
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
長野市商工会 （法人番号７１００００５００１７６１） 

実施期間  平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日 

目標 

（１）市場のニーズを把握した事業計画・改善計画等の策定支援を通じて、既存事

業者の経営基盤の安定と強化に取り組み、自社にしかない『強み』に気づき、

活用する。 

（２）地域の商工業が持続・成長するために、個による支援から全体での支援への

転換を図り、意欲ある事業承継者や創業者の育成支援体制を強化して、小規模

事業者の減少を抑制する。 

（３）「ベッドタウンと商業・工業集積地」「中山間地」「観光地」という３分類の

地域特性を踏まえた産業の振興に寄与し、地域の活力とにぎわいを取り戻すた

め、役職員一丸となって本計画を推進する。 

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       【指針③】 

●景気動向情報の整理・分析と情報提供 

●管内中小企業景況調査 

●管内小規模企業景気動向調査 

２ 経営状況の分析に関すること         【指針①】 

●自社の目に見えない『強み』分析 

●経営分析セミナー「知恵の経営ワークショップ（分析編）」の開催 

●事業承継分析 

３ 事業計画策定支援に関すること        【指針②】 

●事業計画策定支援事業 

●「知恵の経営ワークショップ（計画策定編）」の開催 

●創業計画策定支援事業 

●事業承継計画策定支援事業 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること    【指針②】 

●計画策定後のフォローアップ支援事業 

５ 需要動向調査に関すること          【指針③】 

●お客様ニーズ調査 BtoC（商業・サービス業系）、BtoB（製造業系） 

●行政や他支援機関、金融機関等発表の需要動向に関する調査結果の提供 

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】 

●物産館・アンテナショップ活用による販路開拓支援事業 

●web 活用による販路開拓支援事業（商業系）、（製造業系） 

●（公財）長野県中小企業振興センターとの連携による販路開拓支援事業 
●「住まいの安心相談窓口」事業による販路開拓支援事業 
 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 

  ●観光コンテンツの構築と観光客への提案 

連絡先 

長野市商工会 経営支援センター 

住 所：〒381-2205 長野県長野市青木島町大塚 881-1 

ＴＥＬ：026-284-3053  ＦＡＸ：026-285-3344 

E-Mail: keieishien@naganoshi-sci.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 地域の概要 
（１）概略 

長野市は、長野県の北部に位置する県庁所在地で明治

30年 4月に誕生し、その後、6回の合併を経て現在に至

る。中心市街地は古くから善光寺の門前町として栄え、

「商都ながの」と言われることもある観光業や商業が盛

んな地域である。また、武田信玄と上杉謙信が戦った川

中島古戦場、伝説の里戸隠や鬼無里など全国的に有名な

歴史・文化遺産がある。 

市の総面積は 834.81 ㎢、東西 36.5 ㎞・南北 41.7 ㎞

で、四方に妙高戸隠連山国立公園（平成 27 年指定）を

はじめとする山並みを望み、市域の約 4分の 3を占める

中山間地域の豊かな自然を有している。市内の中央には

総延長日本一の千曲川（新潟県域で信濃川）や、千曲川

の支流である犀川が流れている。 

気候は、長野盆地にあって季節風の影響を受けにくい

ため年間を通して湿度が低く、寒暖の差は大きく、平均

気温は約 12℃である。中央高地式気候であるが、日本海

側の気候の特色も併せ持っているために北部地域はス

キー場が 3か所ある豪雪地帯で、南部に行くに従って太

平洋側の気候の特色があるために降雪量は少なくなっ

ていく。また、最高標高地点は日本百名山の一つである

戸隠地区の高妻山で 2,353ｍ、最低標高地点は鳥居川水

系の清水で仕込む酒蔵のある豊野町浅野地区の 327ｍ

で、標高差は約 2,026ｍある。 

 

（２）長野市商工会の管轄地域と概略 

当商工会の管轄する地域は、昭和 41年 10月に長野市と上高井郡若穂町、更級郡川中島町・更北村、上

水内郡七二会村、更級郡信更村が合併、平成 17年 1月に上水内郡豊野町・戸隠村・鬼無里村、更級郡大岡

村が、平成 22年 1月に上水内郡中条村が長野市に編入された区域である。 

 
長野市商工会管轄地域（本所と支所） 白色部分が長野商工会議所、信州新町商工会管轄地域 

長野市ＨＰより 
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当商工会は、市町村合併に伴い平成 18年 4月に長野市内の 9商工会が合併して設立した後、平成 27年

4月に旧中条商工会と合併して会員数 2,121名（平成 29年 3月末現在）の県下最大規模を誇る。なお、合

併前の 10商工会地区のことを「支部」とし、各支部を管轄する事務局は本所を含め 8支所ある。 

市内には商工団体が 3団体存在し、市中心部と篠ノ井地区及び松代地区を管轄する長野商工会議所と、

市西部の信州新町地区を管轄する信州新町商工会がある。当商工会の管轄する地域は、長野駅を中心にし

た長野商工会議所管轄地域の外側に昔からあった町村部で構成されており、面積は 496.01 ㎢で市内の約

60％を占め、そのうち 425.9㎢（約 86％）は中山間地域である。 

産業の中心は地区によって特色がわかれ、更北・川中島地区の都市部は「卸売業、小売業」、若穂・豊野

地区の郊外や七二会・信更・鬼無里・大岡・中条地区の中山間地域は「建設業」、戸隠地区は「宿泊業、飲

食サービス業」が多い。 

地域資源については、各地区を代表する事項をイラスト化し、当商工会のホームページに支部アイコン 

として掲載している。 

 
更 北 地 区…毎年 3万人余りの人出で賑わう川中島古戦場まつり「軍配団扇（信玄）と太刀（謙信）」 

七二会地区…神秘の蝶と言われ、9月～10月に飛来する「アサギマダラ」 

信 更 地 区…鎌倉時代後期作で県宝指定の「長勝寺 木造金剛力士立像」 

戸 隠 地 区…創建以来 2千年余に及ぶ歴史を刻む戸隠神社、日本三大そばの一つとされる「戸隠そば」 

鬼無里地区…7㌶の広大な湿原にある奥裾花自然園に咲く 81万本の「水芭蕉」 

大 岡 地 区…長野冬季オリンピック開会式に登場した、正月の松飾りのしめ縄で作る「芦ノ尻道祖神」 

中 条 地 区…地域住民を災いから救い、子供たちを危険から守ってくれる「山姥伝説」 

また、農産物として若穂地区の「綿内れんこん」、川中島地区の「川中島白桃」、豊野地区の「りんご」

が有名である。 

 

地域特性を大別すると、以下の３分類となる。 

◆ベッドタウンと商業・工業集積地（更北・川中島地区、若穂・豊野地区の一部） 

市中心部に近いので戸建住宅や集合住宅が多く、人口は増加している地区もある。商業は大型店の

出店や既存の事業者に加えて、飲食業・サービス業を中心とした新規開業者も集積しており、工業

は食品加工製造業や機械工業が集積している。 

消費行動と流通構造の変化に対応し、地域活力の源となる商工業が持続・成長するために、足腰の

強い工業生産や商業活動が展開され、販路の拡大・付加価値の高いものづくりや先端技術の導入を

促進して、経営力・販売力・競争力の強化を図る必要がある。 

 

◆中山間地（若穂・豊野地区の郊外、七二会・信更・戸隠・鬼無里・大岡・中条地区） 

少子高齢化や過疎化により、人口が著しく減少している地区が多い。事業所数は後継者の不在、事

業主の高齢化に直面して減少傾向にある。基幹産業である建設業の持続的発展が、地域経済の下支

えと就業の場の確保に繋がっている。 

経営資源に限りがある中で、この地域に相応しい新たな活力につながる産業の創出（こだわりのあ

るパン屋、刀鍛冶等）が定着しつつある。自然豊かな地域の魅力や特性を活かして、地域外からの

移住・定住を促進し、地域の衰退に歯止めをかける必要がある。 

 

◆観光地（戸隠地区、更北・豊野・鬼無里・大岡・中条地区のスポット） 

名所・旧跡や高原・湖沼、有名な神社仏閣や温泉施設、郷土食や果実等の特産物を有する。観光客

ニーズの多様化に対応するため、地域資源や潜在ニーズを掘り起こして、ブランドの活用や保有す

る資源の有効配分を行って、魅力を活かした観光振興を推進する。 

豊富な観光資源等を活かして認知度を一層高めていくため、ブランド力に磨きをかけ、効果的に情

報を発信するとともに、事業者同士が連携して誘客活動を進める。高速道路や新幹線などの高速交

通網を活用し、より広域的な観光を展開する必要がある。 

 

（３）交通網及び人口 

交通に関しては、管轄地域に鉄道の駅が JR信越線の「川中島駅」「今井駅」、しなの鉄道の「豊野駅」JR

飯山線の「信濃浅野駅」があるが、地域住民の移動については市のデータで「1 世帯当たり乗用自動車台

数（軽含む）1.5台」という数値が示すように、自動車が中心である。 

平成 10年のオリンピック・パラリンピック冬季競技大会開催に伴い高速交通網が急速に整備され、上信
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越自動車道の開通、平成 9年 10月には北陸新幹線（旧：長野新幹線）が開業して、平成 27年 3月に石川

県金沢市まで延伸し、新幹線では東京から最速で約 80分の距離となった。 

市の総人口は平成 29 年 4月時点で県下最多の 380,473人、総世帯数は 159,371世帯で、人口の内訳は年

少人口 49,462人（13.0％）、生産年齢人口 222,623人（58.5％）、老年人口 108,388人（28.5％）となって

いる。人口は平成 12年にピークとなり、今後は減少が進むことが想定される。また、人口構成は、より一

層少子・高齢化の進行が見込まれている。 

 
 

（４）産業及び小規模事業所数等 
産業別就業者数はりんご・もも・ぶどうなどの果実が市場から高い評価を受けている第一次産業が約

17,300 人で 8.8%、食料品加工業・電子部品等製造業・建設業等の第二次産業が約 40,400 人で 20.6%、卸

売業・小売業やサービス・医療・福祉を中心とする第三次産業が約 139,500 人で 70.6%となっており、第

三次産業が 70%を占めている。（平成 24年就業構造基本調査結果：長野市出典） 
平成 26年経済センサスによると、当商工会管轄地域の事業所数は 4,119 事業所、従業者数は 39,639名、

売上（収入）金額は 7,388 億円余である。 
【管轄地域内 H26経済センサスより】 

 事業所数 従業者数 売上（収入）金額 

第１位 
卸売業・小売業 

1,144事業所 （27.8％） 

卸売業・小売業 

10,195名 （25.7％） 

卸売業・小売業 

3,739億円 （50.6％） 

第２位 
建設業 

589事業所 （14.3％） 

製造業 

7,863名 （19.8％） 

製造業 

2,220億円 （30.0％） 

第３位 
宿泊業・飲食サービス業 

376事業所  （9.1％） 

医療・福祉 

5,018名 （12.7％） 

建設業 

377億円  （5.1％） 

 

（参考）長野市内全域 事業所数 19,872事業所、従業者数 183,861名、売上（収入）金額 3兆 1,478億円余 

 事業所数 従業者数 売上（収入）金額 

第１位 
卸売業・小売業 

4,841事業所 （24.4％） 

卸売業・小売業 

39,580名 （21.5％） 

卸売業・小売業 

1兆 6,135億円 （51.3％） 

第２位 
宿泊業・飲食サービス業 

2,280事業所 （11.5％） 

医療・福祉 

24,830 名 （13.5％） 

医療・福祉 

4,368億円 （13.9％） 

第３位 
不動産業・物品賃貸業 

2,091事業所 （10.5％） 

製造業 

21,049名 （11.4％） 

製造業 

4,324億円 （13.7％） 

「第五次長野市総合計画」より 
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市内の小規模事業者数は 13,368、そのうち管轄地域に 2,773あり、全体の 20.7％を占める。経済センサ

スの平成 18 年と 24 年を比較すると、管轄地域全体で▲181、7 年間で▲6.1％減少している。▲10％超が

６地域あり、中には▲16.7％減少した地域がある。 

 
 

 

２ 地域の現状と課題 
（１）当市は、恵まれた自然環境や全国的に有名な歴史・文化遺産があり、中心街を離れて郊外に向かうにつ

れて田園風景が広がって、中山間地の緑豊かな山村風景を望むことができ、都市の利便性と田舎らしさが

程よく同居している。この自然環境は、適切に保全しながら観光交流や子育てなど、幅広く有効に活用で

きる可能性を有する。 

 

（２）管轄地域の事業所数は、平成 21 年に 4,341 事業所、6 年後の平成 26 年のデータ 4,119 事業所と比べて

▲5.1％減少している。その中で「医療・福祉」は 75事業所増えているものの、全業種的に後継者不足や

事業主の高齢化により廃業する事業所が増えていることも否めず、経済規模の縮小が懸念されている。 

また、地域に根差した事業所が減少することにより、町おこしや各種イベント等の担い手も減ることと

なり、地域活力が減退している。管轄地域は、長野市中心市街地を取り巻く郊外及び中山間地域であるこ

とから、地理的に飛び地もあるなど点在しており、様々な面において連携した事業活動等がとり難いとい

う面がある。 

 
市では、「実践起業塾」や補助金制度「長野市移住者起業支援金」、「まちなかパワーアップ 空き店舗等

活用事業補助金」、「オフィス家賃等助成事業」、市外企業の市内進出への促進策としての融資制度「市内進

出支援資金」や「創業支援資金」により、起業や企業の市内進出の促進を図っている。 

平成 28年度の市融資制度「創業支援資金（創業 5年以内対象）」融資あっせん実績では、前年度比で件

数 2.18 倍の 205 件、融資額 2.29 倍の 844,450 千円となった。管轄地域でも前年度比で件数 1.83 倍の 42

件、融資額 2.16倍の 192,520千円と伸びており、業種別では商業（小売業、卸売業）が 8件 436,760千円、

工業（食品製造）が 1件 500千円、建設業が 9件 28,780千円、飲食業・サービス業が 24件 126,480千円

だった。 

 

