
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

立科町商工会 

(法人番号:1100005003020) 

実施期間 （平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日） 

目標 

 町内事業者に対して、対話を通じて目標を共有し、その目標に辿り着くよう

に伴走型支援を積極的に行う。綿密なマーケティング分析による事業計画の改

善を促し、町内事業者の安定した持続的な発展を促し、当地域を活気と活力に

あふれた地域にし、それを持続させていく。創業者数の増加による事業者数増、

またそれによる雇用機会の創出をする。結果として、移住希望者増や、人口流

出に歯止めをかけ、当地域のより住みやすい環境づくりに貢献する。 

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 

 景気動向•経済動向情報情報の収集・分析を行い、経営相談時の資料とし

て活用する。また、観光業動向調査を行うことにより、地域の現状と課題を

的確に把握し、各観光事業者の経営支援データとする。 

２ 経営状況の分析に関すること 

 経営状況分析を行い、事業を発展または持続させるための情報を提供す

る。また、経営計画策定を啓蒙するセミナーを行い、事業計画策定へとつな

げていく。 

３ 事業計画策定に関すること 

 巡回活動を通した事業計画策定支援を行い、売上増、安定した経営を確保

できるよう支援する。また、創業スクールを行い、新事業の創出、雇用機会

の創出をする。 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定後にきめ細やかな伴走型の支援を行うことにより、計画の着

実な進行をサポートする。 

５ 需要動向調査に関すること 

 各業種に適した方法で、顧客に対してアンケート調査、創業予定者には生

活者のアンケート調査を行い各事業の改善へと繋げる。宿泊事業者業には IT

ツールを駆使したデータ収集する。収集したデータを個者にフィードバック

するとともに、事業計画策定時の情報としても用いる。 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 展示会、イベント等への出展の販促物作成指導をし、成約、PRの効果を高

める。また、町内の EC サイトをつなぐとポータルサイトを立ち上げ、売上

増につなげる。 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 散在していたイベントを集約することにより、より多くの来町客を呼び込

み、滞在観光に結び、観光客を商業地にも誘客させる。  

連絡先 

立科町商工会 384-2305 長野県北佐久郡立科町芦田 2521-1 

TEL：0267-56-1004 FAX：0267-51-3040 

E-mail：tatesina@tatesina.net  http://tatesina.net 

 

mailto:tatesina@tatesina.net
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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 

＜地域の概要＞ 

 立科町は長野県の東部北佐久郡の西端に位置し、東は佐久市、北は東御市、西は小  

県郡長和町、南は茅野市に境を接し、東西 9.9km、南北 26.4km と南北に長い町で、周囲

は 78.2km、面積は 66.87㎢である。 

 北部では、稲作を中心としてりんご・野菜・畜産(蓼科牛・蓼科山麓豚)などの農業が盛

んで、南部の高原地帯は、蓼科山(標高 2,531m)の北西に女神湖・白樺湖・蓼科牧場を有

する一大リゾート地で四季折々の自然の恵みを満喫することができる。 

 立科町は、歴史と未来・環境と生活が美しく調和する町、情緒を大切にしながらも進取

の気持ちで未来を拓く「人と自然が輝く町」を目指し躍進している。 
 

 
 

＜地域の現状と課題＞ 

立科町は前項で示した通り、縦長で北部と南部で集落が分断されて、町内では北部農村

地帯を「里」、南部観光地帯を「山」と呼んでいる。「観光と農業の町 たてしな」を訴求

するために、農家民泊、農村体験学習が盛んであり、東京•千葉•神奈川•埼玉など首都圏

の小中学生を中心に、12年の累計で 29,099名を延べ 5,309家庭で受け入れている。 

農村体験がきっかけで一時的に訪町する人数が増えてはいるが、定住者に目を向けると

当町は全国に先行して、平成 14 年(2002 年)から人口の減少が始まり、2040 年頃には人
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口が 5,000人を切ることが予想される。 
 

【立科町人口推移】 

出生率も低く、高齢化が全国平均より高い水準で進んでいることから、2040 年には、生

産年齢人口と老年人口の割合が逆転することが予想できる。これは日本の大半の地方で

同様の現象が問題になっているが、当町では、他に比べ 1.6 倍のスピードで進行してい

る。 
 

 
【年齢構成割合】 

 
 

【立科町小規模事業者数推移】 

 立科町における事業者数(平成 29 年度)は、387 事業者で、うち小規模事業者数は 351

件となっており、全体の 90%を占める。町内の商工業社数・小規模事業者数ともに減少傾

向にあり、特に小規模事業者が平成 25 年と比べ 60 の事業所が廃業するなど減少傾向が
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著しい。 

 
 

 

<商業> 

 町内商業は、商圏拡大により、隣接する町外エリアの大型店に客が流れ、歴史のある商

店の閉鎖が相次いでおり、また経営者の高齢化、後継者不足も顕著となり、商業を取り巻

く現況は、愈々厳しさを増している。独特な縦長の形状の立科町は、山の観光エリアと里

の商業エリアに分かれ、その間が 20km近く離れて分断されていることから、観光と商業

の連携が図れていないことが、商業の衰退につながっている要因である。また、商業の多

くは、古くからの商店、飲食店が多く、経営者も高齢化している。そのため、積極的な経

営状況の分析や消費者動向調査や経営革新などの概念を持たない事業主が多いことが想

定され、経営改善に取り組んでいないことに事業所閉鎖につながっている。 

 若手後継者の育成確保、第二創業支援、町外からの創業目的での移住者の獲得等を図

りながら、特徴ある商店街づくりや商店の活性化が重要な課題である。 

 

<工業> 

 町内工業は、その多くが金属加工の下請け事業所であり、取り巻く環境は、受注の確

保、利益確保が厳しさを増す状況にあり、事業所減の要因にもなっており、働き場所の喪

失につながっている。企業育成や支援、優良企業の誘致による雇用の場の確保は重要な

課題である。 

 下請け企業が多いことから、経営状況の分析や新たな商品開発、事業計画の策定など

を行う等の「経営状況を革新する」という意識を持った事業主が少ないことが仮定でき、
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その姿勢がそのまま、工業の衰退につながっていると想定される。 

 また、商工会が工業事業者の状況把握や、販路拡大支援、商品開発の支援、適切な補助

金助成金の情報提供、創業支援等を積極的にしてこなかったことも、原因であると考え

られる。 

 

<観光> 

 蓼科山の裾野に広がる白樺高原は、四季を通じて魅力のある観光資源を有する長野県

内有数の観光地である。町は「観光と農業の町 たてしな」をキャッチコピーとし、力を

入れている。しかしながら、長引く景気低迷により、平成 3年に 236万人(東白樺湖、蓼

科牧場、蓼科山、中山道の松並木)であった年間観光客が平成 29 年には 204 万人と減少

し、観光消費額の低下も顕著である。町内の事業者数のうち 23.8%を観光関連の宿泊業者

が占めているが、その付加価値額はわずか約 6.2%に過ぎず、地域活力減退の要因となっ

ている。また、後継者不足によるペンションの閉鎖も増えてきている。これらは、決して

広くはない観光エリアに、観光協会が 3 つも存在し、効果的に連携できていないことや、

商工会が積極的な経営支援を行ってこなかった、経営状況把握や後継者不足問題など観

光関連産業事業者の状態を把握できていなかったことが要因のひとつであると考えられ

る。 

 観光関連産業事業者の再生を通じて、「立科町全体の産業活性化」を目指す必要がある。

年間を通して安定した観光客の確保や、客単価のアップなどの対策を打つことが急務で

ある。 

 

