
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 佐久穂町商工会（法人番号 ２１００００５００３７８７） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

ア 販路開拓や新商品開発、利益確保など、個社の状況・要望に応じて、経済動向調査

の提供や、財務分析・経営状況分析など必要な支援を的確に選択し、事業計画の策

定支援を行い、漫然とした経営からの脱却を図り、計画に沿った戦略的経営への転

換を促していく。 

イ 創業・第 2 創業や企業誘致支援の強化を図り、空き店舗・空き工場の解消を目指す

とともに、町に定着して事業が行えるよう、事業計画の策定はもちろん、税務・金

融・労務指導といった従来からの経営改善普及事業に加えて、地域密着の商工会と

して地域コミュニティへの橋渡し役の役割を担っていく。 

ウ 町内の魅力ある特産品について、他の地域資源との連携による新たな商品・サービ

スの開発や、6次産業化、ブランド強化に向けた取り組みに対する支援により、地

場産業の育成や関連企業の活性化を進めていく。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

経済動向に関して収集した情報を、管内業種別の売上動向や全国的あるいは広域

地域的な経済動向など分野別に整理・分析する。その結果を小規模事業者や創業予

定者に対し広く提供し、事業計画や創業計画策定の基礎資料とする。 

２．経営状況の分析に関すること 

事業者自身が自社の経営状況や事業価値を把握した上で、計画的な経営に移行す

るよう促していかなければならない。そのためには経営分析の重要性を認知させ、

各事業所に適した分析ツールを活用して経営分析し、事業計画の策定につなげるよ

うな支援を行う 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営状況の分析により浮かび上がった、自社の経営課題の解決に向けた事業計画

策定支援を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画の進捗状況を把握し、適切なアドバイスを行うため、四半期毎

に1回訪問し、フォローアップを行う。 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者が、自社の商品・サービスと現実の需要とのギャップに気付き、改

善し、持続的な発展につなげていくための事業計画の策定を前提とした、消費者・

顧客目線での需要動向を調査・分析して事業者に提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者が、経済動向・需要動向等を加味して「売上を伸ばす」ために改良・

開発した商品・サービスを、積極的に販売していくための「機会」の提供を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

佐久穂町高速道対策協議会を通じて、商工業者の立場から町当局へ町づくりへの要望

を意見具申する。また、町当局の方針に沿って、横断道開通による当町市街地を通過し

ての八千穂高原へのアクセス増加のために、従業者が多くて関連業者の裾野が広い特産

品のブランド化と情報発信、飲食店・小売店やイベント等の情報発信と、商品の改良・

開発支援に取り組み、販路拡大と佐久穂町の知名度アップによる活性化に繋げる。 

連絡先 

佐久穂町商工会本所 

〒384-0613 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町 561‐1 

電話：0267－86－2275 ＦＡＸ：0267－86－2541 

佐久穂町商工会八千穂支所 

〒384-0701 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑 25-3 

電話：0267－88－2215 ＦＡＸ：0267－88－4012 

E－mail（共通）info@sakuho.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．佐久穂町の現状と課題 

（1）概略 
当町は、長野県東部、南佐久郡の北部に位置し、東西 29.5 ㎞、

南北 14.8㎞で、北は佐久市、西は茅野市、南は小海町と北相木村、

東は群馬県南牧村と上野村に接している。 

周囲には浅間山・茂来山・八ヶ岳を望み、標高 740～1200ｍに集

落が点在する高原の町で、日照時間が年平均約 2000 時間と四季を

通じて長く、降水量が年平均約 922 ㎜前後と雨が少なく晴天率の高

い恵まれた環境にある。気候は内陸性気候で、年間平均気温が 11℃

前後、寒暖の差は大きいものの、夏季は冷涼、冬季は積雪が少なく、

寒気の厳しい冬季を除けば暮らしやすい環境である。 

長野県は山地と盆地の境界部に数多くの活断層が見られるが、当

町には活断層が無く、地震による被害が少ない地域である。 

 

 町の面積は 188.15 ㎢で、町の中央部を千曲川の清流が南北に貫流し、その沿岸に沿って国道 141

号とＪＲ小海線が走っている。また、千曲川を境とした西部の八ヶ岳山系と東部の秩父山系の嶺を結

ぶ国道 299号が町を東西に横断している。 

中部横断自動車道（以下「横断道」）の延伸に伴い、平成 29年度中には町内において「八千穂高原

ＩＣ」と「佐久穂ＩＣ」が供用開始される。上信越自動車道「佐久小諸ＪＣＴ」まで無料区間の開通

となるため、関東方面や北陸・新潟方面へのアクセスが容易になり、産業や観光において更なる交流

の促進が期待される。当町以南、中央自動車道に合流するまでの区間の延伸は、現状において計画が

進捗していない。当分の間は「八千穂高原ＩＣ」が「横断道」の終点・起点となるため、開通後は非

常に多くの車両がこのＩＣを利用することが予想される。しかしながら、隣接する佐久市や小諸市へ

も無料区間を利用して移動出来るようになるため、購買力の流出を助長し、ストロー効果をもたらす

可能性も大きい。したがって、この状況はチャンスにもピンチにもなりうる可能性があり、人や企業

を呼び込めるような魅力ある町づくりがこれまで以上に求められている。 

 

■総人口及び総世帯数の推移 
 

 佐久穂町は、旧佐久町と旧

八千穂村が平成 17 年 3 月 20

日に合併して誕生した。平成

の大合併では、県下で３番目

の合併で、新たな町の誕生と

しては、長野県で最初の合併

であった。 

 人口及び世帯数は、平成 29

年5月現在で11,483人、4,352

世帯。右記の佐久穂町の総人

口および総世帯数のグラフで

わかるとおり、総人口は残念

ながら減少し続けているが、

核家族化によって世帯数は微

増ではあるが増加している。

今後の見通しは減少傾向で、

10年以内には人口が 1万人を

割るものと予想されている。 
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（2）産業 

【農業】 

当町は、水稲や花卉、果樹、酪農、高原野菜の栽培を中心とした農業が産業の中心となっている。

特に花卉栽培は歴史があり、アルストロメリア、カーネーション、菊、バラなどの栽培を中心に、県

下でも有数の産地である。切り花の状態での出荷品であり、冠婚葬祭などに根強い需要があるが、販

売高が景気動向に左右されやすい品目である。また、果樹の特産品としては、りんごやブルーベリー

の他に、「太陽の果実」と言われるプルーンがある。プルーンは収穫期が短い上に傷み易く、一般的

には加工品でしか食べたことがない方々が多いものと思われるが、この町で完熟した生のプルーン

は、初めて食べた方々が一様に衝撃を受けるほどの美味しさであり、保冷技術・輸送環境が発達した

近年においては、贈答品として使われることも多く、有力な特産品となっている。ただし、規格外品

が多く発生するため、それらの活用方法は他の果樹共々大きな課題である。さらに近年は当町の冷涼

な気候にマッチした多品種有機栽培に取り組む若手農家が増加しており、農産物を生かした特産品開

発などの取り組みも生まれているが、それぞれの規模は小さく、地域での認知度も低い状態である。 

 

【林業】 

町の総面積の 80％以上を占める森林は、戦後に植栽されたカラマツの人工林が多く、伐期を迎え

ている。樹齢 70 年を数えるようなカラマツは、十分な乾燥・脱脂が必要な上、ねじれが生じやすい

といった弱みもあるが、杢目が非常に美しく、他の樹木にはない魅力を兼ね備えた素晴らしい建材・

素材である。今後はそういった魅力の対外的な発信と共に、県や町と連携して資源の循環に配慮した、

カラマツの有効活用に取り組んでいかなければならない。 

 

【特産品、地域資源】 

特産品としては上記の農林産物以外にも、信州サーモン・イワナなどの淡水魚とその加工品やドイ

ツ仕込みの高品質なハム、海外展開もしている地酒、農林水産大臣賞を受賞した味噌・醤油など魅力

的な産品・加工品がある。そういった品物は、地域内ではブランド化されているが全国的な知名度を

引き上げ、販路拡大に繋げることが今後の課題となっている。 
 

【観光】 

観光については、美しい山と水を活かした山岳観光が、大きな強みでありセールスポイントである。

八ヶ岳中信高原国定公園の東に位置する八千穂高原には、四季折々の風景や季節感を満喫できる高原

として多くの観光客や写真家が訪れる。人気のスポットは、なんといっても「日本一美しい」といわ

れる白樺の林である。また、標高 2000ｍを超える天然湖が 4つも存在し、特に白駒池は、シラビソ、

トウヒ、ツガの苔むした原生林を抜けた先に、突然神秘的な湖面がひらけ、ひんやりとした清浄な森

の息吹が、癒しを与えてくれるパワースポットとなっている。近年は原生林の苔が注目を集めており、

平成 29 年のＪＲ東日本「信州ディスティネーションキャンペーン」のテレビＣＭで、女優の吉永小

百合さんが白駒池周辺の「苔の森」をＰＲしてくれたおかげで、大変な反響があった。元々紅葉シー

ズンなどは毎年、標高 2000ｍ近いメルヘン街道（国道 299 号）に駐車場待ちの渋滞が出来るほど人

気の観光スポットではあったが、今後は駐車場の確保や環境保全が大きな課題となっていくであろ

う。 

また、冬季の観光の柱である町営の「八千穂高原スキー場」は、近年のスキー人口の減少に伴い、

来場者が減少している。周辺には、民間のロッジやレストランなどもあり、事業者にとっては死活問

題である。町は平成 31 年度以降には民営化による存続の方針を採っている。参入業者が現れるかど

うか不透明な為、周辺事業者には新たなニーズの掘り起こしなどの対応が求められている。 

全国的に訪日外国人が急増している中ではあるが、当町はインバウンド対策についてはほとんど手

付かずの状態である。当町には海外からの観光客がこぞってやってくるような派手な見どころがある

わけではないため、現状で外国人観光客の増加による大きな混乱があるわけではない。しかし、今後

さらに増加する外国人の誘客を目指す取り組みは、避けて通れない課題である。町内には、観光あり

きの「泊まる」宿ではなく、佐久穂町での「静かで落ち着いた確かな暮らしを体験できる滞在」を提

供することをコンセプトにして注目を集め、宿泊客の半分が 3日以上滞在する外国人という宿泊施設

も生まれてきている。有名観光地と競合しないターゲットの選定と滞在中の企画の充実が、今後の当

町における観光振興を考える上でのキーポイントとなっている。 
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【商業・飲食業・サービス業】 