（３）業種別の動向 

【商業（小売業、卸売業）】 

商業については、「長野市の商業 平成 26年商業統計調査結果報告書」によると、市内全体で小売業で

はその他の飲食料品小売業（構成比：11.3％）が最も多く、次いで他に分類されない小売業（同：10.4％）、

自動車小売業（同：10.2％）の順である。卸売業では食料・飲料卸売業（構成比：13.6％）が最も多く、

年間商品販売額が 1兆 4925億 2324万円となった。 

従業者規模別事業所数は、10人未満が全体の 78.6％を占め、2人以下は 35.0％と最も多い。 

管轄地域では、都市部で大型店の出店等が相次ぎ、中小零細企業の存続は厳しい状況にある。平成 21

年～26 年の 6年間で比較すると▲97事業所で、都市部では新規開業者がいるために微減で推移する一方、

中山間地域は減少が著しい。少子高齢化や過疎化等の社会情勢の大きな変化に伴い、地域住民の移動手段

の一つである私鉄やバス路線の廃線で、特に高齢者の日常生活に不可欠な商品等の入手が困難になってき

ている。 

年次 内訳 若穂 川中島 更北 七二会 信更 豊野 戸隠 鬼無里 大岡 中条 管内合計

平成18年 小規模事業者数 352 610 1,209 55 43 271 234 79 44 57 2,954

小規模事業者数 336 562 1,207 47 40 231 195 68 39 48 2,773
増減数 ▲ 16 ▲ 48 ▲ 2 ▲ 8 ▲ 3 ▲ 40 ▲ 39 ▲ 11 ▲ 5 ▲ 9 ▲ 181
増減率 ▲ 4.5% ▲ 7.9% ▲ 0.2% ▲ 14.5% ▲ 7.0% ▲ 14.8% ▲ 16.7% ▲ 13.9% ▲ 11.4% ▲ 15.8% ▲ 6.1%

管轄地域の小規模事業者数の推移

平成24年

長野県「平成24年経済センサス－活動調査に基づく小規模事業者数について」より抜粋

年次 内訳 総数 農林漁業
鉱業、

採石業等 建設業 製造業
電気・ガス

・水道業等
情報通信業 運輸業等

卸売業、

小売業

金融業、

保険業

不動産業、

物品賃貸業

専門・技術

サービス業等

宿泊業、飲食

サービス業

生活関連

サービス業等

教育、

学習支援業
医療、福祉 複合サービス事業 サービス業

事業所数 20,428 86 14 2 ,372 1 ,273 17 276 341 5 ,269 353 1 ,901 2 ,488 646 1 ,043 218 4 ,131

管内計 4,171 35 7 711 304 0 19 103 1,211 37 258 367 131 186 52 750

事業所数 21,049 123 10 2 ,366 1 ,247 25 317 387 5 ,251 385 2 ,246 991 2 ,514 1 ,605 618 1 ,212 167 1 ,585

管内計 4,341 45 4 685 308 2 32 121 1,241 41 308 171 398 313 116 231 49 276

H18年比 104.1% 128.6% 57.1% 96.3% 101.3% #DIV/0! 168.4% 117.5% 102.5% 110.8% 119.4% #DIV/0! 108.4% #DIV/0! 88.5% 124.2% 94.2% 36.8%

事業所数 19,483 128 8 2 ,143 1 ,157 21 278 368 4 ,732 376 2 ,112 919 2 ,175 1 ,531 590 1 ,262 156 1 ,527

管内計 4,033 45 4 594 302 2 22 114 1,123 39 302 163 359 304 103 244 44 269

H21年比 92.9% 100.0% 100.0% 86.7% 98.1% 100.0% 68.8% 94.2% 90.5% 95.1% 98.1% 95.3% 90.2% 97.1% 88.8% 105.6% 89.8% 97.5%

事業所数 19,872 122 4 2 ,069 1 ,165 26 261 350 4 ,841 375 2 ,091 960 2 ,280 1 ,539 616 1 ,479 145 1 ,549

管内計 4,119 44 2 589 305 3 15 104 1,144 41 300 168 376 302 108 306 40 272

H24年比 102.1% 97.8% 50.0% 99.2% 101.0% 150.0% 68.2% 91.2% 101.9% 105.1% 99.3% 103.1% 104.7% 99.3% 104.9% 125.4% 90.9% 101.1%

管轄地域の事業所数の推移

平成
18年

経済センサス、事業所・企業統計調査より抜粋

平成
21年

平成
24年

平成
26年
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 【工業（食品製造、機械工業等）】 

   工業については、長野市「平成 26年工業統計調査結果報告書」によると、市内全体で従業者 4人以上の

製造業の概要では食料品製造業が最も多く、次いで印刷・同関連業、生産用機械器具製造業、金属製品製

造業の順となり、4業種で全体の 57.6％を占める。 

従業者規模別事業所数では、29人以下の事業所が全体の 77.0％を占める。製造品出荷額は 4388 億 3539

万円で県全体に占める割合は 8.0％である。 

管轄地域における地区別製造品出荷額では更北地区が 862億 2867 万円（構成比：19.6％）と最も多く、

次いで若穂地区が 602億 3683万円（同 13.7％）だった。 

管轄地域では、機械工業等もあるが、食料品製造関連の企業が郷土料理である「信州そば」や「おやき」、

「きのこ」、「漬物」の製造等を行っているケースも多い。 

事業所数は、平成 21 年～26年の 6年間で比較するとほぼ横ばいの状態で、産業構造の変革に対応しよ

うと異なる事業分野に進出する企業もある。 

 

【建設業】 

  建設業については、中山間地域において治山や除雪等の事業が必要となることから、建設業者が地域を

災害から守り、また就業の場の確保という面においても重要で、こうした地域の基幹産業となっており、

当商工会地域にも、比較的建設業の事業所数は多い。 
経済センサスにより管轄地域の建設業を見ると、平成 21年～26年の 6年間で比較して事業所数は▲96

事業所（▲14.0％）、従業者数は 4,113 人から 3,414人と▲699人（▲17.0％）減少している。平成 24年

～26年の 3年間で比較すると事業所数は▲5事業所（▲0.8％）、従業者数は 3,442 人から 3,414 人と▲28

人（▲0.8％）減少していて、減少率は緩やかになっている。 

公共工事等の受注減少に伴って業績の回復が見込めないために、廃業や倒産する事業所が多い。業績が

安定しないので従業者の正規雇用に踏み切れない場合もあるが、従業者の高齢化による離職や採用難など

で人手不足の状況が続く事業所もある。 

 

 【宿泊業、飲食サービス業】 

管轄地域内の都市部では、飲食サービス業や

理美容業の開業が目立つ。また、管轄地域の観

光の中心は戸隠地区であり、長野県観光部の資

料によると平成 22 年～26 年の観光地利用者延

数は年平均 120万人、観光消費額は年間 65億円

前後で推移している。宿泊業、そば店、土産品

店が多く、信仰の聖地として、また登山・避暑・

キャンプやスキーを楽しむために、年間を通じ

て参拝者や観光客が訪れる。 

北陸新幹線の金沢延伸により、観光・経済な   

どの面で北陸地方との交流が活発になってきて   

おり、広域的な連携や交流の促進につながる可

能性を有している。 

当商工会では、平成 26 年 3月に富山県高岡市

商工会と「連携協力に関する協定書」に調印し、

地域経済の活性化を目指して相互の連携強化を

進めている。 

また、年々増加傾向にあるインバウンドの受

入態勢は、早急な対応が必要である。 
※平成 27年は善光寺御開帳・戸隠神社式年大祭、 

平成 28年は NHK大河ドラマ『真田丸』放映。 

「川中島」は古戦場のことで更北地区。 

 

（４）人口の推移 

管轄地域人口は、平成 29年 4月時点が 95,510

人で、平成 24年の 97,374人に対して▲1.9％に留まっているが、地域間の格差は大きい。都市部（更北地

区・川中島地区）はそれぞれ 1.6％・0.7％増加しているものの、その他の地域は▲3.0％～▲18.0％減少

している。老年人口（65歳以上）比率は長野市全体では 28.5％であるが、管轄地域の平均は 42.0％、50％

超が 4地区（信更・鬼無里・大岡・中条）で、最高値は鬼無里の 57.5％となっている。 

人口減少、少子・高齢化、過疎化が進む中、地方から大都市圏、とりわけ東京圏への流出傾向が続いて

観光地名 合計 観光消費額
類型 （百人） 県内 県外 日帰り 宿泊 （千円）

28 3,087 815 2,272 3,087 0 426,006
27 3,042 804 2,238 3,042 0 419,796
26 2,655 703 1,952 2,655 0 366,390
25 2,460 648 1,812 2,460 0 339,480
24 3,057 822 2,235 3,057 0 421,866

28 362 216 146 254 108 115,748
27 403 241 162 295 108 124,399
26 386 230 156 292 94 115,709
25 397 236 161 295 102 120,946
24 415 247 168 309 106 126,202

28 1,025 923 102 1,025 0 143,604
27 1,042 938 104 1,042 0 146,728
26 1,100 992 108 1,100 0 154,544
25 1,046 942 104 1,046 0 147,320
24 1,004 905 99 1,004 0 140,592

28 15,827 8,360 7,467 12,497 3,330 8,681,903
27 16,179 8,541 7,638 12,891 3,288 8,831,152
26 11,898 6,190 5,708 9,268 2,630 6,606,359
25 11,683 6,060 5,623 8,925 2,758 6,549,969
24 11,859 6,193 5,666 9,215 2,644 6,577,788

28 659 101 558 615 44 221,016
27 1,007 140 867 933 74 343,194
26 785 117 668 715 70 267,734
25 1,090 152 938 1,000 90 373,346
24 1,092 157 935 1,002 90 374,244

28 484 340 144 394 90 122,017
27 505 353 152 419 86 124,161
26 500 350 150 412 88 124,068
25 480 336 144 390 90 121,305
24 424 297 127 340 84 108,946

長野県『観光地利用者統計調査結果』より抜粋

戸隠高原

高原・湖沼

鬼無里

名所・旧跡

中条

名所・旧跡

名所・旧跡

川中島

聖山高原
　　（大岡）

高原・湖沼

豊野

名所・旧跡

年
県内・県外別 日帰り・宿泊別

観光地利用者延数
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おり、歯止めをかける方策の必要性が高まっている。 

市では、空き家を売りたい方、貸したい方と買いたい方、借りたい方をつなぎ、空き家の利活用による

移住・定住を促進して地域の活性化を図ることを目的とする「空き家バンク」や、ながので働きたい人と

企業をつなぐ「おしごとながの」、ロゴマークは“Ｉ”・“Ｕ”・“Ｊ”ターンを掛けあわせて NAGANOの頭文

字“Ｎ”をつくる「Ｎターン」等の施策により、地域外からの流入人口増を目指している。 

 
 

 

３ 市町村の総合計画（市町村の方向性） 
長野市では、平成 29（2017）年度から平成 38（2026）年度までの 10年間を計画期間とした新たな行政

運営の指針として、「第五次長野市総合計画」を平成 29年 4月に策定し、目指すまちの将来像を「幸せ実

感都市『ながの』～“オールながの”で未来を創造しよう～」と掲げている。 

中でも、産業・経済分野における基本構想（10年間）では、進めるべき政策として以下の 4項目を挙げ

ている。 

政策１ 魅力を活かした観光の振興 

政策２ 活力ある農林業の振興 

政策３ 特色を活かした商工業の振興 

政策４ 安定した就労の促進 

 

我が国では、人口減少、少子・高齢化の進行が大きな課題となっており、当市においても対策の必要性

が高まっている。こうしたことから、「オールながの」で人口減少を抑制し、幸せを実感できるまちを目指

すため、前期基本計画（平成 33 年度までの 5年間）には 3つの計画推進重点テーマを掲げ、分野横断的に

取組を推進していくことを特長の一つとしている。 

テーマ１ 「魅力ある地域づくり」～暮らし続けられる環境づくりに向けて～ 

   ≪目標≫ 多様な地域性を有する本市において、市街地や中山間地域等の特性を活かしながら全市

の魅力を高めるとともに、暮らし続けられる環境づくりに向けて、魅力ある地域づくり

を目指す。 

   ≪視点≫ 『安心して暮らす』 『ともに支える』 

『地域が輝く』 『生活機能を守る』 『自然を保全・活用する』 

テーマ２ 「にぎわいあるまちづくり」～交流人口の増加に向けて～ 

≪目標≫ オリンピック・パラリンピック冬季競技大会等の開催による世界的知名度や独自の歴

史・文化などを有しているが、更にブランド力を高めるとともに、新たな資源を掘り起

こし磨き発信することにより、交流人口の増加に向けて、にぎわいのあるまちづくりを

目指す。 

   ≪視点≫ 『存在感を示す』 『人が集う』 『文化・スポーツを楽しむ』 

        『新しい人の流れをつくる』 

テーマ３ 「活力あるまちづくり」～定住人口の増加に向けて～ 

≪目標≫ 人口減少、少子・高齢化の進行は、地域社会の活力に影響が生じる懸念があるため、定

住人口の増加に向け、活力あるまちづくりを目指す。 

≪視点≫ 『子どもを産み育てる』 

       『いつまでも健康に暮らす』 『元気な身体をつくる』 

       『仕事が生まれる』 『企業が育つ』 

年次 内訳 長野市 若穂 川中島 更北 七二会 信更 豊野 戸隠 鬼無里 大岡 中条
管内合計

・平均

人口総数 383,027 13,193 26,480 31,504 2,178 2,875 10,224 4,657 2,088 1,456 - 94,655
年少人口 14.5% 13.9% 16.9% 16.1% 7.7% 8.8% 13.6% 8.9% 8.8% 8.7% - 11.5%

生産年齢人口 63.7% 62.0% 64.5% 66.2% 53.3% 55.5% 60.8% 54.0% 46.3% 45.5% - 56.5%
老年人口 21.8% 24.1% 18.6% 17.7% 39.0% 35.7% 25.6% 37.1% 44.9% 45.8% - 32.1%

人口総数 386,882 12,919 27,536 33,400 1,889 2,404 10,109 4,088 1,729 1,134 2,166 97,374
年少人口 13.8% 14.0% 16.2% 16.2% 6.8% 5.9% 13.1% 7.8% 6.7% 6.5% 7.9% 10.1%