<農業> 

 立科町は基本的には農村地帯であり、米作をはじめ畜産、リンゴを中心とした果樹、レ

タスなどの高原野菜、小物野菜など多品目に及ぶ生産が行われている。近年では、農畜産

物の価格及び収益性の低下が顕在化している。また、農業従事者の高齢化等に伴う担い

手不足による農地の荒廃や農業人口の減少など、農業は産業としての弱体化が進んでい

ると言える。 
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＜市町村の総合計画（市町村の方向性）＞ 

 「澄んだ空!清んだ水!住みよき町に笑顔が弾む!人と自然が輝く町」を将来像とし、 

・活気ある経済を創造するまちづくり 

・豊かな自然とともに暮らす安全・安心なまちづくり 

・郷土を愛し、心豊かな人を育むまちづくり 

・健やかに、いつまでも地域で暮らせるまちづくり 

・地域の力で活力あふれるまちづくり 

 

に力を入れていくと「立科町しあわせプラン〜第 5 次立科町振興計画〜(平成 27 年度か

ら平成 31 年度までの 5 年間)」には明記されている。なかでも「活気ある経済を創造す

るまちづくり」では、『雇用拡大への各種支援』、『移住者の勤労支援、雇用の創出のため

のテレワークセンターの設置』、『地域と連携したメニュー開発』、『6 次産業化の構築』、

『滞在型商品開発』を重点実施施策とし、「産業の活性化が地域の活力向上となるため、

商工会と連携して企業のニーズを的確に捉え、国内外の経済情勢を踏まえた中小企業支

援対策を行う必要がある。」と記載されている。 

 

＜商工会の役割＞ 

（１）これまでの商工会の取組と課題 

 当商工会は、地域内の小規模事業者に対して「税務申告指導」「記帳指導」「金融支援

(マル経、中小企業融資振興資金など)」「共済•年金•保険制度の提供」を中心に支援に取

り組んできた。 

 

   巡回・窓口相談実績(平成 29年度) 
 対 象

企業 

経 営

革新 

経 営

一般 

情 報

化 

金融 税務 労働 取引 環 境

対策 

そ の

他 

計 

巡 回

指導 

215 106 439 30 5 16 17 1 0 42 654 

窓 口

指導 

121 12 174 9 29 31 98 0 0 17 373 

創 業

指導 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 336 118 615 39 34 51 115 1 0 59 1,030 

 平成 29 年度補正小規模事業者持続化補助金は 1 件申請し、1 件が採択された。また、

マル経資金については平成 29年度は 3件を斡旋した。  

 

 また「経済と観光に関わる交流協定」を結んでいる神奈川県相模原市との各種

イベント参加などの交流、農村のありのままの日常生活が体験できる農村体験学

習の「ほっとステイたてしな」の事務局を担うなど、イベントや地域振興事業に力

を入れている。その一方で事務作業や、各種書類作成などに追われ、町内の事業者

に対して直接出向いて経営支援をする活動時間が少なくなっている傾向があっ

た。 
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（２）今後商工会に求められている役割 

ア 「小規模事業者へのより積極的な経営支援の実施」  

これを実現するために、事業者に丁寧にヒアリングを重ね、改善を提案す

る。また提案するだけにとどまらず、共に実行していく、経営指導員が本来

あるべき支援体制である「伴走型支援」を行う。 

イ  「創業、第二創業の全方位型支援」 

町内で創業または第二創業者に、創業計画作成支援から始まり、金融、税

務、雇用、販促、など事業を始めるにあたり必要事項を全方位型で支援す

る。特に、町の重点施策である、移住希望者の創業支援では、商工会は、地

域の事業と移住者の新事業をつなげるコーディネーターとしての役割を担

う。 

   ウ  「情報発信」 

商工会ホームページを活用し、地域の事業者に対する補助金情報や各種セ

ミナーの案内など有益な情報発信する。また町内のケーブルテレビに「商工

会だより」という番組を設けるとともに、各種情報を発信し、広く情報を告

知する。 

  エ  「経営指導員の資質向上」 

町内の多様な業種の事業者に対応するための広範な知識や提案力の習得を

行うため、積極的な講習会への参加、近隣市町村の指導員と情報を共有する

「経営支援センター北佐久グループ」を活用し、資質向上に努める。また、

その知識や経験が属人的なものにならないよう、レポートの共有、資料のデ

ータベース化を図り、商工会の財産とする。 

 

＜小規模事業者の中長期的な振興のあり方(10年)＞ 

 立科町の「立科町しあわせプラン〜第５次立科町振興計画(平成 27年度から平成

31年度までの 5年間)」では、「産業の活性化が地域の活力向上となるため、商工会

と連携して企業のニーズを的確に捉え、国内外の経済情勢を踏まえた中小企業支援

対策を行う必要がある。」と記載されている。 

 前述のとおり、立科町の全商工業者における小規模事業者率は 72%ある。小規模

事業者の多くは日々の業務に追われ、十分なマーケティングや事業計画立案が不十

分である。小規模事業者が持続的な発展を達成するためには、その「強み」を把握

し、他社との差別化を図ることが重要である。その「強み」を正確に把握するため

には、地域のニーズや自社の経営分析などのマーケティング情報が必須である。 

 また、住民意識調査によると、暮らしにくさの要因として約 4割が「仕事」と回

答しており、地域の労働力を吸収できるほどの就業場所かないため、町外へ通勤し

ている住民も多く、「流出人口の減少のために、町内での就労場所の確保も重要な

課題である。」と記載されている。 

 町の振興計画及び現状を踏まえ、当商工会としては、町内小規模事業者に対して、

対話を通じて目標を共有し、その目標に辿り着くように伴走型支援を積極的に行

う。小規模事業の廃業に歯止めをかけ、持続的な発展による雇用機会創出や、町外

からの移住による起業の支援を行い、町内の雇用を創出するなどをし、中長期的な

視点に立ち、地域振興、小規模企業振興を推進していく。 
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＜本計画の目標と方針(5年)＞ 

【目標】 

 町内企業に対して伴走型の経営支援を積極的に行う。このような活動を通して、

当地域を活気と活力にあふれた地域にし、それを持続させることが当商工会の使命

であると考えている。そのために、以下に掲げる具体的目標を各方針に則り、実行

していく必要がある。 

 

(1) 小規模事業者のための景況•業況把握 

 町内、県内、全国の景況把握、町内事業者の業況の把握を行う。顧客からの情報

を収集や、インターネットのアクセス解析による需要調査も行い、地域の事業者の

経営革新のために必要なデータとして提供する。 

 

(2) 事業計画の策定支援とフォローアップ 

 事業計画、改善計画等の策定支援を通じ、経営計画の取り組みを推進し、小規模

事業者の基礎体力の向上、経営体質の改善や経営力の強化を図り、持続的な発展の

貢献と事業者数減少に歯止めをかける。 

 

