
経営発達支援計画の概要 

実施者名 小諸商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

小規模事業者の持続的経営発達のため、小諸商工会議所は、経営者との信頼

関係を築き、事業の需要動向調査や経営分析を行い、利益アップとなる販路開

拓支援のための質の高い事業計画を策定し継続的に支援していく。また、小規

模事業者の経営活動は地域の経済環境と密接な関連を持つことから、当商工会

議所が地域活性化の拠点となり、コーディネイト役として取り組み、既存事業

を見直しながら関係団体との連携を更に強化して、新たな「小諸らしい」活性

化事業の立ち上げに積極的に取組み、地域経済の活性化を図る。 

事業内容 

 

１.精度の高い事業計画策定に向けた幅広い情報収集の強化と、企業への情報提供 

○業界動向調査、需要動向調査のほか、多くの事業主、業種、団体、専門機関

などからアンケート調査や巡回調査を行い、また各種会議や各関係機関から

情報提供を受けて、幅広いデーターを蓄積した中で専門家による分析を行

い、企業や地域の課題を把握し、経営計画策定や企業への情報提供、地域活

性化のための要望提言を行う。 
 

２.小諸の企業を元気にする活動の強化(経営支援) 

○企業と指導員の信頼関係構築による、一歩踏み込んだ伴走型支援(経営課題

の抽出・経営分析・戦略計画策定実施・市場調査・販路開拓・経営改善普及

事業の税務記帳指導相談など)を継続的に行う。 

○会議所と商店街組織･業種団体･行政･金融機関･専門員等の連携を強化して、

地域一体となって創業者の支援、既存企業の成長･発達･持続のための支援に

取組む。 

○企業雇用拡大に結び付く経営支援と企業人材育成事業を積極的に行う。 
 

３.地域活性化の中核としての機能強化(地域支援) 

○小諸市コンパクトシィティー構想を見据えた事業展開支援、賑わい創出事業

の実施、地域の魅力発掘発信による交流人口・定住人口増加策・特産品開発・

6次産業化に関係機関との連携を強化し、積極的に取組む。 
 

４.組織・財政基盤の強化 

○職員・指導員一人一人がスキルアップ(専門的知識・豊富な情報・広域的繋

がり)により、多くの事業主との信頼関係を得て、地域で必要な存在となる。

○組織力強化のため会員増強、巡回支援の徹底による廃業・移転の未然防止。

○地域振興支援のための新な自主財源を確保し財政基盤を強化する。 
 

５.連携による活動効果の拡大 

○地域企業活性化のための、様々なネットワーク形成の構築とパイプ役となる

コーディネイトを行う。 

○企業の需要開拓に寄与するため、広域的な連携に積極的に参加し、商談会、

展示会などを開催･参加して、また IT・ソーシャルメディア・マスメディア

を大いに活用した事業(プレスリリース発表会、広報等)に積極的に取組む。

連絡先 

〒384-0025 長野県 小諸市 相生町三丁目３番１２号 

小諸商工会議所 中小企業相談所  

電話 0267-22-3355・FAX 0267-23-9030・メール kcci@komoro.org 
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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 

 

小諸市は、北国街道沿いに発展した城下町で、小諸商工会議所の歴史も古く一昨年創立 100

周年を迎えましたが、経済環境の変化や社会環境の変化によって地域経済は弱体化してきており

ます。更に事業主の高齢化、後継者不足、商店街共同ビルの老朽化など様々な要因によって、事

業所数は大きく減少し、小規模事業者 1,523 社(人口 43,527 人・事業者数 2,084 社・年間観光

客数 延 185 万人・製造品出荷額 10,234,191 万円・労働者数 17,563 人)という現状にあります。

そこで当市では、少子高齢化社会に向けた住みやすい街づくりとして「コンパクトシティー構想」

を策定し推進しております。小規模事業者にとっては、事業展開・経営革新を進める大チャンス

の時であり、まさに商工会議所の支援の時であります。事業主との信頼関係を築き伴走型の経営

発達支援事業を１つ１つ成功させることで、経営意欲ある事業所を数多く生み出し、地域全体で

活力を取り戻すことが地域経済の底上げとなり、地方創生による日本経済の復活に繋がります。

商工会議所も時代の転換期に直面し必要性が問われた中で、当商工会議所では全会員事業所訪

問を行い現状と課題を分析し、会議所の役割を明確化した中で、地域に必要とされ強いリーダー

シップが発揮できる「身近で信頼される小諸商工会議所」を目指して本年度『小諸商工会議所中

長期ビジョン』を事業実施期間５年間で策定いたしました。 

小諸商工会議所は地域中核支援機関として強化して行くため、以下 今回の「経営発達支援事

業」と「当所中長期ビジョンの基本方針」をリンクさせた中で、経営発達支援事業の目標として、

取り組んでまいります。 

 

・方針１要望提言活動と企業への情報提供等のための幅広い情報収集の強化 

○多くの事業主、幅広い業種、団体、専門機関などからアンケート調査や巡回調査、各

種会議や各関係機関から情報提供を受けて、業界動向調査、需要動向調査、意見要望

などを集約し、専門家による研究分析を行い幅広いデーターを蓄積した中で、企業や

地域の課題を把握し、経営計画策定や企業への情報提供、地域での要望提言を行う。

 

・方針２小諸の企業を元気にする活動の強化(経営支援) 

○会議所と商店街組織･業種団体･行政･金融機関･専門員等の連携を強化して、地域一体

となって創業者の支援、既存企業の成長･発達･持続のための支援に取組む。 

○企業と指導員の信頼関係構築による、一歩踏み込んだ伴走型支援(経営課題の抽出・

経営分析・戦略計画策定・実施・市場調査・販路開拓・税務記帳指導相談などの経営

改善普及事業)を継続的に行う。 

○企業雇用拡大に結び付く経営支援と企業人材育成事業を積極的に行う。 

 

・方針３地域活性化の中核としての機能強化(地域支援) 

○小諸市コンパクトシティー構想を見据えた事業展開支援、賑わい創出事業の実施、地

域の魅力発掘発信による交流人口・定住人口増加策に積極的に取組む。 
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・方針４組織・財政基盤の強化 

○職員・指導員一人一人がスキルアップ(専門的知識・豊富な情報・広域的繋がり)によ

り、多くの事業主との信頼関係を得て、地域で必要な存在となることを目指す。 

○組織力強化のため会員増強、巡回支援の徹底による廃業・移転の未然防止に努める。

○地域振興支援のために、新な自主財源を確保し財政基盤を強化していく。 

 

・方針５ 連携による活動効果の拡大 

○地域企業活性化のための、様々なネットワーク形成の構築とパイプ役となるコーディ

ネイトを行い積極的に利用していく。 

○企業需要開拓に寄与するため、広域的な連携に積極的に参加し、商談会、展示会など

を開催･参加して、また IT・ソーシャルメディア・マスメディアを大いに活用した事

業(プレスリリース発表会、広報など)に積極的に取り組む。 

 

<数値目標> 

     (経営支援) 

小規模事業者の経営発達支援事業所数、補助金や融資利用のための事業計画策定支

援事業所数、創業及び第二創業支援事業所数、事業承継支援事業所数の事業所合計を

年間 100 社の事業計画策定目標とし、100 社全ての事業所が前年比で利益アップとな

る指導･支援を継続的に行う。(100 社×５年=500 社)小規模事業所数 1,523 社の内 約

1/3 を活性化することで、残り事業所への影響力も大きく期待でき、地域全体の活性

化を図る。 

 