生産年齢人口 60.9% 58.6% 62.1% 63.4% 50.7% 52.1% 58.7% 52.2% 42.7% 42.5% 45.8% 52.9%
老年人口 25.3% 27.4% 21.7% 20.4% 42.5% 42.0% 28.2% 40.0% 50.6% 51.0% 46.3% 37.0%

人口総数 380,473 12,492 27,720 33,947 1,592 2,079 9,803 3,606 1,417 973 1,881 95,510
年少人口 13.0% 12.9% 14.8% 15.3% 6.8% 3.9% 12.7% 6.7% 4.7% 3.9% 7.0% 8.9%

生産年齢人口 58.5% 55.9% 60.4% 61.1% 45.5% 45.3% 56.3% 46.7% 37.8% 40.8% 41.4% 49.1%
老年人口 28.5% 31.2% 24.8% 23.6% 47.7% 50.8% 31.0% 46.6% 57.5% 55.3% 51.6% 42.0%

管轄地域の年齢別人口の推移

平成
18年

平成
24年

平成
29年

長野市企画課統計資料より抜粋
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   産業・経済分野における施策の展開は以下のとおりとなっている。 

政策１ 魅力を活かした観光の振興 

    施策① 豊富な観光資源等を活かした観光交流促進 

    施策② インバウンドの推進 

    施策③ コンベンションの誘致推進 

政策２ 活力ある農林業の振興 

    施策① 多様な担い手づくりと農地の有効利用の推進 

  施策② 地域の特性を活かした生産振興と販売力強化の促進 

    施策③ 森林の保全と資源の活用促進 

政策３ 特色を活かした商工業の振興 

    施策① 商工業の強化と環境整備の促進 

    施策② 地域の特性が光る商工業の推進 

    施策③ 新たな活力につながる産業の創出 

政策４ 安定した就労の促進 

    施策① 就労の促進と多様な働き方の支援 

    施策② 勤労者福祉の推進 

 

当商工会としても、第五次長野市総合計画に則り、事業者間等連携強化を進めることで各々の強みや特

性を活かした産業振興を図ること、また活力とにぎわいあふれる地域づくりのため、地域のリーダーや後

継者、また創業者等人材育成支援を進めていくことが必要である。 

 

 

４ 長野市商工会の役割 
（１）これまでの商工会の取組と課題 

当商工会の事務局体制は、本所・支所という体制を組んでおり、本所（更北支所兼務）と 7支所（若穂・

川中島・西部（七二会、信更、大岡支部を担当）・豊野・戸隠・鬼無里・中条）がある。これまでの事業運

営は、拠点集中型により、本所と 3支所（川中島・西部・戸隠）に主任経営支援員（経営指導員の呼称、

以下同じ）を配置し、経営改善普及事業として経営・金融相談、税務・労務対策等を中心に行っている。 

また、本所内に各種企画調整等を担う総務指導課、各支所駐在の主任経営支援員の要請に応じて金融相

談や各種補助金申請等経営改善普及事業を中心に行う経営支援センター、更北支部の経営・税務・労務相

談を主とした経営改善普及事業や管轄地域全体の地域振興事業も行う地域支援センターが設置されてい

る。 

経営改善普及事業は、これまで 9名の主任経営支援員個々としての対応が殆どであった。一部内部でお

互いに相談ということは勿論あるが、基本的に組織として定期的に情報交換や支援策の検討、ＯＪＴ等と

いった機会が少なく、各主任経営支援員のスキルやノウハウに依存した支援体制であることから、経験年

数や得意・不得意分野等により、個々の対応に差が出てしまうこと、単発的・画一的支援になりやすいこ

と等の課題があった。 

一方、地域振興事業においては、10 支部が地理的に点在していること、また広範囲に及ぶことから、地

域全体としてのイベントや催しを行うことは困難であり、各支部での対応となっている。 

 

（２）今後商工会に求められている役割 

   小規模事業者も含めた事業所数の減少、また人口減少や高齢化による地域活力の減退等の課題を抱える

中で、今後当商工会に求められる役割は、計画的な経営を事業者と共に考え、将来的に事業活動を持続す

るための体力をつけて廃業せざるを得ない小規模事業者を少しでも減らすこと、また地域経済の活性化を

促すことが求められるものと考える。 

そのためには、小規模事業者支援機関として国・県・市等の各種支援策を小規模事業者に広く周知して

活用を促しながら、今まで以上に事業承継の円滑な推進、創業促進支援、経営意欲の高い事業所への重点

的支援や人材育成といった取組が必要となる。 

 

 

５ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方（10 年） 
  当商工会管轄地域においては、中山間地域・過疎地を抱え、小規模事業者が廃業により減少していく状

況下にある。そうした中、平成 29 年 4月に策定された「第五次長野市総合計画」の産業・経済分野におけ

る基本構想では、市場のグローバル化、消費者ニーズの多様化、国内市場の縮小等厳しい経済環境下にお

いて持続可能な産業を実現するため、産業間や事業者間の連携を強化し相乗効果を高めるとともに、担い

手を育成しながら、地域特性を活かした産業を振興し、多様な就労形態が支える、活力とにぎわいのあふ
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れるまち「ながの」を目指す、と示されている。 

こうした地域・小規模事業者・当商工会の現状や課題、市の産業振興の方向性を踏まえ、商工会として

の中長期的な小規模企業振興のあり方としては、小規模事業者の支援ニーズに対して個ではなく連携（産

業・事業者間、他の支援機関、主任経営支援員同士等）強化を図り、既存事業者の支援や事業承継の推進・

創業支援等を通じて小規模事業者の減少を防ぎながら、併せて経営意欲の高い事業所を育成することで、

小規模事業者の将来を見据えて市場のニーズに合った発達を支援し、地域の活力を取り戻していくことを

目指して本事業に取り組んでいく。 

 

 

６ 本計画の目標と方針（5 年） 
【目 標】 

（１）市場のニーズを把握した事業計画・改善計画等の策定支援を通じて、既存事業者の経営基盤の安定

と強化に取り組み、自社にしかない『強み』に気づき、活用する。 

（２）地域の商工業が持続・成長するために、個による支援から全体での支援への転換を図り、意欲ある

事業承継者や創業者の育成支援体制を強化して、小規模事業者の減少を抑制する。 

（３）「ベッドタウンと商業・工業集積地」「中山間地」「観光地」という３分類の地域特性を踏まえた産業

の振興に寄与し、地域の活力とにぎわいを取り戻すため、役職員一丸となって本計画を推進する。 

 

【方 針】 

  当商工会では、上記目標達成のため、以下の方針を示す。 

（１）主任経営支援員による個別対応や経営支援グループ会議（月１回開催）で、小規模事業者個々の企

業レベルに合った実行支援策を提案し、支援目的や方針の明確化により「自ら考え、自ら実行する経

営者」を育成する。職員間では、「支援情報の共有」と「ノウハウの蓄積」を行う。 

（２）地域経済の中心的な支援機関としての責務を果たすため、個による単発的・画一的支援から脱し、

金融機関、他の支援機関等との支援事例や情報の共有化により、産業間・事業者間の連携強化を図り

ながら、事業承継者や創業者と共に実現可能な事業計画を策定して実施支援を強化することにより、

小規模事業者数の減少に歯止めをかけていく。 

（３）小規模事業者や住民にとって、なくてはならない存在であるという認識のもとに「地域を支える商

工会」として頼りにされる存在となるべく、10支部それぞれの地域の特色を活かすため、地域資源の

発掘や活用に取り組み、次世代を担う人材育成を図りながら地域活性化に繋げる。 

 

【事業イメージ】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベルに合わせた支援から始めて、小規模事業者の実力の底上げを行い、更に上のレベルへ進む。 

 

 

 

 

 

 

小 

規 

模 

事 

業 

者 

◆レベル３ 

≪職員個別による支援≫ 

 

経営基盤の安定と強化支援 

◆レベル１ 

≪金融機関、他の支援機関等 

との連携支援≫ 

専門分野の課題支援 

◆レベル２ 

≪経営支援グループ会議に 

よる支援≫ 

戦略志向の改革支援 
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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３０年４月１日～平成３５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】 
（現状と課題） 

当商工会では、全国商工会連合会からの委託により、4 分類（製造・建設・小売・ｻｰﾋﾞｽ業）30 企業

を四半期毎に定点調査する①「中小企業景況調査」（中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

が取りまとめ）と、4 分類（製造・建設・小売・ｻｰﾋﾞｽ業）9 業種（食料品製造、機械金属製造、建設、

衣料品小売、食料品小売、耐久消費財、旅館・宿泊所、洗濯、理美容）を毎月定点調査する②「小規模

企業景気動向調査」（全国商工会連合会が取りまとめ）を実施している。調査結果については、①は長野

県商工会連合会に提出し、国及び県レベルでの報告を調査対象企業に提供し、②は全国商工会連合会に

提出し、国レベルでの報告を一部の事業所に情報提供する程度に留まっている。 
長野市地域のみを対象として調査結果を分析したり、国及び県レベルの調査結果を広く一般の事業所

に情報提供したりする等といったことは行っていなかった。 
上記以外には、主任経営支援員が個別に巡回・窓口相談の際のヒアリングや、金融機関が定期的に広

報誌に掲載するものを情報収集していた程度であり、これらの情報を商工会としてまとめ、小規模事業

者に情報提供を行う等といったこともできていなかった。 
 

（改善方法） 
現在のサンプル企業数は、地域の企業数等からすると地域経済動向の把握に不十分なので、調査企業

数を増やして得た調査結果と関係機関から収集した情報を整理・分析し、国・県・市（管轄地域）単位

の景況・経済動向を小規模事業者に提供する。 
併せて、金融機関が定期的に広報誌に掲載する経済動向調査結果についても、上記①と②の調査結果

とともに、小規模事業者向けにも、当商工会ホームページや会報の活用等により情報提供を行う。また、

主任経営支援員等職員間でいつでも閲覧できるように共有し、巡回・窓口相談の機会等において外部環

境の変化への対応策や今後の経営戦略を盛り込んだ事業計画策定等に活用していく。 
 
（事業内容） 
目的：小規模事業者に対する的確な支援を行うには、支援を行う個社のことはもちろんであるが、地域

の経済動向も把握する必要がある。小規模事業者が、自社を取り巻く外部環境要因を踏まえて経

営戦略検討・立案の参考とするために当該調査を実施し、支援機関として適切な情報提供を行う。 
 
（１）景気動向情報の整理・分析と情報提供（新規） 
ア 対 象 者：製造業・建設業・小売業・サービス業の中小企業、小規模企業 
イ 調査方法：金融機関が定期的に発行する広報誌の情報や雇用情勢を踏まえて、上記①と②の調査

結果を主任経営支援員が整理・分析する。 
ウ 調査項目：以下の資料を活用し、経済動向や景気動向を把握する。 

 
エ 活用方法：収集した情報を整理・分析した経済動向や景気動向データ、雇用情勢は、小規模事業

者に理解しやすい言葉で主任経営指導員が解説する。また、職員間で情報を共有して、

日常の支援業務に活用する。 
オ 提供方法：国・県・県内北信単位に整理し、市（管轄地域）の調査結果（以下の（２）と（３））

を踏まえて四半期毎に当商工会ホームページにて情報発信を行う。 
カ 効  果：情報提供するデータにより、産業全体や業種別の動向を把握してもらい、自社の事業

計画策定のための参考にしてもらう。 

種　類 調査資料 発行団体 期間 対象地区 調査項目
中小企業景況調査報告書 全国商工会連合会 四半期 全国
中小企業景況調査報告書 長野県商工会連合会 四半期 長野県

小規模企業景気動向調査 全国商工会連合会 毎月 全国
産業全体・業種別（製造・建設・小売・ｻｰﾋﾞｽ業）の業況、
売上額、仕入単価、採算、資金繰り、経営指導員のｺﾒﾝﾄ等

経済月報 長野経済研究所 毎月 長野県 経済動向（生産・個人消費・建設投資）、今後の見通し等
長野しんきん北信地区経済動向 長野信用金庫 毎月 長野県北信 産業全体・業種別（製造・建設・卸小売・ｻｰﾋﾞｽ業）の業況等
最近の雇用情勢 長野労働局 毎月 長野県
情報通信 ハローワーク長野 毎月 長野市北部
業務月報 ハローワーク篠ノ井 毎月 長野市南部
業務月報 ハローワーク須坂 毎月 長野市東部

景気動向

雇用情勢

産業全体・業種別（製造・建設・小売・ｻｰﾋﾞｽ業）の景況、
売上額、採算、資金繰り、設備投資状況、今後の見通し等

求人・求職状況（有効求人倍率・新規求職者数等・産業別
動向）、就職状況
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（２）管内中小企業景況調査（拡充）  
ア 対 象 者：管轄地域の中小企業 100 企業（製造業・建設業各 20、小売業・サービス業各 30） 
イ 調査方法：四半期毎に、主任経営支援員等による訪問・聴き取りにて調査し、収集した情報を主

任経営支援員が整理・分析をする。 
ウ 調査項目：売上額・売上単価・売上数量・資金繰り・仕入単価・在庫数量・採算等の前年同期・

前四半期との比較、来期の見通し等の景況感 DI、今期の水準、設備投資実施の有無・

来期の設備投資予定、経営上の問題点等。 
エ 活用方法：管轄地域の中小企業の現状について整理・分析した情報を提供し、小規模事業者が抱

える課題解決のために経営戦略の一助として有効活用してもらう。 
オ 提供方法：（１）と同様に、当商工会ホームページにて情報発信を行う。また、併せて四半期毎に

発行している「商工会報ながの」に掲載する。 
カ 効  果：市（管轄地域）単位の身近な景況情報の把握を強化することによって、地域性を踏ま

えた市場動向や、今後の事業展開の方向性を決める参考にする。また、商工会が中小

企業者向けに行う事業計画（講習会等）策定や、行政への施策に対する意見具申や要

望等の資料として利用する。 
 
（３）管内小規模企業景気動向調査（改善）  
ア 対 象 者：支部毎に９業種（製造業（食料品、機械金属）・建設業・小売業（衣料品、食料品、耐

久消費財）・サービス業（旅館・宿泊所、洗濯、理美容））の小規模企業を対象に調査

する。 
イ 調査方法：毎月末に、対象業種について支部単位で担当主任経営支援員等から報告を受けて、集

約した情報を本会経営支援センターにて整理・分析をする。 
ウ 調査項目：売上額・仕入単価・採算・資金繰り・業況の前年同月との比較。 
エ 活用方法：管轄地域の小規模企業の現状について整理・分析した情報を提供し、小規模事業者が