平成 28年 1 月に町が調査用紙の全戸配布により実施した「佐久穂町 総合計画・総合戦略に関す

る住民意向調査」（以下「住民意向調査」）によると、町民が主に買い物をする場所は以下の表のとお

りである。 
 衣料品 身回品 文化品 飲食料品 日用品 その他 

佐久穂町 310 427 162 1,336 1,175 580 

佐久市 1,061 886 1,152 161 306 758 

小海町 2 1 0 5 5 5 

小諸市 2 2 2 0 0 1 

北佐久郡 8 8 2 0 0 0 

南佐久郡 14 13 9 8 7 7 

その他県内 19 19 17 4 3 27 

通信販売･移動販売等 30 63 43 12 7 53 

県外 19 21 19 1 2 16 

合計 1,465 1,440 1,406 1,527 1,505 1,447 
 

 回答数 割合(％) 
回答世帯 3,990 45.4 

佐久穂町全体 8,790 100.0 

「佐久穂町 総合計画・総合戦略に関する住民意向調査」より 
 
1998 年の長野オリンピックに向けた交通網の整備事業の中で、隣接する佐久市において長野新幹

線「佐久平駅」と上信越自動車道「佐久ＩＣ」の開設があった。その近辺には大規模な商業集積が誕

生し、その後も 20 年に亘って拡大発展を続けている。そのような状況の下、衣料品・身回品・文化

品については佐久市での購入が非常に多くなっている。そういった買い物の際には、家族で出かけて

様々なサービスを受け、食事もするといったレジャー的な要素が加わるので、町内のサービス業や飲

食業の売上減にもつながっている。町内に大型店（スーパーマーケット２店、ホームセンター１店）

があるため、飲食料品や日用品の町内購入は多いが、既存の小規模商店にとっては強力な競合店が町

内に存在するということになり、年間販売額が大きく減少している。少子高齢化による後継者不足も

あり、廃業による空き店舗の増加といった負の連鎖に陥っている。 
下記の「佐久穂町の小規模事業者数と事業所数及びその内訳の推移」によると、経済センサス開始

後の平成 21 年～26 年の 5 年間で、卸・小売業だけをみても 37 事業所が減少している。町では「企

業誘致事業補助金」メニューの中に、「空き店舗等対策事業補助金」を創設して、空き店舗入居者へ

の家賃補助を行っている。また、商工会に委託してデマンド型の乗合タクシーの運行を行い、買い物

弱者対策と共に、町内商店の利用促進を図っている。 
さらに、商工会からの働きかけにより長野県内では初めての取り組みとして、「小規模事業者持続

化補助金」の採択事業者に対して、町独自に上乗せ交付する補助金を平成 29 年 1 月に創設した（採

択事業の自己負担額の 1/2以内、金額にして最大で 12万 5千円以内）。 
 

佐久穂町の小規模事業者数と事業所数及びその内訳の推移 
年度 平成 18年 平成 21年 平成 24年 平成 26年 

小規模事業者数 512 524 464 453 

事業所数 577 611 531 537 

鉱業 5 4 10 3 

建設業 110 137 120 123 

製造業 83 81 76 70 

電気・ガス・熱業     1 1 1 1 

情報通信業 1 2 2 2 

運輸業 8 9 7 7 

卸・小売業 155 143 114 106 

金融・保険業 3 4 3 3 
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不動産業 7 13 12 13 

学校研究業 － 14 12 17 

宿泊・飲食業 59 59 58 59 

サービス業 － 60 52 53 

教育・学習支援業 16 16 6 14 

医療・福祉 24 27 22 30 

複合サービス業 13 12 10 10 

他に分類されないサービス業 92 29 26 26 

平成 18年度は「事業所・企業統計調査」より、21年度以降は「経済センサス」より 

 

【製造業】 

金属加工による金型設計・製造や、ダイカスト鋳造・加工、金型による成型加工、プリント基板製

造、電子部品の組み立てなどの工場があり、その他に特産品である鉄平石の加工業、ハム、味噌・醤

油、漬物などの食品製造業、酒造業など様々な業種の中規模から小規模零細工場が存在している。「横

断道」の町内ＩＣ供用開始は、製品の輸送環境が改善されることにより、競争力の向上が見込める上、

新たな企業を誘致するチャンスである。 

工業統計調査によれば、佐久穂町内の事業所数・従業員数・製造品出荷額は以下のとおりであった。 

 事業所数 従業員数 製造品出荷額 

平成 18年 45社 801名 107億円 

平成 21年 36社 560名 59億円 

平成 24年 36社 598名 72億円 

平成 26年 32社 576名 72億円 
※「佐久穂町の小規模事業者数と事業所数及びその内訳の推移」との製造業者数の差異は、ＲＥＳＡＳは従業員 4 名

以上の事業所による統計値であるため。 

平成 20 年秋のリーマンショックの影響が大きく、単純に比較は出来ないが、製造業の新規開業は

少なく、事業所数、従業員数共に減少傾向である。経営強化法認定やものづくり補助金などの活用に

よる財務改善に寄与する支援に加え、企業誘致や第 2工場建設に向けた事業計画作成支援などに取り

組まなければならない。 

 

【建設業】 

「住民意向調査」によると住宅建築・改築時の町内業者への発注割合は以下の通りであった。 

「持ち家」購入時の施工依頼先 「持ち家」リフォーム時の施工依頼先 

 回答数 割合(%)  回答数 割合(%) 

町内の工務店 42 40.8 町内の工務店 93 64.1 

町外の工務店 23 22.3 町外の工務店 29 20.0 

ハウスメーカー 38 36.9 ハウスメーカー 14 9.7 

その他 0 0.0 その他 9 6.2 

合計 103 100.0 合計 145 100.0 

「佐久穂町 総合計画・総合戦略に関する住民意向調査」より 
リフォーム工事は地元工務店を利用する世帯が多いが、新築物件だとハウスメーカーに発注する世

帯が 36.9％と、非常に多くなっている。今後、人口減による受注減は避けられないが、核家族化に

よる世帯数の増加と、「横断道」開通で、当町が佐久市や小諸市のベッドタウンとなることによる移

住者の流入も想定できるため、リフォーム工事の優位性は維持しつつ、新築物件の受注率引き上げを

目指したい。そのためには、ハウスメーカーよりも魅力的な家づくりを顧客に提案することが必要で

ある。 

そのような中、平成 28 年度に町内の住宅建築関連事業に携わる若手の職人有志が「さくほの家造

り職人ネット」を結成した。これは、参加する職人が学習や意見交換を重ねることで、この町が未来

へ向けて継承すべき「まちなみ」と「郷土建築」の有様について新たな視点で具現化した「さくほの

家」モデルプランを開発し、さらに互いに切磋琢磨して自らの見識や技術を向上させることにより、

「さくほの家」ブランドを確立して受注力を高めることで町内産業の活性化に貢献していくことを目

的とした、家造りに携わる専門集団である。若手職人の間でこのようなネットワークが結成されたこ

とは大きな強みであるが、参加している各企業は小規模事業者であり、事業計画の策定などにおける

「地域経済分析システムＲＥＳＡＳ」より 
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支援が必要となっている。 

土木建設業は、「横断道」の近辺整備などの付帯工事による多少の特需があったが、平成 29年度で

終了するため、公共工事に隔たらない受注に向けた取り組み支援が必要となっている。 

 

２．商工会の役割 

 佐久穂町商工会は、市町村合併から遅れること 1 年、平成 18年 4月 1 日に旧佐久町商工会と旧八

千穂村商工会が合併して誕生した。合併により各地域の商工業者の利便性が低下しないように、旧佐

久町商工会を「佐久穂町商工会本所」、旧八千穂村商工会を「八千穂支所」とし、職員設置数の変更

はあったものの、合併前と変わらず 2か所での支援を継続している。 

当会ではこれまで、経営改善普及事業として金融・税務・労務等を中心に、経営基盤の貧弱な管内

小規模事業者等の経営の基本的な課題に関する各種支援に取り組んできた。しかしそういった支援

は、最低限事業を継続するための事務的支援に終始した単発的な支援であることが多かった。 

上記の「佐久穂町の現状と課題」で示したとおり、近年の管内小規模事業者が抱える課題は多様化

しており、事業者自身の努力のみでは対処できない案件が増えてきている。課題解決に向けた経営計

画の策定などは、小規模事業者にとっては高いハードルであり、伴走してそのハードルをクリアする

ための支援をすることや、行政や他の支援機関、専門家等と小規模事業者の間に立ち、コーディネー

ターとして課題解決に取り組むような、事業者に寄り添った支援を行うことが当会のような支援機関

に求められている。 

 商工会は、事業者にとって一番身近な相談相手である。従来の経営改善普及事業に加えて、小規模

事業者への伴走型支援体制の構築を図っていくことが今後の商工会に課せられた使命である。 

 

３．中長期的な振興のあり方（10年） 

 佐久穂町では、「第 2次佐久穂町総合計画（平成 29年度～38年度）」（以下「町総合計画」）を策定

し、産業振興については『重点戦略Ｃ「地域に根差した活力ある産業のまちづくり（地域経済創造）」』

を掲げ、商工業に関係した施策としては以下のとおり推進していくことを表明している。 

施策名 主な施策 

商工業の振興、雇用・起業支援  

①まちなかの商店の振興  

②工業の振興  

③雇用の促進  

観光の振興  
①観光資源の充実と活用  

②観光情報の発信  

地域資源を活かした仕事の創出  

①都市と農村の体験型交流の促進  

②特産品づくり・販路開拓支援  

③地産地消、食育の推進  

「商工業の振興、雇用・起業支援」としては、町は平成 28年度に「佐久穂町企業誘致事業補助金」

を創設して、用地取得費の補助や建物や償却資産の固定資産相当額の補助、新規の正規雇用に対する

補助、賃借料や下水道使用料への補助などを行っている。賃借料の補助には、商工会の推薦を受けた

空き店舗入居者への家賃補助も含まれている。今後は町として「産業競争力強化法における創業支援

事業計画」認定申請も視野に入れ、商工会と共に企業誘致や空き店舗対策、起業支援を進めて行く意

向である。 

「観光の振興」は、「地域資源を生かした仕事の創出」とも密接に繋がっているのだが、「横断道」

町内ＩＣ開設を好機ととらえ、観光情報の積極的発信や体験型観光などのソフト面の充実、特産品の

開発やブランド力強化などに注力することで、雇用拡大や関連業者への好影響を目指した裾野の広い

支援をするとしている。 

商工会としては、「佐久穂町の現状と課題」で触れた各分野の課題について、「町総合計画」をふま

え、5 年後 10 年後を見据えた、事業者の継続的な発展に向けた支援を行っていく。これまで取り組

んできた経営改善普及事業による経営基盤の安定化への支援は継続しつつ、事業者が自社の継続的な

発展のためには何が必要かを、自ら考え実践していくための経営計画の立案など、漫然とした経営か

ら戦略的経営に切り替えるための「伴走型支援」をさらに上積みする。管内に「魅力ある企業」や「や

る気ある企業」を増やして地域全体の底上げと魅力アップに努め、結果として創業者の増加や企業誘

致に繋がるような地域貢献をしていく。 
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４．経営発達支援事業の目標（5年） 

（1）目標 
上記の「佐久穂町の現状や課題」と、中長期的な振興のあり方をふまえ、経営発達支援計画の目標

を次の通り設定する。 
 
ア 販路開拓や新商品開発、利益確保など、個社の状況・要望に応じて、経済動向調査の提供や、

財務分析・経営状況分析など必要な支援を的確に選択し、事業計画の策定支援を行い、漫然と

した経営からの脱却を図り、計画に沿った戦略的経営への転換を促していく。 

 

イ 創業・第 2創業や企業誘致支援の強化を図り、空き店舗・空き工場の解消を目指すと共に、町

に定着して事業が行えるよう、事業計画の策定はもちろん、税務・金融・労務指導といった従

来からの経営改善普及事業に加えて、地域密着の商工会として地域コミュニティへの橋渡し役

の役割を担っていく。 

 

ウ 町内の魅力ある特産品について、他の地域資源との連携による新たな商品・サービスの開発や、

6次産業化、ブランド強化に向けた取り組みに対する支援により、地場産業の育成や関連企業

の活性化を進めていく。 

 

（2）方針 
ア 課題が明確であり希望する支援が具体的な事業者、現状に危機感を感じているがどうしたら良

いかわからない事業者、「店で待っていればお客が来る時代」を知っていてそこから抜け出せ

ない事業者など、レベルの差こそあれ、小規模事業者であればあるほど、個社で対応しきれな

い課題を持っているはずである。経営指導員等は、事業者目線で事業所の状況や課題に対峙し

て解決の糸口を探っていく必要がある。課題解決のための事業計画の策定支援を行い、行政や

専門家、他の支援機関との連携を強化しつつ、講習会の開催など計画達成に向けたフォローア

ップを行いたい。事業者の意識改革や経営レベルの向上に努め、事業者自身がＰＤＣＡサイク

ルでブラッシュアップできるよう伴走型の支援を行う。 

 