         (地域支援) 

会議所が地域活性化の拠点となり、コーディネイト役として取り組む既存事業を見

直しながら、関係団体との連携を更に強化して新規の地域活性化事業の立ち上げに積

極的に取り組む。集団的な活動支援(特産品開発や６次産業開発・交流人口増加策・

定住人口増加策・少子高齢化社会対策・商店街活性化対策など)を先導して、関連す

る補助金を年１０件以上申請または支援する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日）５年間 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

現在 当商工会議所中小企業相談所では、経営指導員３名･補助員１名･創業コーディネーター

１名(計５名)で、経営相談指導業務として月各々２５件の小規模事業所を訪問ノルマとした全小

規模事業所訪問運動(年間 1,500 事業所)を行い、事業主と面談をして経営課題の抽出や地域の課

題・要望調査等を行っております。その後、巡回報告カルテを作成して所内回覧し、幹部職員か

らのアドバイスを受け、各担当や外部専門員・専門機関の協力を得て支援指導を行い課題解決し

て参りました。 

窓口相談に訪れる事業主は、相談があって訪れますが巡回の場合は、事業主に時間を割いても

らい迷惑をかけることも多々あり、年間に幅広い事業所を網羅することはできても、事業主と密

接な信頼関係が築けていたのは一部の事業所だけだったように思われます。これまでの指導方法

を改善しながら、以下の経営発達支援事業に取り組んでまいります。 

 

イメージ図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①伴走型支援事業所の発掘【指針①】 

②巡回訪問による現状調査【指針①】 

周囲の事業者にも影響力のある支援対象事業所を巡回訪問のなか

から発掘して、事業計画策定に向けて意欲を持たせる。施策 PR。

③カルテ回覧と意見収集【指針①】 

④需要動向調査・分析・活用【指針③】 

若手指導員への経験継承と自己スキルアップ。専門的に支援でき

る様に全職員の分野担当制。多角的な意見収集により経営分析の

精度を増していく。                     

質の高い経営計画策定に向け、事業主との信頼関係を構築して

細部まで経営状況や経営環境を把握する。SNSで支援状況発信。

経営分析の精度を上げるため、調査データーを収集蓄積し専門的

有識者に分析を依頼。結果は企業支援のほか地域活性化に有効利

用する。企業への情報提供。                 

⑤経営分析ミーティング【指針①③】 

⑥事業計画策定・実施支援【指針②】 

指導員・中小企業診断士・税理士により経営分析ミーティングを

開催して、質の高い分析を行う。指導員のスキルアップ。    

⑦販路開拓支援【指針④】 

⑧支援計画の評価【指針①②④】 外部有識者により経営発達支援事業計画の評価を受け必要に応じ

て改善を行う。支援事業所に対しての PDCAサイクルの徹底。 

指導員が無理の無い事業計画の原案を提案して、事業主と伴に事

業計画を策定し、将来ビジョンを抱かせる。         

販路開拓を専門で行う広域専門指導員を配置して、広域で連携を

取りながら、利益 UPに繋がる販路開拓策を進める。     

⑨創業・第二創業・事業継承の支援①②③④ 創業コーディネーターを配置してキメ細かな指導と継続支援。
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１.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

(１) 全小規模事業所訪問運動を全職員 11 名、振興委員 12 名で引き続き取り組み、経営課

題や地域の課題・要望、アンケート調査などを行って行く。地域企業動向データーの蓄

積を利用して地域活性化に取り組む。(随時実施中) 

企業訪問件数 
現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

1,500 社 1,500 社 1,500 社 1,500 社 1,500 社 1,500 社

 

(２) 市内の中小企業200社を対象に地域の景気動向調査(四半期毎/年4回)を行っている。

５業種に分類して今期の状況と来期の見通しについて売上、経常利益を DI で示し、ま

た調査時期に話題となっている経営に関する事項を記述アンケートで実施している。調

査を依頼している企業には必ずフィードバックし、現在 65%の返答率を得ている。事業

所との信頼関係をますます強くして、100%を目指す。 

景況調査回収目標率 
現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

65% 75% 85% 90% 95% 100% 

 

(３) 上記のほか、通行量調査(年１回実施中)・商店街実態調査(年１回実施中)・セミナー

開催時のテーマに沿った課題アンケート調査(随時実施中)・各部会ごとの課題･要望調

査(随時実施中)を行っているが、今後は全ての調査結果を関連性から結び付けて、専門

的知識を有する者と分野ごとに分析して、地域・業種・個店などの課題を抽出して、個

店の経営支援・地域の活性化策・集団的な指導に活かしていく。 

 

 

 

 ２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【伴走型支援事業所の発掘】事業主との信頼関係を構築し経営についての本音を語り合う。 

(１) 全小規模事業所訪問運動を引き続き実施する中で、各種施策内容を PR しながら、周

囲の事業所に活性化を促す影響力があり、また持続的発達が特に必要な事業所を、指導

員が巡回指導の中から絞込み、伴走型支援事業所として支援する。各種補助金申請や融

資実行のための伴走型支援事業所を含め、事業主の「やる気」を促して、事業所の発達

を目指す。 

指導員３名による伴走

型支援事業所目標数 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

30 件 60 件以上 80 件以上 100 件以上 100 件以上 100 件以上

 

【巡回訪問による現状調査】伴走型支援事業所の経営上の悩み･経営状況の把握 

(１) 指導員は質の高い事業計画策定のため支援事業所へ数多く訪問し現場で事業主と面

談し財政状況等を確認することで、事業所の現状と経営状況・事業主の経営上の悩みを

把握し経営課題を見出す。指導員数や時間的な制限のある中で、有効的に実施するため、

各指導員が SNS を活用した指導員ごとのホームを立ち上げる。またオープンにできる情

報は、支援事業内容が第三者からもアドバイスがもらえるようにオープンで進める。事

業所の PR・支援内容の PR・同業種の経営参考にもなり、波及効果が大いに期待される。
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伴走型支援事業所 1 事

業所の年間訪問回数 

現状 初年度 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

4 回 24回以上 12回以上 6回以上 4回以上 3 回以上

          ※2 年目以降は継続的に訪問し指導する 

 

(２) 配偶者や従業員とも面談することで、事業主の気付かない点や、第三者の目線で事業

所の強みと弱みを数多く把握する。 

 

【カルテの内部回覧による意見収集】報告書カルテによる多方面からの意見徴収・若手育成 

(１) 報告書カルテの回覧時にコメント欄を設けて、上司や第一線で活躍する経営者 (経

営安定特別相談室委嘱専門員) など多くのアドバイスや指摘を収集し、事業所の経営課

題・改善策を見出す。また、全職員が業種ごとに担当を持ち専門的にスキルアップして

分野ごとの参考意見を打ち出す。  ※個人情報の取り扱いには十分注意する。 

 

(２) 多くの諸先輩方の意見を取入れることで、若手指導員へ貴重な経験の蓄積を受け継ぐ

事ができ支援能力向上へと繋がる。 

 