抱える課題解決のために経営戦略の一助として有効活用してもらう。 
オ 提供方法：（１）と同様に、当商工会ホームページにて情報発信を行う。また、併せて四半期毎に

発行している「商工会報ながの」に、調査期間分をまとめて掲載する。 
カ 効  果：市（管轄地域）単位の景気動向情報の把握を強化することによって、地域性を踏まえ

た今後の事業展開の方向性を決める参考にする。また、商工会が小規模事業者向けに

行う事業計画（講習会等）策定や、行政への施策に対する意見具申や要望等の資料と

して利用する。 
 

（目  標） 
 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
（１）景気動向情報の提供 
 未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

（２）中小企業景況調査 
回数 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

（２）  〃 
サンプル数 120  240  360  400  400  400  

（２）  〃 
情報提供回数 未実施 年 4 回 年 4 回 年 4 回 年 4 回 年 4 回 

（３）小規模企業景気動向調査 
回数 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

（３）  〃 
サンプル数 9 業種 9 業種×

10 支部 
9 業種×

10 支部 
9 業種×

10 支部 
9 業種×

10 支部 
9 業種×

10 支部 
（３）  〃 
   情報提供回数 未実施 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 

 
 
２ 経営状況の分析に関すること 【指針①】 
（現状と課題） 

現状、小規模事業者の経営状況分析は、県・市制度資金申込の際に流動比率・売上高増加率・売上高

純利益率について分析を行い、市（県）への報告を行っている。また、主任経営支援員個々の判断によ

るが、特に業況が厳しい事業所については決算書 3 期分を活用して、各種経営指標のチェックやキャッ
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シュフロー計算書等の作成により、業況把握や資金の流れ等について確認を行っている。 
課題としては、定量的情報の把握が中心であり、小規模事業者の強み・弱み等の定性的情報の把握・

分析までは至っておらず、多くの場合が小規模事業者の財務的な現状把握に留まっており、より一歩深

く真因追求にまで至っていない。また、経営分析の重要性について認識している事業所は少ない状況に

あり、自主的に取り組む事業者は稀である。 
 

（改善方法） 
小規模事業者の持続的発展に向けて、巡回・窓口相談、各種セミナー等を通じて現状の認識と課題の

抽出について主任経営支援員が事業者とともに経営分析を行う。高度かつ専門的な経営課題については、

上席専門経営支援員（長野県商工会連合会）、専門家派遣（エキスパートバンク、長野県よろず支援拠点、

（公財）長野県中小企業振興センター）等を活用して方向性を導き出し、小規模事業者の事業計画策定

に繋げていく。 
また、企業の健康診断ツール「ローカルベンチマーク」を活用して、6 つの指標の財務情報、4 つの

視点の非財務情報により企業の経営状態を把握する。 
 

（事業内容） 
（１）自社の目に見えない『強み』分析（新規） 
ア 目  的：財務諸表には現れにくいが、小規模事業者の強みの源泉である、技術力、ノウハウ、

研究開発力、対応力、組織力、ネットワーク力等を洗い出し、過去から現在まで培っ

てきた知恵、当たり前で見落としていた日常の努力・工夫につき、自社にしかない『強

み』だと気づき（再発見）、活用する。 
また、事業者に経営分析の重要性を認識してもらい、現在の経営状態を明らかにして

今後の経営発達の方向性を探る。 
イ 対 象 者：相談案件（金融・記帳・税務相談や補助金の申請時等）に預かる決算書類の財務情報

分析を実施。巡回・窓口相談時に財務情報分析（結果等）について説明。経営分析の

必要性等を啓蒙し、非財務情報のヒアリングに結びつける。 
また、各種セミナー参加者等意欲ある事業者を対象とする。 

ウ 実施方法：主任経営支援員は、「ローカルベンチマーク」を利用して財務情報分析を実施する。経

営支援グループ会議等で外部専門家から非財務情報分析の手法を学び、巡回・窓口相

談を通じて個社それぞれの『強み』の源泉を聞き取りにより深く掘り下げて、“気づき”

を認識してもらう。 
特に高度な解決方法が求められる場合には、長野県商工会連合会在籍の上席専門経営

支援員（主に民間企業出身で各分野に精通した内部職員）、エキスパートバンク等の専

門家派遣による支援で、課題解決や事業計画策定支援の方向性を示していく。 
エ 分析項目：事業活動の流れを遡る形で、強みの洗い出しを行う。 

具体的には、事業活動を「経営理念（こだわり）」、「しくみ（日常業務の中の努力・工

夫）」、「強み（技術・ノウハウ）」、「顧客に提供している製品・サービス」の４つのフ

ェーズに分け、「製品・サービスの特徴は何か」、「その特徴を出すために必要な技術・

ノウハウは何か」、「その技術・ノウハウはどのようなしくみ（努力・工夫）で生み出

したのか」、「なぜ、そのような努力・工夫をするのか」という流れで強みを引き出し、

さらに引き出した強みのつながりを考え、「強みの連鎖マップ」にまとめ上げる。 
＜事業活動の流れ＞ 
「経営理念」→「しくみ」→「技術・ノウハウ」→「製品・サービス」 

＜強みの眺め方＞ 
「製品・サービス」→「技術・ノウハウ」→「しくみ」→「経営理念」 

 
財務分析として「売上持続性」、「収益性」、「生産性」、「健全性」、「効率性」、「安全性」             
非財務分析として「経営者への着目」、「関係者への着目」、「事業への着目」、「内部管
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理体制への着目」について、事業者とともに現状の把握と課題の抽出を行う。 
オ 活用方法：経営戦略や事業計画の立案・実行と「ローカルベンチマーク」作成に活用して、個社

の価値向上に結びつける。経営状況分析結果の活用については、小規模事業者の事業

計画策定支援への指針・参考として活用していく。 
カ 提供方法：「強みの連鎖マップ」、「ローカルベンチマーク」から得た分析結果を、主任経営指導員

等が理解しやすい言葉で解説しながら事業者へ提供する。 
キ 効  果：経営分析を行うことにより、事業者は自社の強みを知ることができ、事業計画策定に

向けた基礎資料となる。また、「強みの連鎖マップ」、「ローカルベンチマーク」の分析

結果は、職員間で情報共有して組織的に支援を継続する。 
 
（２）経営分析セミナー「知恵の経営ワークショップ（分析編）」の開催（新規） 

この取り組みは、長野県長野地域振興局商工観光課内に事務局がある長野工業振興会が平成 27
年度から実施している事業で、管轄地域からも事業者が参加している。当商工会でも、平成 28 年

度に「自社の“強み”再発見セミナー」と題して担当講師による講習会を実施したところ、受講者

から大変好評であった。 
「知恵の経営」（知的資産経営）とは、企業の強みとなる「知恵」にこだわり、知恵の共有・活用

と、新たな知恵の創造とを通じて、企業価値を持続的に高めていく方法。ここでいう「知恵」（知的

資産）とは、経営理念、特許権等の知的財産権、権利化されていない技術・ノウハウ、ブランド、

人材やスキル、顧客基盤、協力会社とのネットワークなど、企業価値を生み出すための無形の経営

資源のことを指す。 
ア 目  的：経営状況を自社で把握・分析することができれば、その分析により明確になった課題

に対してもより迅速に対応ができることとなる。しかし、この経営分析を自社で行う

ことができる経営者は少ないものと思われ、そもそもこの重要性についても認識して

いない経営者が大半だと思われる。 
経営分析の重要性を広く啓蒙するため、セミナーを実施する。 

イ 対 象 者：「（１）自社の目に見えない『強み』分析」を行った事業者。 
他に、業種を問わず適応できるため、新聞折り込みや当商工会ホームページ等を利用

して広く周知する。 
・なぜお客様が来てくれるのか、注文してくれるのか、じっくり考えたい 
・現状の取組を見直し、次のステージへ進みたい 
・近々経営者になる後継者 等 

ウ 内容・講師： 
（ア）セミナー3 回＋受講者個別支援 3 回を組み合わせ、受講者との「対話」を重視する。 

※受講者個別支援の詳細については「３ 事業計画策定に関すること」に記載 
 
第 1 回セミナー ・事業活動の流れに沿って強みを眺める。 

・強みのつながり（価値創造ストーリー）を考える。 
・財務分析で財務状況を知る。（ロカベン活用） 
・事業計画書の必要性を考える。 

第 2 回セミナー ・外部環境（追い風／向かい風）を考える。 
・顧客ニーズを把握する。 
・将来の目指す方向（ありたい姿）を考える。 
・強化すべき強み、新たに生み出す強みを考える。 

         第 3 回セミナー ・強みの変化と財務諸表の変化を結びつける。 
・アクションプランの骨子を策定する。 
・事業計画を策定する。（知恵の経営報告書のサマリー版） 

（イ）講師は、つくば未来経営コンサルティング事務所 中小企業診断士 横田透氏に依頼予定。 
エ 開催時期：6 月、9 月、1 月 
オ 受講者数：受講者それぞれの個別支援も実施するため、10 名とする。 
カ 成  果：分析実施事業者の掘り起こしにより、自社の詳細な経営分析の実施（個別支援）を行

い、事業計画の策定に取り組む事業者を創出する。 
 
（３）事業承継分析（新規） 

長野県産業労働部、長野県商工会連合会、長野県事業引継ぎ支援センターでは、事業承継に関す

るアンケートを県内事業者に平成 26 年 6 月に実施している。このアンケート結果で、廃業予定と

回答したのは回答事業者全体の 17.4％（892 社）だった。 
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ア 目  的：小規模事業者の減少に歯止めをかけるためには、小規模事業者が廃業せざるを得ない

要因を取り除くことが必要である。その要因の一つとして後継者問題が考えられるが、

後継者の有無、事業承継の希望の有無、廃業を検討する要因等から、地域小規模事業

者の事業承継に関する課題や悩みを把握し、課題解決の支援を行う。 
イ 対 象 者：アンケートで廃業予定と回答した事業者及び事業承継を検討している事業者。 
ウ 実施方法：主任経営支援員による巡回・窓口相談を通じて、事業者との対話の中から経営分析等

（経営資源の分析）を行う。 
エ 分析項目：「（１）自社の目に見えない『強み』分析」の分析項目と同様に、「強みの連鎖マップ」、

「ローカルベンチマーク」による分析を行う。 
オ 活用方法：経営状況・経営課題等の把握（見える化）により、課題に対する早期対応を促す。 

現経営者は将来の事業承継を見据え、本業の競争力強化等経営改善を行うことで、良

好な経営状態へ引き上げを図る。また、専門的な課題については、長野県商工会連合

会の上席専門経営支援員、エキスパートバンク制度による専門家派遣の活用、更には

長野県事業引継ぎ支援センター等と連携して課題解決にあたる。 
カ 提供方法：「強みの連鎖マップ」、「ローカルベンチマーク」から得た分析結果を、主任経営指導員

等が理解しやすい言葉で解説しながら事業者へ提供する。 
キ 効  果：事業承継の準備状況、将来の見通し等を踏まえて、事業承継のための最善の方法を導

き出すことができる。親族内・従業員による承継なら事業承継計画の策定と実行、事

業の M&A なら専門家や支援機関と連携してマッチングを実施し、事業承継を円滑に

行う。 
 

（目  標） 
事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経営状況の分析件数（合計） 0  50  60  70  70  70  
内

訳 
（１）自社の『強み』分析 0  40  50  60  60  60  
（２）セミナー受講者の分析 0  10  10  10  10  10  

 （３）事業承継分析 0  10  10  10  10  10  
 
 

３ 事業計画策定支援に関すること 【指針②】 
（現状と課題） 

現状、事業計画策定については、創業希望者に対して融資を申し込む際に策定支援をする、また小規

模事業者持続化補助金等各種補助金申請の際に策定支援をするなど、大半が融資申込か補助金申請の際

に限られている。 
しかし、事業の持続的発展に向けた事業計画に関して多くの小規模事業者は策定していないため、経

営理念・経営ビジョン・経営戦略等も明確になっておらず、経営については長年の勘や経験に頼ってい

ることが現実である。 

 
（改善方法） 

経営環境の変化が速い現在、経営資源に限りがある小規模事業者こそ、保有する資源をどのように有

効に配分し、またその成果がどうなったかを見極めて経営の発達を成し遂げていくためには、事業計画

を策定し、PDCA サイクルを回し実行していくことが重要である。 
事業計画策定支援並びに計画の実行に関しては、事業計画策定事業者の掘り起こしをして、課題や目

標を鑑み、かつ、重点を置いて、小規模事業者と主任経営支援員・専門家・支援団体等が連携して行う。

支援者側の主導で事業計画を作成するのではなく、「自ら考え、自ら実行する経営者を育成する」ことを

目指す。 
 

（事業内容） 
（１）事業計画策定支援事業（新規） 
ア 目  的：経営状況の分析により課題が明確となった小規模事業者に対して、その課題解決策を

本計画策定で整理することにより、経営の発達の方向性を明らかにする。 
イ 対 象 者：経営状況の分析で「（１）自社の目に見えない『強み』分析」を行い、現状の認識と課

題の抽出が明確となった小規模事業者。 
金融相談や補助金申請希望者に限らず、経営分析を行う意欲のある経営者等。 
当商工会ホームページでも周知する。 
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ウ 内容・講師： 
（ア）事業計画策定支援セミナーの開催（受講者 20 名） 