イ 同業種・同形態のままでの事業承継が困難な、マッチングの俎上にも載らない小規模店が、後

継者不在のために廃業する案件が増えている。空き店舗・空き工場解消のためにも、そういっ

た物件の把握に努めつつ、創業・第 2創業や事業所移転・新設を考えている「予備軍」を発掘

し、事業立ち上げに向けた計画策定の他に、商工会が従来から行っている税務・労務・金融指

導による支援で経営基盤の強化を図り、物件マッチングや地元での販路拡大など、地域にスム

ーズに溶け込むことで事業を安定的に継続していけるような支援を行う。 

 

ウ 魅力ある特産品があることは当町の強みであるので、これらを積極的に売り出すための方策を

事業所と共に考えたい。行政の支援を引き出すのももちろんだが、物産展や商談会についての

情報提供及び出展支援、専門家派遣を活用した商品の改良など、商工会だからこそできる支援

を目指していく。 
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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】 

（１）現状と課題 

現状では金融機関や行政機関・民間のシンクタンクから発刊される統計調査結果等からの情報

や、経営指導員等が巡回・窓口指導時に得た情報、四半期に 1回実施される中小企業景気動向調

査、決算・申告書作成支援時の数値的なデータなどから情報を収集している。 

しかし、収集したデータを職員は特に整理・分析することなく、一部の企業への支援材料とし

て提供するだけであった。事業所が感じる景況感やトレンド予測といった、いわゆる「長年のカ

ン」は、商売において重要な要素ではあるが、それのみで経営することには弊害があり、経営の

悪化を招くこともある。 

 

（２）改善方法 

今後は、収集した情報を管内業種別の売上動向や全国的あるいは広域地域的な経済動向など分

野別に整理・分析する。その結果を小規模事業者や創業予定者に対し広く提供し、事業計画や創

業計画策定の基礎資料とする。 

 

（３）事業内容 

ア 中小企業景況調査と小規模企業景気動向調査の活用（拡充事業） 

 （目的） 

全国的な業種毎の景気動向を把握するために、中小企業景況調査と小規模企業景気動向調

査を小規模事業者の活用しやすい形のレポートにまとめる。 

（対象データ） 

（ア）中小企業景況調査 

全国の商工会地区の約 8,000企業 

業種割合：製造業（約 20%）建設業（約 15%）小売業（約 30%）サービス業（約 35%） 

    （イ）小規模企業景気動向調査 

     全国約 300 商工会の経営指導員 

（調査方法） 

（ア）中小企業景況調査 

下記の調査項目について上記業種毎、四半期毎に全国の商工会において調査が行われる。

当会では都度発行される調査報告書から調査結果を抜粋する。 

    （イ）小規模企業景気動向調査 

下記の調査項目について業種毎（製造業、建設業、小売業、サービス業）、毎月全国の商

工会において調査が行われる。当会ではＷＥＢ上で公開される調査報告書から調査結果を

抜粋する。 

（調査頻度） 

（ア）中小企業景況調査 

四半期に 1回 

    （イ）小規模企業景気動向調査 

四半期に 1回（調査報告書は毎月発行されるが、当会での取りまとめは四半期に 1回） 

（調査項目） 

（ア）中小企業景況調査 

㋐売上額 ㋑収益 ㋒業況 ㋓販売価格・仕入価格 ㋔資金繰り ㋕人材㋖設備の 7項目

で景況感（ＤＩ）を調査 

    （イ）小規模企業景気動向調査 

商工会経営指導員の景況に関するコメントを調査（本調査ではＤＩに関する調査も行って

いるが、ＤＩについては（ア）中小企業景況調査の結果を活用する） 

（活用方法） 
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上記（ア）(イ)で収集・抽出したＤＩデータと全国の経営指導員によるコメントを、経営

指導員等が管内小規模事業者にわかりやすくレポートとしてまとめて、事業計画策定の際の

全国的な景況判断の基礎資料とする。 

（提供方法） 

巡回・窓口指導時に資料として提供するほか、「商工会報」（年 2回発行）や商工会ホーム

ページ、メール配信等を活用しながら、小規模事業者や創業予定者に対し広く提供する。 

（効果） 

事業者自身が感じる景況感と全国的な景況感のギャップが把握でき、事業計画策定の基礎

資料として活用できる。 

 

イ 行政の統計情報、長野経済研究所（八十二銀行出資のシンクタンク）景況情報の活用（拡

充事業） 

（目的） 

行政の統計情報、長野経済研究所の景況情報から、人口動態、雇用情勢、県内の景況情報

を抽出する。 

（対象データ） 

（ア）人口動態 

佐久穂町及び隣接する佐久市臼田と小海町 

    （イ）雇用情勢 

     佐久公共職業安定所管内（佐久市及び近隣７カ町村）及び長野県全体 

    （ウ）生産動向、個人消費、公共投資、住宅投資、 

     長野県全体 

（調査方法） 

（ア）人口動態 

佐久穂町及び隣接する佐久市臼田と小海町から直接情報収集 

    （イ）雇用情勢 

     佐久公共職業安定所業務月報及び長野経済研究所月間レポートから抽出 

    （ウ）生産動向、個人消費、公共投資、住宅投資、 

     長野経済研究所月間レポートから抽出 

（調査頻度） 

（ア）（イ）（ウ）共通 

四半期に 1回（報告書等は毎月発行されるが、当会での取りまとめは四半期に 1回） 

（調査項目） 

（ア）人口動態 

人口（男女別・年代別）、世帯数 

    （イ）雇用情勢 

     有効求人倍率、新規求職者数、新規求人数 

    （ウ）生産動向、個人消費、公共投資、住宅投資、 

     鉱工業生産指数、大型小売店売上高、乗用車販売台数、公共工事保証請負額、新設住宅着

工戸数 

（活用方法） 

上記（ア）(イ)（ウ）で収集・抽出したデータを、経営指導員等が管内小規模事業者にわ

かりやすくレポートとしてまとめて事業計画策定の際の県内及び近隣地域の景況判断、人口

動態把握の基礎資料とする。 

（提供方法） 

巡回・窓口指導時に資料として提供するほか、「商工会報」（年 2回発行）や商工会ホーム

ページ、メール配信等を活用しながら、小規模事業者や創業予定者に対し広く提供する。 

 

（効果） 

事業者自身が感じる景況感や管内の人口動態と県内の景況感や実際の人口動態とのギャ

ップが把握でき、事業計画策定の基礎資料として活用できる。 
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ウ 売上動向調査（新規事業） 

（目的） 

地域内事業所の決算指導や金融指導、巡回・窓口指導時に商工会が入手する決算データを

分析することで管内小規模事業者の売上動向を把握する。 

（対象者） 

決算指導や金融指導等で商工会が決算データを入手している事業所 

卸売業、小売業、製造業、設備工事業、土木建設業、農林漁業、サービス業、理美容業、

飲食業、宿泊業 

（調査方法） 

決算データを基に、当会独自で作成しているエクセルシートを用いて下記の調査項目の数

値データを上記業種毎に集計、分析する 

（調査頻度） 

年に 1回 

（調査項目） 

㋐売上高㋑売上原価㋒売上総利益㋓営業利益㋔経常利益等 

（活用方法） 

経営指導員等が管内小規模事業者にわかりやすくレポートとしてまとめて事業計画策定

の際の地域内の売上動向把握の基礎資料とする。 

（提供方法） 

巡回・窓口指導時に資料として提供するほか、「商工会報」（年 2回発行）や商工会ホーム

ページ、メール配信等を活用しながら、小規模事業者や創業予定者に対し広く提供する。 

（効果） 

事業者自身が感じる売上動向と地域内における現実の売上動向とのギャップが把握でき、

事業計画策定の基礎資料として活用できる。 

 （目 標） 

実施内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ア 景況調査・景気動向調査 

の分析・提供 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

イ 行政の統計、経済研究所

景況情報の分析・提供 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

ウ 売上動向調査 

対象企業数 
未実施 40社 40社 50社 50社 50社 

ウ 売上動向調査 

の分析・提供 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

商工会では経営改善普及事業の指導業務の中で経営状況の把握はしているが、それらの詳細

な分析をこちらから働きかけ、事業計画の作成を促して計画的な経営を実現させるような支援

はしてこなかった。 

独自に経営分析をするような意識の高い事業所はわずかであり、自社の商品・サービスや保

有する技術の強みや弱み、売れ筋の見極めなどについても、大半の事業所は実績に裏打ちされ

た「長年のカン」に頼って経営している。事業者にとって「長年のカン」は大変な強みでもあ

るが、それのみに頼っていては現実の状況との乖離が生じてくる。 

 

（２）改善方法 

事業者自身が自社の経営状況や事業価値を把握した上で、計画的な経営に移行するよう促し

ていかなければならない。そのためには経営分析の重要性を認知させ、各事業所に適した分析

ツールを活用して、事業計画の策定につなげるような支援を行う必要がある 
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（３）事業内容 

計画的な経営の実現に向けた経営分析の実施（新規事業） 

 （目的） 

聞き取りや事業所訪問で把握した経営資源（ヒト、モノ、カネ、強み弱み等）の情報に、財

務分析を加えた経営分析の結果を事業者に提示し、「長年のカン」と現実の状況の乖離を認識さ

せる。小規模事業者と経営指導員等が同じ目線で現状の課題を認識すると共に、計画的な経営

の重要性を啓蒙して事業計画の策定に結び付けることを目的とする。 

 （対象者） 

希望者はもちろんだが、希望の意思を示していない事業者についても、金融・税務・記帳指

導や補助金申請時等に預かる決算書を基に、あらかじめ財務分析を行っておいて掘り起こしの

端緒とする。 

（分析方法） 

経営分析の入り口として、経済産業省が提供している企業の健康診断ツール「ローカルベ

ンチマーク（通称：ロカベン）」を活用する。これは、経営指導員等や小規模事業者本人も

扱いやすいエクセルを利用しており、「財務情報」と「非財務情報（経営資源）」に関する各

データを入力することにより、企業の経営状態を把握することが出来る無料診断ツールであ

る。商工会に決算書等がある事業所については、あらかじめ財務分析を進め、分析データを

蓄積しておく。これらのデータは、巡回・窓口相談時に事業者に提示・説明するとともに、

分析の意義を説明し、ロカベン非財務情報入力用シートを活用して、非財務情報をヒアリン

グする。事前に財務分析が出来なかった場合などは、モバイル端末等を使いその場で分析を

するか、分析の意義を説明した上で決算書等を預かり、非財務情報のヒアリングを行う。 

（分析項目） 

（ア）財務分析 

6つの基本的な指標（①売上高増加率（売上持続性）、②営業利益率（収益性）、③労働生

産性（生産性）、④ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率（健全性）、⑤営業運転資本回転期間（効

