
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
大町商工会議所 （法人番号２１００００５００７４４１） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

（１）小規模事業者の持続的発展を可能とする経営環境の整備 
 観光資源を多く有しており、観光の活性化による地域の賑わいの創出及び購買力

を小規模事業者が獲得できる環境を整備し、さらなる観光の活性化による他産業へ

の経済は旧を目指す。 
（２）小規模事業者の商品・製品・サービスの付加価値向上 
 小規模事業者は自社の強み・弱みの認識不足と外部環境変化に弱く、「小規模事

業販路拡大プロジェクト」」等の施策により弱点を補完することを目指す。 
（３）地域経済連携団体の中心としての大町商工会議所 
 上記（１）（２）の達成は、当所単独でできるものではなく、各種支援機関の連

携が必須であり、連携の中心として小規模事業者支援を実施するとともに、必要な

資質の向上に努める。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

  小規模事業者の経営状況を的確に把握するため、各種調査を実施するととも

に、国や県がまとめた情報を地域内情報として分析することで、小規模事業者へ

の情報提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

  「小規模事業者の販路拡大プロジェクト」の構築、記帳指導・金融相談での財

務分析を通じ経営の実態を調査し、経営課題を解決するため、専門家相談会・派

遣支援によるサポート支援を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  市場調査・経営分析の結果を踏まえ、「経営計画セミナー」を開催し、持続的

な経営に向けた計画策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  計画遂行状況の確認、施策等の情報提供と活用提案、融資支援など状況に応じ

たアドバイスを行い、場合によっては専門家派遣によりフォローアップを行い、

売上向上を目指す。 

５．需要動向調査に関すること 

  商品、サービス・技術についての動向を調査し、その結果を分析し巡回･窓口

相談、会報・ホームページ等で周知し、売上受注拡大につなげる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ｢売上・販路拡大パッケージ事業｣として、「商品管理シート」の作成、各種セ

ミナー、商談会・アンテナショップへの出展などにより需要の拡大を目指す。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済活性化事業 

当所、大町市、大町市観光協会、各商店街、自治会代表、賛同者による「大町ま

ちづくり協議会」の構成と、新潟県糸魚川市から塩尻市を結ぶ「塩の道」沿線 4商
工会議所の連携による、「塩の道」ブランド化による観光振興を図る。 

連絡先 

大町商工会議所 中小企業相談所 指導課 
 〒398-0002 長野県大町市大町 2511-3 
 TEL 0261-22-1890  FAX 0261-23-3735 
 E-MAIL occi@deluxe.ocn.ne.jp HP    http://www.occi.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．大町市の概況 
 大町市は、長野県北西部に位置し、西側には北アルプス、東側には東山低山帯に囲まれた、市域面

積 565.15k ㎡を有する内陸都市である。北アルプスを挟んで富山県と接しており、日本有数の風光
明媚な地域である。 
 長野県の大町市・北安曇郡地域（以下大北）唯一の市として人口 28,163人（H27/5現在）を有し、
行政拠点、民間企業の支店が集積。行政・経済・文化・教育等、大北地域の中核を担う位置づけであ

り、中心部は大町地区である。 
 主な交通は、ＪＲ大糸線、国道 147・148号が南北に通り、松本・糸魚川を結び、東には通称「オ
リンピック道路」により長野へと続いている。高速交通網の整備は遅れており、観光産業等全般に影

響を及ぼしている。 
  
２．産業の特徴 
 平成 26年経済センサスによると、大町市の事業所数は 1,654事業所、うち小規模事業者数は 1,140
事業所と全体の約 7割を占めている。平成 21年調査と比較すると事業所数・小規模事業者数いずれ
も減少傾向にある。 
当地域は急峻な地形・河川を有し、黒部ダムを中心とした関連工事が多く、以前は建設業が主要産

業であったが、公共事業の縮小により近年は事業所・従業者数とも減少が目立ち、伴って卸・小売業

にも影響を及ぼし、その他商店の廃業など事業所・従業者数ともに減少している。 
しかしながら市内の高齢化率（次ページ参照）の上昇に伴い、関連サービス業、とりわけ医療・福

祉関係が事業所・従業者数とも大幅に増えている。 
 
経済センサス基礎調査 

 
建設･鉱･

採石業 
製造業 

卸売・ 
小売業 

宿泊・ 
飲食業 

サービス

業 
その他・ 
不詳 

計 

平成 21年① 
事業所数 
従業者数 
小規模事業者数 

 
273 

2,079 
－ 

112
2,268
－

390
2,781
－

297
1,835
－

561
3,746
－

 
106 
503 
－ 

1,739
13,212
1,293

平成 26年② 
事業所数 
従業者数 
小規模事業者数 

 
228 

1,433 
－ 

121
2,430
－

354
2,461
－

290
1,800
－

620
4,311
－

 
41 

499 
－ 

1,654
12,934
1,140

増減数(②－①) 
事業所数 
従業者数 
小規模事業者数 

 
△45 
△646 
－ 

9
162
－

△36
△320
－

△7
△35
－

59
565
－

 
△65 
△4 
－ 

△85
△278
△153

※小規模事業者数は H18・H24を比較 
※サービス業のうち、医療・福祉の比較 

  H21 事業所数  78      従業者数  718   
        H26   〃   108 (30増)    〃   1,433 (715増) 
 
３．外部環境 
域内小規模事業者は、人口減少、大型店進出、経営者の高齢化、後継者不在など、地方都市特有の

課題に直面している。 
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また、当地域は、平成 17 年から平成 27年の 10 年間で 65歳以上の人口割合が 8.7％上昇してい
る。平成 27 年統計では 35.3％と３人に１人以上の割合まで高齢化が進んでいる。「大町市人口ビジ
ョン」の将来人口展望によれば、平成 42年には人口が 23,430人まで減少し、高齢化率が 38.1％と
なることが予測されている。 

 
【大町市の３区分年齢別人口】H17･H22国勢調査、H27人口移動調査推計 

年次 
大町市 
総人口 

15歳 
未満人口 

15～64歳
人口 

65歳以上
人口 

15歳 
未満割合

15～64歳 
割合 

65歳以上
割合 

(高齢化率)
平成 17年 32,145 4,489 19,086 8,567 14.0％ 59.4％ 26.6％
平成 22年 29,801 3,720 16,906 9,120 12.5％ 56.8％ 30.7％
平成 27年 28,032 3,083 15,021 9,873 11.0％ 53.7％ 35.3％
「大町市人口ビジョン」将来人口展望 

 H32   26,060人（65歳以上割合推計  37.7%） 
 H37   24,675人（     〃     38.0%） 
 H42   23,430人（     〃     38.1%） 

 
４．地域経済の概況と課題 
 大北地域の中核都市として発展してきたが、現在の地域経済環境は他地域と同様、経済産業構造の

変化、グローバル化に加え、少子化や大都市への人口流出による人口減少と高齢化が進んでいる。 
各産業の課題は以下のとおりである。 

 
（１）観光業 
「北アルプス」「立山黒部アルペンルート」「鹿島槍スキー場、爺ヶ岳スキー場等」「大町温泉郷、

葛温泉等」「国宝仁科神明宮、重文若一王子神社」等の数多くの観光資源を有する。長野オリンピッ

ク前後をピークに、入込数は減少傾向であったが、平成 24年より訪日外国人の増加に伴い全体の入
込数も増加に転じている。観光業者にとっては、このターゲット変更への対応が課題である。各観光

地の入込総数は 291万人（H25）を有し、観光産業だけでなく他産業への波及効果がある。 
 

 
 
（２）商業 
 郊外への大型商業施設の進出、ネット販売の普及等により、商業事業者の競争は激化しており、そ

の結果、中心市街地の吸引力低下が顕在化している。また、商店主の高齢化や後継者不足が課題であ

り、12年前には約 300店あった商店街連合会加盟店も 213店までに減少。中心市街地の空き店舗は
26店舗になる。 
平成 28年 4月には、商店街に隣接した工場跡地に新たな複合商業施設の開店が予定されており、

中心市街地での商業機能の活力減退は否定できない状況であるが、今回平成 15年に解散し求心力を
失いかけていた商店街連合会組織が、平成 27年に若手を中心に再結成され再び動き出したことが明
るい兆しである。 
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（３）工業 
 かつては昭和電工、東洋紡の大企業に支えられた「まち」であったが、東洋紡の撤退や昭和電工等

の事業規模縮小が顕著である。水資源、内陸性気候などの自然環境や、観光地であるという社会的要

件を活かし、企業や製品のブランド力向上に利用できるよう工場誘致を行ってきたが、高速交通網の

未整備や、低コストの海外製品との競合、後継者不在、更には消費税増税等により厳しい経営環境に

置かれている。 
 
５．商工会議所の取り組み 
 このような状況下、大町商工会議所（以下当所）は、「巡回・窓口相談」、「講習会等の開催」を事

業目標に掲げ、これまで小規模事業者に対して経営指導員による巡回相談（26 年度年間 2,156 件）
と窓口相談（年間 1,541件）による「相談支援」、小規模事業者経営改善資金（マル経資金）をはじ
めとする各種制度融資の利用斡旋による「金融支援」、記帳指導や確定申告時における「税務支援」、