セミナーの内容は、中小機構の「経営計画つくるくん」を用いて、①現在の自社の状態を把

握 ②市場の動向や競合の状況を整理 ③将来の目標設定と事業領域の見直し ④目標達成の

方法策定 等について研修する。 
（イ）講師は、（公財）長野県中小企業振興センターの登録専門家、長野県よろず支援拠点専門家に

依頼する。 
（ウ）セミナー開催後は、受講者に対して主任経営支援員が巡回・窓口相談を行い、一緒に課題解

決策を検討しながら事業計画策定の支援をする。内容に応じて、長野県商工会連合会作成の「専

門分野作業標準書」※を活用する。特に、高度な支援内容が必要な場合には、上席専門経営支

援員や専門家と連携して行う。また、セミナーに参加されない事業者にも同様に、「経営計画つ

くるくん」や「専門分野作業標準書」を用いて、主任経営支援員が事業計画策定の支援をする。 
※「専門分野作業標準書」とは、商工会職員を支援内容毎に構成した専門分野グループで策定した作業標準

書。支援したことのない分野でも、主任経営支援員等がある程度のレベルの支援まで行えるように策定し

てある。 

エ 効  果：事業の持続的発展に向けて、需要を見据えた事業計画の策定に向けてブラッシュアッ

プし、事業者の進むべき方向性（自らのビジネスモデル）が明らかになる。 
 

（２）「知恵の経営ワークショップ（計画策定編）」の開催（新規） 
  ※セミナーは「２経営状況の分析」の（３）経営分析セミナーに記載のものと同様。 
ア 目  的：「知恵の経営」（知的資産経営）の手法を活用し、セミナー受講後個別支援を 1 事業者

3 回行う中で主任経営支援員が伴走型による事業計画策定支援を実施する。会社の本

当の強みは、普段当たり前だと思って意識しないものの中にあるため、財務諸表には

表れにくい「見えざる資産」を把握して、これからの経営に活用する。 
イ 対 象 者：「２経営状況の分析」の（３）経営分析セミナー受講者 
ウ 手段手法：受講者個別支援 3 回の主旨は以下のとおりとし、受講者と主任経営支援員との「対話」

を重視する。 
第 1 回個別支援 強みの洗い出しは、外部支援者からの問いかけによって深掘りができる

ため、強みの洗い出しに重点を置き、「対話」による価値創造ストーリー

を完成させる。 
第 2 回個別支援 外部環境分析における多様な視点を与えつつ、3 年後の姿を達成するた

めの強みを生み出す「しくみ」（強みを担保する部分）に重点を置き、「対

話」により将来の価値創造ストーリーを完成させる。 
         第 3 回個別支援 アクションプランをブラッシュアップしつつ、事業計画等への落とし込

みを図る。 
エ 支援内容：対象者それぞれの個別支援を 3 回実施するため、10 名とする。 

特に、高度な支援内容が必要な場合には、セミナー担当講師との連携により実施する。 
オ 効  果：自社の価値を再発見しながら、次のステージへ進むために必要な会社の「見える化・

磨き上げ」を実践し、参加者を対象に事業計画策定のための個別支援を実施する。 
主任経営支援員はセミナーへも出席し、個別支援の実施で手法を学び、スキルアップ

を図ってその後の個社支援に活用する。 
 

（３）創業計画策定支援事業（改善） 
ア 目  的：創業希望者が思い描くプランを実現できるように面談の中から整理する。また、創業

者が増えることにより事業者数が増え、当管轄地域の活性化に資する。 
イ 対 象 者：創業希望者及び創業後間もない方（概ね 3 年未満の方）。 
       当商工会ホームページで周知する。 
ウ 手段手法：日本政策金融公庫の「創業計画書」、「専門分野作業標準書（創業支援）」を用いて、創

業計画を創業者と一緒に作成する。主任経営支援員は巡回・窓口相談を継続的に行い、

実現可能なプランになるまでブラッシュアップを行い、創業計画策定を支援する。市

の創業者向け補助金制度や融資制度の説明を行い、活用を促す。他にも、税務・労務・

経理等創業に必要な事項は「創業ワンストップ窓口」として支援する。特に、高度な

支援内容が必要な場合には、上席専門経営支援員や専門家、日本政策金融公庫等と連

携して行う。 
エ 効  果：事業の持続的発展に向けて、実現性の高い創業計画の策定により、創業者の進むべき

方向性（自らのビジネスモデル）が明らかになる。 
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（４）事業承継計画策定支援事業（新規） 
ア 目  的：事業承継問題は、経営ノウハウの承継等相当の時間を要するものが多く、計画的に準

備をしていくことが必要である。こうした準備を進めていくこと、更には当管轄地域

からの廃業事業者を極小化することで、地域の活力維持を図って行く。 
イ 対 象 者：事業承継分析を行った小規模事業者、親族内での事業承継を予定している小規模事業

者の経営者・後継者等。 
       当商工会ホームページでも周知する。 
ウ 手段手法：中小機構の「経営計画つくるくん」、「専門分野作業標準書（事業承継支援）」を用いて、

事業計画を事業承継者と一緒に作成する。主任経営支援員が巡回・窓口相談を継続的

に行い、案件毎に最適な事業承継計画策定を支援する。特に、高度な支援内容が必要

な場合には、上席専門経営支援員や専門家との連携により実施する。また、事業の

M&A を希望する事業者に対しては、長野県事業引継ぎ支援センター等外部専門機関

とも連携することにより、事業者と後継候補者とのマッチングも行うことで、廃業せ

ざるを得ない事業者を極小化する。 
エ 効  果：事業の持続的発展に向けて、今後の方針を盛り込んだ事業計画の策定により事業承継

者の進むべき方向性（自らのビジネスモデル）が明らかになる。 
 

（目  標） 
事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定数（合計） 0  40  50  60  60  60  

内

訳 

（１）事業計画策定数 0  30  40  50  50  50  
（１）事業計画策定支援セミナー 0 回 1 回 1 回 2 回 2 回 2 回 
（２）事業計画策定数 0  10  10  10  10  10  

（２）「知恵の経営」個別支援 0  10 名×

3 回 
10 名×

3 回 
10 名×

3 回 
10 名×

3 回 
10 名×

3 回 
 （３）創業計画策定数 5  15  15  20  20  25  
 （３）創業件数 5  15  15  20  20  25  
 （４）事業承継計画策定数 0  3  3  5  5  5  
 （４）事業承継マッチング 0  2  2  4  4  4  

 
 
４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 
（現状と課題） 
 これまでは、事業計画策定後の実施支援について主任経営支援員個々の対応となっており、組織的に

策定後のフォローをするような体制はとっていなかった。 
 

  （改善方法） 
今後は、事業計画を策定した後、その進捗状況の把握等の伴走型支援を組織として実施していく。事

業者とともに、課題について同じ目線で取り組む。 
 

（事業内容） 
計画策定後のフォローアップ支援事業（新規） 
ア 目  的：事業計画・創業計画・事業承継計画の策定事業者に対して、その計画の進捗を確認、

着実に進めてもらうために、フォローアップ支援を行う。更に、進捗状況に応じて、

各種支援策の情報提供や活用推進、また計画そのものの見直しや修正の対応等、伴走

型支援を実施することにより、PDCA サイクルを回して経営発達を確実なものとして

いく。 
イ 対 象 者：事業計画・創業計画・事業承継計画の策定事業者 
ウ 支援方法： 

（ア）主任経営支援員によるフォローアップ： 
事業計画、創業計画、事業承継計画策定事業者に対して、主任経営支援員が各々担当を決め、

概ね四半期に 1 回の巡回・窓口相談により面談し、計画進捗状況の確認や計画遂行に向けての

助言・提案を行う。職員間で情報を共有し、組織的に支援を継続する。 
（イ）専門家派遣や他支援機関との連携による支援： 

主任経営支援員がフォローアップ支援を行う中で、特に高度・専門的な対応が必要となった

場合には、上席専門経営支援員や専門家、長野県創業支援センター、長野県事業引継ぎ支援セ



- 16 - 
 

ンター等の外部専門支援機関と連携を図りながら対応していく。 
（ウ）小規模事業者経営発達支援資金の活用： 

フォローアップ支援において、資金面での支援が必要となった際には、日本政策金融公庫と

連携を図り、「小規模事業者経営発達支援資金」の活用により伴走型支援を行っていく。 
（エ）2 年目以降の支援について： 

2 年目以降については、計画の進捗状況に応じて引き続き四半期に 1 回のフォローが必要な

場合、継続することにより着実に計画実施に向けて伴走型支援を行う。一方、進捗が順調に推

移している場合には、フォローアップの頻度をやや減らすといった調整をしていく。 
エ 効  果：事業計画策定事業者は、PDCA サイクルを回して計画を着実に実行することができる

「自ら考え、自ら実行する経営者」になる。 
 

（目  標） 
事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定者への 
フォローアップ回数 不定期 160  200  240  240  240  

創業計画策定者への 
フォローアップ回数 不定期 60  60  80  80  100  

事業承継計画策定者への 
フォローアップ回数 不定期 12  12  20  20  20  

 
 
５ 需要動向調査に関すること 【指針③】 
（現状と課題） 
 現状では、当商工会として需要動向に関する調査というものは行っていない。 
多くの小規模事業者は自社商品・製品やサービスについて、どうしたらお客様に購入・利用していた

だけるのか、という所謂プロダクトアウト的な考え方をしており、もう一歩踏み込んで消費者や取引先

のニーズ、需要動向について調べるということ自体を考える方は少ないと思われる。 
また、そうした需要動向調査の重要性について認識している小規模事業者においても、限られた経営

資源の中、小規模事業者単独で調査をすること自体に限界があるものと思われる。 
 

（改善方法） 
需要動向調査に対する重要性そのものを、まずは小規模事業者に認識いただくこと、更にその上で、

小規模事業者単独では実施することが困難と思われる需要動向調査の支援を行って行く。 
需要動向調査の重要性を認識してもらう点については、主任経営支援員の巡回・窓口相談の機会に丁

寧に説明をする。口頭で重要性のみを説明しても、具体例が無いと小規模事業者には深く認識されない

ため、主任経営支援員から積極的に小規模事業者の取扱う商品・製品やサービスについての各種指標（例

として、売れ筋商品の価格帯や分量など）や業界トレンドなどの情報を示し、重要性を認識してもらう。

加えて、「需要動向」であるので、需要者側である消費者やお客様の意識・動向の調査を実施する。 
 

（事業内容） 
（１）お客様ニーズ調査 BtoC（商業・サービス業系）（新規） 
ア 目  的：小規模事業者が店頭等において、お客様がどのようなニーズや課題を持っているのか

直接調査を実施することにより、貴重な情報であるお客様の生の声をヒアリングして、

それを今後の事業計画策定、新商品・サービス開発や見直しに活かす。 
イ 対 象 者：事業計画を策定する小規模事業者、新商品・サービス開発や見直しを実施する小規模

事業者。主に、商業、サービス業系事業者、食品加工製造業者。 
ウ 調査方法：事業者と主任経営支援員、また必要に応じて上席専門経営支援員や専門家派遣等を活

用しながら、お客様に対して聞きたい内容や項目を個別に検討し、調査シートを作成

する。その調査シートにより、店頭にて調査を実施する。サンプル数としては、1 事

業者あたり 50 とする。 
エ 調査項目：（ア）新メニューの開発をしようとしている飲食店。 

顧客の生の声（調査項目例として、性別・年代・同伴者・家族構成・来店動機・

来店頻度等の来店者情報、価格・量・味等の現状メニューの満足度、新メニュー

に加えてほしいジャンルなど。） 
（イ）新規顧客層の開拓や新サービスの提供をしようとしている宿泊業。 

顧客の生の声（調査項目例として、目的地・宿泊前後の行程を決定するための情
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報収集内容と入手方法、宿泊先選定理由と予約方法・同伴者等の宿泊者情報、宿

泊料金・お料理・お風呂・お部屋・接客態度などに対する満足度など。） 
（ウ）新商品開発をしようとしている商業系事業者・食品加工製造業者。 

顧客の生の声（調査項目例として、性別・年代・居住地、商品の使途（自分用・

お土産用）、商品選定ポイント、価格・分量・味・パッケージ・ラベル・原材料等

の現状商品の満足度、改善してほしい点、新商品に加えてほしいジャンルなど。）  
オ 活用及び提供方法： 

小規模事業者が実施した調査について、主任経営支援員が集計・分析を行い、結果を

当該事業者へフィードバックする。 
その結果に基づいて、必要に応じて専門家派遣を活用するなどして、事業計画策定支

援や、新商品・サービス開発や見直し等に役立てる。 
    カ 効  果：プロダクトアウトではなく、お客様がどのようなニーズを持っているのか、という貴

重な生の声を得られることにより、マーケットインの思考方法が定着する効果が期待

できる。 
 

（２）お客様ニーズ調査 BtoB（製造業系）（新規） 
ア 目  的：小規模事業者が取引先において、お客様がどのようなニーズや課題を持っているのか

直接調査を実施することにより、貴重な情報であるお客様の生の声をヒアリングして、

それを今後の事業計画策定支援、新製品・加工技術開発や見直しに活かす。 
イ 対 象 者：事業計画を策定する小規模事業者、新製品・加工技術開発や見直しを実施する小規模

事業者。主に、製造業系事業者。 
ウ 調査方法：事業者と主任経営支援員、また必要に応じて上席専門経営支援員や専門家派遣等を活

用しながら、内容や項目を個別に検討し、調査シートを作成する。その調査シートに

より、製造業系小規模事業者は取引先や、出展した展示会における来場者等に対して

調査を実施する。サンプル数としては、1 社あたり 10 とする。 
エ 調査項目：（ア）機械金属加工業。 

取引先・来場者の生の声（調査項目例として、業者選定のポイント、品質、コス

ト、納期、材質、機械設備、加工方法、製品・取引先の要望など。） 
オ 活用及び提供方法： 

小規模事業者が実施した調査について、主任経営支援員が集計・分析を行い、結果を

当該事業者へフィードバックする。 
その結果に基づいて、必要に応じて専門家派遣を活用するなどして、事業計画策定支

援や、新製品・加工技術開発や見直し等に役立てる。 
    カ 効  果：プロダクトアウトではなく、お客様がどのようなニーズをお持ちなのか、という貴重

な生の声を得られることにより、マーケットインの思考方法が定着する効果が期待で

きる。 
 

（３）行政や他支援機関、金融機関等発表の需要動向に関する調査結果の提供（新規） 
ア 目  的：需要動向調査に対する重要性を認識するとともに、その調査結果を踏まえた事業計画