率性）、⑥自己資本比率（安全性）） 

（イ）非財務分析 

①経営理念、意欲、後継者の有無といった経営者に関すること、②事業沿革、強み弱み、

ＩＴ活用度、付加価値向上に向けた取り組みといった事業に関すること、③市場動向、競

合、リピート率、従業員定着率といった企業を取り巻く環境や関係者のこと、④組織体制、

品質管理、商品開発、人材育成といった内部管理体制 

（活用方法） 

「事業者の思い込みによる自社の状況」と「実際の業界平均を基にした分析結果の状況」

との乖離を理解することが出来るので、そこから課題を抽出し、解決の優先順位をつけ、事

業者と経営指導員等が同一の意識でそれに対峙して対応策の検討をするために活用する。 

（提供方法） 

分析結果は後日の指導時に対象事業者に提示して説明を行う。 

（効果） 

個別課題解決へ向けた目標を設定し、事業計画の策定支援へと繋げていく。事業者又は経

営指導員等が、更に詳細な分析が必要だと判断した場合は、よろず支援拠点・専門家派遣事

業等を活用し、より高度な分析の支援を行う。 

（数値目標） 

 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

経営分析実施数 2社 10社 12社 15社 15社 15社 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

当会ではこれまで補助金申請や金融指導（資金調達・返済条件変更等）に際しての経営計画

策定支援や創業計画策定支援等を実施してきた。 

しかし、これらの計画書はそれぞれの経営課題の解決時に必要に迫られて「提出用の計画書」

として策定することが多く、小規模事業者の持続的発展に資するための、計画的な経営への移

行支援という位置付けではなかった。 

（２）改善方法 

今後は、本事業で行う経済動向調査・需要動向調査及び経営分析の結果をふまえ、巡回・窓

口指導の中で「計画的な経営」の必要性について啓蒙し、自身の強みや特産品を活かした商品・

サービス・技術向上に積極的に取り組む管内小規模事業者を掘り起こし、売上の増大や販路拡

大に向けた実効性の高い事業計画を、事業者と経営指導員等が一体となって策定する。 

また、更なる高度・専門的な課題解決のための事業計画策定が必要な小規模事業者に対して

は、専門家派遣等を活用して計画策定を支援する。 

創業・第二創業を計画している小規模事業者に対しても、行政や各支援機関と連携し、当地

で新たな事業を発展的に継続していけるような計画書を、事業者と共に策定していく。 

 

（３）事業内容 

ア 事業計画策定希望者の掘り起こし（新規事業） 

 （目的） 

小規模事業者や創業・第二創業希望者が、事業を発展的に継続していくためには、経済動

向や自社の経営分析の結果を踏まえた上で立案した戦略に沿った計画的な経営への移行が

必要であるということを巡回・窓口・記帳指導時に啓蒙し、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。 

（対象者） 

（ア）本計画において上記の経営分析まで行って、経営課題が顕在化している小規模事業者 

（イ）各種補助金申請・経営革新計画策定申請・経営強化法認定申請・事業承継等の経営課

題を持った小規模事業者 

（手段・方法） 

（ア）上記の経営分析を行っている小規模事業者に対しては、巡回・窓口相談、各種会議、

セミナー等の際に事業計画策定の重要性・必要性についてパンフレット等を用いて説

明し、ＰＲする。 

（イ）各種補助金申請等の経営課題を持った小規模事業者に対しては、それぞれの課題解決

の為の当面の事業計画書の策定をきっかけに、事業の発展的な継続を目指した計画書

策定の重要性・必要性についてパンフレット等を用いて説明し、ＰＲする。 

 

イ 事業計画策定セミナーの開催（新規事業） 

 （目的） 

専門家と連携し、事業計画策定等に関するセミナーを開催して計画策定支援を行う。 

（対象者） 

 チラシ等の配布により応募してきた事業者と、経営分析により抽出された経営課題解決が

必要な小規模事業者に対して、個別に参加を打診する。 

（内容・講師） 

中小企業診断士等にセミナー講師を依頼する。最初から経営革新計画のような詳細な事業

計画の策定を目指してハードルを上げるのではなく、簡易的な事業計画の策定に向けた入門

編としての位置づけとする。 

内容としては㋐経営計画の必要性 ㋑顧客ニーズと市場の動向把握 ㋒自社の強み ㋓

経営方針と今後のプラン ㋔ＰＤＣＡの仕組みづくり ㋕収支計画と資金繰り等。セミナー

には経営指導員等も参加し、受講者の理解度が上がるよう講師の補助をしつつ、簡易的な事

業計画策定の方法やポイントを習得し、参加していない事業者の計画書策定支援に繋げる 
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（成果） 

簡易的な事業計画策定を主眼としている。本格的な事業計画書へステップアップするため

の入門編となる。 

 

ウ 個別相談会の開催（専門家等との連携による実施）（拡充事業） 

 （目的） 

専門家と連携し、個別相談会を開催して計画策定支援を行う。 

（対象者） 

 上記セミナー参加者を始めとした実際に事業計画策定に取り掛かっている事業者に個別

に参加を打診する。 

（内容・講師） 

専門家に講師を依頼。セミナー受講者などが実際に作成した事業計画案をブラッシュアッ

プする為のポイントの解説に重点を置く。この相談会は個別対応であるので、セミナー受講

者以外のより詳細な事業計画案による相談にも対応する。相談会には経営指導員等も同席

し、相談会終了後の事業計画のブラッシュアップを事業者と共に行う。 

（成果） 

専門家の観点からの個別の案件への助言により、実効性の高い事業計画書策定に向けた支

援に結び付けることが出来る。 

 

エ 事業計画策定支援（経営指導員による実施）（拡充事業） 

 （目的） 

実効性の高い事業計画書を事業者と経営指導員等が一体となってブラッシュアップしな

がら策定し、計画達成に向けた支援に繋げていくことを目的とする。 

（対象者） 

① 経営分析により抽出された経営課題解決を目指す小規模事業者等 

② 創業・第二創業希望者等 

（手段・方法） 

  ① 経営分析により抽出された経営課題解決を目指す小規模事業者等 

㋐企業概要と現状と課題 ㋑顧客ニーズと市場の動向について ㋒自社の強み ㋓

経営方針と今後のプラン ㋔ＰＤＣＡの仕組みづくり ㋕収支計画と資金繰り等の基

本的な内容を網羅した商工会独自のシートを活用して作成する。また、中小機構が提供

している「経営計画つくるくん」やそれに類するツールは、事業者と経営指導員等が求

めている計画書のレベルにマッチするかどうかを判断して活用する。 

     ② 創業・第二創業希望者等 

①同様に支援するが、自営経験の無い創業者にとっては特に経営理念やストアコンセ

プトの重要性、マーケティングや数値目標などの妥当性などについて確実に理解するま

で既存事業者以上の手厚いケアを行う。 

（支援内容） 

  ① 経営分析により抽出された経営課題解決を目指す小規模事業者等 

   多くの小規模事業者が、「販売促進」と「財務改善」に、同時に取り組む計画が必要

になる。上記の事業計画策定セミナーや個別相談会においては、「財務改善」という事

業所の内情に触れる部分より、「販売促進」に対する計画書作成支援が中心となる。 

地域に密着している経営指導員等であれば財務的な相談も出来るという事業者も多

いことから、商工会としては事業所に寄り添い「財務改善」部分の作成支援にも取り組

まなくてはならない。 

セミナーや相談会に参加していない事業者の簡易的な事業計画書の策定に向けた計

画案の作成は、商工会独自のシート等を活用して事業者と経営指導員等が一体となって

作成する。 

     ② 創業・第二創業希望者等 

創業・第二創業希望者等は、自分の思い込みだけで夢の実現に向けた商売を始めよう

と考えている者が多い。その者にとって人生の一大転機となる場合が多いので、経営指

導員等はモチベーターでありつつも常に冷静でいなければならない。現実的な創業計画
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の策定や創業資金の斡旋、各種許認可の取得に関する情報提供や支援等、開業に至るま

でのすべてのプロセスにおいて伴走型の支援を行う。 

（効果） 

事業者と経営指導員等が一体となって事業計画を策定することにより、両者が共通の認識

で経営課題の解決に向けて行動することが出来る。 

 （目 標） 

実施内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定セミナー 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

セミナー参加事業所数 未実施 10社 10社 10社 10社 10社 

個別相談会開催 1回 2回 2回 2回 3回 3回 

相談会参加事業所数 6社 10社 10社 10社 15社 15社 

事業計画策定者数 8社 8社 10社 12社 12社 12社 

創業・第二創業計画策定者数 2社 2社 2社 2社 2社 2社 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

当会はこれまでも事業計画策定を支援しているが、策定後の対応は、基本的に事業者から相

談を受けてから課題に応じた支援を行う体制となっていた。 

課題としては、定期巡回等による積極的なフォローアップと情報提供の体制が構築出来てい

ないことが挙げられる。 

 

  （２）改善方法 

今後は、経営指導員等が計画の進捗状況を定期的に確認し、計画策定後に生じた経営課題等

の解決に向けたサポートをすることにより、小規模事業者自身がＰＤＣＡサイクルを実践出来

るような伴走型支援を実施する。 

 

（３）事業内容 

事業計画策定後の定期巡回訪問等（拡充事業） 

 （目的） 

経営指導員等の定期的な計画の進捗状況の確認や目標達成に向けた指導・助言を行うと共

に、ＰＤＣＡサイクルによる計画経営の実践に繋げていくことを目的とする。 

（対象者） 

 本事業において事業計画策定支援を行った小規模事業者や創業・第二創業希望者 

（支援方法） 

事業計画策定支援した事業所には、経営指導員等が定期的な巡回・窓口相談を実施する。

その際、スケジュールチェック、Ｔｏｄｏチェック、資金繰りチェック、新たな課題チェッ

ク等の項目をチェックするために商工会独自で作成したフォローアップシートを活用して、

進捗状況や財務状況などのヒアリングを行い、事業計画全体の進捗管理を行って、計画の形

骸化を防ぐ。また、新たに生じた経営課題や経営環境の変化に対して、対応策のアドバイス

や、事業計画の修正などのフォローアップを行う。 

（支援内容） 

（ア）全ての事業計画策定支援事業者には、四半期に 1 回の定期的なフォローアップを行

う。事業計画書と実際の進捗状況の乖離についてフォローアップシートを活用して把握

し、計画遂行上の問題点の洗い出しを行い、対応策についてアドバイスする。課題解決

に専門的な支援が必要な場合は、よろず支援拠点や専門家派遣なども活用する。 

（イ）中小企業庁、長野県、佐久穂町その他機関の行う補助金・助成金施策等が公表され

る都度、積極的な活用を図るため、巡回・窓口指導・会報等において周知し、制度説明・

申請書作成等の支援を実施する。 

（ウ）事業計画実施に伴う必要な資金調達等の金融支援を、地元金融機関や県信用保証協

会及び日本政策金融公庫と連携して行う。 

（エ）創業者の創業計画実施にあたってのフォローアップも、既存の小規模事業者と同様

に少なくとも四半期毎に 1 回以上行う。当地で事業が発展的に継続出来るよう、計画の
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進捗状況についてチェックし、着実な実施評価・見直し等ＰＤＣＡマネジメントの定着

を目指し指導・助言を行う。既存の経営改善普及事業で対応する記帳・税務・労務・金

融等の経営課題に関しても、適正な申告や届出等の処理の重要性について啓蒙し、商工

会が創業者等と管内関連業者や地域コミュニティとの橋渡し役となるよう支援する。 

（効果） 

四半期毎に 1回以上のフォローアップにより、着実な実施評価・見直し等が行える。この

ようにＰＤＣＡマネジメントの定着を目指し定期的な支援・提案を行うことで、事業者自身

が自らＰＤＣＡサイクルを実践することが出来るようになる。 

 （目 標） 

実施内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定者 

フォローアップ件数 
未実施 

8 社×4回 

＝32回 

10 社×4 回 

＝40回 

12 社×4 回 

＝48回 

12 社×4 回 

＝48回 

12 社×4 回 

＝48回 

創業計画策定者 

フォローアップ件数 
未実施 

2 社×4回 

＝8回 

2 社×4回 

＝8回 

2 社×4回 

＝8回 

2 社×4回 

＝8回 

2 社×4回 

＝8回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

当会では地域の需要に関する詳細な調査は実施していない。 

各種統計データや、日経テレコン、新聞雑誌記事などから、全国的あるいは広域的な地域の

トレンドを入手して、需要動向を把握するための参考としているが、狭い地域内での業種毎の

需要や、顧客・消費者が求めるモノ・コトは適正に把握しきれているとは言い難く、小規模事

業者も需要動向調査の必要性を認識していない。したがって、事業者は自社の提供するモノ・

コトが地域内でどの程度必要とされ、評価されているかということも事業者側の目線のみで判

断しているのが現状である。 

 