【経営分析ミーティングの開催】専門員によるアドバイスと指導員のスキルアップ 

(１) 全指導員及び広域専門指導員と創業コーディネーター・当所専属中小企業診断士と税

理士により、図②③④の調査を踏まえて支援事業所の経営分析を行う『経営分析ミーテ

ィング』を開催する。現在も実施している事業計画策定(金融・補助金申請)のための経

営分析よりも一歩踏込んだ専門的な経営分析により的確な課題を抽出して経営改善策

を打ち出す。『経営分析ミーティング』の開催により指導員同士のスキルアップにも繋

がる。 

また集団による自社の課題抽出のための経営改善セミナーを業種ごとに開催して事

業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

経営分析件目標数 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

伴走型支援事業所 0 15件以上 20件以上 40件以上 40件以上 40件以上

その他経営分析 
(融資・補助金申請など) 

30 件 45件以上 60件以上 60件以上 60件以上 60件以上

経営分析ミーティング 0 延 30 回 延 30 回 延 30 回 延 30 回 延 30 回

経営改善セミナー 15 社 25 社 30 社 30 社 30 社 30 社 

 

(２) 毎月 1 回開催される当所専属専門員(弁護士・司法書士・社労士・税理士・診断士・

保証協会・日本政策金融公庫)の相談会にて経営分析実施事業所のカルテと経営分析ミ

ーティング結果を報告し、経営発達計画策定で利用できる補助金の活用や、販路開拓の

ため小規模事業者経営発達支援融資制度の積極的な利用など、質の高い事業計画策定の

ために、多くの意見を取入れていく。またミラサポや県のエキスパートバンク、東信地

域中小企業プラットホーム、小諸市産学官連携協議会・経営安定相談室専門員・市内金

融機関など、必要に応じて専門家の意見を参考に経営分析を進める。 
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 ３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【事業計画の策定・実施】事業主と伴に実行可能な事業計画を策定し実施を支援 

(１) 支援事業者の経営課題を解決するため、有識者のアドバイス結果を踏まえて図④の市

場調査分析結果と⑤の経営分析結果を事業主に報告し、外部専門員、支援機関、研究機

関、行政、金融機関等と連携して実行可能な事業計画の策定に向けての指導・助言をし、

事業所の持続的発展を図る。事業主の「やる気」を促す事業計画の原案は、指導員が作

成し、事業主に明るいビジョンを示して、利益増となる無理の無い計画を策定して行く。

伴走型支援事業所の 

事業計画策定目標数 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

30 60 件以上 80 件以上 100 件以上 100 件以上 100 件以上

 

(２) 本年度も開催した事業計画策定セミナー、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しを行う。また青年部を中心に事業継承が経営改善のチャン

スとした若手後継者等育成事業と併せて掘り起しを行う。 

 支援目標  現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経営計画策定セミナー 20社以上 30社以上 30社以上 30社以上 30社以上 30社以上

個別相談指導会 20社以上 30社以上 30社以上 30社以上 30社以上 30社以上

 

(３) 税務記帳相談や金融相談の来所時、巡回訪問時などに事業計画策定を目指す小規模事

業者の掘り起しを行う。更に補助金の利用を案内し事業計画策定を促す。 

 

(４) 地元ケーブルテレビに現在も放映枠を確保しており、今後シリーズで経営計画策定通

信講座を放映予定である。地元の成功事例も発表して、多くの小規模事業主の意識向上

を図る。 

 

(５) 小規模事業者の事業計画策定支援だけでなく、中小企業の金融・第二創業・各種補助

金などの事業計画策定支援と、申請時の指導・助言を外部専門員、支援機関、研究機関、

行政、金融機関等と連携して行っていく。 

事業計画策定目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

金融 21 件 25件以上 25件以上 25件以上 25件以上 25件以上

創業 30 件 30件以上 30件以上 30件以上 30件以上 30件以上

創業補助金 3 件 8 件以上 8件以上 8件以上 8件以上 8 件以上

ものづくり補助金 5 件 5 件以上 5件以上 5件以上 5件以上 5 件以上

持続化補助金 20 件 30件以上 40件以上 40件以上 40件以上 40件以上

 

【創業・第二創業(経営革新) 支援】 

(１) 当所では、チャレンジ起業相談室を設置し専属コーディネーターを１名雇用して指導

員と連携しながら、創業者予定者や第二創業を希望する事業主に対してのワンストップ

窓口できめ細かな指導･支援を行っている。創業予定者には開業予定地域での後押しが

必要で、会議所を通し地域との繋がりを構築させ地域全体で支援している。専属の専門

員(士業)や県・市・支援機関・金融機関・研究機関などとも連携して、ビジネスプラン

の構築から多岐にわたる支援を行っている。開業後は、開業者による意見交換会やコー
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ディネーターによる巡回訪問を行い経営状況･税務記帳･資金繰りなど課題解決に向け

た伴走型支援を行っている。事業主との信頼関係は厚く、今後も事業所の持続発展のた

め上記②～⑧までの支援を行う。 

 

(２) 創業スクール・創業塾の開催により、学生･主婦･定年者などの創業意欲を掻き立て、

新規創業予定者を掘り起こす。スクールでは、創業計画の策定・創業予定者の知識向上、

創業予定者同士による連携など一同に介して行うことで創業意欲向上と経営力の育成

に取り組む。 

 

(３) 後継者不足や先行き不安、設備の老朽化などから、廃業に追い込まれる事業所数は

年々増えている中で、当所支援のもと地元老舗が第三者への事業承継を成功させた事例

を広く PR して、相談室に訪れる創業予定者と市内事業主とのパイプ役を長野県事業引

き継ぎ支援センターと連携して積極的に展開していく。 

 

(４) 小諸市が平成２７年２月に創業支援事業計画の認定を受けるので、併せて当所が創業

支援事業者となり、また小諸市コンパクトシティー構想を見据えた創業や経営革新に対

して、関係諸機関と連携してキメ細かな支援を行う。 

支援者目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

創業者支援数 25 件 30件以上 30件以上 30件以上 30件以上 30件以上

第二創業者支援数 2 件 10件以上 15件以上 15件以上 15件以上 15件以上

創業スクール開催数 10 人 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

事業承継支援数 5 件 5 件以上 5件以上 5件以上 5件以上 5 件以上

当所利用創業者数 12 件 15 件以上 15 件以上 15 件以上 15 件以上 15 件以上

 

 

 

 ４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【支援効果のチェック】支援効果の確認と事業評価及び見直し PDCA の徹 

(１) 小規模事業者に対する事業計画策定後は、月に 1回は巡回訪問をして、進捗状況を確

認し経営改善効果を調査する。併せて必要な指導・助言を行い PDCA の徹底に努める。

また事業主の満足度も確認して、信頼関係を構築する。国、県、市、日本商工会議所、

関係支援機関の行う支援策などの広報･案内により周知し、フォローアップを実施する。

 

(２) 伴走型支援事業・持続化補助金・ものづくり補助金・創業補助金などの成功事例を広

く PR(発表会・マスメディア利用・HP・広報)することで、周囲の事業主にも意欲と希

望を持たせ、新な一歩を踏み出す後押しをする。 

 

 

 

 ５.需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【需要動向調査・分析・有効活用】調査内容の分析と蓄積･企業へのフィードバック 
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(１) 経営計画策定や経営分析に必要な需要動向調査などのほか、会員事業所から依頼のあ