(3) 事業者数増加、雇用機会創出 

 長野県と立科町の移住施策である「おためしながのテレワーク」の活動により、

主に都市部から立科町内への移住者、移住＋創業希望者が増えてきているため、移

住者と地域をつなぐコーディネーター役を商工会が担う。また、新規事業に関して

は、その創業計画立案からはじまり、税務や法務、会計、販促、宣伝なども含めた

ワンストップ型の創業支援を行うことで、地域内事業者数の増加、雇用機会の創出

に努める。 

 

【方針】 

(1)事業者の経営活動を妨げないことが最優先であり、こちらの都合での訪問は行

わないこととし、巡回の際には必ず事前にアポイントを取る。また、貴重な営業時

間を割いての対応をしていただくため、その時間に値する以上の支援を行うことを

心がける。 
 

(2) 町内小規模事業者に対して、丁寧なヒアリングを行い目標を事業者と商工会で

同じ目線で共有し、その目標に辿り着くように伴走型支援を積極的に行う。また、

各種専門家と連携することも当然必要だが、経営支援の前線にいる経営指導員自ら

が、専門家と同等の知識や経験を持つことが必要であると考え、常にその意識を持

って、個人の能力向上に努め、地域の事業者を支援していく。 
 

(3)新たに創業した事業が、町内既存事業と競合したために、既存事業が衰退また

は廃業することがないよう、両者の強みの把握し、差別化を図ることと、ビジネス

マッチングによる 6次産業化などの新サービスの創出や、付加価値の創出に努め、

地域内全体での活性化を最優先事項とする。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 31年 4月 1日～平成 36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) 

地域の経済動向調査については過去に実施したこともあるが、やみくもに情報

を得ただけになってしまい、その後の分析も行うことも少なく、調査結果を有効

に生かし切れなかった。 

   (改善方法) 

 情報収集の手段を増やし、広範な情報を収集する。「景気動向」「消費動向」を

中心とした情報を収集し、得た情報を分析し、見やすくまとめたものを商工会 HP

に掲載する。またケーブルテレビの「商工会だより」にて、商工会の HPに情報

の開示されたことを告知する。 

 

   (事業内容) 

  ア 景気動向•経済動向情報情報の収集・分析(新規事業) 

 全国商工会連合会・長野県商工会連合会が実施している中小企業景況調査、金

融機関等の各種景況調査資料等や町が公表している情報を収集し、整理•分析す

る。収集したデータは、「景気動向」「雇用情勢」「統計データ」と分類し、中小企

業診断士などの専門家と連携し、整理分析をする。 

   (提供方法) 

 得られた情報を整理し、経営指導員が小規模事業者にわかりやすい、見やすい

ものに編集し、資料にまとめ、「経営のヒント」として HPで公開する。 

(活用方法)  
 またその資料は、相談時に経営方針や事業計画策定時の資料として活用する。 

  (目標) 
 

種類 収集する資料 頻度 対象エリア 項目など 

景気動向 中小企業景況調査

報告書 

四半期毎 全国 中小企業の業種別の業況•

売上•価格•採算•設備投資

有無•資金繰り•見通しなど

経済動向を把握 

長野県商工会連合

会中小企業景況調

査報告 

四半期毎 長野県 

上田信用金庫中小

企業景気動向レポ

ート 

四半期毎 東信エリア 

全国商工会連合会

小規模企業景気動

向調査 

毎月 全国 小規模企業者に特化した業

種別の売上•採算•資金繰り

•業況等景気動向を把握 

雇用情勢 長野労働局雇用情 毎月 長野県 有効求人倍率、新規求職者
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勢(毎月) などによる景気状況を調査 

ハローワーク佐久

(毎月) 

毎月 近隣 8市町村  

統計データ 立科町(毎月) 毎月 立科町 人口・世帯数等住環境の実

態を把握 

 

 (目標) 
実施目標 現状 H31 H32 H33 H34 H35 
分析•整理 0 4 4 4 4 4 
レポート作成・Web
サイト掲載 

0 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 

 

  イ 観光業経済動向調査(新規事業) 

 地域力減退の要因である「観光業」については、信州たてしな観光協会、町観

光商工課、町観光推進室の情報も利用して半期ごとに動向を調査し、「観光業」の

課題の抽出を行う。また、「中小企業景況調査」に準じた調査(売上、客単価、客

数、仕入れ単価、採算などの項目を前期、今期、来期の見通しも含め調査する)を

観光エリアである「山」のホテル、ペンション、飲食店、レジャー業の中から 10

企業を抽出し実施する。 
    (頻  度)サンプル 10件を年 2回、連続して 3年間行う 
       (活用方法) 

 町内の経済動向の調査・分析を行うことにより、その特性を理解し、地域の現

状と課題を的確に把握する。調査結果はレポートにまとめて、相談時に経営方針

や事業計画策定時の資料として活用する。その結果を踏まえ、各事業所の経営支

援や、創業希望者の創業計画作成用のデータとして活用していく。 
 
    (目標) 

実施目標 現状 H31 H32 H33 H34 H35 
観光業動向調査サン

プル数 
0 10 10 10 10 10 

観光業経済動向調査

件数 
0 20 20 20 20 20 

Web サイト掲載 0 年 2 回 
更新 

年 2 回 
更新 

年 2 回 
更新 

年 2 回 
更新 

年 2 回 
更新 

 

 

 

２ 経営状況の分析に関すること 【指針①】 

   (現状と課題) 

これまでは、経営分析については特に留意しておらず、中小企業融資振興資金

の申請書作成の際にのみ、実施していた。小規模事業者は、日常の業務に追われ

ているため、経営状況の分析も後手になり、またその必要性に気づいていない事

業者も少なくない。 

 「1.地域の経済動向調査に関すること」の調査・分析結果の提供を機に、積極
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的に小規模事業者のところに出向き、経営状況の分析の必要性を説明するととも

に、その対応をすることが課題である。 

   (改善方法)   

今後は小規模事業者の持続的発展に向け、ケーブルテレビ番組「商工会だよ

り」や商工会 HPを活用し、まずは「経営状況の分析」の必要性を伝える啓蒙活

動を行う。並行して経営指導員が積極的に巡回し、売上目標に達していない、今

後の事業が不安、新規事業を始めたいという課題を抱えている事業者を掘り起こ

し、「経営状況の分析」を行う。 

 分析した結果で生じた課題が専門的な場合は、地域金融機関、長野県商工会連

合会上席専門支援員、中小企業診断士等の各種専門家と連携し、小規模事業者の

抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

※ここでいう勧誘とは、経営分析の必要性を訴え、分析を案内する活動のことと

する。 

   (事業内容) 

 経営状況分析セミナーの開催、巡回により、経営状況の分析が必要な小規模事

業者をピックアップし、経営状況等を把握する。専門知識を有する中小企業診断

士と連携することで客数、売上、経常利益等の項目を元に経営分析を行う。 
 

   ア 経営状況分析(新規) 

   (目的) 