（２）改善方法 

今後は、当町を取り巻く地域課題や地域独自のトレンドを踏まえた上で、事業者にとって有

益な消費者・顧客目線の需要動向を調査する必要がある。調査結果を活用することの有効性・

重要性を事業者に啓蒙し、商品開発や既存商品の見極め等、事業計画遂行のための資料として

活用していく。 

 

（３）事業内容 

ア 各個店の店頭での顧客ニーズ調査（新規事業） 

 （目的） 

各個店において、それぞれが提供する商品・サービスや店舗の印象などについて、地域の

消費者がどのような感想や要望を持っているのか店頭において調査を行い、顧客のニーズと

マッチしているのか分析する際に支援を行う。 

（対象者） 

既存商品・サービスの見極め・改善を検討している事業者や新商品・サービス開発を検討

している事業者の中で主に小売業者とサービス業者を対象とする。 

（調査方法） 

事業所毎に来店客に対するアンケートを事業者と経営指導員等が必要項目を打ち合わせ

の上作成する。顧客にアンケート調査への協力を要請し、店頭で回答を記入してもらう。記

入が困難な場合はヒアリングで調査する。 

（サンプル数） 

 1回当り 50標本 

（調査項目） 

 来店客の属性（性別・住所地・年齢等）、店舗に対する評価（立地・ディスプレイ等）、購

入した商品・サービスに対する評価（満足度、容量・価格・パッケージ等）、その店舗での

販売を希望する商品等、業種に応じて事業者と職員が必要項目を検討する。 

一例として新メニューを売り出した飲食店では 

アンケート内容（一部・予定） 
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質問）本日お召し上がりいただいた新メニューはどちらですか 

 「新鮮魚介の海鮮丼」 ／ 「蓼科牛ヒレステーキ丼」 

質問）新メニューの評価をお願いします 

味 美味しい 普通 美味しくない 

値段 安い 適正 高い 

量 多い 適量 少ない 

盛付 良い 普通 良くない 

リピート また食べたい わからない もう食べたくない 

 

（活用方法） 

結果は経営指導員等が集計・分析し、レポートにまとめ事業者へフィードバックして事業

計画策定や新たな販路開拓、新商品開発の際の資料とする。 

（提供方法） 

 巡回等相談時にレポートとして直接対象事業所に提供する。 

（効果） 

小規模事業者が来店した消費者・顧客目線での需要動向を調査・分析することが出来るた

め、自社の商品・サービスと現実の需要とのギャップに気付き、新たな販路開拓、新商品開

発に生かし、持続的な発展につなげていくことが期待出来る。 

 

イ 展示会・商談会・物産展等でのニーズ調査（新規事業） 

 （目的） 

展示会・商談会・物産展等（以下展示会等）に出展する事業者に対し、それぞれの会場に

おいて出展製品についてのアンケート調査を行い、新規販路開拓先の顧客のニーズとマッチ

しているのか分析する際に支援を行う。 

（対象者） 

既存製品の見極め・改善を検討している事業者や新製品開発を検討している事業者の中

で、展示会等に出展を計画している、主に製造業者を対象とする。 

（調査方法） 

出店する展示会等によって、来場者はバイヤー・メーカーであったり、一般消費者であっ

たりするため、展示会等の性格を見極め、来場者に対するアンケートを事業者と経営指導員

等が必要項目を打ち合わせの上作成する。事業者は、来場者にアンケート調査への協力を要

請し、店頭で回答を記入してもらう。記入が困難な場合はヒアリングで調査する。 

（サンプル数） 

 バイヤー・メーカー向け展示会・商談会：10標本 

 一般消費者向け物産展：50標本 

（調査項目） 

 バイヤー・メーカー向け展示会・商談会 

来場客の属性（所在地、業種、担当部署等）、展示・紹介した製品に対する評価（興味・

感想、競合品との比較、商品ニーズ、価格感、選定する際のポイント）等の中から、出展す

る製品と展示会・商談会の性格に応じて事業者と職員が項目を検討する。 

一例として農産加工品のバイヤーを探すための商談会では 

アンケート内容（一部・予定） 

質問）本日提案した商品の中で興味のあるものはありましたか（複数回答可） 

 □ジャム 

 □ドレッシング 

 □ドライフルーツ 

 □シードル 

 □その他（      ） 

質問）興味がある商品を実際に選定する際のポイントはなんですか（複数回答可） 

 □産地・生産者・ブランド（商品の背景にあるストーリー等） 

 □原材料の生産方法（有機無農薬等の特別な栽培等） 

 □製造方法 
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 □容量 

 □価格 

 □パッケージ 

 □その他（      ） 

 

一般消費者向け物産展 

来場客の属性（性別・住所地・年齢等）、ブースに対する評価（ディスプレイ等）、購入し

た商品・サービスに対する評価（満足度、容量・価格・パッケージ・競合品との比較・商品

ニーズ・選定する際のポイント）等の中から、出展する製品と物産展の性格に応じて事業者

と職員が項目を検討する。 

一例として農産加工品を販売する物産展では 

アンケート内容（一部・予定） 

質問）本日お買い上げいただいた商品はなんですか（複数回答可） 

 □ジャム 

 □ドレッシング 

 □ドライフルーツ 

 □シードル 

 □その他（      ） 

質問）商品をお買い上げいただいたポイントはなんですか（複数回答可） 

 □産地・生産者・ブランド（商品の背景にあるストーリー等） 

 □原材料の生産方法や商品の製造方法（有機無農薬等の特別な栽培や製法等） 

 □容量・価格といったコストパフォーマンス 

 □パッケージ 

 □その他（      ） 

（活用方法） 

結果は経営指導員等が集計・分析し、レポートにまとめ事業者へフィードバックして事業

計画策定や新たな販路開拓、新商品開発の際の資料とする。 

（提供方法） 

 巡回等相談時にレポートとして直接対象事業所に提供する。 

（効果） 

小規模事業者が展示会等で初めて出会った消費者・顧客目線での需要動向を調査・分析す

ることが出来るため、自社の商品・サービスと現実の需要とのギャップに気付き、新たな販

路開拓、新商品開発に生かし、持続的な発展につなげていくことが期待出来る。 

 

ウ Ｊ‐ＳＴＡＴＭＡＰや家計調査年報、長野県商圏調査による商圏分析（新規事業） 

 （目的） 

事業戦略や出店計画を検討している事業者に対して、経営指導員等がＪ－ＳＴＡＴＭＡＰ

を活用して取得した地図上での商圏分析に、家計調査年報のデータを組み合わせて商圏内で

の消費者購買額を推定する。そこに長野県商圏調査の調査項目である地元滞留率、品目別買

い物状況等を加えた商圏分析レポートを作成・提供し、売上計画などの資料とする。 

（対象者） 

既存商品・サービスの見極め・改善を検討している事業者や新商品・サービス開発を検討

している事業者、創業・第二創業希望者の中で主に小売業者とサービス業者を対象とする。 

（調査方法） 

事業者と経営指導員等でターゲットとなる商圏を想定し、Ｊ－ＳＴＡＴＭＡＰによる地図

上での商圏分析に、家計調査年報のデータを組み合わせることで 18 品目に分類された商品

と飲食について商圏内での消費者購買額を推定する。そこに長野県商圏調査の地元滞留率、

買い物状況等の動向を加えた簡潔なレポートを作成する。 

（調査範囲） 

 Ｊ‐ＳＴＡＴＭＡＰ：対象事業所から自動車で 5分、15分、30分範囲 

 家計調査年報：全国平均 

長野県商圏調査：当町を含めた近隣 6市町村 
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（調査項目） 

 Ｊ‐ＳＴＡＴＭＡＰ：商圏年齢別人口・世帯数、産業別事業所数・従業者数、 

家計調査年報：1世帯当たりの品目別支出金額 

長野県商圏調査：地元滞留率、品目別買い物状況等 

（活用方法） 

結果は経営指導員等が集計・分析し、レポートにまとめ事業者へフィードバックして売上

計画策定や新たな販路開拓、新商品開発及び新たな事業を開始する際の資料とする。 

（提供方法） 

 巡回等相談時にレポートとして直接対象事業所に提供する。 

（効果） 

小規模事業者が自店の商圏にどれだけの購買力があり、提供する商品についてどの程度の

売上が見込めるのかを推定する資料となり、より詳細な計画策定と修正が可能となる。 

 

エ 業種別・品目別の市場動向把握（新規事業） 

 （目的） 

事業戦略や出店計画を検討している事業者に対して、経営指導員等が当該事業所の属する

業界の動向やトレンド、売れ筋商品等の情報を業界紙や日経ＰＯＳＥＹＥＳ等で入手し、簡

潔なレポートにまとめて提供する。事業者自身が収集している情報と合わせてより詳細な業

界動向の把握に繋げる。 

（対象者） 

上記ウの商圏分析を行った事業者 

（調査方法） 

投入したい新商品・サービスや創業したい業種・業態に関する業界動向やトレンド情報を

日経テレコンの記事検索により収集する。また、日経ＰＯＳＥＹＥＳを活用して当該商品ジ

ャンルの売れ筋情報等を入手し、簡潔なレポートを作成する。 

（調査範囲） 

日経テレコン記事検索：日経新聞、日経産業新聞、日経ＭＪの直近 6ヶ月 

日経ＰＯＳＥＹＥＳ売れ筋検索：当該商品ジャンルの全国及び県内 

（調査項目） 

 日経テレコン記事検索：販売動向、最新のトレンド、注目店・繁盛店等の記事 

日経ＰＯＳＥＹＥＳ：売れ筋商品情報（指定商品のカバー率、価格の変動に伴う売れ行き

への変化、購入者の性別年齢層別比率等） 

（活用方法） 

結果は経営指導員等が収集・分析し、簡潔なレポートにまとめ事業者へフィードバックし

て事業計画策定や修正の際の資料とする。 

（提供方法） 

 巡回等相談時にレポートとして直接対象事業所に提供する。 

（効果） 

ターゲットの市場や商品に関する情報を多岐に亘って提供することで、小規模事業者が投

入する商品や開業したいと考える業態について、もう一度自社の現状と照らし合わせること

で、計画をさらにブラッシュアップ出来る。 

（目 標） 

 実施内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ア 

各個店の店頭でのアンケー

ト実施事業者数 
未実施 2社 2社 2社 3社 3社 

1社当り標本数 未実施 50標本 50標本 50標本 50標本 50標本 

イ 

バイヤー向け展示会等での

アンケート実施事業者数 
未実施 1社 1社 1社 2社 2社 

1社当り標本数 未実施 10標本 10標本 10標本 10標本 10標本 

一般消費者向け物産展等で

のアンケート実施事業者数 
未実施 1社 1社 1社 2社 2社 

1社当り標本数 未実施 50標本 50標本 50標本 50標本 50標本 
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ウ 商圏分析支援事業者数 未実施 8社 10社 12社 12社 12社 