雇用対策事業や労務相談など「労務支援」、全般的な経営課題、高度・専門的課題解決のための県独

自およびミラサポ等による「専門家派遣支援」など、3名の経営指導員による地域密着、顔の見える
相談体制により対応してきた。また、集団支援策として経営者、従業員のノウハウ構築の機会である

各種経営セミナー、相談会など経営支援事業を展開している。 
 面的支援としては大町市商店街連合会との連携により、空き店舗対策・販売促進等街づくりや商業

活動施策に対し、行政や経済団体との連絡・連携、異業種・異世代交流等積極的に取り組むよう支援

する。その他中心市街地の賑わい創出、地域活性化のための多彩な催事やイベントを実施しており、

大町市中心市街地活性化計画によるまちなか観光拠点の整備等により、催事での集客効果が実感でき

るようになっている。 
 
６．商工会議所の取り組みの課題 
 前述のとおり、当所では各種取り組みにより、様々な小規模事業者支援を実施してきた。一方で、

支援において、商工会議所として小規模事業者振興の中長期的なビジョンを持った対応が充分ではな

かった。 
また、大町市の「大町市第４次総合計画」に記載される、「にぎわいと個性あふれる商業の展開」

「競争力のある中小企業の育成」等について、同じ支援者としてこのビジョンを共有する機会が少な

かったのも現状である。この結果、小規模事業者支援においても、各支援機関が連動した支援をでき

ているとはいえなかった。また、当所内でも組織的な対応ができておらず、経営指導員と小規模事業

者の一対一の対応となることや、場当たり的な対応となることもあった。 
 
７．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
 当地域の産業は、以前の昭和電工、東洋紡といった大企業に支えられた「まち」から、現在の外国

人観光客の増加といった外的環境に大きく影響され、変化していることが分かる。また、小規模事業

者の主な販売先は地域の住民であることが多いが、人口は今後も減少することが予測されるため、こ

のターゲットを変えない限りは、事業者の経営基盤は危ういものとなる。 
 そこで、本経営発達支援計画では、小規模事業者が中長期的に発展していくための目標を、「経営

環境の変化への順応」と定める。「経営環境の変化への順応」とは、具体的には「事業所が強みを活

かした経営をすること」「経営環境の変化に応じた製品・商品・サービスづくり」をすることである。

これは、大町市が「大町市第４次総合計画」において取り組んでいる「にぎわいと個性あふれる商業

の展開」「競争力のある中小企業の育成」等にも寄与する。 
 
８．経営発達支援事業の目標 
 そこで、本計画において当会議所として以下のビジョンを定め、地域の総合経済団体として、他支

援機関とビジョンを共有し、小規模事業者支援を実施する。 
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（１）小規模事業者の持続的発展を可能とする経営環境の整備 
 当市の将来人口推計、高齢化率などの状況より、今後の地域の購買力の衰退が予想される。一方で、

当市では、「立山黒部アルペンルート」「スキー場」「温泉」等多くの観光資源を有しており、観光客

（特に外国人観光客）の入込数が多い。 
本計画では観光の活性化による地域のにぎわいの創出および、観光客の購買力を小規模事業者が獲

得できる環境を整備することを目標とする。 
 また、観光産業が他産業に及ぼす波及効果が大きく、商業販売額との相関性が高いと考えられてい

るため、観光資源を有効に活用し、観光産業のさらなる活性化を通じた他産業への経済波及を目指す。

 
（２）小規模事業者の商品・製品・サービスの付加価値向上 
 事業者は自社の強み・弱みを踏まえたうえで、外部環境の変化に応じた商品・製品・サービスを展

開する必要がある。しかし、小規模事業者は自社の強み・弱み等を認識しておらず、また、外部環境

の変化への対応力が弱い。そこで、「小規模事業者の販路拡大プロジェクト（以下で説明）」等の施策

を実行し、小規模事業者の弱点を補完することを目標とする。 
 また、付加価値向上について、一朝一夕に結びつくものではないので事業計画書をもとに、徹底的

な伴走型支援を実施する。 
 具体的には、経営発達支援計画における、小規模事業者の商品・製品・サービスの付加価値向上の

目標を以下の通り定める。 
①観光業 
 外国人観光客の増加という経営環境の変化に順応した商品・サービスづくり 
②商業 
 大型商業施設と差別化した商品の品揃え、サービスづくりおよび、インターネット等を活用した新

たな販路の開拓 
③工業 
 独自の強みを活かした自立型経営の実施 
 
（３）上記を実現する地域経済連携団体の中心としての大町商工会議所の実現 
 上記（１）（２）のビジョン達成は、当所が単独でできるものではなく、各種支援機関等の連携が

必須である。当所では、この連携体の中心として小規模事業支援を実施することを目標とし、それに

必要な資質向上に努める。 
 
 上記効果として、地域ににぎわいが創出され、また、小規模事業者の経営の安定化がされることに

より、空き店舗の減少、後継者への事業承継が実現する。 
 
 
（参考） 
 
当所会員数（H27.12.31） ： 904事業所 

 【部会別会員数内訳】 
業  種 会員数 

生活文化品商業部会 132
飲食料品商業部会 64
製造工業部会 98
建設工業部会 177
料飲宿泊業部会 139
サービス業部会 273
特別部会 21

合  計 904
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※ 小規模事業者の販路拡大プロジェクト 

 観光業、商業、工業の小規模事業者が持続的発展を果たすためには、当所がそれら事業者の商

品・製品・サービスを認識し、それぞれの事業者に合った支援をする必要がある。そこで、当所

独自の取り組みとして、「顔の見える相談体制（経営者と経営指導員の顔の見える相談体制）」か

ら一歩踏み込み、「事業者の製品・商品・サービスの見える相談体制」を構築すべく、「小規模事

業者の販路拡大プロジェクト」を構築する。 

 

【小規模事業者の販路拡大プロジェクト：スキーム図】 

小規模事業者の販路拡大プロジェクト

会員小規模事業者

自社の製品・商品の
販路拡大をしたい

付加価値の高い新製品・
新商品を生み出したい

巡回訪問に、「商品管理シート」にて小規模事業者の製品・商品を把握
＆

データベース化

小規模事業者の
販路拡大プロジェクト
経営指導員が全体調整

企業（流通・
販売）

大学

研究機関

自治体

組合等

商
品
等
の
紹
介
・
ニ
ー
ズ
の
聞
き
取
り

広域専門
指導員

商品等のブラッシュアップ

連携

 
 小規模事業者の販路拡大プロジェクトでは、まず小規模事業者の商品等を把握するため「商品

管理シート」を用い、巡回訪問、窓口相談の際に情報収集を行う。収集した商品等情報は当所内

でデータベース化し、流通・販売等の事業所の需要調査と合わせ必要に応じて商品等の販売・ブ

ラッシュアップに活用する。ブラッシュアップにあたっては、新たな視点での商品等開発に繋げ

るとともに、必要に応じて専門家の指導を受けられる体制とする。加えて例えば Web 販売した

い事業所が多くでた場合は、Web販売セミナーなどを企画し会議所として側面的な支援を実施す

る。 

 また、上記支援を伴走型で行うために事業計画書の策定を行い、事業計画書内の行動計画に沿

った PDCAサイクルによる伴走型の支援を実施する。 

 当所では、各ポイントの支援実施の他、全体を調整するプロジェクトマネジャーとしての役割

を果たす。 
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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２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 
 当地域の経済動向や小規模事業者の経営状況を的確に把握するため、「小規模企業振興委員」の委

嘱と、「LOBO（早期景気観測）調査」、「中小企業景況調査」などを実施し、経済動向に関する情報
の収集、整理、分析を行うとともに、国や長野県がまとめた情報を大町市の地域内情報として分析す

ることで小規模事業者への情報提供を行う。 
以前より経済動向の提供は行っていたが、有効に活用されているかが課題であった。今後は、「経

営指導員等情報共有会議※」において情報の組織内共有を図り、経営指導員による巡回・窓口相談時

において情報を活用して行く。 
※ 経営指導員等情報共有会議 
開催日：毎月 第３月曜日 
参加者：中小企業相談所長、経営指導員 

  内 容：指導員間での情報共有（研修・会議含）、具体的な指導方法の検討 
 
（１）小規模企業振興委員との連携【指針③】（既存拡充） 
市街地･観光地等のエリアごとに委嘱した「小規模企業振興委員※による連絡会議」を年 2回開催
し、業種や地域による経済動向を把握する。小規模企業振興委員は以下の方法で経済動向を調査す

る。また、経営指導員は「経営指導員等情報共有会議」にて共有し、巡回・窓口相談に活用する。

・国・県・市等の各種施策の広報周知 
・毎月調査用紙により、エリアでの業況・雇用などの企業動向、景況感について。また、今回新た

にイベント・交通量等観光に関する情報・内容を調査。 
※ 小規模企業振興委員とは、小規模事業者の実態と経営上の諸問題を把握し、当所と情報交換しな
がら連絡調整、施策の普及活動等を担当している。 

  選考にあたっては、当所管内商工業者を３エリアに分け関係団体の役員等で、会頭が委嘱する。

任期は１年。月次報告書の提出と、年２回の連絡会議を開催している。 
  現在の委員構成は、大町地区：小売業・サービス業、常盤地区：小売業、八坂地区：サービス業

となっている。 
 
（２）LOBO（早期景気観測）調査 （日本商工会議所委託事業）【指針③】（既存拡充） 
 新たに重点業種である観光業を追加し、当所会員事業所より地域・企業規模を考慮し選定した企業