る各種調査に対しても、当所職員全体できめ細かく対応し、当所で調査困難なものは、

専門機関や調査委託などを通して情報収集にあたる。また、調査結果は必ず分析まで行

う。専門的知識を有する者(官公庁・信州大学・長野経済研究所・長野県情報サービス

振興協会など)と連携してデーター分析を行う。このほかに日本商工会議所を通して全

国的な会議所組織を利用した新たな調査も依頼して行きたい。以上の結果は多くの事業

者が活用できる様、ソーシャルメディア・HP・会報掲載・巡回時の資料提供で広くしフ

ィードバックする。 

業界情報･商品需要動向 

調査及び情報提供目標

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

10 件 80件以上 80件以上 80件以上 80件以上 80件以上

 

 

 

 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】 

 

【販路開拓支援】人的･時間的余裕のない小規模事業者へ、きめ細かな販路開拓支援 

(１) 革新的サービス・付加価値研究・生産性向上など販路開拓に結び付く事業を支援する。

 

(２) 小規模事業者の販路開拓のため販売商品や技術･サービスなどの「売り」や「強み」

を②～⑥までの取組の中で見出し、商工会議所全国組織を利用した個別売込みを推進す

る。当所発信で「小諸商工会議所推奨」と信頼性を与えるための認定を行い幅広く売込

んで行く。当所での広報活動(合同売込チラシ・ソーシャルメディア・HP・会報等)と併

せてプレスリリース発表会などを開催しマスメディアを大いに利用し有効的に PR して

行く。 

推奨商品･技術等の  

目標件数 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 15件以上 20件以上 25件以上 25件以上 25件以上

プレスリリース発表会 0 30 社 40 社 50 社 50 社 50 社 

 

(３) 出来るだけ広域を網羅した展示会、商談会に積極的に参加する。また地域で連携し合

っての展示会、商談会を開催する。展示会･商談会シート作成に関しては、広域で講習

会を開催して小規模事業者の掘り起しを行いデーター確保と関係機関の照会に利用す

る。(H27 年度より長野県では、６名の広域専門指導員を各地区に配置して連携を密に

して、販路開拓に取り組む) 

 

(４) 長野県から東信地域(小諸･上田・佐久)の商工会議所に 1 名設置される広域専門指導

員(主に販路開拓支援に取組む)と指導員が連携して小規模事業者の販路開拓に積極的に

取組む。 

出展支援目標 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

展示会・商談会開催 0 10社以上 20社以上 20社以上 20社以上 20社以上

展示会・商談会参加 5 社 10社以上 20社以上 20社以上 20社以上 20社以上

上記出展支援者数 5 社 15社以上 25社以上 25社以上 25社以上 25社以上

シート作成講習会 0 15社以上 20社以上 20社以上 20社以上 20社以上

シート作成数 0 15枚以上 20枚以上 20枚以上 20枚以上 20枚以上
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(５) 建設業の小規模事業者に関しては、地元需要に応えるため、住宅相談会・リフォーム

相談会・エクステリア相談会を建設関連団体と協力して開催し、事業所の認知度と地元

の風土を知り尽した職人技術の認知度の向上を図り販路開拓をする。(各々年１回開催

中) また製造業に関しては、ものづくりパートナーフォーラムを開催し、大手･中小企

業者と小規模事業者との新規取引先の開拓を促す。(年１回開催中) 

   

(６) ビジネスマッチングに関しては、あらゆる分野とのマッチングが期待でき革新的な事

業創出の可能性から県の中小企業振興センターと連携して、企業巡回の中で意欲ある小

規模事業者の掘り起しを行う。 

ビジネスマッチング

参加事業所目標数 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 5 社以上 10社以上 10社以上 10社以上 10社以上

 

 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

当小諸市では、小規模事業者の廃業が年々増加しております。後継者が居ても今の事業を継が

せたくないなどの理由が多く、個々の事業所支援とともに、地域経済全体の活性化により、事業

主に意欲と希望を持たせる地域活性化策に各関係機関との連携を強化して取り組んでいきます。

 

【小諸市観光ビジョン(現在策定中)に沿った観光誘客事業の展開】 

小諸市は、歴史的な観光資源と自然(懐古園・北国街道小諸宿・島崎藤村・千曲川・浅間
山など)に恵まれた観光都市でありますが、小諸の魅力を上手に活用出来ていない部分があ
り、あらためて小諸の歴史･文化･環境･自然の魅力をブラッシュアップした「こもろ風土ブ

ランド」の開発や発信、広域連携による観光ルート開発等、持続的な長期滞在型観光振興を

推進していきます。  
現在、小諸市観光協会が中心となり、小諸市観光ビジョンを策定中です。当商工会議所で

は、積極的に参加し、多くの商工業者の意見を取入れた、今以上の 「おもてなし」の接客
をインバウンド対応と併せて小諸市全体で対応できる環境づくりをビジョンに盛り込み、小

諸らしい観光の創出に取組んでいきます。 
小諸市観光地来客数  

目標 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

185 万人 186 万人 188 万人 190 万人 192 万人 195 万人

 
(１) 東京オリンピックに向けた高地トレーニングエリア構想 

標高２０００m の浅間山麓まで小諸市街地から車で２０分という地域の特性を生か

した、国内随一の高地トレーニング施設を整備しようと、高峰高原や湯の丸高原、医療

機関、当商工会議所などによる「高地トレーニングエリア構想」が動き出しています。

2020 年の東京オリンピックを見据え、競技者のトレーニングや地域住民の健康増進、
観光振興までも視野に入れた構想です。当商工会議所では、この構想が実現するように、

有名アスリートの講演会を開催し地域住民の意識向上に努め、推進関係団体との連携を

深めております。今後も更に地域総合経済団体として、国･行政に働きかけて構想実現

に向けて推進していきます。 
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  (２) 歴史的文化の掘り起しによる糸のまち こもろプロジェクト事業 
明治から大正、昭和へと発展を遂げた小諸の製糸業。世界遺産の富岡製糸場とも関わ

りが深く、この歴史や市内に点在する遺産を活用して、常設の体験型施設を整備して体

験型観光へと発展できる様に、当商工会議所が支援して本年 NPO法人「糸のまち・こ
もろプロジェクト」を設立いたしました。まずは、市民の意識向上のキッカケづくりと

して、毎月 1回の「糸紡ぎ・染め・機織」の体験を商店街空き店舗を活用して実施して
おります。多くの市民に小諸の絹産業を再認識していただき、風化寸前の絹産業遺産群

を生かし、小諸独自の特色ある観光資源の発掘に取組んでいます。今後は拠点の整備、

歴史散策、糸のまち小諸を伝える冊子作成、絹産業文化遺産の残る富岡や上田･岡谷な

どとの広域連携 (絹のみち広域連携プロジェクト・関東経済産業局)により観光ルート開
発、情報共有･発信、新商品･新サービス開発を行っていきます。 

 
(３) 特産品を利用した６次産業化でのこもろ食の発信 

小諸特産の「白土ジャガイモ」を活用したレトルト用の土産品「ポタージュスープ」

と全国丼グランプリ金賞のご当地食「コもロッケ丼」を開発(10年以上経過)して、全国
展開を図っております。更に新たな食として、B級グルメ「呑ジャ焼きそば」を開発し、
市内飲食店へ取扱い店の募集と市民への周知を行っております。ゆくゆくは全国展開で