エ 
業種別・品目別市場動向調

査支援事業者数 
未実施 8社 10社 12社 12社 12社 

 

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】 

（１）現状と課題 

当会ではこれまで、新たな需要開拓に向けて、町内食べ歩きガイドの発行や、町との連携事

業で特産品の詰め合わせによるお中元・お歳暮チラシの発行・配布、県中小企業振興センター・

県商工連等を介した商談会・マッチング、全国連のコンパスクラブ等によるネット販売事業等

の販路開拓支援を行ってきた。 

しかしながら、小規模事業者は人的・財政的な基盤が弱く、従来からの顧客を対象とした「守

りの営業」に偏りがちであり、積極的に「攻めの営業」に取り組めない事業所が多い。ガイド・

チラシなどの印刷物発行による支援は、発行時は大きな効果があるが、時間の経過とともにト

レンドの変化や掲載内容と現状の間にギャップが発生してしまうことが課題となっている。 

また、管内においては直接商品販売できるショッピングサイトや、予約が可能な飲食・宿泊

業のサイトを運営している事業所は少なく、ネットの活用が効果的な販路開拓に繋がっていな

い状況である。また、自社オリジナルのホームページは、特にＳＥＯ対策等が重要で、効果的

な運用を行うための支援が必要である。 

 

（２）改善方法 

今後は、経営指導員等の巡回・窓口指導の中で「攻めの営業」に向けた小規模事業者自身の

意識改革に取り組み、需要開拓・販路開拓に向けた事業者自身の積極的取り組みをサポートす

るための支援を行うことが重要である。事業者が、経済動向・需要動向等を加味して「売上を

伸ばす」ために改良・開発した商品・サービスを、積極的に販売していくための「販売機会」

の提供を行う。さらに、近年ホームページは看板やチラシ等と同様の役割があり、商売・事業

をする上で最低限必要なものとなってきている。ネットでの情報発信の強化を進めたい。 

 

（３）事業内容 

ア 商談会・物産展・アンテナショップ等への出展・出品支援（拡充事業） 

 （目的） 

県内外で開催される商談会・物産展・アンテナショップ等への積極的な出展を促し、商品

の知名度を引き上げ、新規顧客の獲得を目指すことを目的とする。 

（対象者） 

新たな販路の開拓を目指している、主に製造業者を対象とする。 

（支援方法・手段） 

経営指導員等がＷＥＢやチラシ等で情報を収集したり、商工会に通知やメールで寄せられ

る（ア）商談会（イ）物産展（ウ）アンテナショップへの出展募集に関する情報を、対象業

種である小規模事業者に巡回・窓口相談時に提供して出展を促す。出店希望の事業者に関し

ては、エントリーにあたって必要な事項を整理し、それぞれの課題に対する支援を行う。 

（支援内容） 

（ア）商談会はバイヤー向けで、長野県が主催する「高速道路のＳＡ・ＰＡにおける事業

展開に向けた長野県産品商談会」等を想定している。 

  参加にあたっての商品提案シートの作成、ＪＡＮコード取得等の事務的支援は、経営

指導員等が担当する。プレゼン方法等の技術的な支援が必要な場合は、専門家派遣等を

活用して支援し、成約件数の増加を図る。 

（イ）物産展は一般消費者向けで、全国商工会連合会主催の「ニッポン全国物産展」等を

想定している。 

出展申請にあたってのエントリーシートの作成、ＪＡＮコード取得等の事務的支援は、

経営指導員等が担当する。出展ブースのレイアウトやディスプレイ、ＰＯＰ、接客等の

技術的・専門的な支援が必要な場合は、専門家派遣等を活用して支援し、販売額の増加

を図る。 

（ウ）アンテナショップは一般消費者向けで、長野県運営の「銀座ＮＡＧＡＮＯ」等を想
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定している。 

出品にあたってのエントリーシートの作成、ＪＡＮコード取得等の事務的支援は、経

営指導員等が担当する。チラシやキャッチコピーの作成、パッケージの改善等の技術的・

専門的な支援が必要な場合は、専門家派遣等を活用して支援し、販売額の増加を図る。 

（効果） 

出展する事業者は、前述の需要動向調査「イ 展示会・商談会・物産展等でのニーズ調査」

と同時に行うとともに、初対面のユーザーへの接客やプレゼンの反応から、自社商品への手

ごたえや改善事項が得られる。また、商品知名度の向上による販路の拡大も期待出来る。 

 

イ ネット販売強化及びＥＣサイト出品支援（拡充事業） 

（ア）「ホームページ改良による集客力向上セミナー」等の講習会の開催 

（目的） 

管内ではホームページを開設しているが有効に活用しきれていない事業者が多い。自社

のホームページの役割を見直し、それに沿った形に改良する為の講習会を開催する。事業

者自らがＰＤＣＡサイクルを活用してホームページのみならず自社商品の改良に繋げる

よう支援したい。 

（対象者） 

主に小売業・サービス業・製造業者で、ホームページを開設している事業者 

（支援方法・手段） 

事業者が現在開設しているホームページを改良する為のセミナーを、外部講師に依頼し

て、年に 1回開催する。経営指導員等も積極的に参加してスキルアップを図る。また、事

業者の独りよがりにならないよう事業者自身がページビューの分析等のスキルを身につ

け、自ら管理し、改良・更新してページビューや来店客の増加に繋げるよう促す。 

（内容） 

 ・自社ホームページの役割・目的の再確認 

・更新・改良の重要性 

 ・効果的な改良方法 
 ・ＳＥＯ対策 
 ・自社ホームページに関する様々な分析方法 等 

（効果） 

更新頻度が低く、開設しただけのホームページとなっているような事業者が、どのよう

な狙いを持ったホームページなのかを再確認（ネットショップ運営なのか、商品・会社の

ＰＲなのか等）し、更新や改良の重要性を理解して、ＰＤＣＡサイクルを回し効果的なホ

ームページの改良を習慣化し、集客に繋げる。 

 

（イ）専門家を活用したホームページに関する個別相談の実施 

（目的） 

ホームページを開設している事業者に対して、個別の事情や状況に応じた相談支援を実

施する。事業者自らがＰＤＣＡサイクルを活用してホームページのみならず自社商品の改

良に繋げるよう支援したい。 

（対象者） 

主に小売業・サービス業・製造業者で、ホームページを開設している事業者 

（支援方法・手段） 

事業者が現在開設しているホームページ診断や改良に向けた個別相談を、専門家派遣等

を活用して随時行う。経営指導員等も同席して改良プランを策定し、相談終了後の作業が

順調に進むよう支援する。また、事業者の独りよがりにならないよう事業者自身がページ

ビューの分析等のスキルを身につけ、自ら管理し、改良・更新するのはもちろんのこと、

商品自体のブラッシュアップやキャッチコピーの作成なども行いながら売上の増加やペ

ージビューの増加に繋げるよう促す。 

（内容） 

 ・自社ホームページの現状分析 

 ・ショッピングや予約可能なサイト構築に関する情報提供と判断 
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・効果的な改良方法 
・キャッチコピーや商材写真等の見直し 

 ・紹介したい商品やサービスの検討及びブラッシュアップ 等 
（効果） 

自社ホームページの現状を専門家の立場から分析し、ショッピングや予約可能なサイト

にバージョンアップするのかといった判断と、積極的に紹介したい商品やサービスを効果

的にＰＲするためのオーダーメイドなサイト構築が可能となる。 

 

（ウ）ＥＣサイトへの登録やホームページ作成ツール・ＳＮＳの操作支援 

（目的） 

高度な専門知識が必要ではないレベルのネット活用は、専門家に頼むのではなく経営指

導員等が支援する。高度な専門知識が必要ではないと言っても、特にＥＣサイトへの出品

などは、競合品に埋没しないような魅せ方が求められるので、経営指導員等自身が支援経

験を積む中でのＯＪＴでノウハウの蓄積やスキルアップに努める。また、事業者自らがＰ

ＤＣＡサイクルを活用して、ホームページのみならず自社商品の改良に繋げるよう支援し

たい。 

（対象者） 

主に自社ホームページにショッピング機能が付いていない事業者やホームページを開

設していない事業者 

（支援方法・手段） 

ネット上に存在するＥＣサイト（全国連が運営するＥＣサイト「ニッポンセレクト」等

を想定）やホームページ作成ツール（ＫＤＤＩの運営する「ＪＩＭＤＯ」等を想定）、Ｓ

ＮＳ（フェイスブック等を想定）といったサービスで、操作・登録が比較的簡単なものに

ついては経営指導員等が随時その支援をする。また、登録しただけで満足しないように、

事業者自身がページビューの分析等のスキルを身につけ、自ら管理し、改良・更新するの

はもちろんのこと、商品自体のブラッシュアップやキャッチコピーの作成なども行いなが

ら売上の増加やページビューの増加に繋げるよう促す。 

（内容） 

 ・紹介したい商品やサービスの検討及びブラッシュアップ 

 ・ＥＣサイトや作成ツール、ＳＮＳに関する情報提供をし、比較して事業所のニーズ

に合ったものを選定 

・効果的な魅せ方、ノウハウ、ホームページとＳＮＳの連携等の方法紹介 

・キャッチコピーや商材写真撮影 

 ・登録・操作支援 
 ・自社ホームページに関する様々な分析方法 等 

（効果） 

簡易的なホームページ作成ツールやＳＮＳは、自社ホームページを持たないネット初心

者的な事業者の入門編として有効である。操作が比較的簡単であるため、登録運営してい

くうちに自身で試行錯誤を繰り返してＰＤＣＡサイクルを回し、より良いものに改良しや

すい。また、ＥＣサイトは登録自体簡単だが、競合品に埋没することを避けるため、ある

程度完成された商品を選定して、より注目度の高い場所で紹介・販売することで知名度の

アップと売上増が望める。 

 

 （目 標） 

実施内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ア-（ア）商談会出展者数 1社 2社 3社 3社 4社 4社 

ア-（ア）商談件数 

（成約件数） 

10件 

（2件） 

20件 

（4件） 

30件 

（6件） 

30件 

（6件） 

40件 

（8件） 

40件 

（8件） 

ア-（イ）物産展出展者数 0社 1社 2社 2社 3社 3社 

ア-（イ）物産展売上 0円 50千円 100千円 100千円 150千円 150千円 

ア-（ウ）アンテナショッ

プ出品者数 
3社 4社 5社 5社 6社 6社 



- 21 - 

ア-（ウ）アンテナショッ

プ月商 
300千円 400千円 500千円 500千円 600千円 600千円 

イ-（ア）ホームページ講

習会回数・参加者数 
0社 

1回 

10社 

1回 

10社 

1回 

15社 

1回 

15社 

1回 

15社 

イ-（イ）ホームページ個

別相談参加者数 
0社 2社 2社 3社 3社 3社 

イ-（ア）（イ）参加後のペ

ージビュー増加目標 
0％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 

イ-（ウ）ＥＣサイト登録 1社 3社 3社 5社 5社 5社 

イ-（ウ）ＥＣサイト月商 30千円 150千円 150千円 250千円 250千円 250千円 

ツールやＳＮＳによる

自社サイトの立ち上げ 
0社 2社 2社 2社 3社 3社 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）現状と課題 