（16社）における採算性・業況等について、「肌で感じる足元の景気感」を毎月調査する。日本商工
会議所が全国ベースで集計を行い、その調査結果を当所ホームページ及び会報誌「会報おおまち」に

掲載し、小規模事業者へ情報提供するほか、経営指導員の巡回・窓口相談時に活用する。 
・調査対象：大町市内の製造業 1社、小売業 2社、飲食業 1社、観光業 4社、建設業 8社、 

合計 16社（全国ベースで 2,588企業を対象） 
※ 調査対象の抽出にあたっては、業種・団体より紹介していただいた当所会員事業所

に依頼をする。 
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・調査時期：毎月 
・調査（分析）内容：「業況」「売上」「採算」「資金繰り」「仕入単価」「従業員」「経営上の問題」な

どのほか、消費税率引上げ・為替変動・コスト増などによる影響など付帯事項 
 
（３）中小企業景況調査 （日本商工会議所委託事業）【指針③】（新規） 
 当所会員事業所より、小規模事業者を含む中小企業者（５業種１０社）を対象に業況判断・売上高・

経常利益等の DI 値を経営者へのヒアリングにより調査する。日本商工会議所が全国ベースで産業
別・地域別等集計を行い、その調査結果を当所ホームページ及び会報誌「会報大町」に掲載し、小規

模事業者へ情報提供するほか、経営指導員の巡回・窓口相談時に活用する。 
・調査対象：大町市の製造業 3社、建設業 2社、卸売業 1社、小売業 2社、観光業 2社 合計 10社

※調査対象の抽出にあたっては、調査実施要領に基づき、当所会員事業所の当該事業を

代表する事業所に依頼する。 
・調査時期：四半期毎 
・調査（分析）内容：「業況判断」「売上高」「経常利益」などのほか、消費税率引上げ・為替変動・

コスト増などによる影響など付帯事項 
 
（４）小規模事業者への市場動向に関する情報提供【指針③】（新規） 
 国や長野県等がまとめた情報を大町市の地域内情報として分析することで、小規模事業者への情報

提供を行う。 
 
経済センサス 
（総務省） 

 事業所及び企業の経済活動の状態や産業構造を明らかにするととも

に、事業所・企業を対象とする各種統計調査で相談内容に応じて小規模

事業者へ情報提供する。 
経済月報 
（長野経済研究所） 

 掲載内容：「県内経済の動き」「県内主要経済指標」「経済日誌」「消費

動向調査」 
長野県内金融経済動向

（日本銀行松本支店） 

 掲載内容：「需要項目別の動向」「生産活動」「設備投資」「公共・住宅

投資」「雇用・所得」 
長野県内経済情勢報告

（長野財務事務所） 
 掲載内容：「個人消費」「設備投資」「生産活動」「公共事業」「雇用情

勢」「企業倒産」「住宅建設」「企業収益」「企業の景況感」 

ＴＤＢ 
TEIKOKU NEWS 
(帝国データバンク) 

掲載内容：「全国の動向」「各地域の動向」「景気判断理由の概要」 

 
 
（目 標） 
 域内の経済動向や小規模事業者の経営状況を的確に把握し情報提供を行うため、景気動向調査等を

実施するとともに、組織内での情報共有を図る。 
 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
小規模企業振興委員連絡会議 2回 2回 2回 2回 2回 2回
LOBO調査 12回 12回 12回 12回 12回 12回
中小企業景況調査 0回 0回 4回 4回 4回 4回
「経営指導員等情報共有会

議」での情報共有 
0回 8回 12回 12回 12回 12回
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
現在行っている経営状況の分析は、金融相談での経営課題の把握等、必要となった時に行うことが

多かった。今後は、必要になってから分析するのではなく、小規模事業者の経営課題を事前に抽出す

る経営分析を実施する。これにより、小規模事業者自身に、自社の置かれた経営状況および強み・弱

みを認識していただき、持続的な経営の継続を実現することを目的とする。 
具体的には、経営指導員の巡回・窓口相談時に、新事業である「小規模事業者の販路拡大プロジェ

クト」により小規模事業者の持っている「商品・製品」を分析するとともに、巡回訪問、窓口相談、

確定申告相談時に「ＳＷＯＴ分析」「資金繰り」「収益性」などの実態調査を行う。 
実態調査の結果は、当所内で分析することで、地域内の小規模事業者の共通する経営課題を抽出し、

抽出した結果は、セミナーテーマの選定へ繋げる。これにより、経営状況の分析→課題解決型セミナ
ーの実施→事業計画書策定→フォローアップという流れを確立する。 
また、より専門的な課題については、経営安定特別相談事業やエキスパートバンク（経営・技術基

盤強化支援）事業での専門家による相談派遣支援やミラサポ、よろず支援拠点、中小企業基盤機構等

の支援機関・専門家と連携などにより、小規模事業者の抱える経営課題解決に向けた迅速なサポート

支援を行う。 
 
【経営状況の収集】 
（１）商品管理シート【指針③】（新規） 
前述した「小規模事業者の販路拡大プロジェクト」の一貫として、小規模事業者の商品・製品・サ

ービスを把握すべく収集する。具体的には、独自に作成する商品管理シートを用い、巡回指導や窓口

相談時に収集をする。商品管理シートで収集する主な情報は以下のとおりである。 
・代表的な商品、製品、サービス 
・商品等の写真 
・商品等の特徴 
また、収集した商品等の情報は、業種ごとにデータベース化（以下、DB化）する。 
これら情報は経営指導員等がデータを共有することにより、企業紹介、商談会等に活用することが

できる。また、当所と他の研究機関が連携することで、商品・製品の開発の支援を行う。 
 
（２）経営分析事業の実施（新規） 
①経営分析シートによる巡回支援 
 個別巡回・窓口相談により小規模事業者の経営内容、財務内容、ノウハウ等を把握し、具体的な域

内の傾向をまとめ、整理・分析、動向資料として情報提供も行うとともに、次のステップである経営

計画策定に結び付ける。 
＜具体的項目＞ 
事業者の情報 会社名、連絡先、経営理念、中期目標 
商品・サービス 「商品管理シート」にて別途収集 
ＳＷＯＴ分析 ヒト・モノ・カネ・情報の観点から、事業者の強み、弱みをヒアリング 
財務分析 収益性：売上総利益率、営業利益率、経常利益率 

安全性：流動比率、負債比率、固定比率、固定長期適合率 
効率性：在庫回転率、売掛債権回転率 

 
②記帳指導事業者の財務分析 
 記帳指導を行っている小規模事業者に対し、記帳だけではなく 1歩踏み込んで、決算書を基に財務
分析を行い、的確に財務を把握し健全な経営の持続の支援を行うとともに、経営の分析能力と意識を

高める。弥生会計プロフェッショナル２ユーザーソフトを使用し、最大５期比較の財務分析を行う。

収益性（売上総利益率、営業利益率、経常利益率）、安全性（流動比率、負債比率、固定比率、固

定長期適合率）、効率性（在庫回転率、売掛債権回転率）などの観点から比率分析を行う。 
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③金融相談での財務分析 
 金融相談では財務分析を必須事項とし、財務諸表を基に分析し現状の課題の把握と、今後の経営の

指針となるよう支援をする。 
 
【分析結果の収集・活用】 
 収集した小規模事業者の経営状況を、業種別、課題別、財務状況別などの観点で分析し、以下のと

おり、課題解決型セミナーの実施や専門家による個別相談を実施する。 
 
（１）課題解決型セミナー（新規） 
 現状、当所でセミナーテーマを選定していたが、今後は、経営状況の分析で抽出した課題を解決す

る選定に転換する。具体的には、付加価値型商品の開発、強みを活かす経営、財務改善等、課題解決

型のセミナーを実施する。 
 
（２）経営何でも相談会（定期窓口相談会）の開催【指針①②③】（既存） 
 小規模事業者が抱えている経営上の様々な課題に対してワンストップで対応するため、長野県信用

保証協会、日本政策金融公庫国民生活事業、弁護士・中小企業診断士・税理士・社会保険労務士など

の各専門家と連携して「経営何でも相談会」（年 7回）を開催し、経営状況を分析するとともに経営・
金融相談等にワンストップで支援する。 
 また、経営指導員による巡回・窓口相談を通じて受けた小規模事業者からの経営相談内容に、より

専門的な知識が必要な案件に対して、相談会を通じた解決に向け伴走型支援に結び付ける。 
 
（３）経営あんしん相談会（特別窓口相談の開催【指針①②③】（既存） 
 各種相談会や経営指導員の巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者に対する経営課題のヒアリング

と経営支援案件の掘り起こしを行い、専門的な課題等に対しては、経営安定特別相談事業における商

工調停士・弁護士・税理士、中小企業診断士・社会保険労務士等を委嘱し、経営状況の分析や経営改

善計画策定・実行支援など段階に応じた支援を講じるとともに、経営指導員による進捗状況のモニタ

リングなど伴走型支援を行う。 
 
（４）専門家派遣（経営・技術基盤強化支援）事業の実施【指針①②③】（既存拡充） 
 各種相談会や経営指導員の巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者からの経営相談内容により、専