 経営状況を分析し、問題点の抽出や、強み、弱みを認識し、事業を発展または持

続化させるためのヒントを掴んでもらい、事業計画策定へと繋げる。               

   （手段手法(活用ツール等)） 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用し、収

益性 、効率性、生産性、安全性、成長性の項目で財務分析を行う。分析結果を、

業界標準値の企業データと比較し、財務上の問題を把握する。また、経営方針、課

題、設備、人材、自社の強み、弱み、業況など、財務情報では表せない経営資源を

再認識するために SWOT分析を行う。 

    (活用方法) 

 得られた情報を基に事業活動目標を明確にし、今後の事業発展や持続していく

ための事業計画策定へと繋げていく。 

  (提供方法) 

経営自己診断システムの分析結果だけでは、内容を理解できない事業者もいる

と想定し、SWOT分析も踏まえたわかりやすく咀嚼したレポートを作成し、個社に

渡す。 

  (小規模事業者に対する効果) 

 日常の業務に追われ、財務状況確認や今後の事業計画立案が後手にまわってい

る事業者に、事業を見直す機会を創出でき、より持続的に安定し、発展していく

ための支援をする。 

   (目標) 
実施内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 
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巡回での勧誘 0 20 22 22 24 24 

窓口での勧誘 0 4 6 6 8 8 

勧誘総数 0 24 28 28 32 32 

経営分析事業者

数 
0 12 14 14 16 16 

 

 

 

   イ 経営状況分析啓蒙セミナー (新規) 

   (目的) 

 町内の事業者に経営内容を分析する必要性を訴求する。経営分析がきっかけで

事業展開が向上した例などを集め、その効果を伝えることで、経営状況分析希望

事業者を掘り起こす。 

      (内容) 

     経営状況の分析の必要性の訴求、分析結果の見方(どこを鍛えればより成長する     

    か)、経営分析がきっかけで事業が向上したケースの紹介を行う。 

   (周知方法等) 

  HP、ケーブルテレビ番組「商工会だより」、フライヤーなどにより広く周知す

る。 

   (講師) 

 経営指導員が中心となって、長野県商工会連合会上席専門支援員、町内金融業

者、各種専門家とともに行う。 

   (開催時期(回数))  

 年に 2回予定。 

   (受講者数) 

 各回 20名規模のセミナーを想定し、参加者へ「経営状況分析」の勧誘をする。 

  (目標) 
実施内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

セミナー開催数 0 2 2 2 2 2 

セミナー参加者数 0 20 22 24 26 28 

経営分析事業者数 0 10 12 12 14 14 

ア＋イの経営分析事

業者合計数 
0 22 26 26 30 30 

 

 経営分析を行うことで、小規模事業者が自社の現状を正確に把握し、その問題点

の解決と課題を把握し、売上増、事業を持続できるための利益確保のための事業計

画の策定につなげる。 

 

 

 

３ 事業計画策定に関すること 【指針②】 
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   (現状と課題) 

これまでは、事業計画策定についてはマル経などの金融支援や持続化補助金申

請資料の作成時のみに行っており、当商工会から事業者に事業計画策定の必要性

を訴求したことは少なかった。融資や各種補助金申請時以外にも、事業計画策定

の必要性を訴求していくことが課題である。また、創業案件に対しては、窓口相

談に来館した方の対応が多く、積極的に地域内の創業希望者の情報をつかんでい

くことが必要である。 

   (改善方法) 

「経営状況の分析」を行った事業者に「事業計画策定」を勧誘する。経営状況

の分析を行っただけで終わらないようにするために、今後の事業展望を踏まえ、

事業計画策定の必要性を訴求する。事業戦略のイメージを持ってもらうために「製

品-市場成長マトリクス」(アンゾフ•マトリクス)を活用する。 

 

 
   (事業内容) 

   ア 事業計画策定支援事業(新規) 

   (目的) 

 町内事業者が発展または安定した経営を持続していくために、事業計画策定支

援を行う。 
 

   (対象者)  

 「経営状況の分析」を行った事業者を中心に勧誘する。 

   (手段・手法(活用ツール 等)) 

 経営指導員が、経営状況の分析を行った事業者に積極的に巡回し、事業計画策

定の支援を行う。質問に答えていくだけで、事業計画が作成できる「つくるく

ん」のアプリ活用を勧め、出来上がった計画を基に、経営指導員が、事業者の目
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標を丁寧にヒアリングし、現状の経営分析情報をもとに数値計画に落とし込み、

具体的なアクションプランについて優先順位を付け、より実効性の高い事業計画

策定の支援を行う。 

   (目標） 

支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

経営分析事業者目標数 0 22 26 26 30 30 

事業計画策定数 0 5 6 6 7 7 

 

 

   イ 創業スクール(新規) 

   (目的) 

 町内で創業を希望している方、第二創業を考えている方、移住で創業を希望し

ている方を対象とした創業スクールを行い、地域の産業を創出する。 

   (周知方法)  

 HP、ケーブルテレビ番組「商工会だより」での告知。チラシ、ポスターを作成

し、周辺市町村を含め、広く告知する。移住で創業を希望する方の情報は、移住定

住促進担当の立科町役場企画課、移住者のための情報提供を行っている移住交流

館芦田宿と連携し、入手する。 

(内容・講師) 

 年 1 回行う。創業に向けて準備すること、創業計画の立て方、資金の調達や税

務、法務、地域の創業者との交流、事業計画の書き方、プレゼンテーション方法な

どを含め、1回 2時間の講義、合計 20時間を想定。 

全ての講義終了後は、受講者毎の創業計画が出来上がっている状態にする。 

    講師は創業スクールの経験が豊富な中小企業診断士に依頼する。 

また、スクールの講義の中で、地域の既存事業者との交流の場を設ける。町内

の既存事業と新規事業、新規事業と新規事業をマッチングさせる機会を作ること

により６次産業化や高付加価値サービスの機会を創出も狙う。 

長野県立長野大学の企業情報学科も交え、授業の一環として、地域資源からの

創業、商品企画などを検討する学ぶ機会も設ける。 

    (成果) 

創業計画の策定を通して、創業支援を行い、事業者数が減少傾向である当地域

内の事業者数を 1つでも増やす。 

   (目標) 

支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

創業スクール等開催回数 0 1 1 1 1 1 

創業スクール参加者数 0 10 10 10 10 10 

創業計画策定数 0 10 10 10 10 10 

 

 

 

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) 



１４ 
 

 これまでは、事業計画策定支援をした事業者に対するフォローアップは、事業

者から相談があった場合に対応するという受け身の対応をしていたため、計画的

なフォローアップができていなかった。事業計画の策定後も、事業者はその事業

開始前から、やらなくてはいけないこと、わからないことが数多くある。これを

事業者に寄り添い、伴走型で支援し、事業が売上目標通りに進行しない時には、

事業計画の変更・修正を行うことで、より安定した事業へと育てていく体制をつ

くることが課題である。 

   (改善内容) 

 事業者が課題等に直面し、相談に来た際にのみ対応するという対応をやめ、定

期的なフォローアップサイクルを作り、積極的に伴走支援を行う。サイクルは、

事業計画策定後から 1 年未満の事業者または、新規創業者には 2 ヶ月に 1 回は訪

問巡回をし、進捗状況の確認を、進行の支援を行う。事業計画策定から 2 年目以

降や、創業から 2 年目以降の事業者には、半期に 1 回のフォローアップサイクル

とする。進捗確認の際に、生じた課題に対しては、その課題ごとに対応できる商

工会連合会上席専門支援員、専門家と連携し、課題解決を図る。 

   (事業内容) 