当町では、前述のとおり中部横断自動車道八千穂高原ＩＣと佐久穂ＩＣの供用開始を目前に控

えている。そのような状況の中、このＩＣの開通後を見据えたまちづくりの在り方や、アクセス

の向上にともなう産業振興策についての協議などは本格的に始まっていない。 

インターチェンジの供用開始で、八千穂高原へのアクセスも大幅に改善されるが、現状におい

ては八ヶ岳を挟んだ反対側の茅野市や、隣の小海町から当町の市街地を通過せずに八千穂高原に

入って出て行くパターンも多く、対策が求められている。 

町当局も同様に考えており、本計画書中の「中長期的な振興のあり方」でも触れているが、「町

総合計画」の中では「横断道」町内ＩＣ開設を好機ととらえ、観光情報の積極的発信や体験型観

光などのソフト面の充実、特産品の開発やブランド力強化などに注力することで、雇用拡大や関

連業者への好影響を目指した裾野の広い支援をするとしている。 

 

（２）改善方法 

 ア 佐久穂町高速道対策協議会 

佐久穂町内を通過する中部横断自動車道等に関する必要な事項について調査検討し、その

対策を講ずることを目的として、「佐久穂町高速道対策協議会※1」が発足されている。 

これまでは、インターチェンジの名称決定についての意見集約や、開通記念プレイベント

への協力、早期の全線開通へ向けた要望活動等の事業を行ってきた。今後は、ＩＣ供用開始

後を見据え、町全体の将来像を描くための戦略を取り入れた事業展開が必要となってくる。 

協議会長は町長であるため、その枠組みの中では町の施策に直接反映されるような提案や

要望がしやすいメリットがある。魅力的な自然観光資源の集客力という強みと、高速交通網

の到来という機会を最大限に活用する為、佐久穂町高速道対策協議会を通じて、商工業者の

立場から町当局へまちづくりへの要望を意見具申する。その中で、当町に経済効果をもたら

す様な、当町の市街地を経由した八千穂高原へのアクセス増加のために、今まで以上に佐久

穂町の情報発信や特産品の開発・改良を行うことが有効である。 
※1 構成員：町当局、町議会、商工会、観光協会、農業委員会、ＪＡ佐久浅間等 

 

   イ 「さくほファンづくりプロジェクト」 

当町の八千穂高原の白樺林・原生林・白駒池・苔の森等の自然観光資源や、魅力的な農産

物・加工品等の特産品は大きな強みである。 

商工会では、毎年 10 月に青年部を中心として町観光協会と連携しながら「八千穂高原紅

葉祭」を開催している。これは、紅葉シーズンの誘客と特産品出店ブースによる特産品ＰＲ

を目的としており、今後も継続していくべき事業である。 

「さくほファンづくりプロジェクト※2」は、佐久穂町の魅力や素材に光を当てて積極的に

発信していくことで、他所の人たちに「佐久穂のことをよく知っている」「佐久穂が好きだ」

と思ってもらえる、いわば「佐久穂ファン」を増やすべく「さくほ」の 3文字を日本中に広

める取り組みである。その中で各産物別ロゴマーク※3の作成と、それを使った原産地呼称マ

ーク（ＡＯＣ）のシールを作成・販売している。 
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特に従業者が多くて、関連業者の裾野が広い特産品に関して、下記のロゴマークを活用し

た原産地呼称マークによる品質保証及びブランド化と情報発信、「八千穂高原紅葉祭」等の

イベントを通じたＰＲ活動を行う。また、法改正による商品表示への対応や品質改良、開発

支援にも取り組んでいく。さらに、飲食店・小売店やイベント等の情報発信と、商品の改良・

開発支援に取り組み、販路拡大と佐久穂町の知名度アップによる活性化に繋げていく。 
 ※2 構成員：町当局、商工会、各事業所、町づくりに取り組む一般社団法人「アンテナさくほ」 

 ※3 各産物別ロゴマーク 

 
 

今後は、双方の組織の構成員となっている商工会が、佐久穂町のまちづくりや活性化に関

する事業に関して、双方の組織間での意識の共有を図り、両組織の役割、実施事業等の情報

を共有し、佐久穂町の地域の活性化策を講じ、地域小規模事業者の発展に寄与していく。 

 

（３）事業内容 

 ア 高速交通網に対応する町づくりへの取り組み（拡充事業） 

（目的） 

「横断道」の町内ＩＣの供用開始に伴い、入込客の増加や輸送環境の改善による町内産業へ

の好影響が期待できる反面、無料区間で佐久市や小諸市まで移動できるため、ストロー効果に

よる購買力の流出も懸念される。今後の町づくりに関して商工業者の意見を吸い上げ、協議会

において商工業者の代表として新たな活性化策を意見具申していく。 

（手段） 

商工会としては佐久穂町高速道対策協議会に参画しており、同協議会長である町長に対して

直接提案していける状況となっている。役職員が管内商工業者から吸い上げた高速交通網に対

応する町づくりへの考えや思いを、理事会等で意見集約し、同協議会において町長に対して直

接意見具申する。 

（効果） 

商工業者の生の声を、同協議会において町長に直接届けることが出来るため、そこで意見交

換を重ねて実現可能で有効な施策を行政と共に創出することが出来る。 

 

 イ 特産品開発・改良や販路開拓のための支援（拡充事業） 

（目的） 

佐久穂町には特産品として、「プルーン」、「ブルーベリー」、「りんご」、「キノコ」、「花卉」、

「カラマツ」「信州サーモン」等の農林水産物や「ハム・ソーセージ」、「日本酒」、「味噌・醤

油」等の加工品がある。これらは品質が高く、競争力のある商品となりうるが、パッケージデ

ザインや販売単位、販売形態等に改良の余地がある場合もある。 

また、最近ではＵ・Ｉターンで就農した農業者等が、自社農園の作物を使った加工食品（シ

ードル、レトルトスープ、ハーブティー）等を開発・販売しており、新たな特産品として町内

外の注目を集めている。そのような新たな特産品の開発支援や既存商品のブラッシュアップに

取り組みながらブランド力強化を目指していく。 

（手段） 

特産品開発という専門的知識が必要な支援については、経営指導員等はコーディネーター役

として県中小企業振興センターや県工業試験場、専門家等と連携して、製品化するまでの課題

（パッケージ、法律に則った表示、商標登録、ＨＡＣＣＰ対策等）解決に向け、的確なタイミ

ングで最良の対策が立てられるよう気を配りながら支援を行う。 
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さらに、行政からの支援も引き出しつつ、原産地呼称マークによる品質保証とＨＰやＳＮＳ

といった各種媒体を活用した情報発信、「紅葉祭」等のイベントにおける特産品ＰＲを行い、

販路を拡大するための支援を行っていく。 

（効果） 

特産品の開発や販路開拓等は、小規模事業者にとっては何から手を付けたらいいのかわから

ない暗中模索のような取り組みであるとも言える。商工会は、アイディアを持った小規模事業

者に寄り添って、商品化から販路開拓までを一貫して支援することにより、当町の魅力の詰ま

った商品を市場に投入することが出来るため、当該事業者のみならず佐久穂町自体のＰＲに繋

がっていく。 

 

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）現状と課題 

現在、他の支援機関及び金融機関・専門家等と定期的な連絡会議を実施しているが、支援ノウ

ハウの情報交換を目的としたものではない。 

県商工連が主導して支援事例のデータベース化を推進しているが、多くの商工会が従来からの

経営改善普及事業に終始している現状では、小規模事業者の持続的発展に資するような支援事例

はそれほど多く登録されているわけではない。 

 

（２）改善方法 

今後は上記のデータベースを活用して、当会における小規模事業者の持続的発展に資するよう

な支援事例を積極的に登録して情報を共有し、同時に他の商工会での支援事例を活用して職員

個々の支援力向上に繋げる。 

また、近隣の 7商工会（臼田町商工会、佐久穂町商工会、小海町商工会、南相木村商工会、北

相木村商工会、南牧村商工会、川上村商工会）の連携支援グループである「経営支援センター南

佐久グループ」（以下「南佐久グループ」）検討会議において、支援事例の共有や相談案件への共

同対処、ＯＪＴ等によってそれぞれの経営指導員等の得意分野で不得意分野をカバーし合い、グ

ループの経営指導員等全体の支援能力の向上に繋げていく。 

 

（３）事業内容 

 ア 県商工連主導の支援事例データベースによる支援ノウハウの情報交換（拡充事業） 

（目的） 

県内 69 商工会のスケールメリットを生かした支援事例データベースを充実させるため、小

規模事業者の持続的発展に資するような支援事例の積極的な登録と、他の商工会での事例の活

用を推進する。 

（方法・手段） 

経営発達支援事業に限らず、経営改善普及事業での支援事例に関しても、イレギュラーな対

応を強いられたものに関しては、積極的に登録してデータベースの充実を図りつつ、事業者へ

の支援の際も、データベースで支援事例を探し、その手段・手法を応用して課題解決に繋げる

ことにより、経験を蓄積して支援能力の向上を図っていく。 

（効果） 

県内 69 商工会というスケールメリットは大きく、登録された支援事例を活用することによ

り、支援方針が立てやすくなる。 

 

 イ 「南佐久グループ」との連携（拡充事業） 

（目的） 

「南佐久グループ」の定期的な連絡会議において支援事例やノウハウの交換を通じて支援能

力の向上を図る。 

（方法・手段） 

「南佐久グループ」管内の商工会の職員が集まる検討会議（月１回開催）において、各地域

の小規模事業者の需要動向・支援ノウハウ等について情報交換し、相談案件に対してグループ

の経営指導員等が共同支援することにより、不得意分野の解消を目指して支援能力の向上を図
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っていく。 

（効果） 

身近な小規模事業者に対する支援事例の情報交換であるので、地区内での応用が効きやすく

即効性が高い。 

 

 ウ 県信用保証協会佐久支店、日本政策金融公庫小諸支店との連携（拡充事業） 

（目的） 

県信用保証協会佐久支店及び日本政策金融公庫小諸支店と定期的な連携事業を行い、金融支

援能力向上に役立てる。 

（方法・手段） 

現在、県信用保証協会佐久支店とは共同での企業訪問と金融懇談会を年 1回ずつ、日本政策

金融公庫小諸支店とはマル経協議会と金融懇談会を年 1回ずつ開催している。企業訪問につい

ては、保証協会側の視点に立ったヒアリング方法を吸収し、金融支援の際に役立てていく。金

融懇談会やマル経協議会については、経済動向や融資制度についての情報交換とともに、金融

機関の審査方法や事後フォローアップのノウハウについても吸収し、支援能力向上に役立てて

いく。 

（効果） 

金融支援は、小規模事業者にとっての生命線であり、商工会が最も頼りにされる支援である。

的確かつ迅速な支援を行うための能力向上に必要な事業である。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関する事 

（１）現状と課題 

当会では、本所に事務局長 1名、経営指導員 1名、補助員 1名の計 3名を配置し、支所に経営

指導員 1名、記帳支援員 1名の計 2名を配置し、合計 5名の職員体制で運営している。 

職員数が少なく、どうしても日常業務に追われてしまうため研修参加機会は限られてしまう

が、県商工連の主催する職種別・専門分野別・担当業務別研修や、当会単独もしくは「南佐久グ

ループ」で開催する講習会、全国連の実施するＷＥＢ研修、中小企業大学校や中小企業基盤整備

機構が開催するセミナー等への参加によって資質向上を図っている。 

しかしながら、それぞれの職員が研修で習得した知識や支援ノウハウを組織全体で共有出来て

いない。 

 

（２）改善方法 

経営発達支援計画の遂行に当たっては、経営指導員のみならず職員全員が、不足している知識

や能力の向上を図り、組織全体の支援能力の底上げを図らなければならない。そのために、それ

ぞれが研修会で習得した知識を共有する仕組みを作ると共に、一つの案件・業務を、経営指導員

をリーダーとした複数の職員チームで担当し、不足している知識や能力を補い合い、ＯＪＴの効

果を高め、支援能力の向上に繋げていく。 

 