門的な課題等に対しては、専門化派遣事業を活用し、各分野の専門家と当所経営指導員による経営課

題解決に向けて伴走型支援を行う。 
 専門家派遣支援時には、経営指導員や若手一般職員を積極的に帯同させ、専門家から伴走支援に必

要不可欠なヒアリング手法や掲示力などのコミュニケーション・スキル等を習得する仕組みを構築す

るとともに、帯同後は、得られた支援ノウハウ・知見などに基づき「帯同支援報告書」を作成し、「経

営指導員等情報共有会議」において支援情報とノウハウの共有化を図る。 
 
（目 標） 
 経営課題解決のための経営分析や市場性、マーケット等需要動向に関する情報収集、情報提供を行

う。 
項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

窓口相談件数 1,319件 1,350件 1,400件 1,400件 1,400件 1,400件
巡回相談件数※ 1,588件 1,600件 1,700件 1,700件 1,700件 1,700件
商品管理シートの蓄積枚数 0枚 15枚 45枚 75枚 105枚 135枚
経営分析支援（※巡回・窓口

相談に含む） 
0件 5件 10件 10件 10件 10件

財務分析支援（※巡回・窓口

相談に含む） 
0件 5件 10件 10件 10件 10件
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 現状、事業計画策定支援については、地域の小規模事業者全体に周知・策定するものではなく、金

融支援、補助金獲得などの目的で、スポット対応するに限定されていた。 
今後は、前項までの「１．地域の経済動向調査等」「２．経営状況の分析等」の結果を踏まえ、小

規模事業者が経営課題を解決するための事業計画策定支援に重点をおいて小規模事業者支援を行な

う。経営指導員などの巡回・窓口相談、各種相談会の開催等を通じ事業計画作成を目指す小規模事業

者の掘り越しを行うとともに、支援を希望する小規模事業者を対象に「経営計画策定セミナー」等を

開催し、経済動向・需要動向の調査結果を踏まえた持続的な経営に向けた計画策定を支援する。 
 
（１）事業計画策定支援（新規） 
 下図のとおり、地域の小規模事業者全体へ事業計画策定支援を訴求するとともに、フォローアップ

までの一貫体制を構築する。 

 
 
①周知広報 
・事業計画策定の必要性を啓蒙普及するため、独自のホームページ、パンフレット（A4一枚）を作
成。全般的にはホームページ、行政窓口、支援機関、金融機関等へパンフレットを配置し事業者への

周知を図る。また、会員対象にはパンフレットの会報への折り込み、当所が従来実施する交流事業、

各種経営セミナー※（26年度は 10回実施）、他支援機関と連携して実施するセミナー等で配布する
など、事業計画策定の必要性を周知していく。【指針②】 
 
②掘り起こし策 
・「小規模事業者の販路拡大プロジェクト」での、商品・製品・サービスのデータベース化時に、事

業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 
・前述の課題解決型セミナーから、事業計画策定へ誘導する。 
・周知広報と併せ、事業計画策定セミナー、作成塾、個別相談会を実施することにより、事業計画策

定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 
・金融、税務等、窓口相談・巡回指導時の小規模事業者への相談・支援の際、事業計画策定を目指す

小規模事業者の掘り起こしを行う。 
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③持続的な経営に向けた事業計画（販路拡大）策定支援 
・「事業計画策定（持続化補助金対応）セミナー、個別相談会」の開催により、経済動向や需要動向

の調査結果を踏まえた販路拡大など新たな取り組みや「小規模事業者持続化補助金」など支援施策申

請へ向けた計画策定支援を行う。 
・インバウンドの取り込みやブランド形成による計画策定は、観光産業の販路拡大となるため、重点

事業者として、個別に事業計画策定を提案する。 
・内容によっては、適宜、ミラサポ、エキスパートバンク等の専門家派遣等を組み合わせ複合的な支

援を行う。【指針②】 
 
（目 標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
周知活動 2回 5回 6回 6回 6回 7回
セミナー開催 
参加者数 

0回 
0者 

1回
15者

2回
20者

2回
25者

2回 
30者 

2回
35者

個別相談会開催※１ 
参加者数 

1回 
3者 

2回
5者

2回
6者

2回
6者

2回 
7者 

2回
8者

事業計画策定事業者

数※２ 
0者 3者 5者 7者 8者 9者

小規模事業者持続化

補助金申請件数 
9件 11件 18件 19件 20件 21件

※１：事業計画策定支援、策定後の実施支援共通での実施 
※２：管内の事業者のうち、会計事務所等との契約をしていないのは主に個人事業者であり、地域経

済の概況に記したとおり高齢化が進んでいることで、本計画策定を積極的に取り組む環境ではな

い。また、根本的に事業者数が少ないため。 
 
（２）創業・第二創業支援（既存拡充） 
 大型店の進出、経営者の高齢化等により当地域においても、廃業率が開業率を上回る状況が続く中、

当所は近隣の商工会議所、広域専門指導員と連携して、創業セミナーの開催、経営何でも相談会にお

いての創業に関する相談、資金面において金融機関等との連携等多面的支援を行い、開業者が 10年
以上続くよう伴走型の支援を行う。 
①創業相談体制の充足 
 ワンストップ、ワンパッケージでの創業前～創業後までの一貫支援体制を行う。 
 後継者不在の事業者に対しては、中小企業基盤整備機構事業引き継ぎ支援センターとの連携支援で

「廃業→開業」（創業と事業承継を表裏一体と捉える）のマッチングによる創業も視野に入れ支援す

る。【指針②】 
 
②創業支援セミナーの開催 
 ・「創業支援セミナー」及び「創業フォローアップセミナー」 
短期集中講座として半日コースのセミナーを 27年度より実施。創業プランの立て方、融資制度、

助成金制度説明、創業者の成功事例などの内容で、創業を志す者のノウハウ構築の機会とし、創業計

画策定等の創業相談へ結び付けていく。【指針②】 
 
③「創業支援・交流会」 
 28年度より 10年未満の創業者と創業予定者を対象とした、「交流会」＋相談会を開催し、創業ま
でについての体験を交えて意見交換を行い、創業プランの磨き上げと、同じ創業者同士の悩み払拭や

ネットワーク構築の場とし、10年以上続く伴走型の支援を行う。【指針②】 
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④大町市創業サポート事業 
 当所、大町市、長野県、金融機関、税理士等で創業支援協議会を組織し、空き店舗情報の提供・市

の助成・制度資金、日本政策金融公庫の創業関係資金の積極的な活用を行う。また、税務相談等創業

後のサポートも行う。【指針②】 
 
⑤空き店舗情報の提供 
 創業と市街地の賑わい創出を支援すべく「大町市商店街連合会」との連携・情報共有により当市中

心部の空き店舗情報を提供し、出店選定時の利便性を図る。【指針②】 
 
⑥首都圏ニーズへの対応 
 27年度より、ＩＵターン者向けに長野県、大町市と連携し首都圏（東京）での創業者向け説明会・
相談会などを実施し、IUターンによる創業ニーズに対応するとともに、当地域での創業（居住人口、
消費人口増）を図る。【指針②】 
 
⑦第二創業：経営革新 
 第二創業（経営革新）支援としては、小規模事業者の事業改善、事業計画策定を行いながら、新商

品・新サービス、新分野進出など事業者にとっての新たな取り組みを支援する。持続化補助金や国の

創業補助金の活用など多面的支援に結び付ける。内容によっては経営革新計画の申請までのフォロー

アップを行う。【指針③】 
 
⑧第二創業：セミナーの開催 
 事業見直しと新たな取り組みの掘り越しのため「経営改善・経営革新セミナー」、経営革新の意欲、

事業承継のタイミングが近い事業者（後継者）を対象とした「ビジネスモデル再構築塾」を開催し、

新たな取り組みのヒント、気づきを促し、計画策定への導きと具体的計画策定の着手の機会とする。

【指針③④】 
 
⑨第二創業：相談会の実施 
 税理士、中小企業診断士、社会保険労務士等と日本政策金融公庫、保証協会、当所経営指導員を相

談員として、資金繰り、経営改善～事業計画策定～経営革新、創業等に関するワンストップ相談窓口

「経営何でも相談会」を開設し支援を行う。内容に応じて専門家派遣等へつなげ伴走支援を行う。【指

針③④】 
 
（目 標） 

 支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
セミナー開催数 
参加人数 

0回 
0人 

1回
5人

1回
6人

1回
7人

1回 
8人 

1回
9人

創業支援交流会 
参加人数 

0回 
0人 

1回
5人

1回
6人

1回
7人

1回 
8人 

1回
9人

相談会 7回 7回 7回 7回 7回 7回
創業支援延べ相談件数 26件 28件 30件 32件 34件 36件

創業実績 1件 1件 2件 2件 3件 4件
助成金申請 
支援数（国、県、市） 

1件 1件 2件 2件 3件 4件

第二創業（経営革新）支

援者数 
0件 1件 1件 1件 1件 2件
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 現状、事業計画策定後の実施支援は、経営指導員ごとに任せており、組織としての支援は実施して

こなかった。 
今後は、経営計画策定後は経営指導員による計画実行に向けた伴走型フォローアップ支援を行って

いき、フォローアップ状況を「経営指導員等情報共有会議」で共有する。また、必要に応じて、長野

県中小企業振興センター（よろず支援拠点）、金融機関、周辺商工会議所、商工会等とも連携、専門

家派遣も併用しながら小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
 具体的には、計画策定を支援した事業者に対して、1.計画遂行状況の確認、2.更に活用できる施策
等の情報提供と活用提案、3.計画遂行のための融資支援、などを実施する。 
 