きる小諸の食と成るように事業展開を行っております。今後も当商工会議所では、農業

者と商工業者のマッチングを目的とした懇談会等を開催して、新たな商品開発に努めて

いきます。 
 

(４) こもろオリジナルアニメ第二弾の推進 
     平成 24年に全国放映された「あの夏で待っている」のアニメ舞台が小諸に設定され

全 12回放送されました。これによりファンが小諸に多く訪れ、アニメグッズは勿論、
アニメと同じ風景を巡る「巡礼ツアー」まで発展する勢いを見せました。当商工会議

所では長くファンを引き留めるために事業主を主体とした「なつまち・おもてなしプ

ロジェクト」を設置し市民全体での「おもてなし事業」を実施しております。現在で

も多くのファンが小諸を訪れ、小諸の魅力に取り付かれ移住する方も増えております。

今後、第二弾のオリジナルアニメの制作にむけて、小諸フイルムコミッションと連携

してプロダクションに小諸の魅力を発信していきます。 
 
(５) 囲碁の里信州小諸づくり事業 

平成 19年 5月、幕末から明治にかけて活躍した本因坊の直弟子「鈴木善人」の石碑が、
当小諸市内の光岳寺で発見されました。これを期に、当商工会議所では、小諸で囲碁文化

を広めた鈴木善人翁の功績について研究している鈴木翁之壽碑顕彰会と日本棋院小諸

支部と小諸市に呼びかけて実行委員会を立ち上げ「囲碁の里信州小諸」づくりを推進し

ております。現在は、囲碁大会・講演会・指導会を開催しておりますが、今後、全国レ

ベルの囲碁大会が小諸で開催できるように事業を推進していきます。 
 

(６) 子育て呑龍さま参りと小諸宿お寺巡り路の整備 
     「子育て呑龍さま」とよばれ、人々に慕われた高僧が住んでいた お寺が小諸の市街

地にある事から、この高僧を題材とした「子育てが上手くいく」お寺として物語を広

く PRしイベントを開催して誘客を図っております。 また小諸は城下町なので、歴史
や ゆかりある お寺が多く点在することから、お寺巡りができる回遊路の開発･マップ
作成等を進め、地域活性化を図る事業を展開していきます。 
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(７) 信州ワインバレー構想の推進 
長野県は、気候や土壌がワイン用ぶどうの栽培に適しており、中でも当小諸市と隣接

する東御市は、日照時間や地形的な点からも更にぶどう栽培に適した土地であります。

県では、信州ワインバレー構想を策定し振興を図っており、国内外の専門家や愛好家か

らの高まる評価に応えております。 
当商工会議所は市内にある世界品質レベルのワイナリー(マンズワイン㈱)と長野県
との連携を強化し、ワイン産業の裾野の広さを活用して、様々な産業を有機的に結び付

けて地域活性化や、ブドウ畑などの景観も含めた特徴的な観光開発を行っていきます。

 
  

【小諸市コンパクトシティー構想に向けた新事業の展開】 

中心市街地に一昨年、当商工会議所会館が新築移転し、本年は市庁舎と図書館･交流施設

が新築整備されました。また２年後には厚生総合病院が、市庁舎横に完成する予定です。官

公庁を核とした商店街形成により「中心市街地で全ての用事が解決できる」構想を展開して

おります。そして防災にも強く、高齢者・若年者にも優しい街として、定住人口増加策を推

進しております。当商工会議所でも、HP等を利用して PRし、移住 開業者へ空き家･空き
店舗照会をする中で、リフォーム･新築希望者へ市内建設業者の紹介も積極的に行っており

ます。近年、IT関連や家具製作･工芸などの小規模事業所が首都圏から移転してきておりま
す。また企業誘致に関しても行政と連携して行い、雇用増加及び人口増加策に取組んでいま

す。今後も雇用増加・定住人口増加に向けて更なる事業展開を進めていきます。 
事業所の移転・移住に

関する目標 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

4 件 6 件 8 件 10 件 10 件 10 件 

 
(１) 商店街サポート事業の強化 

本年度より商店街よろず相談アドバイザー事業(中小機構)を活用して、商店街が、

地域住民のニーズに合った品揃えや、接客サービスの向上を目指した個店づくり、防

犯・防災、生活者にとって安全・安心で環境に優しいまちづくり、子育て支援の充実、

若者からお年寄りまで幅広い年代が交流できる地域コミュニティ拠点づくり等に積極

的に取組んで行けるよう、小諸市と当商工会議所・関係機関が連携して、新たな取組

に向けた提案などで、やる気のある商店街を全面的にサポートしていく事業を引き続

き行っていきます。<商店街の実態把握及び分析は既に調査済み> 

サポート先商店街 

目標 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 2 件 3 件 4 件 4 件 4 件 

 

(２) 情報の共有等により小諸らしさの統一 

当商工会議所が、まち全体を１つのサービスエリアと捉えた「おもてなし運動」を

積極的に推進する中で、現在、市街地と懐古園では、年間４０以上のイベントが各団

体の主催により開催されております。それぞれのイベントが意思の統一が図られてい

ない為、統一感のない賑わいの創出となっております。今後、当商工会議所が中心と

なり小諸市イベント連絡協議会(仮称)を設立し、各団体の情報共有により地域のニー
ズを把握して、イベント目的と効果を検証して、既存イベントの見直しと、新規イベ

ントの創出に努めていきます。更なる賑わい創出のため、地域の魅力をブラッシュア

ップして、住民にも親まれるイベント等の企画提案によって地域活性化を図ります。

<当商工会議所主催･共催 イベント 年間２４件> 
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イベント連絡会開催 

目標 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

0 件 2 件 3 件 4 件 6 件 6 件 

 
 

【ものづくり支援の強化による小諸オリジナル産業開発】 

当小諸市には、大学などの研究機関が無い事から、現在、信州大学との産学官連携事業を

行い製造業者への新商品開発研究などの支援を行っておりますが、製造業者がもっと身近で

気軽に専門的な相談できる窓口を設置して、生産性向上や経営革新・付加価値創出・新商品

開発などで小諸独特のものづくりができるよう、小諸市や企業 OB・シニア人材と連携して、
将来的には市内に製造業の研究開発拠点が整備されるよう積極的に推進していきます。 

ものづくり相談窓口 

研究開発拠点整備 

現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度・31 年度

なし 検討準備 
窓口設置検討

会設立 
窓口設置 

拠点施設 

検討委員会 
 

 

  
 
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 

 

(１) 現在、東信地域で作る支援機関のプラットホームでは、信州大学の研究機関(AREC)

が中心となり参加支援機関の支援ノウハウ、支援状況、支援の現状、企業需要動向、プ

ラットホームの新たな活用方法などについて、年３回情報交換を行っているが、中小企

業が中心となっており、今後は広域での、小規模事業者に対する支援を強化して、地域

で小規模事業者が連携を強めて、商圏範囲拡大や販路開拓に取り組むシステムづくりを

行っていく。 

このほか、地区の商工会議所・商工会の指導員で組織する長野県商工会議所連合会や

佐久地区指導員協議会でも小規模事業者の現状や動向、支援ノウハウの共有や支援体制

の広域化、企業のマッチングなど協力体制を強化して、小規模事業者の連携を図る。 

また当所専属の専門員との合同情報交換は、年２回開催しており専門的支援の対応策

や専門的立場からの地域の課題、対応策など情報交換を行っている。 

市内金融機関(日本政策金融公庫含む)とは随時 情報交換会を行い、お互いのスキル

アップを高めている。また経営発達支援計画の認定による各種支援メニュー(小規模事

業者経営発達支援融資制度など)に関しても連携して積極的に利用して行く。   

地域企業の活性化のため、ネットワークを活用し様々な分野と積極的に連携して、多

くの可能性を探り出す。 

 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

(１) 日本商工会議所や県商工会議所連合会、地区指導員協議会が主催する研修会に加え、

中小機構や中小企業大学校などの主催する研修会に指導員等は積極的に参加して、自己

スキルアップを図り、研修成果を事業所の利益アップのため活用し事業主に的確なアド

バイスや支援をすることで、事業主との信頼関係を築いていく。 
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研修会終了後、必ず指導員・補助員・職員による勉強会を開催して、自己の復習も含

