信・東信・中信・南信の 4 ブロックに分け、専門的な経営相談や各

ブロックの事業者の広域的な販路拡大等に関しての支援を行う指導員。当会議

所には拠点会議所として 2名配属され北信エリアを中心に活動を行っている。

 

③金融機関との意見交換 

新たな取り組みとして、当会議所管内の金融機関融資担当者と経営指導員との

意見交換会を開催し、地域全体での創業支援や創業 5 年未満の小規模事業者へ

の支援及び小規模事業者の経営計画策定に向けての体制作りに取り組む。 

 

数値目標 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営指導員同士の情報交換会 3 3 3 3 3 3

広域専門指導員との連携 随時 随時 随時 随時 随時 随時

金融機関との意見交換 1 2 2 2 2 2
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２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

現状と課題 

 

   経営指導員のスキルアップについては、日本商工会議所の各種研修や中小企業大

学校主催の研修会へ参加し強化を図っている。研修内容は商業診断に関する基礎的

なことからものづくりや IT に関するものなど様々である。研修の選定と研修参加

者については複数年の職員の資質向上計画に基づき実施している。しかしながら、

個別の小規模事業者の課題解決に向けた支援の手法やノウハウなどについては経

営指導員個々の能力や経験によるところが多く、他の経営指導員とその手法などに

ついて十分に共有できていないという現状がある。事業者から信頼を得て、対話を

重ね、一緒に課題に取り組む姿勢を身に付けていく必要がある。 

 

 

事業内容 

 

①経営指導員による事例報告会および検討会の実施 

   経営支援に携わる職員（経営指導員、専門指導員、補助員、広域専門指導員な

ど）による事例報告会を月に 1 回開催する。事例報告会では特に個社支援を重

点的に取り上げ各職員から報告し、その支援内容や今後の方向性等に関して意

見交換を行う。そこで支援内容の習得や課題の解決方法等のスキルを習得する

とともに、検討結果を毎回当会議所内のデータサーバーに保管し共有する。 

      

②小規模事業者の実態把握のためのスキルアップ 

   小規模事業者への支援の場合、まず一番初めに事業者から現状を聞きだし、課

題を整理していく作業が発生する。財務面の定量的な把握だけでなく、事業者

との対話により事業者自らが認識していない「知的資産」（人材、技術、組織力、

顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産）を発見し、現状を把

握していくことが重要である。この手法は、経営指導員研修会を通じて学ぶ。

さらに、特に若手経営指導員は、事業者から話を引き出す方法、質問の切り口

やタイミングなどについて経験が少なく、入口の段階で経営支援のベクトルを

違えることも少なくない。相談実績を重ねることで、小規模事業者を見る視野

を拡げていく。 

 

③支援ノウハウの蓄積と情報共有 

小規模事業者に対して行う支援の中で、経営指導員としての強みは多様な支援

ノウハウである。小規模事業者が行う経営分析や事業計画の策定、販路開拓に

関して、支援内容や結果を当会議所内のデータサーバー（クラウド）に保管し

ていく。個社名、時系列、業種、事業分野、事業の段階、成功・失敗事例など

の項目を設け、どの切り口からでもデータを引き出せるものとし、経営指導員

が変更となった場合でも柔軟に対応できる体制を構築する。 
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また全職員に配布しているタブレット端末でクラウド上の情報を共有し、場所

を選ばす支援ノウハウの情報収集や個社の事業段階や相談内容を引出し活用し

ていく。 

  

数値目標 

 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営指導員事例報告会 未実施 12 12 12 12 12

若手と既経営指導員の同伴支援 随時 随時 随時 随時 随時 随時

支援ノウハウのデータベース化 未実施 随時 随時 随時 随時 随時

 

 

 

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 

 

下記方法により事業の実施状況・成果や見直しについて評価・検証を実施する。 

 

（１）経営発達支援計画に主に携わる当会議所所経営指導員 5 名による検証チームを

設置。 

『Ｐ』各事業年度の小規模事業者への支援等について目標を設定し実行計画を策

定する。《Plan》 

『Ｄ』上記の実行計画により小規模事業者支援に取り組む《Do》 

『Ｃ』検証チームが支援状況を確認し課題等について検討《Check》 

 

『Ａ』上記で検討した課題等解決に向けて継続的に支援を行う《Act》 

 

（２）四半期に一度、長野県地方事務所商工観光課、長野市産業政策課、中小企業

診断士に小規模事業者支援についての事業実施状況を報告し、成果の評価や

見直し案等の提示を行う外部評価制度を導入する。 

 

（３）評価・見直しについては、月一度の正副会頭会議において報告し、方針決定

及び承認を受ける。 

 