（１）事業計画の実施支援（新規） 
①計画遂行状況の確認 
４ヶ月に一度の巡回は必須とし、必要に応じて再巡回する。これにより、事業計画のアクションプ

ランの達成状況を確認する。 
②活用できる施策等の情報提供と活用提案 

 国・長野県・大町市などの施策について情報提供し、必要に応じて活用を支援する。 

③計画遂行のための融資支援 

 事業計画の遂行に必要な資金について、マル経融資、小規模事業者経営発達支援融資制度等を活用

する。 

④フォローアップセミナーの実施 
 経営計画策定事業者を対象に、振り返りのための、「事業計画フォローアップセミナー」を開催し、

計画の修正や、多様な視点からの改善策、更なる売上向上に結び付ける。【指針②】 
⑤計画遂行に必要な専門的な課題解決 
専門家派遣、よろず支援拠点からの並行支援などにより、計画遂行をフォローアップしていく。【指

針②】 
 
（２）創業・第二創業の実施支援（新規） 
 上記「（１）事業計画の実施支援」に加え、創業・第二創業については、以下の支援を実施する。

①巡回訪問回数の増加 

創業者に対しては、創業後３年間程度、年 3～4 回（期中、決算後）、巡回訪問の増加により、事
業状況を確認。課題や改善点を抽出し解決を支援、経営の安定化を図る他、必要に応じて事業計画策

定を支援し、売上向上へと結び付けていく。【指針②】 
②他支援機関の活用 
 後継者不在、事業承継の課題を抱える事業者については、事業承継引き継ぎ支援センターや中小企

業基盤整備機構事業承継コーディネーター等と連携し対応を行う。 
③自計化推進 
 特に、創業者の計画遂行状況と効果（売上向上、利益向上等）の確認のためには、財務状況の把握

も必要である。そこで、記帳自計化を行っていない事業者に対して、パソコン会計等の導入による.
記帳自計化支援についても併行して支援する。【指針②】 
 
 （目 標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

フォローアップセミナー開催 
参加人数 

0回 
0人 

1回
10人

2回
11人

2回
12人

2回 
13人 

2回
15人

創業者フォローアップセミナ

ー開催（※１） 
参加人数 

0回 
 

0人 

1回

5人

1回

6人

1回

7人

1回 
 

8人 

1回

9人
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創業者個別相談会開催（※２） 7回 7回 7回 7回 7回 7回

フォローアップ支援件数 0件 3件 5件 7件 8件 9件

小規模事業者経営発達支援融

資制度斡旋件数 
0件 1件 2件 2件 2件 2件

※１：創業支援セミナーは創業後（数年程度）も対象とし個別相談にも対応する 
※２：経営何でも相談会で対応 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 小規模事業者が販売する商品、サービス・技術についての動向を調査し、その結果を分析すること

により、販路の拡大に結び付けていく。また、従来の調査では、結果について充分活用されていたと

は言えないため、今後は積極的に巡回･窓口相談、会報・インターネット等で周知していく。 
 
（１）売り手のニーズ調査（新規） 
 小規模事業者の販路拡大プロジェクトで「商品管理シート」を収集する際、その商品を誰に売りた

いか、どのように売りたいかについても、チェックボックス形式で収集する。これらの売り手のニー

ズデータとして、データベース化により整理し、「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関するこ

と」で活用する。 
 また、このデータを分析することにより、ターゲットとする顧客へそれぞれの商品等の需要がある

のかどうかの支援に繋げる。 
 
＜ターゲット別（複数回答可）＞ 
 □20代以下 □30代～40代 □50代 □60代以上 
 □地域住民 □観光客 □外国人観光客 
＜販売方法別（複数回答可）＞ 
 □ＢｔｏＢ販売 
  □市内卸売業者 □市内小売店 □県内大型店 □県外大型店 
 □ＢｔｏＣ販売 
  □店頭販売 □Ｗｅｂ販売 
 
（２）「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」参加事業者向け業需要動向調査（新規） 
 商談会に参加する事業所を事前に訪問・ヒアリングし、当該事業所が市外から仕入れている材料・

製品等を調査する。これにより、市内小規模事業者が同等の材料・製品等を提供できないかを検討す

る。 
 調査内容：大町市外の事業者から購入している材料・製品 

大町市外の事業者への発注内容（外注内容） 
大町市外の事業者と取引している理由など 

 
（３）長野県商圏調査（長野県実施事業）【指針③】（既存拡充） 
 県内全域にわたって消費者の買物動向の実態を調査し、過去の調査結果と比較することにより、消

費者の購買動向を調査・分析する。調査結果は、小規模事業者の事業経営や経営改善、あるいは商店

街の形成に役立てていくとともに、経営指導員による巡回・窓口相談・各種相談会などにおいて、経

営計画策定時の基礎資料として情報提供を行う。 
・調査対象：長野県内 8,000世帯 
・調査時期：３年毎 
・調査（分析）内容「長野県の商圏動向」「地域別商圏動向」「県内消費者の県外への流失」「無店舗

販売の利用」「業態別利用店舗」などを把握し、動向変化や特性・要因を分析、小規模事業者の販路、

商品・サービスの改善等に結び付ける。 
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（４）交通量調査の実施【指針③】（既存拡充） 
 大町市中心市街地周の歩行者の通行量や特徴を調査することにより、変化する商業形態における人

の流れを把握・分析する。この結果は、中心部の小売・サービス業に対する経営指導員による巡回・

窓口相談・各種相談会の際や、小規模事業者の経営計画策定時・フォローアップ時の基礎資料として

情報提供を行う。 
・調査地域：大町市中心市街地エリア内の 3地点 
・調査時期：毎年２回（平日及び日曜日） 
・調査（分析）内容：方向別、時間別、車両別等を計測し、歩行者数や動線を把握し、通行量の変化

や特性・要因を分析、中心部のイベント実施への活用も行う。 
 
（５）小規模事業者への市場動向に関する情報提供【指針③】（新規） 
 市場性やマーケット状況など市場動向に関する情報提供を行うため、全国商工会議所が共同運営す

るビジネスマッチングサイト「ザ・ビジネスモール」、ビジネスに必要な情報を網羅したオンライン

データベースサービス「日経テレコン」により需要動向を確認する。 
 これにより、売れ筋商品、小規模事業者のニーズなどを把握することができ、小規模事業者の販売

促進支援が実現する。これら収集・分析したデータは、会報誌やホームページで適宜発信を行うとと

もに、「経営指導員等情報共有会議」で最新知識を共有する。 
 
ザ・ビジネスモール  ビジネスマッチングを促進するため、全国 350以上の商工会議所・商工

会が共同で運営している商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」には全

国より２４万社以上の登録企業があり、「ビジネスパートナーを探したい」

「仕入れ先を見つけたい」などの商談案件分野から情報収集し小規模事業

者へ提供する。 
日経テレコン  日経新聞DMが運営するビジネスに必要な情報を網羅したオンラインデ

ータベースサービス「日経テレコン」が提供している業界市場動向や売れ

筋ランキングなどのビジネス情報を収集し小規模事業者へ提供する。 

 
（目 標） 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
窓口相談件数 1,319件 1,350件 1,400件 1,400件 1,400件 1,400件
巡回相談件数 1,588件 1,600件 1,700件 1,700件 1,700件 1,700件
売り手のニーズ調査 
蓄積枚数 

0件 15件 45件 75件 105件 135件

「自慢の逸品発掘・売込逆商

談会」参加事業者向け業需要

動向調査 
0者 4者 6者 7者 8者 9者

長野県商圏調査（3年毎） － 調査 － － 調査 －

交通量調査  2回 2回 2回 2回 2回 2回
小規模事業者への市場動向

に関する情報提供（会報） 
0回 2回 3回 3回 3回 3回
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 現状、当所においても事業者の新たな需要の開拓のために、様々な取組みを実施している。一方、

事業者が必ずしも当所の取組み内容を知っている訳ではなく、成果が充分にあがっているとはいえな

かった。 
 今後は、小規模事業者の新たな需要の開拓に寄与する事業として①事業者が単独で行うことは難し

い販売促進方法（広報や商談会・展示会等）②時代に沿った販売促進方法（IT の活用やインバウン
ドの取り込み）などに事業内容を改善する。また、当所の取組み内容を周知・徹底し、事業者の販路

開拓や商圏拡大等の具体的な効果をあげる。 
 
（１）ホームページ、マスコミ、周知ツールの作成による情報提供（既存拡充） 
 現状の支援において、当所が実施する「新たな需要の開拓に寄与する事業」について、周知が充分