（３）事業内容 

 ア 研修会への参加と習得知識の共有による資質向上（拡充事業） 

（目的） 

集中的に知識の習得が望める研修会等を全職員が受講し、その内容を月 1回開催の事務局会

議や、それぞれの案件・業務担当チームにおいて職員間で共有して支援能力の向上に繋げる。 

（方法・手段） 

これまでと同様、県商工連の主催する職種別・専門分野別・担当業務別研修や、単独もしく

は「南佐久グループ」で開催する講習会、全国連の実施するＷＥＢ研修、中小企業大学校や中

小企業基盤整備機構が開催するセミナー等へは出来る限り積極的に参加して資質向上を図る。

また、上記以外の義務的ではない研修にも、担当案件の課題解決に必要と認められる場合は、

事務局全体で当該職員の日常業務の担当調整を行い、積極的に参加できる体制を構築する。研

修会に参加した職員は、研修内容を職員間で共有するため、月 1回開催している事務局会議に

おいて要点や新たな知識・情報について報告する。さらに、それぞれの案件・業務担当チーム

においては、習得した具体的な作業・処理方法についてさらに細かく手法を共有し、誰が担当
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しても、それぞれが同様の結果を得られるようなレベルになるまで、ＯＪＴを繰り返す。 

（効果） 

知識や手法の伝達や共有は、実際の業務におけるＯＪＴが最も効果的である。商工会内での

役職や職種にとらわれず、ＯＪＴを行うことにより幅広い分野の支援能力が向上する。 

 

 イ 「南佐久グループ」検討会議による習得知識の共有による資質向上（拡充事業） 

（目的） 

毎月の検討会議でそれぞれの支援の場で得た情報を共有し、相互の支援能力を高めること

で、支援能力の底上げを図る。 

（方法・手段） 

グループ内の共同支援案件担当チームにおいては、習得した具体的な作業・処理方法につい

てさらに細かく手法を共有し、誰が担当しても、それぞれが同様の結果を得られるようなレベ

ルになるまで、ＯＪＴを繰り返す。グループにおいて習得した知識も商工会へ持ち帰って他の

職員と共有する。 

（効果） 

知識や手法の伝達や共有は、実際の業務におけるＯＪＴが最も効果的であり幅広い分野の支

援能力が向上する。 

 

 ウ 事業計画書作成時における職員相互チェックによる資質向上（拡充事業） 

（目的） 

本計画で作成する事業計画書について、担当者以外の職員もチェックして意見交換すること

で、計画書のブラッシュアップと同時に作成経験を重ねることによる資質向上を図る。 

（方法・手段） 

経営指導員等が事業計画策定支援で作成した事業計画書を、担当者以外の職員もチェックす

る。ＯＪＴの一環なので商工会内での役職・職種にとらわれず意見交換する。 

（効果） 

事業計画の策定支援も経験の蓄積が必要となってくる。数多くの事業計画に接することで支

援能力の向上が図れる。また、意見交換することで計画書のブラッシュアップにも繋がる。 

 

 エ 専門家等や上席専門経営支援員との連携による資質向上（拡充事業） 

（目的） 

専門家派遣事業を有効に活用して支援ノウハウの吸収を図ると共に、県商工連が設置する上

席専門経営支援員（12 名）と連携し、ＯＪＴにより創業支援や経営革新の専門分野毎の課題

に対する支援事例を蓄積して支援能力向上を図る。 

（方法・手段） 

個社支援の際の専門家派遣事業や上席専門経営支援員による支援の際に、自らの知識となる

ようその支援方法の習得に努める。習得した知識は商工会へ持ち帰って他の職員と共有する。 

（効果） 

専門的・技術的な支援に同席することで、間近で方法を学び、ある程度までは習得すること

が出来る。繰り返すことにより更なる支援能力向上が図れる。 

    

オ 支援に必要なツールの作成・共有と経営カルテによる情報共有（拡充事業） 

（目的） 

全職員による支援ツールの作成・共有により、商工会内での業務毎のデータ形式の共通化と

パソコンのスキルアップが実現出来る。また、ツールで表せない個社特有の情報は、共有化さ

れた個社の経営カルテに記載して商工会内での支援経過の蓄積を図る。 

（方法・手段） 

これまでも、事務局内で様々な支援ツールを作成・活用・共有してきているが、作成や不具

合の修正等はパソコンの得意な職員に頼りがちであった。パソコンのスキルアップは全ての業

務の基本であるため、個々の職員が自身の担当業務に必要なツールを自ら考えて作成・活用・

共有し、事務所内でブラッシュアップして使いやすいツールにする。それらのツールにより作

成したデータは、職員全員がアクセスできるネットワークフォルダに蓄積して、支援の際に活
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用する。また、支援ツールで作成したデータ以外の個別企業の情報や事情、支援経過などは経

営カルテに記載して共有する。 

（効果） 

パソコンのスキルアップが見込める上、担当者の異動による支援の停滞が回避できる。 

 

３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関する事 

経営発達支援計画の実施状況について、事業評価及び見直しを行う。 

①毎年度末に 1 回、外部有識者（佐久穂町・長野県商工会連合会・専門家等）、当商工会役員

（正副会長）により構成された「経営発達支援計画実施状況報告会（仮称）」を開催し、事

業の実施状況、成果の評価・見直し案の検討を行う。 

 

②事業の成果・評価・見直しについては、理事会に報告し承認を受ける。 

 

③承認を受けた結果については、商工会ホームページ及び会報等において公表する。 
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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         

①佐久穂町商工会組織体制（全体図） 

青年部 ・ 女性部 部     会 総務委員会

青
年
部

女
性
部

工
業
部
会

商
業
部
会

八
千
穂
支
所

本
　
　
所

理　事　会

小 規 模 事 業 者

会　　　　　員

東支部 西支部 八千穂支部

総　　　　　会

会　　　　　長

事
務
局

副会長 ・ 理事

監　　事

 
②経営発達支援事業の実施体制 
 事業総括責任者    商工会長 

 事業執行・体制整備  理事会 

 事業の実行推進者   事務局 

            全職員 5名 事務局長 1名 経営指導員 2名 補助員 1名 一般職員 1名 

 事業遂行責任者    事務局長 

（２）連絡先 

 佐久穂町商工会本所 

 〒384-0613 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町 561‐1 

 電話：0267－86－2275 ＦＡＸ：0267－86－2541 E-mail：info@sakuho.or.jp 
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佐久穂町商工会八千穂支所 

 〒384-0701 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑 25‐3 

 電話：0267－88－2215 ＦＡＸ：0267－88－4012 

 

（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） 

   H30    H31    H32    H33    H34 

必要な資金の額 1,800 1,400 1,400 1,400 1,400 

 

小規模企業対策事業費 

調査研究費事業費 

セミナー開催事業費 

販路開拓事業費 

地域総合振興費 

1,500 

900 

400 

200 

300 

1,100 

500 

400 

200 

300 

1,100 

500 

400 

200 

300 

1,100 

500 

400 

200 

300 

1,100 

500 

400 

200 

300 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

会費、国補助金、長野県補助金、佐久穂町補助金、事業受託費、受益者負担金 

 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 景気動向の収集・整理・分析・情報提供及び活用のための支援 

２．経営状況の分析に関すること 

 計画的な経営への切り替えを促す為の事業計画策定に向けた経営分析支援 

３．事業計画策定支援に関すること 

 事業計画策定に関する啓蒙普及を行い、具体的な事業計画の策定を支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画の目標と実績の差異を確認し、事業者が事業内容の改善方法を立案・実施するよう支援 

５．需要動向調査に関すること 

 個店・イベント毎の顧客ニーズ調査や関係機関からの需要動向に関する情報収集支援 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 「売上を伸ばす」為に改良・開発した商品・サービスを、積極的に販売していくための「販売機会」

の提供を目的とした支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

連携者及びその役割 

 

１．連 携 者（株）日本政策金融公庫小諸支店 総裁 細川 興一 事業統括 佐藤 透 

     住  所 長野県小諸市相生町 3－3－12 

   電話番号 0267－22－2591 

   内  容 ①金融相談・融資制度の案内 

        ②管内経済動向・需要動向調査 

 

２．連 携 者（株）八十二銀行佐久町支店 取締役会長 山浦 愛幸 支店長 山本 英敏 

     住  所 長野県南佐久郡佐久穂町高野町 515 

   電話番号 0267－86－2582 

   内  容 ①金融相談・融資制度の案内 

 

３．連 携 者（株）長野銀行臼田支店 取締役頭取 中條 功 支店長 保科 真也 

     住  所 長野県佐久市臼田 67 

   電話番号 0267－82－7280 

   内  容 ①金融相談・融資制度の案内 

 

４．連 携 者 上田信用金庫臼田支店 理事長 小林 哲哉 支店長 高見澤 一 

     住  所 長野県佐久市臼田 112‐1 

   電話番号 0267－82－7070 

   内  容 ①金融相談・融資制度の案内 

 

５．連 携 者 佐久地方事務所商工観光課 課長 庄村 栄治 

     住  所 長野県佐久市跡部 65‐1 

   電話番号 0267－63－3111 

   内  容 ①金融相談・融資制度の案内 

        ②助成金申請の協力・管内経済動向・需要動向調査 

        ③商品開発・販路開拓に関する支援 
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６．連 携 者 佐久穂町 町長 佐々木 勝 

     住  所 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町 569 

   電話番号 0267－86－2525 

   内  容 ①金融相談・融資制度の案内 

        ②助成金申請の協力・情報提供 

        ③管内経済動向・需要動向調査 

        ④商品開発・販路開拓に関する支援 

 

７．連 携 者 佐久穂町産業振興課 課長 友野 裕行 

     住  所 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑 164 

   電話番号 0267－88－3956 

   内  容 ①金融相談・融資制度の案内 

        ②助成金申請の協力・情報提供 

        ③管内経済動向・需要動向調査 

        ④商品開発・販路開拓に関する支援 

 

８．連 携 者 長野県商工会連合会 会長 柏木 昭憲 

住  所 長野県長野市中御所岡田 131－10 

電話番号 0267－228-2131 

内  容 ①金融相談・融資制度の案内 

②助成金申請の協力・情報提供 

        ③管内経済動向・需要動向調査 

        ④経営支援・高度知識の提供 

        ⑤経営指導員等の資質向上に関する研修会・専門家指導 

        ⑥商品開発・販路開拓に関する支援 

 

９．連 携 者 中小企業庁 長官 安藤 久佳 

住  所 東京都千代田区霞が関 1－3－1 

電話番号 03－3501－1511 

内  容 ①助成金申請の協力・情報提供 

        ②経営支援・高度知識の提供 

        ③商品開発・販路開拓に関する支援 

 

１０．連 携 者 関東経済産業局 局長 後藤 収 

   住  所 埼玉県さいたま市中央区新都心 1番地 1 

   内  容 ①中小企業対策 

        ②新規創業の促進 

        ③技術開発支援等様々な経済産業政策 

 

１１．独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 高田 垣史 

      住  所 東京都港区虎ノ門 3－5－1 虎ノ門 37森ビル 

   内  容 ①助成金申請の協力・情報提供 

        ②経営支援・高度知識の提供 

        ③商品開発・販路開拓に関する支援 

 

１２．連 携 者 中小企業診断士 中沢 俊成氏 

      住  所 長野県佐久市岩村田 741 つどい館 2階Ａ 

   電話番号 0267－77－7921 

   内  容 ①助成金申請の協力・情報提供 

        ②経営支援・高度知識の提供 

        ③商品開発・販路開拓に関する支援 
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