事業計画を策定する際に、事業開始までのガントチャートを作成し、経営指導員

と事業者とでお互いに共有する。上記で述べたサイクルに沿ったフォローアップ

を行い、事業計画進行の支援を行う。 

   (目標) 

 事業計画を策定することではなく、事業が安定して継続できるようにすること

を最終目標とし、地域内の事業者の減少に歯止めをかけ、地域の発展に貢献す

る。 

 

支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

事業計画策定数 0 5 6 6 7 7 

2ヶ月に 1回のフォローアップ

回数(事業計画策定から 1年未

満) 

0 30 36 36 42 42 

半期に 1回のフォローアップ回

数(事業計画策定から 2年目以

降) 

0 0 10 22 34 48 

年間のフォローアップ回数 0 30 46 58 76 90 

 

 

支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

創業計画策定数 0 10 10 10 10 10 

2ヶ月に 1回のフォローアップ

回数(創業計画策定から 1年未

満) 

0 60 60 60 60 60 

半期に 1回のフォローアップ回

数(創業計画策定から 2年目以

0 0 30 60 90 120 
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降) 

年間のフォローアップ回数 0 60 80 100 120 140 

 

 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

事業計画策定者フォローアップ

回数 

0 30 46 58 76 90 

創業者フォローアップ回数 0 60 80 100 120 140 

年間のフォローアップ回数 0 90 126 158 196 230 

 

 

５ 需要動向調査に関すること 【指針③】 

   (現状と課題) 

小規模事業者が安定した経営をしていくためには、資金にも限りがあることか

らプロダクトアウトだけでなく、マーケットインの考え方も重要である。しか

し、当商工会においては、需要動向調査は定期的には行っていなかった。消費者

や顧客から効果的な情報を引き出すことが課題である。 

   (改善方法) 

 町内の観光業である事業者に SNSを使ったエゴサーチ(ネット上で自分の名前

やハンドルネーム、自分の運営するブログ名やその URLなどで検索をし、自分自

身の評価を確認する方法)結果から分析した内容を提供したところ、非常に好評

だったため、これを発展させ、観光客の需要動向調査を行うことが有効的である

と考えられる。 

 小売業、サービス業、飲食業の事業者には、消費者の需要動向を把握するアン

ケートを当商工会が作成し、事業者店舗に設置し、情報を収集する。また地域の

需要を知るために、生活者の需要を調査し、立科町での創業を検討している事業

者に提供し、創業へと繋げる。 

(目的) 

 各事業者が需要の動向を把握し、マーケットインの観点で以後の商品開発、サ

ービス提供ができるように、顧客情報の分析をし、事業計画策定に効果的な情報

を提供する。 

 

  (1) インターネットを使った観光業需要動向調査【個社調査】(新規)】 

   (目的) 

立科町の宿泊施設の webサイトを「どの地域の人が、どれくらい見ているか」、

「どういったキーワードを基にその webサイトにたどり着いた」か、「どのページ

で興味を失ってしまったか」(離脱ページ)などから、観光客が「その施設に何を

求めているか」「何が原因で宿泊予約にまで至らなかったか」を調査し、分析する。

また、当該宿泊施設に限らず、観光客が立科町の観光に対してどのようなことを

求めているのかなども合わせて調査分析する。 

   (対象事業者) 

町内の観光施設事業者で、5年以内にサイトを作成した事業者、またはリニュー

アルしたが思うように集客効果が上がらない事業者を対象とする。 
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   (調査方法) 

アクセス解析ソフトである Google Analytics、サーチコンソール)を組み込み、

商工会でもアカウント閲覧権限を付与してもらい、3 ヶ月間のデータを集計し分

析結果レポートを作成し、設置事業者へ提供する。 

 

    閲覧者がトップページからどの順番で見ていくか、どのページで離脱してしまっ   

    たか(旅行先から外れてしまった、また離脱の理由(施設なのか、料金なのか、料 

       理なのか等の原因がを読み取れる 

 

   (調査項目) 
調査カテゴリ 項目 解析によりわかること 

顧客情報 被アクセス地域(市町

村別) 

どのエリアの層から見られているか(観光先候

補としてなり得るか) 

顧客心理 被検索ワード 当該宿泊施設に何を求めているか、宿泊者がど

んなことを目的とし検索し、サイトにたどり着

いたか 

参照元/メディア どのサイトから当該宿泊施設のサイトに辿り着

いたか 

トラフィック、離脱ペ

ージ 

何が原因で当該施設が宿泊候補から漏れたの

か、(何が原因で予約に至らないのか)の理由を

探る(宿泊価格、料理、部屋等) 

   (サンプル数)    

     1事業者ごと、3ヶ月間の総アクセス数より分析する。 

   (活用方法) 

 どのエリアに住む消費者が、立科町を旅行先と考えているかを知ることができ

る。また、宿泊予約にいたらなかった消費者のその理由を探ることもできるため、

効果的な販促計画のための資料として活用する。 

   (提供方法) 

 アクセス解析ソフトが集計した表では、事業者がその内容を理解するのが難し

いため、経営指導員がわかりやすいレポートとしてまとめ、個々の調査対象事業

者へ提供する。 

   (小規模事業者に対する効果) 

 宿泊に至らなかった消費者とは、通常は接点が持つことができないが、アクセ

ス解析を行うことで、潜在顧客の動向を調査することができ、サイト掲載内容の

改善や、広告展開など販促計画の作成に有効な資料となる。また、需要を知るこ

とで、新たな需要を開拓するための事業計画が立てられる。 

 

    (目標) 

支援内容 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

インターネットを使った観

光業需要動向調査(アクセス

解析ソフト設置事業者数) 

0 2 3 3 4 4 

アクセス解析実施回数 0 2 3 3 4 4 
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分析結果レポート解析数 0 2 3 3 4 4 
 

 

 

   (2) 消費者アンケート調査【個社調査】 (新規) 

   (目的) 

観光エリアではなく主に里エリアの飲食業、サービス業の利用者(消費者)の需要

動向を調査し、事業者が需要に適した商品やサービスを提供し、売り上げの増加、

新たな需要が開拓するためのアイデアが生まれるように情報を提供し、事業計画策

定の基礎資料として活用する。 

   (対象者) 

主に新メニューや新サービスの提供を開始した里エリアの事業者を調査対象店舗

とし、その利用者(消費者)にアンケート調査を行う 

   (調査方法•項目) 

飲食店で新メニューを開発した場合、年齢や性別、住居エリアなどの基本情報

の他に、「なぜ注文したのか」「味はどうだったか」「量はどうだったか」「価格に対

しての満足度はどうか」等を調査。アンケートは 5 段階評価とフリー回答の項目

を設けるが、5段階評価は、回答項目毎に「満足」「やや満足」「不満」などの順列

をランダムに配置し、「普通」のみに回答が集中することを防ぐ。(アンケート用

紙にも注意点としてその旨を記載し、誤解等を防ぐ)。 

   (サンプル数) 