でなく、事業者が具体的な取組み内容を知らないという声があった。 
 そこで、下記「（２）具体的な取組み」について、「大町商工会議所売上・販路拡大パッケージ事業」

として、対象事業者にわかりやすく一枚のシートにまとめたパンフレットを作成し、事業周知ツール

として巡回指導等で活用していく。また、当パンフレットを、当所ホームページ・会報に掲載するだ

けでなく、地元紙「大糸タイムス」に当所の事業告知を掲載。域内事業者全般に情報が行きわたるよ

うに徹底を図る。具体的には、各種助成金、補助金、セミナー等のタイムリーな情報提供を行い事業

への効果的誘導を図る。【指針④】 
 
（２）具体的取組み 
①小規模事業者の販路拡大プロジェクト 
 個社支援として、「２．経営状況の分析に関すること」で収集した「商品管理シート」をもとに、

経営指導員が販路開拓を提案する。なお、販路の提案は、経営指導員が個別に検討するだけでなく、

経営指導員等情報共有会議で内容を検討する。 
 
ａ．巡回訪問、窓口相談において 
 巡回訪問や窓口相談においてビジネスマッチングを実施する。たとえば、製造業者から「〇〇とい

う技術を持つ企業はないか？」といった問合せに対し、積極的に事業者を紹介する。 
 
ｂ．他支援機関・展示会開催機関からの問合せにおいて 
 当所へは、他の支援機関等（商工会議所連合会、他商工会・商工会議所、長野県、大町市）やマス

コミなどから、事業者に関する情報照会が行われることがある。たとえば、「特徴的な取組みをして

いる事業者を〇〇のＨＰで紹介したい」等の要望である。これらの要望に対し「商品管理シート」を

活用し、情報提供をスピーディーに行えるよう企業情報開示に関する同意書の整備も含め実施する。

 
ｃ．②～⑧への具体的提案 

 下記、②～⑧の事業内容について、「商品管理シート」をベースに個社支援を実施する。たとえば、

小規模事業者は後述する「銀座ＮＡＧＡＮＯ」への出展ができるかどうか、自社では判断をつけづら

い。そこで、経営指導員が当該事業者に積極的に後押しを行う。 
 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

商品管理シートの蓄積枚数 
※「経営状況の分析」より 

0枚 15枚 45枚 75枚 105枚 135枚

販路拡大が実現する事業者件数 0社 2社 3社 4社 5社 6社
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②IT活用セミナーの実施（新規） 
 当市の課題として、人口の減少がある。小規模事業者においても、域内への販売だけでは売上減少

を免れない。そこで、小規模事業者が域外へ販路を見出すことを目的とした ITを活用したセミナー
を実施する。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

IT活用セミナー開催 
参加人数 

0回
0人

1回
15人

1回
16人

1回 
17人 

1回 
18人 

1回
20人

 
③「銀座ＮＡＧＡＮＯ」等情報発信の実施（既存拡充） 
 県・市と連携し、東京での長野県の発信拠点施設「銀座ＮＡＧＡＮＯ」など、大都市での情報発信

の場を設営・出展募集をし、商品・サービス等の知名度をより高め、宣伝効果だけではなく当市のイ

メージ作りとなることを期待し、販路の拡大へつなげていく。【指針④】 
 
④インバウンド対策（新規） 
 観光地・景勝地を多く抱え、年々海外からの外国人旅行客の来訪が増えているが、当市での消費に

必ずしもつながっているとは言えない。お客様との会話を多言語化した「指差し会話集」の作成、イ

ンバウンド関連のセミナーを行い、外国人を積極的に顧客とすることで、販路と商圏拡大を目指す。

【指針③④】 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

インバウンド対策セミナー開催 
参加人数 

0回
0人

1回
20人

1回
22人

1回 
24人 

1回 
26人 

1回
28人

 
⑤自慢の逸品発掘・売込逆商談会の開催（既存拡充） 
地域内企業のビジネスマッチング、人脈作りの場として松本商工会議所等中南信エリア 16商工団
体と共同で、「売込逆商談会」を開催する。主に食品製造・加工業者が売り手となり、買い手企業と

の商談会を通じて今後の新商品開発の手掛かりとなることを期待し、直接的な販路拡大、売上拡大へ

の成果につなげていく。 
また、商談会で成果をあげるために、経営指導員が個別に商談会シート作成支援などの「成果をあ

げるための事前準備等」を指導する。【指針③④】 

 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

逆商談会開催数 1回 1回 1回 1回 1回 1回
逆商談会買い手事業者数 0社 １社 2社 2社 2社 2社
逆商談会売り手事業者数

（マッチング成立数） 
2社 

3社
（1社）

4社
（2社）

5社
（3社）

6社 
（4社） 

7社
（4社）

 
 
 
 
 
 
 

※売込逆商談会とは、新たな商品発掘を希望する「買い手企業」（百貨店、スーパー、飲食、 

通販、ホテル・旅館など）と、自慢の逸品の販路拡大を目指す「売り手企業」（食品製造業者）

とのビジネスマッチングを目的とした商談会。 
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⑥おぉ！まちゼミなーる（まちゼミ）の実施（既存拡充） 
 店舗を教室に、店主やスタッフが講師となり店の専門的な知識・技術や特徴等を無料で受講者に伝

えるゼミを年 2回開催し、店のこだわりや人となりを知っていただくとともに、お客様とお店との交
流を通じて信頼関係を築くことで、顧客作りに繋げる。また、アンケートを実施し顧客の動向を知る

こともできる。 
 ゼミの活性化に向けて、県内外のまちゼミ交流会・研修会に、職員だけではなく参加店舗も積極的

に参加し、事例やポイントを学んでいただき、より魅力的な講座になるように努める。事業終了後に

は反省会を行い、他の参加者との意見交換やアドバイスを受け、参加店同志のつながりを深めるとと

もに、異業種の交流によるスキルアップや連携を図っていく。【指針②④】 
 
（目標 1開催毎） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
まちゼミ開催店舗数 12店 14店 16店 18店 20店 20店
まちゼミ講座数 21講座 23講座 25講座 27講座 30講座 30講座
まちゼミ受講者人数 93人 95人 97人 99人 100人 100人

 
 
⑦大町市ふるさと寄附金（納税）カタログ登録（新規） 
小規模事業者の通信販売を支援する目的で、全国的に注目を集めている「ふるさと寄附金制度」を

活用し販路・売上拡大へつなげる支援を行う。特産品・名産品など宣伝効果は高く、有効な手段であ

ることは周知の事実であり、この制度を活用することで地方の事業者や地域の逸品（農産物関連商品、

菓子、漬物、飲料など）の知名度向上と販路・売上拡大へとつながる可能性が高いことから、巡回等

で掘り起こしを行い、出店の課題（通信販売未実施など）に対しては経営指導員、出店コーディネー

ターの伴走支援で環境整備を促進する。特に、売上が伸び悩む事業者に対しては、長野県工業技術総

合センターなど支援機関と連携し、最終目標を逆商談会への出店につなげ「売れる」商品づくりを支

援する。【指針④】 
 
（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
カタログ登録店数 0店 1店 3店 4店 5店 7店
内 逆商談会参加店数 0店 1店 2店 3店 4店 5店

 
 
⑧ビジネスモール（新規） 
 全国の商工会議所・商工会が共同で運営するビジネスモールへ当所が参画し、会員事業所に周知･

登録を促す。登録した会員事業所は全国商工会議所会員との信用性の高いビジネスマッチングや IT
推進支援が受けられる。当所ホームページにバナーを貼り付け、会員企業が簡単に検索・閲覧等でき、

マッチングの機会創出が図れるよう利便性を図る。【指針④】 
（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
ビジネスモール登録事業所数累積 0社 5社 15社 25社 35社 45社
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
１．地域経済活性化事業 
 当市では大型店の郊外への進出、住民の消費行動の変化などを背景に、中心市街地の人口減少や集

客力の低下が課題となっている。この中で、小規模事業者の多くは地元での販売が中心であるため、

中心市街地の購買力減退は、売上高の減少と密接に関係する。当所では、まちの活性化は地域経済の

活性化につながると認識し、「訪れたくなるまち」、「買い物したくなるまち」、「住みたくなるまち」

をスローガンに、関係機関と意識を共有し地域経済の活性化を目指す。 
 この波及効果として、小規模事業者の持続的な経営基盤が形成される。 
 
（１）大町まちづくり協議会の運営（既存拡充） 
 当所、大町市、大町市観光協会、各商店街、自治会代表、賛同企業・団体・個人により「大町まち

づくり協議会」を構成している。協議会では中心市街地の活性化に関する課題・問題点の把握と解決

を協議することと、イベントの企画・開催、Ｗｅｂサイトの管理・まちなか案内等の広報活動、空き

店舗を含むまちなかのイメージアップを事業とする。 
① 拠点施設運営事業 
まちなか情報ステーション「まるごとおおまち」を拠点としての管理運営、まちなかの案内等を行

う。 
 
②情報発信事業 
Ｗｅｂサイト「まるごと おおまち」の管理・充実により、イベント・季節の観光情報の発信、市

街地で開催するイベントにあわせて「Oh♪machiバル」（バル）の開催、空き店舗を「のれん」等で
装飾するドレスアップ等を行う。 

 
③イベント事業 
「荷ぐるま市」、「中心市街地まち歩き」の企画・運営を行う。（チラシ、ポスター作成・配布を含

む） 
（目標） 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
Oh♪machiバル参加店 29店 30店 33店 34店 35店 36店
まるごとおおまち 
掲載店舗数 

250店 255店 260店 265店 270店 275店

ドレスアップ「のれん」 55店 70店 75店 75店 75店 75店
 
（２）「塩の道」経済懇談会 広域観光連携（新規） 
 新潟県糸魚川市から長野県塩尻市をつなぐ、120kmの「塩の道」沿線 4商工会議所（大町・糸魚
川・松本・塩尻）において、「塩の道」をキーワードに交流活動を通じ多様な魅力を発信し、「塩の道」