めレクチャーする。組織内で知識や情報共有･ノウハウの共有をすることで切磋琢磨し

てお互いに能力を伸ばして行く。 

また指導員同士での能力向上勉強会も積極的に開催し切磋琢磨しあい、支援能力や道

徳心の向上を図る。若手指導員については、ベテラン指導員から同じテーマで学ぶ事(経

営分析ミーティングや勉強会)と企業へ同伴する事で、指導経験の蓄積によるノウハウ

を継承し学ぶことができ、OJT により伴走型支援能力と道徳心の向上を図る。 

 

指導員 1名あたり 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

外部研修会参加目標 5 回 7 回以上 7回以上 7回以上 7回以上 7 回以上

勉強会開催目標(2 時間) 0 24回以上 24回以上 24回以上 24回以上 24回以上

 

 

 
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 

 

(１) 経営発達支援計画事業の事業遂行状況については、指導員が外部有識者(県・市の関

係部署・近隣市町村の中小企業診断士やコンサルタント・地域の弁護士会と税理士会・

保証協会と市内金融団・日本政策金融公庫より１名づつ選出)を対象に報告会を年１回

開催し、事業の実施状況と成果を報告する。 

事業に関しての評価や指摘事項については、改善策を検討して事業の向上を図る。計

画の変更などを含めて、関係省庁に報告する。会計に関しては、当所会計監査の監事に

より行う。 

 

(２)事業の成果・評価・見直しの結果は、当所ホームページ(http://www.kcci.komoro.org)

で計画期間中公表して行く。また、国、県、市、日本商工会議所、関係支援機関の行う

支援策などの広報･案内により周知し、フォローアップを実施する。 
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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２７年８月現在）

（１）組織体制 

実施組織・・小諸商工会議所中小企業相談所  

      指導員３名・補助員１名・起業コーディネーター１名 

広域専門員指導員１名(平成 27 年度より) 

       

 

全体の組織・・指導員数３名・起業コーディネーター１名・補助員１名・事務員６名 

       広域専門員指導員１名 

（２）連絡先 

長野県 小諸市 相生町三丁目３番１２号 

小諸商工会議所 中小企業相談所 小規模事業者経営発達支援窓口 

電話 0267-22-3355  FAX 0267-23-9030 

HP アドレス   http:www.kcci.komoro.org 

メールアドレス  kcci@komoro.org 
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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27年度 

(27年4月以

降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 66,903 66,903 66,903 66,903 66,903

 

小規模企業経営

支援事業費 

 

地域振興事業費 

 

 

 

42,350 

 
24,553 

 

42,350

24,553

42,350

24,553

42,350 

 
24,553 

 

42,350

24,553

（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 

(小規模企業経営支援事業費)国補助金・県補助金・市補助金・手数料収入・共催負担金・受講料 

(地域振興事業)市補助金・会費 

 

（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 

 

※ 別表 1の経営発達支援事業の内容イメージ図 No と同じ○番号で記載しております 

 

④需要動向調査・地域業界ニーズ調査など独自データーと調査機関からの収集データを長野県情

報サービス振興協会・長野経済研究所・小諸市産学官連携協議会(信州大学)との連携により、専

門的な検知から正確な分析を行う。 

 

⑤経営分析ミーティングを全指導員(広域専門指導員・創業コーディネーター含む)と専属の中小

企業診断士と税理士で１件１件の案件に対し全員で議論し、専門や経験・多岐にわたる情報を生

かした経営分析に取り組む。また毎月開催される当所専門員(弁護士・司法書士・社労士)の相談

会では分析結果を報告しアドバイスを受ける。必要に応じて行政(国・県・市)・日本政策金融公

庫・各支援機関・ミラサポ専門員・県エキスバードバンク専門員・東信地域中小企業プラットホ

ーム・小諸市産学官連携協議会・経営安定特別相談室委員・市内金融機関(政府系含む)からのア

ドバイスも受ける。 

 

⑥事業計画の策定・実施支援においても、同上の専門員や関係諸機関からのアドバイスを受ける。

 

⑦販路開拓支援では、指導員と広域専門指導員が国・県・市との連携を密にとり、展示会・商談

会の開催状況を把握して事業者の参加や自主的な展示会開催を促す。また、広域的な繋がりを積

極的にとり小規模事業者の販路拡大に寄与する。 

 

⑧支援効果の確認と事業評価及び見直しでは、外部有識者(県・市の関係部署・近隣市町村の中

小企業診断士やコンサルタント・地域の弁護士会や税理士会・保証協会・市内金融団・日本政策

金融公庫より１名づつ選出してもらう)を招集し報告会を開催する。専門的評価ばかりでなく広

域的評価や多角的評価を受けることで、経営発達支援事業の更なる向上を図る。 

 

⑨創業・第二創業(経営革新)支援では、専門相談員(弁護士・司法書士・社労士・税理士・診断

士)との連携は勿論のこと、事業引き継ぎ支援センター、中小企業振興センター、行政(国・県・

市)・各支援機関・ミラサポ専門員・県エキスパートバンク専門員・東信地域支援機関プラット

ホーム・小諸市産学官連携協議会・経営安定特別相談室委員・市内金融機関(政府系含む)と連携

して専門的な分野から正確な情報とアドバイスを受け、新規創業・第二創業・承継希望者の不安

を取り除き伴走型での相談やビジネスプラン策定に取り組む。 

 

○地域経済の活性化に資する取組では、国・県・市・専門家・商店街・まちづくり協議会・NPO

法人・観光協会・農協・市内金融機関・各業種団体・まちづくり会社・信州大学・地域住民の其々

の協議会が関係しているが、横の連絡が乏しいのが現状である。ついては横の連絡・各団体の結

び付きを密接にするコーディネイト役を商工会議所が行っていく。また、あらためて小諸の歴史･

文化･環境･自然の魅力をブラッシュアップした「こもろ風土ブランド」の開発や発信、広域連携

による観光ルート開発等、持続的な長期滞在型観光振興を推進して、地域経済の活性化を図る。
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連携者及びその役割 

④商品需要動向調査・地域業界ニーズ調査 

○（一財）長野経済研究所 理事長 中村博【長野市岡田１７８-１３ 八十二別館３階(℡026-224-0501)】 

※専門家によるグローバルなデーター分析が期待される。 

○信州大学小諸市産学官連携協議会 会長 栁田剛彦【小諸市相生町３-３-３小諸市役所商工観光課 
     (℡0267-22-1700)】

※地域に密着した研究データーの利用と分析が期待される。 

○（一社）長野県情報サービス振興協会 会長 若林邦彦【長野市岡田町１２４-１（株）長水建設会館内 2階 
(℡026-225-1123)】

※幅広い情報量とネットワークの活用が期待される。 

 