策定、また消費者ニーズを考慮した新商品・製品・サービス開発や見直し等に役立て

てもらうため。 
イ 対 象 者：事業計画を策定する小規模事業者、新商品・製品・サービス開発や見直しを検討して

いる小規模事業者。 
ウ 調査方法：国、シンクタンクや金融機関等が発表する需要動向調査結果、日経テレコン POS EYES

等による売れ筋商品の情報等を収集・分析する。 
エ 調査項目：以下の資料を活用し、需要動向に関する情報の収集・分析を行い、結果を提供する。 

活用する資料 収集する項目 対 象 
総務省統計局 
「家計調査」、「家計消費状況調査」 家計消費動向 等 全 業 種 

シンクタンク、金融機関等の 
レポート 

業界動向、業況や主要企業の紹介・分析、業界

の課題と展望 等 全 業 種 

日経テレコン POS EYES、 
日経新聞、日経 MJ 

業種や商品のトレンド、市場規模、消費者ニー

ズ、売れ筋商品の特徴 等 商 業 系 

経済産業省「生産動態統計」 業況把握、需要予測、原材料調達・需要先業界

の動向把握、業種動向分析 等 製造業系 
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オ 活用及び提供方法： 
主任経営支援員が収集・分析を行った情報を、事業計画策定支援、新商品・製品・サ

ービス開発や見直しをする小規模事業者に対して行う、巡回・窓口相談、専門家派遣

等の際に提供することにより、事業計画策定支援や新商品・製品・サービス開発や見

直し等に役立てる。 
また、併せて収集・分析結果について、個社ではなく同業他社にも活用可能な内容に

ついては、当商工会ホームページに掲載し、広く情報提供も実施する。 
更に、この情報は職員間でも共有化し、どの主任経営支援員が担当しても、対応に差

が出ないように支援の質を高めていく。 
カ 効  果：各種調査結果やトレンドについての情報提供を実施することにより、これらを踏まえ

た事業計画の策定、新商品・製品・サービス開発や見直しに活かすことができ、より

実効性が高い計画策定や新商品開発等が行われることが期待できる。 
 

（目  標） 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

（１）お客様ニーズ調査 
（商業・サービス業系）実施数 0 30 40 50 50 50 

サンプル数 0 1,500 2,000 2,500 2,500 2,500 
（２）お客様ニーズ調査 

（製造業系）実施数 0 30 40 50 50 50 

サンプル数 0 300 400 500 500 500 
（３）行政等他機関の 

需要動向調査結果の提供件数 0 60 80 100 100 100 

提供回数 0 四半期に 1 回 四半期に 1 回 四半期に 1 回 四半期に 1 回 四半期に 1 回 
 
 
６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 【指針④】 
（現状と課題、支援に対する考え方） 

日常の巡回・窓口相談における販路開拓に関する支援の現状では、相談を受けた小規模事業者に対し

て、個別に上席専門経営支援員の支援を受ける、または専門家派遣制度を活用して中小企業診断士等専

門家の支援を受けるように勧めるなど、対応する主任経営支援員個々人の判断に任されており、組織と

して新たな販路開拓に寄与するような事業は、建設業者向けに展開した「住まいの安心相談窓口」事業

（後述）を除いてはこれまで行っていなかった。 
 今後目指すべき本事業（新たな需要開拓に寄与する事業）に対する考え方・方向性としては、この新

たな需要開拓に寄与する事業が、経営発達支援事業における個社支援（経営状況分析、事業計画策定及

び策定後の実施支援、需要動向調査）の総仕上げの段階であると考えており、他の支援機関とも連携を

図りながら、着実に小規模事業者の経営発達に結びつくように実施していく。更に、販路開拓で終わり

ではなく、引続き PDCA サイクルを回しながら、伴走型支援を継続していく必要があると考えている。 
 

（事業内容） 
（１）物産館・アンテナショップ活用による販路開拓支援事業（新規） 
ア 目  的：商圏人口が限られる長野地域のみならず、大消費地である東京にて、小規模事業者の

情報発信を強化し売上増加を目指す。 
イ 対 象 者：主に商業系事業者、食品加工製造業者、事業計画策定事業者等 
ウ 支援手段・方法・内容： 

全国商工会連合会が運営する物産館「むらからまちから館」（東京・有楽町）や、長野

県が運営するアンテナショップ「銀座 NAGANO」（東京・銀座）の活用を推進する。 
具体的には、需要動向調査を踏まえた販売ターゲットの明確化、出品する商品特性（価

格、効能や地域性等）の検討といった事前支援を行う。更に、出品した小規模事業者

には、4 半期に 1 回程主任経営支援員による巡回指導等を行い、売上等の状況や問題

点等のヒアリングを行い、販路開拓に向けてのフォローアップ支援を行う。専門的な

対応が必要となった場合には、上席専門経営支援員や専門家派遣事業等を活用し専門

家による支援を行う。 
    エ 効  果：小規模事業者が、ターゲットを明確にして、出品する商品を検討することにより、お

客様のニーズを捉えた商品販売が可能となり、販路開拓の効果を高めることが期待で

きる。 
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（２）web 活用による販路開拓支援事業（商業系）（新規） 
ア 目  的：商圏人口が限られるという制約課題を解決し、小規模事業者の情報発信の強化並びに

売上増加を目指す。 
イ 対 象 者：商業系事業者、食品加工製造業者、事業計画策定事業者等 
ウ 支援手段・方法・内容： 

現在においては、インターネットショッピングはその市場性は無視できないものとな

っているため、インターネットを活用した販路の拡大を図る。 
主に商業系事業者や食品加工製造業者を対象として、全国商工会連合会が運営するイ

ンターネットショッピングサイト「ニッポンセレクト.com※」の出展・活用を推進す

る。 
具体的には、需要動向調査を踏まえた販売ターゲットの明確化、出品する商品特性（価

格、効能や地域性等）の検討といった事前支援を行う。 
出品した小規模事業者には、4 半期に 1 回程主任経営支援員による巡回指導等を行い、

売上等の状況や問題点等のヒアリングを行い、販路開拓に向けてのフォローアップ支

援を行う。専門的な対応が必要となった場合には、上席専門経営支援員や専門家派遣

事業等を活用し専門家による支援を行う。 
※「ニッポンセレクト.com」とは、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が、農商工連携

や地域資源の活用などにより開発した商品等や、魅力ある隠れた地域産品等をウェブにて紹

介・普及を行うことにより、地域の優れた産品を紹介・販売し、中小企業・小規模事業者の商

品展開力・販売力の向上等を図ることを目的とした全国商工会連合会公式のサイトのこと。 
    エ 効  果：中山間地域も含めた商業系小規模事業者等が、限られた商圏人口の中、尚且つ店頭で

しか販売ができないという制約に対して、web 活用により全国の消費者からターゲッ

トを定めて、そのターゲット集団に販路開拓を行うことにより、そうした制約課題に

左右されることなく、売上増加の効果を狙うことが可能となる。 
 
   （３）web 活用による販路開拓支援事業（製造業系）（新規） 
    ア 目  的：製造業系小規模事業者が、新たな取引先を開拓することにより受注増加につなげる直

接効果はもちろんのこと、経営資源（品質・加工技術、設備等）に限りがある小規模

事業者が、ビジネスパートナーを見つけることにより経営資源の補完ができ、今まで

受注できなかった仕事を受注できるような環境整備に資することにより、受注確保・

売上増加につながるという効果を狙う。 
    イ 対 象 者：製造業系事業者、事業計画策定事業者等 
    ウ 支援手段・方法・内容： 

（公財）全国中小企業取引振興協会が運営するビジネスマッチングサイト「ビジネス・

マッチング・ステーション※」の活用を推進する。 
具体的には、当該サイトの利用方法だけではなく、事業計画策定支援で行った「知恵

の経営ワークショップ」により明らかとなった、自社の強みや訴求ポイント、需要動

向調査結果も踏まえた企業登録情報の作成支援及び発信により、販路開拓に向けた事

前支援を行う。 
登録された小規模事業者には、4 半期に 1 回程巡回指導等により売上等の状況や問題

点等のヒアリングを行い、販路開拓に向けてのフォローアップ支援を行う。専門的な

対応が必要となった場合には、上席専門経営支援員や専門家派遣事業等を活用し専門

家による支援を行う。 
※「ビジネス・マッチング・ステーション」とは、主に製造業等を対象に、全国約 2 万社の登録

企業と、取引拡大やビジネスパートナー探しを支援する、（公財）全国中小企業取引振興協会が

運営するサイトのこと。 
    エ 効  果：新たな取引先開拓による受注増加や、経営資源の補完ができるビジネスパートナーを

見つけることにより、今まで受注できなかった仕事も受注可能になる、という効果が

期待できる。 
 

（４）（公財）長野県中小企業振興センターとの連携による販路開拓支援事業（新規） 
ア 目  的：製造業に精通した支援機関を活用することにより、一層販路開拓の効果を高める。 
イ 対 象 者：製造業系事業者、事業計画策定事業者等 
ウ 支援手段・方法・内容： 

（ア）製造業系事業者を中心として、（公財）長野県中小企業振興センターが行っている、

「受発注取引支援事業」の「取引あっ旋登録」の利用を推進する。 
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この制度は、長野県内製造業と関東圏・中京圏・関西圏企業との取引マッチング

を行い、受注開拓するものである。 
「取引あっ旋登録」にあたり、小規模事業者の加工技術だけでなく、特徴（強み）

といった点についても事業計画策定支援で行った「知恵の経営ワークショップ」

により明らかとなった自社の強みや訴求ポイントを踏まえて作成するように支援

を行う。 
（イ）（公財）長野県中小企業振興センターでは、「ながの微細・精密加工技術展」とし

て、首都圏と中京圏において開催される展示会内において出展小間を確保し、長

野県内製造業の販路開拓の場として比較的低価格にて出展できるように支援を

行っている。こうした展示会への出展・活用を推進する。 
具体的には、出展検討にあたって、当該展示会の情報提供（前年度の来場者数や

商談件数等）から、出展を決定した場合のブース内の装飾やレイアウト、来場者

向けに配布するチラシ作成等出展に向けての支援を行う。 
上記（ア）、（イ）の事業により出展等をした小規模事業者には、4 半期に 1 回程巡回

指導等により売上等の状況や問題点等のヒアリングを行い販路開拓に向けてのフォロ

ーアップ支援を行う。専門的な対応が必要となった場合には、上席専門経営支援員や

専門家派遣事業等を活用し専門家による支援を行う。 
エ 効  果：製造業に精通した支援機関との連携・活用をすることにより、販路開拓の効果を高め

ることができる。加えて、特に今まで展示会に出展したことのない小規模事業者にと

っては、自社の技術レベルや競合他社の状況、業界のトレンド等を実際に自身の目で

確認して、改めて客観的に自社の状況を見つめ直す機会となり、その後の競合先の状

況及び業界トレンドの把握、技術レベル向上等を図るきっかけとなり PDCA サイクル

を回すことにも有効である。 
 
（５）「住まいの安心相談窓口」事業による販路開拓支援事業（既存事業改善） 
ア 背景・目的： 

地域の概要にて既述のとおり、当商工会は長野市中心部を取り囲む中山間地域を多く

抱えている。 
当商工会では平成 24 年から、管轄地域内の中山間地域の住民及び建設業者を対象に

「住まいの安心相談窓口」事業を展開している。 
当該事業は、中山間地域において、特に若者の地域外流出等による後継者不足や大手

建設業者の参入・競合等に苦慮する建設業者と、高齢者や独居老人等が住宅に関わる

修繕や困りごとを「安心して頼める業者がわからない」「どこにお願いしていいのかわ

からない」、という地域住民とのマッチングを商工会が行うというものである。 
事業開始当初は、新聞折り込み等広報も行って、実績は年間 800 万円弱の新規受注に

繋がった。現状の課題としては、継続して広報を行っているものの、年々問い合わせ

件数が減少して受注件数・受注金額が伸び悩んでいること、また本事業により受注し

た建設業者が、これを機会に発注いただいた地域住民に対して提案型の営業を継続的

に行うということが殆ど無い状況であり、せっかくのご縁を次の受注に繋げられてい

ないことが挙げられる。 
こうした背景を踏まえ、特に、中山間地域における基幹産業である建設業の販路開拓

を狙うことにより、建設業系小規模事業者の振興を図る。 
イ 対 象 者：建設業系小規模事業者、事業計画策定事業者等 
ウ 支援手段・方法・内容： 

建設業系小規模事業者に対して実施してきた「住まいの安心相談窓口」事業を改めて

強化し、実施する。 
具体的には、この制度を活用した工事等の施工後に、住宅の内外で気になった他の改

善すべき部分や、各種補助金・助成金による改修工事等について、事業者側から提案

営業ができる仕組づくりを行う。 
（ア）リフォーム補助金等行政施策研修会 

建設業系事業者が高齢者や独居老人等地域住民に対して提案営業を行い、「住まい

の安心相談窓口」事業をきっかけとして継続的且つ効果的な販路開拓を促進する

ために、県や市等の行政機関の方に講師を依頼し、地域住民向けに提案営業に活

用できる各種補助金等の研修会を年 1 回実施する。 
（イ）「住まいの安心相談窓口」登録事業者に対するフォローアップ支援 

登録されている小規模事業者に、4 半期に 1 回程巡回指導等により売上等の状況
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や問題点等のヒアリングを行い、販路開拓に向けてのフォローアップ支援や各種

補助金・助成金の情報提供を行う。 
専門的な対応が必要となった場合には、上席専門経営支援員や専門家派遣事業等

を活用し専門家による支援を行う。 
エ 効  果：建設系小規模事業者が、「住まいの安心相談窓口」事業をきっかけとして、これまで以

上に地域住民に対し、積極的に提案営業を実施する機会や情報（補助金等行政施策）

を得ることにより、販路開拓を効果的に進めることができる。 
 

（目  標）               
（１）物産館・アンテナショップ活用による販路開拓支援事業 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
むらからまちから館 
出展事業者数 0 3 5 7 10 10 