（４）事業の内容、成果、見直し等の状況については、四半期に一度当会議所のホ

ームページ（http://www.nagano-cci.or.jp/）に専門のページを設け公表す

る。また、当専門ページにおいては問合せ先を明記し、広く意見を聴収し、

計画に反映していく。 
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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 

（28 年 10 月現在）

（１）組織体制 

長野商工会議所組織図下記参照 

 

経営発達支援計画実施者：22 名 

中小企業相談所長 1名、経営指導員 13 名、補助員 4名、

専門経営指導員 2名、広域専門指導員 2名 

（下記 組織図 黄色掛け内） 

 

  検証チーム：5名（下記組織図赤囲み） 

 

  
 

 

（２）連絡先 

長野商工会議所中小企業相談所 

 〒380-0904 長野県長野市七瀬中町 276 

 TEL：026-227-2428 FAX：026-227-2758 

 URL： http://www.nagano-cci.or.jp/ 

  Email：ncci@nagano-cci.or.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） 

 29 年度 
(29 年 4月以降)

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 254,124 254,124 254,124 254,124 254,124

 

経営改善普及事業費 

特別事業費 

商工振興費 

観光事業費 

商工事務教育振興費 

部会活動費 

事業諸費 

委託･補助事業費（産業ﾌｪｱ等） 

138,774

91,550

4,300

1,100

4,500

5,300

3,300

5,300

138,774

91,550

4,300

1,100

4,500

5,300

3,300

5,300

138,774

91,550

4,300

1,100

4,500

5,300

3,300

5,300

138,774 

91,550 

4,300 

1,100 

4,500 

5,300 

3,300 

5,300 

138,774

91,550

4,300

1,100

4,500

5,300

3,300

5,300

（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 

会議所一般会計：会費収入、検定事業収入、事務代行手数料、会場使用料、その他事業収入、市補助金等

小規模事業費：県補助金、雑収入 

特 別 事 業 費：事業協力費、事業収入、雑収入 

（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 

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 

【広域専門経営指導員】 

連携者及びその役割 

 

 

連携団体・代表者 住所・連絡先 連携役割 

長野県商工会議所連合会 

会長：北村正博 

長野市七瀬中町 276 

電話：026-226-6432 

・県内広域経営指導員取りまとめ 

長野商工会議所 

会頭：北村正博 

長野市七瀬中町 276 

電話：026-227-2428 

・管内小規模事業者への各種経営指導 

・創業相談 

・広域地域販路開拓支援 

・広域地域（北信）商工会議所取りまとめ 

千曲商工会議所 

会頭：滝沢英雄 

千曲市大字杭瀬下 3-9 

電話：026-272-3223 

・管内小規模事業者への各種経営指導 

・創業相談 

・広域地域販路開拓支援 

須坂商工会議所 

会頭：神林 章 

須坂市立町 1278-1 

電話：026-245-0031 

・管内小規模事業者への各種経営指導 

・創業相談 

・広域地域販路開拓支援 

信州中野商工会議所 

会頭：山田彰一 

中野市中央 1-7-2 

電話：0269-22-2191 

・管内小規模事業者への各種経営指導 

・創業相談 

・広域地域販路開拓支援 

飯山商工会議所 

会頭：伊東博幸 

飯山市大字飯山 2239-1 

電話：0269-62-2162 

・管内小規模事業者への各種経営指導 

・創業相談 

・広域地域販路開拓支援 

連携体制図等 
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連携する内容 

地域経済の活性化に資する取組 

連携者及びその役割 

善光寺御開帳奉賛会 

 