⑤経営分析ミーティング  ・⑥事業計画の策定・実施支援 

○中小企業診断士 美斉津 晃【小諸市八満１０７２－１０(℡0267-22-2753)】  

○税理士 塩川 進【小諸市甲４０９７-１０(℡)0267-25-3847】 

※専門職の立場からアドバイスや手法を受けることで、確実な経営分析を行う。また指導員

のスキルアップに繋がる。 

 

上記⑤⑥と下記⑨⑩において※専門的な立場からのアドバイス)を受ける者。 

○中小企業診断士 美斉津 晃(上記) 

○税理士 塩川 進(上記) 

○弁護士 大井 基弘 【佐久市岩村田８２２(℡0267-88-5166)】 

○司法書士 渡邉 貴樹【小諸市紺屋町１-３-９ (℡0267-31-6472)】 

○社会保険労務士 小林 政美【小諸市御影新田２１２１-４５(℡0267-23-7385)】 

○中小企業庁 長官 北川慎介(経営支援部ほか)【東京都千代田区霞が関 1-3-1(℡03-3501-1511)】 

○関東経済産業局 局長 鍛治克彦(経営支援課ほか) 【さいたま市中央区新都心 1-1 合同庁舎 1号館 
(℡048-600-0428) 】

○中小企業基盤整備機構 理事長 高田坦史(経営支援部ほか)【東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 
(℡03-5470-1539)】

○長野県 知事 阿部守一(産業労働部ほか)【長野市大字南長野字幅下 692-2(℡026-232-0111)】 

○長野県佐久地方事務所 所長 清水深(商工観光課ほか)【佐久市跡部 65-1(0267-63-3111)】 

○小諸市 市長 栁田剛彦(商工観光課ほか) 【小諸市相生町 3-3-3(0267-22-1700)】 

○(一社)長野県経営者協会 会長 山浦愛幸【長野市県町 584(026-235-3522)】 

○長野県中小企業団体中央会 会長 星沢哲也【長野市中御所岡田 131-10(026-228-1171)】 

○(公財)長野県中小企業振興センター 理事長 太田哲郎【長野市若里 1-18-1(026-227-5803)】 

○        〃          よろず支援拠点【長野市若里 1-18-1(026-227-5857)】 

○日本商工会議所 会頭 三村明夫(中小企業振興部ほか)【東京都千代田区丸の内 2-5-丸の内二丁目ビル 4階 
(03-3283-7823)】

○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(026-226-6432)】 

○上田商工会議所 会頭 栁澤憲一郎(中小企業相談所ほか)【上田市大手 1-10-22(0268-22-4500)】 

○佐久商工会議所  会頭 樫山徹(中小企業相談所ほか)【佐久市中込 2976-4(0267-62-2520)】 

○佐久地区指導員協議会 会長 柳沢透【立科町芦田 2521-1(0267-56-1004)】 

○ミラサポ専門員・利用窓口【ミラサポ運営事務局(℡0570-057-222)】 

○県エキスパートバンク専門員・利用窓口【長野市中御所岡田１３１-１０ 長野県中小企業会館１階 
                                                     長野県商工会連合会 会長 柏木昭憲(℡026-228-2131)】

○東信地域中小企業プラットホーム：代表機関 （一財）浅間リサーチエクステンションセンター 
理事長 岡田基幸【上田市常田３-１５-１信州大学繊維学部内ＡＲＥＣ(℡0268-22-4347)】

○信州大学小諸市産学官連携協議会 (上記) 
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○経営安定特別相談室委員 
 ・㈱揚羽屋 代表取締役 依田 克彦【小諸市相生町１-３-７(℡0267-23-2525)】 

 ・㈱コミヤマ 代表取締役 小宮山 喜之助【小諸市大字市９５０(℡0267-22-2311)】 

 ・㈲大西製粉 代表取締役 大西 崇弘【小諸市東小諸甲１５８１-３(℡0267-22-0585)】 

 ・竹花工業㈱ 代表取締役 唐澤 正幸【小諸市南町２-６-１０(℡0267-22-1750)】 

 ・エイワ税理士法人 所長 佐藤 英人【小諸市荒町１-５-７(℡0267-23-1881)】 

 ・長野県信用保証協会  佐久支店長 市川 愛三【佐久市佐久平駅北１９-５(℡0267-68-8484)】 

 ○日本政策金融公庫小諸支店 支店長 佐藤透【小諸市相生町３-３-１２小諸商工会議所会館(℡0267-22-2591)】

○小諸市金融団 
  ・八十二銀行小諸支店 支店長 小林明宏【小諸市荒町１-６-１２(℡0267-22-2082)】  

  ・長野銀行小諸支店 支店長 工藤泰一【小諸市本町３-２-２６(℡0267-22-1101)】 

  ・上田信用金庫小諸支店 支店長 滝沢高史【小諸市大手２-１-１２(℡0267-22-2233)】 

・上田信用金庫和田森支店 支店長 金井幹夫【小諸市和田 966-133 (℡0267-25-0678)】 

  ・長野県信用組合小諸支店 支店長 竹内恒久 【小諸市荒町１-４-７(℡0267-22-1720)】 

 ○（一社）長野県発明協会 会長 花岡清二【長野市若里１-１８-１工業技術総合センター内 (℡026-228-5559)】

 ○長野県工業技術総合センター 所長 横道正和【長野市若里１-１８-１(℡026-226-2812)】 

 ○長野県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 箱山淳一【長野市大字中御所岡田 131-10(026-219-3825)】 

 

⑦販路開拓支援 

 ○広域専門指導員 鈴木隆史 (上記 上田商工会議所内) 

  ※販路開拓支援について専門的に行い、広域的繋がりや行政パイプ役となる。 

○国・県・市・関係機関の担当部署窓口(上記) 

○（公財）長野県中小企業振興センター(上記) 

 ○（一社）長野県発明協会(上記) 

 ○長野県工業技術総合センター(上記) 

 

⑧支援効果の確認と事業評価及び見直し 

※専門的評価ばかりでなく広域的評価や多角的評価を受けることで、また馴合いの無い率直

な評価を受けることができるので、新たな経営改善策や検討カ所が発見でき、更なる経営

支援発達計画を実行することが可能となる。 

○長野県佐久地方事務所 商工観光課・小諸市商工観光課(上記) 

○近隣市町村の中小企業診断士やコンサルタントを無作為で選出 

○日本政策金融公庫小諸支店(上記) 

○長野県信用保証協会佐久支店(上記) 

○小諸市金融団より幹事銀行(上記) 

○弁護士 大井 基弘(上記)  

○関東信越税理士会佐久支部より派遣【佐久市中込 2976-4(0267-62-7208)】 支部長 大島博之 

 

⑨創業・第二創業(経営革新)支援 

※専門的な分野から正確な情報とアドバイスを受け、新規創業・第二創業・承継希望者の不

安を取り除き伴走型での相談やビジネスプラン策定に取り組むことができる。 

○上記の専門的立場からアドバイスを受ける者 

○長野県事業引継ぎ支援センター(上記) 

 

○地域経済の活性化に資する取組 

※横の連携・各団体の結び付きを密接にするコーディネイト役を商工会議所が行い、率先し

て地域活性化に取り組む。 

○国・県・市の関係部署(上記) ○専門員(上記) 
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○相生町商店街振興組合 理事長 清水 良英【小諸市相生町３-１-７(℡0267-22-2364)】 