をブランドとして高め、沿線での観光・宿泊客の増加を図る。当面は 4商工会議所のホームページ、
共通のアイテムを作成し知名度を高める。【指針④】 
①共通アイテム作成事業 
 糸魚川市から塩尻市までの「塩の道」を全国ブランドとして高めるため、「塩の道」をテーマにし

た 4商工会議所でのホームページ作成や、共通の箸袋を作製し宿泊所・飲食店等での利用等、共通の

アイテムを作成し、より知名度を高めて行く。 
 
②定期的な具体的活動の検討会の実施 
 4商工会議所の「広域観光連携」を深めるため、定期的（年 4回以上）に検討会議を開催する。「塩
の道」を観光資源として考え、インバウンドの獲得、旅行商品の開発等を検討し、沿線商工団体・行

政に連携を拡大していくことを目標とする。 
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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 
 商工会議所の強みとして、他の支援機関と容易に連携できると言うことがあげられる。当所だけで

は困難な事案であっても、商工会議所間のネットワークの活用、他の支援機関・専門家等と連携する

ことにより、より多くの支援のノウハウについての情報交換ができ、需要の動向・開拓に向け支援体

制を構築する。 
 
（１）３商工会議所と広域専門指導員との連携 
大町・松本・塩尻の３商工会議所の広域による広域専門指導員１名の新設と共に、拠点商工会議所

である松本商工会議所にて、２カ月に１回（年６回）広域専門指導員と３商工会議所中小企業相談所

長の連絡会議、経営指導員等研修会（５回）、創業セミナー（１回）を開催し、広域における支援企

業や他地域の動向等について情報交換を行うと共に、経営分析等の研修会による指導員等の資質向上

を目指す。 
 
（２）日本政策金融公庫国民生活事業定例相談会 
資金繰りや融資に関する相談について、毎月第３木曜日（年１２回）に日本政策金融公庫による相

談会を当所にて開催する。これにより、金融相談のみではなく資金需要、企業動向、創業者支援等の

情報の交換を図る。 
 
（３）中信ブロック経営指導員研究会 
大町・松本・塩尻・岡谷・諏訪・下諏訪・茅野商工会議所による中信ブロック経営指導員研究会（事

務局：松本商工会議所内）連絡会議（年２回）に中小企業相談所長等が出席し、長野県中信地区にお

ける各商工会議所の取り組み、企業支援の現状などについて情報交換を行う。 
 
（４）ながの産業支援ネットワーク 
（公財）長野県中小企業振興センター開催の「ながの産業支援ネット推進連絡会議」（年２回）に

経営指導員等が出席し、人材育成、雇用・能力、資金調達、販路開拓、創業支援等、支援機関の取り

組みについて情報交換を行う。 
 
（５）信州ビジネスプラットフォーム 
長野県商工会連合会開催の「信州ビジネスプラットフォーム連絡会議」（年２回）に経営指導員等

が出席し、県内商工会議所・商工会・金融機関及び経営支援機関と、「ミラサポ」、専門家派遣事業、

各種施策の取り組みについて情報交換を行う。 
 
（６）商工会議所観光連絡担当研修会 
 日本商工会議所ブロック別商工会議所で行われる、「商工会議所観光連絡担当ブロック研修会」

（年１回）に出席し、観光振興に関する考え方、関連施策などの情報共有を図る。また、商工会議所

間のネットワークを活かし連携強化と観光振興の促進につなげる。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
日本商工会議所・長野県商工会議所連合会等が開催する、経営指導員研修会には積極的に参加する

とともに、一般職員も可能な限り研修に参加する。また、出席した研修については「経営指導員等情

報共有会議」での共有により資質向上を図る。 
 
（１）長野県商工会議所連合会等経営指導員研修会 
長野県商工会議所連合会が開催する、経営指導員等研修会に年 2 回参加し、全 15 時間分の経営

指導員の研修を行う。また、中信ブロック経営指導員研究会（事務局：松本商工会議所内）が主催す
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る 5時間研修の他に、広域専門指導員との経営・財務分析研修会（①事業計画策定支援に関する資質
等、②各施策に対応できる支援能力に関する資質等）により不足している分野を補い資質向上を図る。

  
（２）日本商工会議所・中小企業大学校研修会 
 日本商工会議所及び中小企業大学校が開催する、経営安定対策事業、小規模企業の伴走型支援等の

研修会に経営指導員だけではなく、一般職員の参加も促し経営支援の基礎能力習得や地域の課題に対

応する支援能力の向上を図る。 
 
（３）経営指導員向け小規模事業者支援研修 
中小機構が主催する「経営指導員向け小規模事業者支援研修」に、毎年１名以上が参加し、小規模

事業者の売り上げや利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。 
 
（４）専門家派遣の帯同及び経営指導員等情報共有会議 
当所専門家派遣に帯同し、専門家のノウハウを吸収し、「経営指導員等情報共有会議」で情報を共

有する。小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、OJT
により伴走型の支援能力の向上を図る。 

 
（５）記帳指導時の財務分析 
記帳指導を行っている小規模事業者に対して、経営指導員等が記帳だけではなく 1歩踏み込んで、
確定申告時に決算書を基に財務分析を行い、的確に財務を把握し健全な経営の持続の支援を行うとと

もに、経営の分析能力と意識を高める。 
 
（６）その他民間会社等が開催する研修 
商品のＷｅｂ販売、商品力の向上、ブランディングなど、販売促進に関する資質が必要となるため、

日本商工会議所、中小企業大学校、中小機構等で該当する研修があった場合は参加する。また、民間

会社の研修等にも積極的に参加する。 
 
（７）経営指導員等情報共有会議による情報共有 
 販路拡大プロジェクトにおける全体調整をするプロジェクトマネジャーとしての資質は、Off-JT
により向上させる種別のものではない。そこで、当初は、経営指導員等情報共有会議で、適宜情報を

共有しながら、トライ・アンド・エラーを繰り返すことにより資質向上を図る。 
 
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 毎年度、本計画に記載した事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。

 
①内部での検証のため、「経営発達支援事業 ワーキング会議」において、各事業の支援状況の報告

会を実施。 
②税理士等外部有識者を含めて構成する、「経営発達支援事業 評価会議」において、事業報告を行

い、事業実施状況、成果、評価、見直し案の提示を受ける。 
③「経営発達支援事業 評価会議」において、評価・見直しを受け、「経営発達支援事業 ワーキン

グ会議」にて、事業改善策・方針を再考する。 
④事業の成果、評価、見直しの結果については、専務理事への報告を経て、正副会頭会議へ報告し、

承認を受ける。 
⑤事業の成果、評価、見直しの結果を大町商工会議所ホームページ（http://www.occi.jp/）にて計画
期間中公表し、常時閲覧できるようにする。 
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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 

（１）組織体制 
 本事業は、中小企業相談所長を統括責任者とし、経営指導員を中心に全職員一丸となり実行する。

 

会 頭 坂中 正男 １名  

副会頭 松田 邦正   

 伊藤 彰一   

 井内 猛男 ３名  

専務理事 内山  博 １名 正副会頭会議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指導課 ４名（経営指導員３名）  総務課 ５名 

指導課長 経営指導員  企画振興・庶務会員係長 
山嵜 まゆみ  松井 照隆 
相談指導係長 経営指導員  企画振興係 主任 
西澤 文明   西山 雄次 
調査振興係主任 経営指導員 
山口 征廣  

 企画振興係 書記 
新井 美雪 

調査振興係主任 補助員  庶務会員係 主事 
中村 巻    西山 洋輔 

庶務会員係 書記 
高橋 千代子 

 

（２）連絡先 
大町商工会議所 中小企業相談所 指導課 

   〒398-0002 長野県大町市大町 2511-3 
   TEL 0261-22-1890  FAX 0261-23-3735 
     E-MAIL occi@deluxe.ocn.ne.jp 
 

事務局長 兼 
中小企業相談所長 
鷲澤 恒夫 
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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） 

 Ｈ２８年度 

（２８年４

月以降) 

Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度

必要な資金の額 42,987 42,987 42,987 42,987 42,987

 

中小企業相談

所特別会計 

 

 

 

42,987 42,987 42,987 42,987 42,987

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

 

国・長野県・大町市補助金、一般会計繰入金、手数料・雑収入等 

 

（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．創業セミナーの開催 
連携者及びその役割 

○大町商工会議所 
  産業強化力法の特定創業支援事業者として、大町市と連携し、「経営」「財務」「人材育成」「販路

拡大」の４テーマの知識が身に付く創業セミナーを開催し、創業事業計画作成支援を行う。 
  創業セミナーを入り口とした、創業者の個別ケースに応じた個別支援の実施、創業後も、定期的

な巡回や、ミラサポを利用した中小企業診断士等の専門家と連携した伴走型の支援を実施する。 
○地域金融機関 
  市・県の制度資金、日本政策金融公庫による「創業支援資金」等による資金支援・融資相談 

連携者名 住所 代表者名 

松本商工会議所 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 

塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2 
えんぱーく 4066 

会頭 山田 正治 

広域専門指導員 野畑 吉永 松本市中央 1-23-1松本商工会議所内 広域専門指導員 野畑 吉永 

松本信用金庫 大町支店 大町市大町 3206 支店長 北原 俊 

日本政策金融公庫松本支店 
国民生活事業 

松本市中央 1-4-20 事業統括 斎藤 祐一 

 