むらからまちから館 
出展事業者の売上金額合計（千円） 0 360 600 840 1,200 1,200 

銀座 NAGANO 
出展事業者数 0 3 5 10 15 15 

銀座 NAGANO 
出展事業者の売上金額合計（千円） 0 360 600 1,200 1,800 1,800 

 
（２）web 活用による販路開拓支援事業（商業系） 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
ニッポンセレクト.com 出展事業者数 3 30 40 50 50 50 
出展事業者の売上金額合計（千円） 0 1,800 2,400 3,000 3,000 3,000 

 
（３）web 活用による販路開拓支援事業（製造業系） 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
ビジネス・マッチング・ステーション出展事業者数 0 30 40 50 50 50 
商談件数 0 45 60 75 75 75 
成約件数 0 30 40 50 50 50 

 
（４）（公財）長野県中小企業振興センターとの連携による販路開拓支援事業 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
（ア）取引あっ旋登録事業 

登録事業者数 0 10 20 30 30 30 

（ア）取引あっ旋登録事業 
商談件数 0 30 60 90 90 90 

（ア）取引あっ旋登録事業 
成約件数 0 10 20 30 30 30 

（イ）ながの微細・精密加工技術展 
出展事業者数 0 5 10 15 15 15 

（イ）ながの微細・精密加工技術展 
商談件数 0 20 40 60 60 60 

（イ）ながの微細・精密加工技術展 
成約件数 0 10 20 30 30 30 

 
（５）「住まいの安心相談窓口」事業による販路開拓支援事業 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
参加事業者数 110 120 130 130 130 130 
受注金額合計（千円） 4,000 6,000 8,000 10,000 10,000 10,000 
研修会実施回数 0 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 
研修会参加者数 0 15 20 20 20 20 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取り組み 
（現状と課題） 

長野市が推進する「都市内分権」とは、地域の課題を迅速かつ効果的に解決するために、地域住民が

「自分たちの地域は自分たちでつくる」という意識を持って活動し、その活動を市が積極的に支援して

いく仕組みのことをいう。 
「都市内分権」を推進するため、市内 32 地区に「自助、共助、公助」の補完性の原理をもとに、市

と協働しながら、地域の特性を生かしたまちづくりを進めるための住民主体の自治組織「住民自治協議

会」が設置されており、当商工会の役員等は 10 支部が所属するそれぞれの地域の構成メンバーになっ

ていて、地域振興・地域活性化の担い手として期待されている。これらの地域は各々隣接しているとは

限らず、今まで地域経済活性化に向けた活動・イベントについては支部毎に行い、また当商工会地域支

援センターにより応援体制等の指揮をとっていた。 
課題としては、これらのイベント事業は地域の商工業者のつながりを強める効果や、集客や消費にお

いて一過性の効果は見られるものの、継続的に経済効果が得られるような状況にはなっていない。また、

当商工会管轄地域全域についての検討ということは今までできていなかった。 
 

（改善方法） 
管轄する地域において、当商工会発足前より続く伝統ある「祭り」や「イベント」等がそれぞれある

が、今後どのように活かしつつ、地域経済等の活性化に結び付けていくかが問われる。 

現在の取り組みの一例を挙げると、より中・長期的な視点に基づく地域のブランド化・賑わいの創出

という課題に対して、更北地域では「更北地区まちづくり委員会」が組織され、当商工会更北支部以外

にも更北地区住民自治協議会や更北地区地域振興協議会が参画して検討を重ねている。他の地域におい

ても、行政、市民、地域コミュニティ組織、市民公益活動団体、民間企業などが相互に協働し、「オール

ながの」でまちづくりを推進するための潤滑油となり、原動力となる商工会を目指す。 
 

 
 

（事業内容） 

観光コンテンツの構築と観光客への提案（新規） 

当市は、恵まれた自然環境や全国的に有名な歴史・文化遺産があり、中心街を離れて郊外に向かうに

つれて田園風景が広がって、中山間地の緑豊かな山村風景を望むことができ、都市の利便性と田舎らし

さが程よく同居している。長野市は、主な観光地（11 個所）への観光入込客数 1,040 万人（年間）、ア

ジア圏をはじめとした外国人観光客誘客による市内外国人宿泊者数 71,000人泊（年間）を目指している。 

当商工会管轄地域においても、戸隠・鬼無里地区や川中島古戦場などの市内有数の観光地を抱えてお

り、その一翼を担っている。上記『管轄地域のイベント取組状況』にあるイベントは、商工会主体のも

のもあるが、多くは住民自治協議会等の枠組みの中で各支部は構成メンバーの一員として参画している。

その中においては、地域振興や地域活性化の担い手としての期待が大きい。 

商工会として、今までも地域における振興や活性化に対して様々な提案や提言を行ってきたが、今後

はより一層「地域の活力と魅力」の創出を推進し、地域のブランド化、にぎわいの創出等による地域経

支部名 イベント名 主催者 内容
川中島古戦場三太刀まつり 川中島古戦場三太刀まつり実行委員会 お花見、夜桜、週末には軽トラ市で地元の名産品を販売
川中島古戦場まつり大花火大会 川中島古戦場まつり実行委員会 3万人余の人出で賑わい、約3,000発の花火打ち上げ　等
若穂ふれあい踊り 若穂ふれあい踊り実行委員会 ふれあい踊り、各種イベント、花火打ち上げ　等
ながのとびっくランinわかほ 「ながのとびっくランinわかほ」大会実行委員会 3㎞、10㎞、21㎞、1.5㎞ファミリーラン
川中島フェスティバル21 川中島フェスティバル21実行委員会 カワナカジマ・フリーダンスコンテスト、ステージイベント、神輿巡行　等
ＪＲ ＩＭＡＩ STATION イルミネーション 長野市商工会川中島支部青年部 JR今井駅東側駅前広場をイルミネーションで装飾
七二会寄席 長野市商工会七二会支部 「七二会の日（7月2日）」事業　落語や漫談等
アサギマダラ蝶イベント 七二会塩荒廃地防止美化組合 遊休農地にフジバカマを植えて蝶が飛来

信　更 信更夏まつり 信更夏まつり実行委員会 ステージイベント（太鼓、吹奏楽、落語等）、子供みこし　等
とよの市 長野市商工会豊野支部青年部 赤ちゃんハイハイレース、協賛企業カルタ、ステージイベント　等
つつじ山まつり つつじ山まつり実行委員会 太鼓演奏、マジックショー、ウォーキング　等
豊野サマーフェスティバル・納涼煙火大会 豊野サマーフェスティバル実行委員会 豊野ヨイショコまつり、ステージイベント、花火打ち上げ　等
地蔵盆 宝光社区 灯篭（地元小学生の切り絵）の設置、子供神輿、花火打ち上げ　等
戸隠商工まつり 長野市商工会戸隠支部 子供向けイベント、ステージイベント、花火打ち上げ　等
戸隠トレイルランレース 信州戸隠トレイルランレース実行委員会 長野市戸隠周辺エリアの地域活性化策の一環
鬼女紅葉祭り 鬼女紅葉祭り実行委員会 鬼女紅葉供養祭、舞台奉納、太鼓の演奏　等
戸隠そば祭り　新そば献納祭 戸隠そば祭り実行委員会 半ざる食べ歩き（参加そば店約20店）、戸隠神社へ新そば奉納
戸隠出逢い旅 長野市商工会戸隠支部青年部 婚活イベント　今まで2回行い3組が結婚
どんど焼き どんど焼き実行委員会 家に飾った門松や縁起物、だるま等を燃やし一年の無病息災を願う
The　べ～そ Theべ～そ実行委員会 「べーそ」とは戸隠弁で「調子にのって大騒ぎする」という意味
ふるさと夏まつり 鬼無里住民自治協議会 毎年お盆に実施　屋台販売、花火打ち上げ　等
商工祭り 商工祭り実行委員会 抽選会、太鼓・吹奏楽演奏、ステージイベント　等
ひじり三千石祭り ひじり三千石祭り実行委員会 ステージイベント（大岡の新成人等）、イワナつかみ取り　等
ひじり三千石収穫祭 ひじり三千石収穫祭実行委員会 新そばまつり、地元農産物や新米の販売　等
夏まつり納涼大会 夏祭り実行委員会 各種イベント、露店
商工祭　中条地域産業フェア 商工祭り・産業フェア実行委員会 ステージイベント（郷土芸能・伝統文化）、住宅無料相談　等
信州むしくらまつり 信州むしくらまつり実行隊 ステージ発表、特産品販売、「アルプスおやき恋訪」　等

鬼無里

大　岡

中　条

管轄地域のイベント取組状況

更　北

若　穂

七二会

戸　隠

川中島

豊　野
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済の活性化に結び付けていく。 

ア 目  的：市内には豊富な観光資源がある一方で、市内周遊率が低く、平均滞在時間が短い状況

にある。管轄地域の魅力ある観光資源等を活かした観光コンテンツを構築し、観光客

にイベント情報と周遊ルートの提案をすることにより、入込客数を増やして観光消費

額を増加させる。 

イ 手  段：長野市商工観光部担当者、（公財）ながの観光コンベンションビューロー担当者、（公

財）長野県中小企業振興センター担当者、管轄地域 10地区の住民自治協議会役員、商

工会 10支部役員による検討会議を設け、観光客を惹きつけて経済波及効果が得られる

ような周遊ルート作成を行う。 

管轄地域内を主としたイベントカレンダーを作成し、体験型プログラム等を含めた周

遊ルートを商工会ホームページに掲載する。検討会議メンバーにも、それぞれのホー

ムページがあればリンクを貼ってもらう。ホームページはプリントアウトするとＡ４

サイズ１枚に収まるようにし、観光客向けに最新情報を提供する観光パンフレットと

して活用してもらう。 
イベントカレンダーは、上記イベントの開催日時・内容・問い合わせ先を掲載する。

長野冬季オリンピックを記念して毎年同時開催している長野車いすマラソン大会（参

加者約 60名）や、長野マラソン（参加者約 10,000人）等についても、当商工会で携

わっているイベントは併せて情報発信する。 
周遊ルートは、主任経営支援員の定例会の中で原案を作成し、定期的（年４回程度）

に検討会議で内容を協議して更新する。観光客の要望に沿ってテーマ別に提案し、そ

ばやおやき作り・農業体験を含めて「見る観光から体験する観光」へメニューの拡大

を図る。他に、それぞれの地域の観光スポットやグルメ情報、特産品やおススメの土

産物などガイドブックに掲載されていないような情報を提供する。 
提案に対する観光客からの意見や要望をメール等で受け付けて、情報発信者の「伝え

たい思い」と情報収集者の「求めている思い」の意思の疎通に重点を置く。 
 

（目  標） 
項目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

観光コンテンツの 
構築・提案 未実施 年４回更新 年４回更新 年４回更新 年４回更新 年４回更新 

 

 

 

Ⅲ 経営発達支援計画事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 
１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること。 
（現状） 

経営改善普及事業実施における支援力の向上のために、これまで巡回相談・窓口相談、専門家派遣等

により主任経営支援員が支援事業所を指導していたが、経営発達支援事業の円滑な実施に向けて、他支

援拠点等と情報等の共有ができていない。 
 

（課題） 
主任経営支援員の支援力の向上を図ることを目的とした他商工団体、金融機関等との相互の情報交換

等を開催し支援ノウハウ等の認識を共有化させることが大事になってくる。 
 

（事業内容） 
（１）長野市内商工会・商工会議所経営指導員等情報の交換会 

長野市内には商工会・商工会議所が 3 団体（長野市商工会・信州新町商工会・長野商工会議所）

が存在するが今まで情報交換の場がなかった。計画を策定するに当たり他の団体にも広く呼びかけ、

地域内の経営環境の現状・消費動向の把握及び経営支援向上を目的とした情報交換会を毎年最低 1
回開催し、収集した情報を各団体でフィードバックし小規模事業者への支援を行う。 

 
（２）金融懇談会 

地元金融機関（八十二銀行、長野銀行、長野信用金庫、長野県信用組合）4 行と県・市融資担当

者及び保証協会担当者と毎年制度資金の内容等について勉強会を開催しているが、制度資金の内容

に特化しているため、今後その内容を制度内容の変更等についてはもちろん勉強会を行い、同時に

地域の経済動向、小規模事業者の現況、地域内の消費動向や金融支援の現状やノウハウを把握する
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ことを目的とした情報交換会に移行し毎年最低 1 回開催し、収集した情報を基に、小規模事業者へ

最新情報を提供し、円滑に融資を受けられるよう金融支援を行う。 
 
 
２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 
（現状） 

主任経営支援員（経営指導員）、経営支援員（補助員）、業務担当（一般職員等）の能力向上、組織力

の向上、スキルアップのための研修会に参加しているが、個々の知識アップ向上のためだけとなってお

り職員全体で共有されていない。 
 

（課題） 
主任経営支援員が不在の場合であっても経営カルテ等を活用するなどして、経営支援員等が基本的な

相談・指導に対応できるよう、情報の共有化や組織力の向上を目的とした職員全体のレベルアップ。 
 

（改善方法） 
職員一丸となっての小規模事業者の支援体制が必要である。そのためには職員個々の知識アップ向上

も必要であるが、支援ノウハウ情報の共有化、蓄積した情報のデータベース化を整え小規模事業者に寄

り添った支援体制に改善していく。 
 

（事業内容） 
（１）主任経営支援員については長野県商工会連合会が主催する義務研修に参加するのはもちろんのこ

と中小企業大学校の専門研修にも積極的に参加し、金融や財務、税務だけではなく、経営革新計画

認定・事業承継、ものづくり、中小企業支援施策等の専門的分野を受講することで、各分野に精通

した知識を成熟させ、主任経営支援員等の能力向上を図る。採用になって日の浅い職員については

中小企業大学校の基礎研修コースにも積極的に参加し、基本的知識の習得を図り能力向上に結び付

ける。 
また、補助員等の職員については長野県連の主催する義務研修にはもちろん参加しており、本会

単独で経営支援員研修を年度毎にテーマを決め、専門家を招いて研修を行い、高度な知識の習得を

行っており今後も研修会において能力向上を図る。 
 

（２）専門家派遣制度等を用いての支援には、必ず主任経営支援員等が同行・同席し、専門家が行う高

度・効果的支援など、そのノウハウを現場で習得する。 
 

（３）全国商工会連合会が実施している web 研修を主任経営支援員・経営支援員は必ず受講し、専門的

知識の習得を行う。 
 

（４）商工会において支援事例のノウハウ、情報等を全職員で共有、蓄積した情報をデータベース化し

支援に役立てるための研修会の開催を行う。 
 

（目標） 
上記で各職員が習得した知識・情報・支援内容・支援結果等は、各職員がレポート等にまとめ共有で

きるようにし、事業所ごとの経営状況や支援内容・結果を共有することにより OJT 効果を高め職員全

体のスキルアップを図る。 
また、商工会においては職員の異動もあるので、経営状況や支援内容を共有しておくことで新しく赴任

してきた職員がより迅速に小規模事業者の支援にあたれるようにする。 
 

 