目標サンプル数は 1事業者に対して利用者(消費者)30件 

   (活用方法) 

事業者目線では気づかない、消費者目線を知ることで新メニューやサービスの改

善へと繋げる。また、消費者の生の声から、新たな販路開拓のアイデアにも繋げ、

事業計画策定への資料とする。 

   (提供方法) 

回答結果をわかりやすい図表にまとめ、レポートとして個々の調査対象事業者へ

提供する。レポート結果を基に、メニューやサービスへの改善を提案し、売上増を

支援する。 

   (小規模事業者に対する効果) 

飲食店は、新メニューの効果を注文数でしか測ることができなかったが、消費者

の生の声や課題を知ることで、売り上げ改善に繋げることができる。 

   (目標) 

支援内容 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

消費者アンケート調査(事業

者数) 

0 2 4 4 4 4 

消費者アンケート調査レポ

ート作成数 

0 2 4 4 4 4 
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   (3) 物産展におけるニーズ調査【個社調査】 (新規) 

   (目的) 

青果や農産物加工品を販売する事業者のために、物産展への出店前に需要動向調

査を行う。 

   (調査対象者) 

物産展(相模原桜まつり)での名簿の取れている来場予定事業者、来賓などの来場

予定者。 

[相模原桜祭り] 

毎年 4月初旬の土日に開催。動員数 47万人。出店ブース総数 940ブース 

立科町からの出店事業者数 5〜6事業者。 

      (調査方法) 

開催日の 2 ヶ月前を目安に、返信用封筒を含めたアンケートを郵送し、調査を行

う。アンケートは回答しやすいよう、事業者毎に作成せず、立科町からの「出店事

業者」として 1つのアンケート用紙に集約する 

   (調査項目) 

「どんな商品の出品を求めているか(フリー回答)」、「どの規格のものが買いやす

いか(選択項目)」など、出店事業者の取扱商品を具体的に挙げたアンケートを作成

する。 

   (サンプル数) 

1出店事業者に対して 20件 

(活用•提供) 

 アンケート調査を事業者毎にレポートにまとめ、提供することで、物産店の売上

増と販売ロス(過剰在庫)低減に繋げることができる。 

 (小規模事業者に対する効果) 

 事前にアンケート調査を行うことで、売り上げ確保と、過剰在庫のロス低減によ

る効率化を図れることや、事前出店/出品告知ができる。また、人口が多い地域での

需要動向を調査することで、新たな商品の開発につなげるデータとなり、以後の事

業計画作成の素材となる。 
 

   (目標) 

支援内容 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

相模原まつり出店事業者数 5 5 5 5 5 5 

物産展におけるニーズ調査

数 

0 20 20 20 20 20 

物産展におけるニーズ調査

レポート作成数 

0 5 5 5 5 5 

 

 

 

   (4) 生活者アンケート調査【個社調査】 (新規) 

   (目的) 

 商工会、町役場には、定期的に創業の相談が持ち込まれるため、創業を検討して
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いる段階から事業者の相談に乗ることが少なくない。立科町に新規創業を検討して

いる人の多くは、都会からの移住者が多く、「立科町で創業したい」というよりも「田

舎で暮らしたい」という理由が多いことから、立科町では、「創業に対して商工会や

役場の手厚いサポートがある」ということだけではなく、「町全体(生活者)が創業を

求めている」ことを創業予定者に伝えることもできるため、立科町での創業へと繋

げていく。 

   (対象事業者) 

立科町での創業を検討している事業者のために、町内住民(生活者)を対象にアン

ケート調査を行う。 

   (調査方法) 

創業予定の事業内容に沿ったアンケートを作成し、立科町の生活者に依頼する。 

   (調査先) 

芦田宿商業会、芦田宿商店街エリアにぎわい創出グループ、立科町テレワーカ

ー、JOYJOY  VILLAGE(子育て世代の主婦の集まり)、立科町社会福祉協議会の立科

町の生活者(20代〜60代)が対象。 

 (調査項目) 

 飲食店の場合は、「毎月の外食費」「外食する頻度」「主に外食する曜日」「どんな

メニューがあったら良いか(客単価)」「何時まで営業していてほしいか」「座席の形

態は何が良いか」「わざわざ町外まで食べに行っている店舗がある場合はその店名と

理由」など、創業予定者が創業計画を立てるために必要なエリアマーケティングと

なるよう、業種に応じたアンケートを設定する。 

 (サンプル数) 

 1創業予定者に対して生活者 50件 

 (活用方法) 

 創業予定地の生活者の情報を入手することで、具体的な創業計画が早めに立てる

ことができる、また、マーケットインの観点から事業計画を立案できるため、創業

後のリスクを減らすことができる。 

 (提供方法) 

 集計結果をレポートにまとめ、個々の創業予定者に提供する。個人情報提供の承

諾を得た回答者の情報を個々の創業予定者にも提供し、プレオープン時、レセプシ

ョン時に回答者を招き、口コミの発信源になる動きにつなげていく。 

(小規模事業者に対する効果) 

 実際に創業する前に、その土地での生活者の動向が知ることができるため、創業

計画立案の素材にできる。また、アンケートを採ることで、新たな事業が生まれる

(新規開店する)ことを事前に宣伝することもできる。 

(目標) 

創業予定の相談を受けた時点でアンケート作成し、2 週間以内での回収、翌週に

はレポート提出を行い、事業計画の素材として活用してもらう。創業予定の相談が

持ち込まれた際に行う。今までの創業相談実績から、年に 1〜2件が想定される。 

支援内容 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

生活者アンケート調査(創業 0 2 2 2 2 2 
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予定事業者数) 

生活者アンケート調査レポ

ート作成数 

0 2 2 2 2 2 

 

 

 

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) 

 これまでは、販路拡大や、売上向上などは、担当指導員が個々に対応する属人

的なものであり、組織を挙げてシステム的には行ってこなかった。今後は町内の

リソースと連携し、組織的に行うことが小規模事業者を持続させていくために必

要である。 

 また、10年以上前から物産展、展示会への参加は続けているが、そこに参加で

きる人的余裕のある事業者のみの参画になってしまっているため、人的•時間的余

裕のない小規模事業者へインターネットを使った販路開拓支援を行なっていくこ

とが必要である。 

   (改善方法) 

 立科町テレワーカーと連携し、数多くの事業者を支援できる体制を整える。 

 

 

   (1) 展示会•物産展・販売イベント出展支援事業【個社支援】(新規) 

(目的) 

 展示会・物産展・販売イベントへ出店する際に、ひとつでも多く販売でき、1

円でも多く売り上げられる様にブース設営の指導を行う。また来場者に渡す出店

事業者の事業案内リーフレット、商品フライヤー、カタログなどの販促物作成支

援を行う。 

(対象者) 

[相模原フェスタ] 

毎年 11月初旬の土日に開催。動員数 21万人。出店ブース総数 100ブース 

立科町からの出店事業者数 5事業者のうちの 2事業者 

 (支援方法) 

商工会が主体となり、前述の「物産展におけるニーズ調査」の調査結果も用い、

ブース設計、販促物制作支援を行う。なお、各種販促物の制作は立科町のテレワ

ーカーに依頼する。 

(支援内容) 