○本町実業会 会長 清水 克彦【小諸市本町１-３-１０(℡0267-22-0398)】 

○荒町実業会 会長 吉澤 泰三【小諸市荒町２-３-２(℡0267-22-1192)】 

○与良実業会 会長  神津 敏之【小諸市与良町１-４-１１(℡0267-22-0631)】 

○小諸商店会連合会 会長 神津 敏之【小諸市与良町１-４-１１(℡0267-22-0631)】 

○相生区まちづくり推進協議会  会長  清水 良英【小諸市相生町３-１-７(℡0267-22-2364)】 

○本町まちづくり推進協議会  会長  湯本 敏晴【小諸市本町２-２-６(℡0267-22-0513)】 

○大手まちづくり推進協議会  会長  中澤 信一【小諸市大手２-１-１４(℡0267-22-0736)】 

○荒町区まちづくり推進協議会  会長  中田 賢一【小諸市荒町１-４-５(℡0267-22-0081)】 

○与良区まちづくり推進協議会  会長  清水 征由【小諸市与良町２-２-４(℡0267-22-0088)】 

○NPO 法人こもろ情報広場  理事長  木島 和郎【小諸市大字森山８５(℡0267-25-5801)】 

○NPO 法人小諸町並み研究会  理事長  佐藤 英人【小諸市荒町１-５-７(℡0267-23-1881)】 

○NPO 法人浅間山麓国際自然学校  代表理事  橋詰 元良【小諸市高峰高原(℡0267-23-1714)】 

○NPO 法人こもろの杜  理事長  中澤 信一【小諸市相生町１-１-１９(℡0267-24-2525)】 

○NPO 法人糸のまち･こもろプロジェクト 理事長 菊池憲一【小諸市甲 1466-16(℡0267-31-6703)】 

○小諸市観光協会 会長 花岡 隆【小諸市大手１-６-１６小諸観光交流館内(℡0267-22-1234)】 

○佐久浅間農業協同組合  組合長  井出 健【佐久市猿久保８８２ (℡0267-68-1112（代表）】 

○（株）まちづくり小諸  代表  荻原 守【小諸市甲２７１１-２４(℡0267-27-0156)】 

○信州大学工学部 学部長 半田志郎【長野市若里４-１７-１(℡026-269-5000)】 

○信州大学繊維学部 学部長 濱田州博【上田市常田３-１５-１(℡0268-21-5300)】 

○信州大学研究機関 AREC 専務理事 岡田基幸【上田市常田３-１５-１信州大学繊維学部内(℡0268-21-4377)】 

○地域資源製品開発支援センター センター長 横道正和【松本市野溝西１-７-７(℡0263-25-0982)】 

○小諸厚生総合病院 院長 黒柳隆之【小諸市与良町３-２-３１(℡0267-22-1070)】 

○(一財)浅間山麓スポーツ医学研究所  代表理事 平井 直一【小諸市与良町４-３-３(℡0267-22-3503)】 

○高峰高原 浅間 2000 パーク 支配人 小平忠夫【小諸市高峰高原(℡0267-23-1714)】 

○マンズワイン小諸工場  工場長  塩川 敦美【小諸市諸３７５(℡ 0267-22-6341)】 

○夏まちおもてなしプロジェクト  代表  富岡 正樹【小諸市相生町３-３-３小諸市役所商工観光課 

(℡0267-22-1700)】

○(一社)小諸フイルムコミッション  代表  牧野 直人【小諸市大手１-２-２ギャラリー福槌内 

 (℡090-2727-3000)】

○中小機構･商店街よろずアドバイザー  木村 裕美(中小企業診断士)【埼玉県川口市本町３-５-５-８０６ 

(℡048-222-2511)】

○日本棋院小諸支部 幹事長 美斉津三郎【小諸市甲１５６８-１２(℡0267-22-7941)】 

○小諸飲食店組合  組合長  北原 龍明【小諸市相生町３-２-３(℡0267-22-0490)】  

○富岡市 市長 岩井賢太郎(世界遺産部 富岡製糸場戦略課)【群馬県富岡市富岡 1460-1(℡0274-62-1511)】 

○岡谷蚕糸博物館 館長 髙林千幸【岡谷市郷田１-４-８(℡0266-23-3489)】 

○蚕都上田プロジェクト事務局(上田市商工観光部 部長 関 恵滋)【上田市大手１-１１-６ (℡0268-22-4100)】 

○絹のみち広域連携プロジェクト(関東経済産業局 中小企業課 課長 高橋多佳美) 

【埼玉県さいたま市中央区新都心１-１（℡048-600-0321)】 

○小諸市農業青年クラブ  会長  橿山 和幸【小諸市相生町３-３-３小諸市役所農林課(℡0267-22-1700)】 

○小諸市地産地消推進協議会  会長  中村 正明【小諸市相生町３-３-３小諸市役所農林課(℡0267-22-1700)】 

○呑龍上人讃仰会  会長  依田 隆司【小諸市相生町２-１-６(℡0267-22-5454)】 
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連携体制図等 

 

経営発達支援事業の連携体制 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④需要動向調査 【 小諸商工会議所 】 

⑤経営分析ミーティング 

【中小企業・小規模事業者】 

【広域専門指導員】

⑦販路開拓支援 

【創業コーディネーター】

⑨創業・第二創業支援

【経営指導員】 

税務記帳・金融・経営相談

伴走型経営発達計画支援

伴走支援事業所 

③カルテ回覧 

先輩からのアドバ

イス 

信頼関係構築 ②経営状況把握 

③経営安定相談

室委員より意見 

中小企業診断士 

税 理 士 
若手育成 

自己スキルアップ 

⑥事業計画策定 

①事業所の選定

⑧外部専門員 

へ報告・評価 
県・市の関係部署 

中小企業診断士 

コンサルタント 

日本政策金融公庫 

信用保証協会 

小諸市金融団代表 

弁護士・税理士 

１０名 

④有識者による

分析 

・長野経済研究所

・小諸産学官連携

(信州大学)

・情報サービス振

興会 

連携 

連携 

④データー提供 

別表 1のイメージ図⑤⑥⑨経営分析・事業計画策定・創業 第二創業での専門的分野の相談 

⑦販路開拓での広域的な連携強化 

弁護士・司法書士・社会保険労務士・ミラサポ専門員・各種支援機関(中小企業振興センター等) 

国・県・市・日本商工会議所・全国商工会議所・東信地域中小企業プラットホーム 

小諸市産学官連携協議会・信州大学・政府系金融機関・市内金融機関 など 

  

連携 



- 21 - 
 

 

 

地域経済活性化に向けた連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      コンパクトシィティー構想推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業・小規模事業者 

地域ブランド育成・活用 中心市街地･商店街 

活性化 賑わいある 

まちづくり 

新産業創出 

農商工連携 観光振興 

 

商店街・まちづくり会社 

農林業団体 

行政 

地域住民 

研究機関・大学 

専門家 

連 携 

小諸商工会議所 
=地域活性化の中核拠点= 

経済団体 
NPO法人 

観光団体 

コーディネイト役となりナビゲート 

小諸の文化・歴史・気候・人・モノをブラッシュアップ 

「こもろ風土ブランド」の開発・発掘・発信 

地域医療機関