３ 事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
（現状） 

現在、当会の事業についての事業評価や見直しをする仕組みについては何もなく総会資料等で報告す

るのみで、何もしていないのが現状である。 
 

（課題） 
事業を評価し、見直しをしていく仕組みが必要である。年度毎に事業の実績を確認し、スクラットビ

ルドをすることにより事業の改善を行い修正していくことで次年度事業に役立たせ小規模事業の支援に

繋げていくことが必要になっている。 
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（改善方法） 

本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、本会内で評価し、毎年度本計画に記載された事業

の実施状況及び結果について第三者外部有識者による年 1 回の事業・検証・見直しを実施し PDCA のサ

イクル構築を図る。また、以下の方法により評価・検証を行う。 
 

（事業内容） 
（１）支所長会議及び主任経営支援会議（各支所経営指導員等）にて評価・見直しを図る。 

構成委員：長野市商工会の事務局長、各支所長、主任経営支援員（経営指導員） 
 

（２）長野県、長野市、長野県商工会連合会の外部専門家等の第三者外部有識者により評価委員会を年

一回開催し事業の実施状況、成果の評価、見直し案の掲示を行う。 
 
（３）商工会理事会にて報告し、評価・見直しの方針を決定する。 
 
（４）事業の成果・評価・見直しの結果を長野市商工会のホームページにて公表する。 
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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２９年１１月現在） 

（１）組織体制 

≪実施体制≫ 

  経営発達支援事業の遂行は事務局長を長として行い、直接の支援については主任経営支援員を中心に行

い、経営支援員等の職員については主任経営支援員を補佐する。また、四半期に一度、支所長及び主任経営

支援員が参加する「支所長会議」を開催し、「進捗状況の確認」「問題点とその改善方法の検討」を実施する。 

 

  長野市商工会  会 長 横山 英雄 

          副会長 吉原  茂 ・ 西宮登喜男 

          理 事 30人（支部長・副支部長兼ねる） 

          監 事  2人 

          顧 問  1人 

 

         【支部】10支部 

          更北支部  支部長 工藤 洋吉 

          若穂支部  支部長 羽藤 公夫 

川中島支部 支部長 西澤 弘光 

          七二会支部 支部長 山本 浩一 

          信更支部  支部長 石坂 貞芳 

          豊野支部  支部長 福澤 三弘 

          戸隠支部  支部長 高森 和男 

          鬼無里支部 支部長 清水  満 

          大岡支部  支部長 北澤 義行 

          中条支部  支部長 青木 忠造 

 

【本所】1課 2センター 

          ＜総務指導課＞   

事務局長 1人 主任経営支援員 2人 経営支援員 1人 

 

＜経営支援センター＞ 

主任経営支援員 3人 

 

＜地域支援センター（更北地区担当）＞ 

主任経営支援員 1人 経営支援員 2人 嘱託職員 2人 

 

         【支所】7支所 

          ＜若穂支所＞ 

          事務局次長兼支所長 1人 経営支援員 1人 嘱託職員 1人 

           

＜川中島支所＞ 

          支所長兼主任経営支援員 1人 経営支援員 1人 嘱託職員 1人 

           

＜西部支所及び中条支所＞ 

          支所長兼主任経営支援員 1人 経営支援員 3人 

           

＜豊野支所＞ 

          事務局次長兼支所長 1人 経営支援員 2人 パート職員 2人 

           

＜戸隠支所及び鬼無里支所＞ 

          支所長兼主任経営支援員 1人 経営支援員 2人 嘱託職員 2人 
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【全体】 

          事務局長           1人 

          事務局次長          2人 

          主任経営支援員（経営指導員）  9人 

          経営支援員（補助員）     12人 

          嘱託職員            6人 

          パート職員          2人  

          合計             32人 

 

（２）連絡先 

  〒381-2205 

  長野県長野市青木島町大塚 881-1 

   長野市商工会（経営支援センター） 

  TEL:０２６－２８４－３０５３ 

    FAX:０２６－２８５－３３４４ 

    H P:https://www.naganoshi-sci.or.jp/ 

    E-mail:keieishien@naganoshi-sci.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） 

 30年度 
(30年 4月以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 960  960  1,100  1,100  1,100  

 

 

 

地域経済動向

調査 
0  0  0  0  0  

 

 

 

経営状況分析 300  300  400  400  400  

 

 

 

事業計画策定

支援 
360  360  400  400  400  

 

 

 

事業計画策定

後の実施支援 
100  100  100  100  100  

 

 

 

需要動向調査 100  100  100  100  100  

 

 

 

新たな需要の

開拓に寄与す

る事業 
100  100  100  100  100  

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 会費、国・県・市補助金、事務受託費等 

 

（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。 



- 29 - 
 

（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

 

１ 地域の経済動向の調査に関すること 

全国商工会連合会・長野県商工会連合会と連携を図り、金融機関・関係機関からの情報を踏まえて調査結

果を集計・分析して地域内の経済動向等を把握し、データを基に課題や支援策の検討を行い、小規模事業

者に対する経営計画策定等の基礎資料を作成するなどして連携を図る。 

 

２ 経営状況の分析に関すること 

「強みの連鎖マップ」、「ローカルベンチマーク」を活用した個社の経営状態の把握や経営分析セミナー等

を開催し、小規模事業者の抱えている課題や問題点を抽出して分析を行い、専門家等を交えて経営課題解

決へ導いていく。 

 

３ 事業計画策定支援に関すること 

各種セミナー、ワークショップの開催により、専門家等と連携を図り事業計画の策定を行い、小規模事業

者のサポートをしていく。 

 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後、進捗状況に応じて関係機関の各種支援策の情報提供や活用推進について周知・広報等を

行い、専門家派遣等のフォローアップ支援も同時に行っていく。 

 

５ 需要動向調査に関すること 

独自の調査結果や各種情報収集手段を用いることで、消費者ニーズ等を速やかに情報提供することができ

る。また、商品・製品構成・サービスの見直し、新商品・新サービスの開発に役立てる。 

 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

専門家等と連携し、新商品・新サービス等、更に魅力あるものとなるようにブラッシュアップを図ってい

く。また、関係機関と連携し、新たな販路開拓を支援していく。 

 

連携者及びその役割 

 

１ 地域の経済動向の調査に関すること 

（連携者） 名 称：長野県商工会連合会  会長 柏木 昭憲 

       所在地：長野県長野市大字中御所岡田 131-10 

       電 話：026-228-2131 

 

       名 称：全国商工会連合会  会長 石澤 義文 

       所在地：東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19階 

       電 話：03-6268-0088 

 

       名 称：一般財団法人長野経済研究所  理事長 山浦 愛幸 

       所在地：長野県長野市岡田 178-13 

       電 話：026-224-0501 

 

       名 称：長野信用金庫  理事長 市川 公一 

      所在地：長野県長野市居町 133-1 

      電 話：026-228-0221 

 

       名 称：長野労働局  局長 石田 茂雄 

       所在地：長野市中御所 1-22-1 

       電 話：026-223-0550 

 

（役割） 

 全国商工会連合会や長野県商工会連合会、金融機関・関係機関の経済動向調査等を通じて、地域の経済動
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向を把握するため。 

 

 

２ 経営状況の分析に関すること 

（連携者） 名 称：長野県商工会連合会  会長 柏木 昭憲 

       所在地：長野県長野市大字中御所岡田 131-10 

       電 話：026-228-2131 

 

       名 称：公益財団法人長野県中小企業振興センター  理事長 太田 哲郎 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

       電 話：026-227-5803 

 

       名 称：長野県よろず支援拠点  チーフコーディネーター 白川 達男 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

       電 話：026-227-5875 

 

       名 称：独立行政法人中小企業基盤整備機構  理事長 高田 坦史 

       所在地：東京都港区虎ノ門 3-5-1虎ノ門 37森ビル 

       電 話：03-3433-8811 

 

       名 称：つくば未来経営コンサルティング事務所 所長 横田  透 

       所在地：茨城県つくばみらい市中島 200 
       電 話：0297-57-1328 

 

（役割） 

  小規模事業者等の専門的かつ高度な経営課題に対して専門家と連携し、経営分析や経営分析セミナーを行

い、専門的機関と連携して課題解決へ導く。 

 

 

３ 事業計画策定支援に関すること 

（連携者） 名 称：長野県商工会連合会  会長 柏木 昭憲 

       所在地：長野県長野市大字中御所岡田 131-10 

       電 話：026-228-2131 

 

       名 称：公益財団法人長野県中小企業振興センター  理事長 太田 哲郎 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

       電 話：026-227-5803 

 

       名 称：長野県よろず支援拠点  チーフコーディネーター 白川 達男 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

       電 話：026-227-5875 

 

       名 称：株式会社日本政策金融公庫長野支店 国民生活事業  事業統轄 清原  実 

       所在地：長野県長野市三輪田町 1291 

       電 話：026-233-2141 

 

       名 称：つくば未来経営コンサルティング事務所 所長 横田  透 

       所在地：茨城県つくばみらい市中島 200 
       電 話：0297-57-1328 

 

（役割） 

  専門的知識をもつ機関と連携することにより、事業計画策定セミナー等の開催を円滑に運営して小規模事

業者の事業計画策定に向けてスムーズに支援を行う。 
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４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

（連携者） 名 称：長野県商工会連合会  会長 柏木 昭憲 

       所在地：長野県長野市大字中御所岡田 131-10 

       電 話：026-228-2131 

 

       名 称：公益財団法人長野県中小企業振興センター  理事長 太田 哲郎 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

      電 話：026-227-5803 

 

       名 称：長野県よろず支援拠点  チーフコーディネーター 白川 達男 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

       電 話：026-227-5875 

 

       名 称：長野県創業支援センター  所長 宮下 純一 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター 

      電 話：026-268-1456 

 

（役割） 

 事業計画策定後に、その計画に基づいて進捗状況に応じて関係機関の各種支援策の情報提供や活用推進を

行うなど、フォローアップ支援について専門家と連携を行う。 

 

 

５ 需要動向調査に関すること 

（連携者） 名 称：長野県商工会連合会  会長 柏木 昭憲 

       所在地：長野県長野市大字中御所岡田 131-10 

       電 話：026-228-2131 

 

       名 称：公益財団法人長野県中小企業振興センター  理事長 太田 哲郎 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

       電 話：026-227-5803 

 

       名 称：長野県よろず支援拠点  チーフコーディネーター 白川 達男 

       所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

       電 話：026-227-5875 

 

（役割） 

  販路開拓等を行っていくうえで、需要動向等を情報収集や分析を専門家と連携することにより、新商品・

新サービスの開発等に結び付けるようにする。 

 

 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（連携者） 名 称：長野県商工会連合会  会長 柏木 昭憲 

      所在地：長野県長野市大字中御所岡田 131-10 

      電 話：026-228-2131 

 

      名 称：全国商工会連合会  会長 石澤 義文 

      所在地：東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19階 

      電 話：03-6268-0088 

 

      名 称：長野県   知事 阿部 守一 

      所在地：長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

      電 話：026-232-0111 

 

名 称：長野市   市長 加藤 久雄 

      所在地：長野県長野市大字鶴賀緑町 1613 

      電 話：026-226-4911 
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       名 称：公益財団法人長野県中小企業振興センター  理事長 太田 哲郎 

      所在地：長野県長野市若里 1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 

      電 話：026-227-5803 

 

      名 称：公益財団法人全国中小企業取引振興協会  会長 中村 利雄 

      所在地：東京都中央区新川 2丁目 1番 9号 石川ビル 2階・3階 

      電 話：03-5541-6688 

 

（役割） 

 各種物産展等への出展、商談会等への参加を勧奨することで、販売ルートの構築・販売促進により新商品・

新サービスを PR でき、最終的な目標の達成に近づくことができる。 

 

連携体制図等 

 

≪経営発達支援事業≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県・長野市 

（公財）長野県中小企業振興センター 

長野県よろず支援拠点 

長野県創業支援センター 

連 

携 

長 野 市 商 工 会 

小 規 模 事 業 者 

支 

援 

全国商工会連合会 

長野県商工会連合会 

（独）中小企業 

 基盤整備機構 

（公財）全国中小企業 

    取引振興会 

長野労働局 

ハローワーク長野 

ハローワーク篠ノ井 

ハローワーク須坂 
㈱日本政策金融公庫 

地域金融機関 

シンクタンク 

 
 

 

 

 
 

 

相 

談 

情報収集・調査・分析 

セミナー開催・専門家派遣 

各種情報提供・活用促進 
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≪地域経済の活性化に資する取り組み≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪支援力向上のための取り組み≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野市 

（公財）ながの観光コンベンションビューロー 

連 

携 

長 野 市 商 工 会 

小 規 模 事 業 者 

住民自治協議会 
（公財）長野県中小

企業振興センター 

 

  

長野商工会議所 

信州新町商工会 

連 

携 

長 野 市 商 工 会 

全国商工会連合会 

長野県商工会連合会 

長野県・長野市 

長野県信用保証協会 

地元金融機関 

（独）中小企業 

 基盤整備機構・ 

中小企業大学校 

（公財）長野県中小

企業振興センター 

長野県よろず支援拠点 

  

 

  

ＨＰ等を活用した情報発信 

周遊ルート提案 

イベントカレンダー作成 

情報交換会・金融懇談会 

職員のスキルアップ・情報共有化 

事業評価委員会開催・結果公表 
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