 りんごやお米などの販売では、山積みに陳列することで目立つ売り場を作るこ

とが可能だが、瓶詰めジャムや乾燥果実などの加工食品は、商品自体が小さいた

め、大規模な販売イベントでは目に止まらない。そのため、少し離れたところか

らでも見える A2サイズ以上の POPを作成する。小さい商品を迫力あるよう陳列

するためにひな壇陳列ができる陳列台を作り、イベント毎に使い回して使用す

る。また、生産者たちは接客に慣れていない人が多いため、商品の特徴、原料の

栽培方法、商品の食べ方•使い方を紹介する PR動画を作成し、ブース内で放映
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し、販売支援を行う。立科町の主力の特産品としてりんご、お米があるが、販売

イベント時の販売だけではなく、農産物の定期便、贈答用セットなど商品設定を

指導し、イベント時にそれらの受注機会を設けることで売上増やストック収益と

なる顧客の確保を狙う。 

   (効果) 

 展示会出店時の売上増加、定期便契約によるストック収益、贈答用セット受注

による商機創出。また、立科町や特産品、事業者を知ってもらうことで以後に企

画しているポータルサイトへの誘導を図ることができる。 

 

 

 

 

 

 

イ  

 

(2) 観光業サイト分析後のサイトリニューアル支援事業【個社支援】(新規) 

(目的)  

 前述の「インターネットを使った観光業需要動向調査」で分析されたデータを

基に、より検索で上位に表示されやすいサイト、サイト滞在時間が長く、離脱率

が少ない web サイト構築へのリニューアルを提案し、作成支援する。コンバージ

ョン率(予約成立)を高め集客を増加させる。 

（対象者） 

「インターネットを使った観光業需要動向調査」にて分析し、事業計画を策定し

た事業者 

(支援方法) 

商工会指導員がアクセス解析を行い、事業者へサイトリニューアル提案を行う。

サイト構築作業は立科町テレワーカーが行う。アクセス解析の方法は分析方法の

要点をまとめたマニュアルを作成し、商工会職員で共有する。 

(支援内容) 

① サービス内容変更 

アクセスデータにより潜在顧客が求めている宿泊料金、オプションプラン(B&B

プラン、アクティビティプラン、家族プラン等)が分析できることにより、料金、

プランの変更•追加などを支援し、売上の拡大、商機の創出を増やす。 

    ②重点訴求エリアの設定 

宿泊事業者が地方新聞やエリア限定のチラシ配布、屋外広告設置などを行った

際に、それら販促物の効果があるかどうかを web サイトのアクセス解析からも

支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

相模原フェスタ出店

参加事業者数 

5 5 5 5 5 5 

うち出展事業者支援

件数 

2    2 2    2 2   2 

出展事業者売上増割

合(1事業者あたり) 

未実施 3% 5% 7% 9% 10% 
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得ることができる。また、逆の発想で、商圏と考えているエリアからのアクセ

スが少ない場合、紙媒体や屋外広告の展開により web サイト誘導への動線を設

け、アクセスを増やすことができる。 

(効果) 

アクセス解析に基づきサイトをリニューアルすることで、より検索で上位に表示

されやすいサイト、サイト滞在時間が長く、離脱率が少なく、コンバージョン率

(予約成立)を高め集客を増加させ、売り上げ増につなげられる。 

   (目標) 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   (3) 立科町特産品販売サイト【個社支援】(新規) 

   (目的) 

 町内の事業者が自社での HP内で各商品を販売しているところもあるが、独立し

ていて、その多くはサイト自体が古い設計で、販売状況も良くない。そこで、立科

町としてのポータルサイトを立ち上げ、町内の特産品を購入できる集約したショ

ッピングサイトの立ち上げが必要であると考えられる。 

現在、事業者が独自に作っているサイトを集約または、統合し立科町の特産品

を広域的にアピールし、販売し、事業主の売上増につなげる。 

(対象者) 

ショッピングサイト保持者またはネットショッピングでき得る商品を持つ事業

者。 

(支援方法) 

商工会がディレクションを行い、サイトの登録作業、編集などの作業は立科町テ

レワークセンターのテレワーカーに委託する。 

   (支援(事業)内容) 

 当商工会が主体となり、町内企業の ECサイトを集約し、紹介するポータルサイ

トを立ち上げる。町内企業がお米、りんご、ワイン等を出店できる。地域の特産品

を集約した ECサイトは数多くあるが、そのほとんどが似たようなデザインレイア

ウトのものばかりである。当商工会が考えるポータルサイトは、作り手の顔が見

え、作り手の思いに映像を交え表現することで、サイトの独自性を確立し、ペー

ジ滞在時間を 3分以上を目標にし、各事業者のショッピングサイトへと誘導する。 

   (効果) 

 ポータルサイトを立ち上げ、町内事業者サイトへの誘導を図り、アクセス増に

つなげる。また、同時に各事業者の ECサイト刷新を支援し、売上増につなげる。 

支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

観光業サイト分析件

数(事業者数) 

0 2 3 3 4 4 

観光業サイト分析後

のサイトリニューア

ル件数(事業者数) 

0 2 3 3 4 4 

集客増加率(1 業者

あたり) 

未実施 3% 5% 7% 9% 10% 
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   (目標) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  エ 産業展におけるニーズ調査【個社支援】 (新規) 

   (目的) 

主に製造業の工業店(上田地域産業展)での当該ブース来場者にアンケート調査を

し、来場者の生の声をヒアリングし、出展事業者に還すことで、新規取引機会の創

出、販売戦略の見直し、新商品開発、事業計画策定等に活用する。 

[上田地域産業展] 

毎年 10 月最終週の金〜日の 3 日間に開催。出店事業者 120 社、来場者数約 6,000

人。 

   (対象者) 

立科町から出店している 2 事業者のブース毎への来場者 20 人にアンケート調

査を行う。 

   (支援方法) 

事業者と経営指導員でアンケートを作成し、来場者がブースを離れる際に、当

商工会が第三者立場となり、アンケートを依頼する。 

   (支援内容) 

 「出品物、出品企業に対しての意見感想」や、現在その企業が「求めている製

品」「求めている技術」などのアンケート項目を設定し、ブース来場者に回答を求

める。調査結果はわかりやすいレポートにまとめ、事業者に提供する。 

(効果) 

産業展の場合はエンドユーザーよりも業者の来場が主であることから「出品物、

出品企業に対しての意見感想」や、「受発注希望業種」「希望単価」などを需要動向

に関する情報を得、新製品開発の素材にする。また、アンケートを採ることで間

接的に出店事業者の特徴を回答者に伝えることができるため、新規取引機会創出

へと繋げることができる。 

    (目標) 
 

 

 

Ⅱ 

地域経

済の活

性化に

資する

支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

立科町特産品販売サ

イト登録品目数 

0 30 40 50 55 60 

特産品販売サイト出

店 1 事業者の売上目

標 

0 20,000

円 

22,500

円 

25,000

円 

27,500

円 

30,000

円 

支援内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

産業展出展業者数 3 2    2 2 2 2 

物産展•展示会での

ニーズ調査数(事業

者毎) 