連携体制図等 

 

創業支援事業 

連携実施 大町市 

地域金融機関 

大町商工会議所 

 ・ワンストップ相談窓口 

 ・創業セミナー 

 ・創業後の定期的巡回、伴走型支援 

近隣都市創業者 

松本商工会議所 

長野県 

連携

支援連携 

創業希望者、創業５年未満の者

創業者 

支援 

広域創業支援 



- 25 - 
 

連携する内容 
２．長野県中南信エリア１６商工団体連携事業「自慢の逸品 発掘・売込逆商談会」の開催 
 中南信エリアの１６商工団体が行政や関係機関の協力のもと推進役を担い、加工食品製造業者に対

し新たな販路拡大の場を提供する。 
連携者及びその役割 

○松本商工会議所（主管）、大町商工会議所、塩尻商工会議所、岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、

諏訪商工会議所、茅野商工会議所、駒ヶ根商工会議所、伊那商工会議所、飯田商工会議所、安曇野

市商工会、上松町商工会、大桑村商工会、南木曽商工会、木曽町商工会、木祖村商工会 
  事業運営全般、買い手企業の募集、売り手企業の募集・商談シート作成支援 
○長野県松本地方事務所、（公財）長野県中小企業振興センター 
  会場提供、アドバイザー 
 

連携者名 住所 代表者名 
松本商工会議所 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 
塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2 えんぱーく 406 会頭 山田 正治 
岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1丁目 4-11 会頭 林 新一郎 
下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 
諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 
茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 
駒ヶ根商工会議所 駒ヶ根市上穂栄町 3-1 会頭 山浦 速夫 
伊那商工会議所 伊那市中央 4605-8 会頭 川上 健夫 
飯田商工会議所 飯田市本町 1丁目 12 会頭 柴田 忠昭 
安曇野市商工会 安曇野市豊科 4289-1 会長 齊藤 正昭 
上松町商工会 上松町本町通り二丁目 8番地 会長 羽毛田 盛雄

大桑村商工会 大桑村大字長野 2819-2 会長 櫻井 秀夫 
南木曽商工会 南木曽町読書 3671-3 会長 伊藤 民男 
木曽町商工会 木曽町福島 6442-6 会長 春日 正志 
木祖村商工会 木祖村薮原 189-1 会長 阿部 弘 

長野県松本地方事務所商工観光課 松本市島立 1020 課長 沖村 正博 
（公財）長野県中小企業振興センター 長野市若里 1-18-1 理事長 太田 哲郎
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連携体制図等 

 
 
 
 
 
 

松本商工会議所（主管） 
大町商工会議所、塩尻商工会議所、

岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、

諏訪商工会議所、茅野商工会議所、

駒ヶ根商工会議所、伊那商工会議所、

飯田商工会議所、安曇野市商工会、

上松町商工会、大桑村商工会、

南木曽商工会、木曽町商工会、

木祖村商工会 
以上 １６商工団体 

共催 
長野県松本地方事務所 
（公財）長野県中小企業振興センター 

 
 
 
 
 
 
 
 

長野県中南信エリア 

１６商工団体連携事業

自慢の逸品  

発掘・売込逆商談会

商談
１６地域からの 

買い手企業 

卸・小売業 

飲食業・旅館業等 

１６地域からの 

 売り手企業 

  

食品製造業 
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連携する内容 

３．おぉ！まちゼミな～る！（まちゼミ）の開催 
連携者及びその役割 

 
大町版まちゼミ「おぉ！まちゼミな～る！」の開催にあたり、意欲のある事業所より協力を頂き、 
参加店勉強会を行い、おぉ！まちゼミな～る！の運営に寄与する。 
 
○大町商工会議所 
  事務局、事業運営全般 

連携体制図等 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

市内事業所 

まちゼミ店舗募集、広報、

ゼミナールの開催 

一般市民のゼミナールへの参加 

まちゼミ運営支援 

 

大町商工会議所 
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連携する内容 

４．長野県商工会議所連合会における「広域専門指導員」の設置による支援事業 
連携者及びその役割 

 県内１８商工会議所において高度に専門的な経営支援を実施するため、長野県内商工会議所のう 
ち６か所（長野・松本・上田・下諏訪・飯田・長野県連）を拠点商工会議所と位置付け、拠点商工 
会議所に１名ずつの広域専門指導員を配置する。 
 大町商工会議所は、松本商工会議所を拠点商工会議所とし、塩尻商工会議所と３商工会議所で広 
域に連携する。 
 広域専門指導員は、高度な支援事案を３商工会議所の経営指導員と連携し、長期継続的に事案解 
決を図る。 
 

連携者名 住所 代表者名 
松本商工会議所 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 
塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2 えんぱーく 406 会頭 山田 正治 
広域専門指導員 野畑 吉永 松本市中央 1-23-1 松本商工会議所内 広域専門指導員 野畑 吉永

 

連携体制図等 

 
 

 
 
 
 
 

大町商工

会議所 

松本商工

会議所 

塩尻商工

会議所 

広域経営指導員

①経営相談 ②事案解決 

中小企業・ 

小規模事業者 
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連携する内容 
５．経営安定特別相談室の設置による無料相談会 「経営あんしん相談会」 

連携者及びその役割 
○松本商工会議所（主管） 
  事業統括、経営指導員による相談業務同伴 
○大町商工会議所・塩尻商工会議所 
  相談者の推薦、経営指導員による相談業務同伴 
○商工調停士、弁護士、税理士、中小企業診断士、司法書士、行政書士、日本政策金融公庫担当者、

 長野県信用保証協会担当者、長野県商工会連合会中信事務所 
  相談業務 

連携者名 住所 代表者名 

松本商工会議所 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 

塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2 えんぱーく 406 会頭 山田 正治 

長野県弁護士会 長野市妻科 432 会長 田下 佳代 

関東信越税理士会松本支部 松本市島立 926-2 支部長 市川 博保 

（一財）長野県中小企業診断協会 松本市城西 2-5-12 会長 滝澤 恵一 

長野県司法書士会松本支部 松本市岡田松岡 214-10 支部長 山本 雅 

長野県行政書士会 長野市南長野南県町 1009-3 会長 山崎 降二 

小林 桂三（商工調停士） 松本市城西 1-5-21 小林 桂三 

冨田 哲也（商工調停士） 松本市大手 3-1-1 冨田 哲也 

日本政策金融公庫松本支店国民生活事業 松本市中央 1-4-20 事業統括 斎藤祐一 

長野県信用保証協会 松本支店 松本市島立 976-1 支店長 西川 勝 

長野県商工会連合会中信事務所 松本市大字島立 856-1 所長 寺澤 伸一 
 

連携体制図等 

 

松本商工会議所 

大町商工会議所 

塩尻商工会議所 

中小企業・ 

小規模事業者 

商工調停士、弁護士、税理士、 

中小企業診断士、司法書士、 

行政書士、日本政策金融公庫担当者、

 長野県信用保証協会担当者 

 長野県商工会連合会中信事務所 

無料相談会 
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連携する内容 
６．「経営何でも相談会」の実施 
 専門相談員による無料相談会を２ヵ月に１回（奇数月）及び１２月に開催する。 

連携者及びその役割 
○大町商工会議所 
  事業統括 
○弁護士、中小企業診断士、税理士、長野県信用保証協会担当者、日本政策金融公庫担当者、 
  相談業務 
 

連携者名 住所 相談員名 

竹内法律事務所 松本市丸の内 8番 3号 所長 竹内 永浩 

伊藤 正昭（中小企業診断士） 安曇野市三郷温 3085-3 伊藤 正昭 

関東信越税理士会 大町支部 大町市大町 1276-4 支部長 戸谷 稔 

日本政策金融公庫松本支店国民生活事業 松本市中央 1-4-20 事業統括 斎藤祐一 

長野県信用保証協会 松本支店 松本市島立 976-1 支店長 西川 勝 

（公財）長野県生活環境営業指導センター 長野市南長野妻科 426-1 
長野県建築士会館 3F-301号

理事長 加藤 文人 

 

連携体制図等 

 

 

大町商工会議所 

中小企業・ 

小規模事業者 

弁護士、中小企業診断士、税理士、 

日本政策金融公庫担当者、 

 長野県信用保証協会担当者、 

 長野県生活環境営業指導センター 

担当者 

経営何でも相談会
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連携する内容 
７．「中信ブロック経営指導員研究会」の開催 

連携者及びその役割 
○松本商工会議所（事務局） 
  事業統括 
○構成機関：大町・塩尻・岡谷・諏訪・下諏訪・茅野商工会議所 
 

連携者名 住所 代表者名 

松本商工会議所 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 

塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2 えんぱーく 406 会頭 山田 正治 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1丁目 4-11 会頭 林 新一郎 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 
 

連携体制図等 

 

 

松本 

商工会議所

（事務局） 

①年２回の連絡会議 

 情報交換。 

②指導員研修会の開催 

 ５時間の勉強会 

大町 

商工会議所 

岡谷 

商工会議所 

下諏訪 

商工会議所 

塩尻 

商工会議所 

諏訪 

商工会議所 

茅野 

商工会議所 
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