賛助会員（役割：観光誘客に関すること、周遊観光に関すること） 
千曲市観光協会 

代表理事：武井音兵衛 

千曲市上山田温泉 2-12-10 

電話：026-275-1326 

松本観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

会長：井上 保 

松本市大手 3-8-13 

電話：0263-34-3295 

草津温泉観光協会 

会長：中澤敬 

群馬県吾妻郡草津町草津 3-9 

電話：0279-88-0800 

山ノ内町観光連盟 

会長：山本聡一郎 

下高井郡山ノ内町平隠 2987-1 

電話：0269-33-2138 

上越観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

会長：田中弘邦 

新潟県上越市藤野新田 175-1 

電話：025-543-2777 

奥信越観光協議会 

会長：関口芳史 

新潟県十日町市本町 2-226-1 

電話：025-757-3100 

大町市観光協会 

会長：牛越 徹 

大町市大町 3200 

電話：0261-22-0190 

安曇野市観光協会 

会長：丸山庄一 

安曇野市穂高 5952-3 

電話：0263-82-3133 

塩尻市観光協会 

会長：熊谷則之 

塩尻市大門八番町 13-10 

電話：0263-54-2001 

諏訪地方観光連盟 

会長：金子ゆかり 

諏訪市高島 1-22-30 

電話：0266-58-1123 

戸隠観光協会 

代表理事：極意憲雄 

長野市戸隠豊岡 1554 

電話：026-254-2888 

白馬村観光局 

代表理事：太田文敏 

北安曇郡白馬村北城 7025 

電話：0261-72-7100 

飯綱高原観光協会 

代表理事：中井正明 

長野市上ヶ屋 2471 

電話：026-239-3185 

伊那市観光協会 

会長：白鳥 孝 

伊那市下新田 3050 

電話：0265-96-8100 

上田観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 

会長：森 良則 

上田市大手 1-11-16 

電話：0268-23-5408 

小川村観光協会 

会長：伊藤博文 

上水内郡小川村高府 8800-8 

電話：026-269-2323 

小布施文化観光協会 

会長：桜井昌季 

上高井郡小布施町小布施 1497-2 

電話：026-214-6300 
軽井沢観光協会 

会長：土屋芳春 

北佐久郡軽井沢町軽井沢470-3軽井

沢町観光振興ｾﾝﾀｰ電話

0267-41-3850 

小諸市観光協会 

会長：花岡 隆 

小諸市大手 1-6-16 

電話：0267-22-1234 

佐久市観光協会 

会長：荻原新七 

佐久市中込 3056 

電話：0267-62-3285 

信州いいやま観光局 

理事長：月岡壽男 

飯山市飯山 1110-1 

電話：0269-62-3133 

信州しなの町ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ

観光協会 

代表理事：平木 順 

上水内郡信濃町柏原 2692-39 

電話：026-255-3226 

信州高山温泉観光協会 

会長：関谷小一郎 

上高井郡高山村奥山田 3579-1 

電話：026-242-1122 

信州なかの観光協会 

会長：脇田綱雄 

中野市中央 2-2-6 

電話：0269-23-2211 

須坂市観光協会 

会長：金井辰巳 

須坂市須坂 1295-1 ｼﾙｷｰﾋﾞﾙ 2 階 

電話：026-215-2225 

嬬恋村観光協会 

会長：市川 保 

群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 710-136 

電話：0279-97-3721 

野沢温泉観光協会 

代表社員：森 行成 

下高井郡野沢温泉村豊郷 9780-4 

電話：0269-85-3155 

別所温泉観光協会 

会長：西島義一 

上田市別所温泉 1853-3 

電話：0268-38-3510 

駒ヶ根観光協会 

会長：小原恒敏 

駒ヶ根市赤穂 759-447 駒ヶ根ファ

ームス内 電話：0265-81-7700 

小谷村観光連盟 

代表理事：松本久志 

北安曇郡小谷村中小谷丙 131 

電話：0261-82-2233 

木島平観光協会 

会長：浦山宏一 

下高井郡木島平村上木島 2548-1 

電話：0269-82-2800 

信州新町観光協会 

会長：黒岩伸雄 

長野市信州新町新町 1000-1 

電話：026-262-2245 

ステキさかき観光協会 

会長：臼井勝男 

埴科郡坂城町坂城 10050 産業振興

課内 電話：0268-82-3111 

飯綱町観光協会 

会長：土倉武幸 

上水内郡飯綱町牟礼 2795-5 

電話：026-253-7788 

鬼無里観光振興会 

会長：伊藤宗正 

長野市鬼無里日影 750-1 鬼無里支

所内 電話 026-256-3188 

  

 

連携・構成団体・代表者 住所・連絡先 連携役割 

長野商工会議所 

 会頭：北村正博 

長野市七瀬中町 276 

電話：026-227-2428 

・善光寺御開帳奉賛会事務局、運営全般 

・奉賛会事業に関すること 

善光寺 

 寺務総長：内田道樹 

長野市元善町 

電話：026-234-3591 

・善光寺行事に関すること 

長野市 

 市長：加藤久雄 

長野市鶴賀緑町 1613 

電話：026-224-6751 

・長野市内交通対策について 

・中心市街地でのイベント等事業について 

長野商店会連合会 

 会長：宮島章郎 

長野市七瀬中町 276 2 階 

電話：026-227-3555 

・御開帳関連売り出し等について 

・商店会装飾等について 

ながの観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 

 理事長：樋口博 

長野市新田町 1485-1 

もんぜんぷら座 4階 

電話：026-223-6050 

・観光誘客に関すること 

・観光案内に関すること 
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