0 20 20 20 20 20 

調査結果レポート作

成数 

0 2 2 2 2 2 
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取組 

   (現状と課題） 

地域活性化事業は今までも「美味立科肉まつり」、「商工祭」、「新そば＆ガレッ

トまつり」、等様々な取り組みをしてきたが、どれも一過性での事業となってお

り、地域経済の活性化策として断続的な取り組みが図られていない状態となって

いる。 

また、町内でも社会福祉協議会の「ふれあいまつり」、立科町在住の主婦が主

催するイベント「JOY JOY VILAGGEイベント」、「蓼科牛•豚肉祭り」など、小規模

なイベントが散在している。これらの中で集約できるものは、集約し、より大き

な観光イベントとすることで、宿泊の創出を掘り起こすことが課題である。 

   (改善方法) 

 「美味立科肉まつり」、「商工祭」、「新そば&ガレットまつり」の主催者、町役

場、観光協会等と「立科町活性化会議(仮称)」を組織し、商工会が事務局を担

う。同会議では年間を通してのイベント開催日、開催場所などを検討し、集約で

きるものは集約するなど統制をする。 

   (事業内容) 

(1)｢立科町活性化会議(仮称)｣を年 4回を目安で開催し、会議において町内の散

在している小規模イベントの開催日程、開催内容などを統制し、同時開催などイ

ベントの集約を統制する。 

イベント後の反省会議を開き、当該イベント関係者以外にも、反省点と改善点を

共有することで、以後のイベントの動員数、宿泊者増、宿泊プラン増などの経済

波及効果を高めていく。 

(2)イベント時で来町する町外者向けの「町あるき周遊マップ(仮称)(A4両面カラ

ーのフライヤー)」を当商工会が作成、町内施設への設置をし、周辺商店への誘客

を図る。町役場でも類似したパンフレットはあるが、今回作成するものはイベン

ト時の周辺誘客に焦点を絞ったもので、期間限定のクーポンを付けるなどし、町

内飲食店、小売店などへの集客を促す。また、専用サイトを設け、町内宿泊施設や

観光協会、商工会の HPにリンクを貼り、町外者向けに情報を公開する。 

(3)イベントの情報発信、前項の「町あるき」を紹介するために、現在の商工会 HP

を刷新する。 

   (目標) 

 散在している小規模イベントを集約することで、宿泊してでも訪れたいと思う

魅力ある規模の観光イベントとすることで、町外からの誘客をし、宿泊の創出を

行う。またイベントに合わせ、町内商店などのタイアップキャンペーンを行い、

イベントを起点とした経済効果を産む。 

 

 

Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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の情報交換に関すること 

 

   (現状と課題) 

長野県内の商工会職員を対象とする「経営支援研修」において、各地域の小規
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模事業者や需要の動向、支援ノウハウ、支援の現状、有効な支援の仕方について

の研修が行われているが、他の支援機関と連携した情報交換については、その機

会が少ない。 

 今後は、日本政策金融公庫小諸支店、長野県信用保証協会佐久支店と地域経済

動向や事業者等の情報交換を行い、得た情報を事業者にフィードバックさせるこ

とが課題である。 

 また、上記の研修はあくまで経営指導員だけのものとなっているため、事務局

長、補助員、記帳員とも共有することが課題である。 

   (改善方法) 

 北佐久地域の経営指導員等が集まり、経営支援実例の紹介や、支援案件での課

題を指導員全体で考え解決を行う、毎月一回開催「北佐久経営支援センター検討

会議」においても、現場での支援成功例などの情報交換をし、よりスケールメリ

ットを生かした実のある会議にする。また、会議前には、情報交換会やミニセミ

ナーなどを行う。 

 

   (事業内容) 

   ア 北佐久グループ検討会議(継続) 

   (目的) 

 経営指導員を対象とした定例会議の前に、日本政策金融公庫小諸支店、長野県

信用保証協会佐久支店の各担当者のいずれかと北佐久グループ検討会議の参加者

との情報交換会またはミニセミナーを行う。得られた情報は事務局長、補助員、

記帳員とも共有することで、組織としての支援力向上に務める。 

   (連携先､開催時期､頻度 等) 

毎月 1回、月末に開催。開催場所は、立科町、佐久市望月、佐久市浅科、御代田

町、軽井沢町商工会を順番に各地で開催。 

(目標) 

 他の支援機関と連携した支援ノウハウなどの情報交換の機会を定期的に実施す

ることにより、経営指導員の支援ノウハウの向上を図る。習得したノウハウを事

業者への経営支援に活用するとともに、支援実例を当商工会の HP で情報公開を

し、事業者の新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図る。 

 また、他の商工会の経営指導員の相互派遣などを行い協力して小規模事業者の

課題解決を図っていく。 

 

    イ 日本政策金融公庫小諸支店との連携(新規) 

    (目的) 

 日本政策金融公庫小諸支店長、担当課長と連携を図り、マル経、各種融資制度、

事業計画策定や策定後•融資後のフォローアップ等についてのノウハウを吸収し、

効果的な小規模事業者支援大勢の構築について連携を強化していく。 

(対象) 

 立科町だけではなく、周辺市町村の商工会からの参加も募り、月 1回開催する。 
 

実施内容 現状 H31 H32 H33 H34 H35 
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各支援機関のミニセミナー 0 12 12 12 12 12 

北佐久グループ検討会議 12 12 12 12 12 12 

日本政策金融公庫小諸支店と

の勉強会 

0 12 12 12 12 12 

支援事例情報公開回数 0 12 12 12 12 12 
 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

   (現状と課題) 

 全国商工会連合会、長野県商工会連合会が主催する経営指導員向けの研修会に

積極的に参加してはいるが、当商工会の職員の知識の共有が図られていないた

め、支援能力にバラツキが生じている。また、小規模事業者こそ経営管理や入出

金管理、見積もり作成・発送などの業務に ITを取り入れることで業務効率を図

り、本来の業務を行う時間をより多く捻出することが必須だが、経営指導員間同

士の ITスキルに開きがあるため、経営指導員の知識を共有する仕組みづくりが

課題である。 

   (改善方法) 

 各種経営セミナーや中小企業大学校が主催する研修会に経営指導員が参加する

ことで、支援能力の向上を図る。ITパスポートや、中小企業診断士の資格取得を

意識し、各人の能力向上に努める。更に、全国商工会連合会の WEB研修も活用し

て支援能力の向上を図る。習得してきたことを他の経営指導員に伝えるために、

補助員、記帳員を含め、窓口相談時に OJTを行い組織全体で知識の向上を図る。 

 支援事例や各種講習会で身につけてきたことは、レポートとしてまとめ、職員

で回覧をした後、資料として保存する。巡回での支援事例や進捗状況は日報に記

し、職員全体で回覧をした後、長野県商工会連合会 HPの経営支援実例に掲載す

る。 

   (事業内容) 

(1)全国商工会連合会、長野県商工会連合会が主催する経営指導員向けの研修会

に引き続き参加する。 

(2)「宣伝会議」「ビジネスセミナーガイド」webサイトから IT活用のセミナーを

抽出し積極的に参加する。 

(3) 上記(1)、(2)に参加し、得た情報や、巡回での支援実例などを、商工会内で

参加していない指導員に学んできた情報を共有し、指導員全体の支援スキルのレ

ベルアップを図る。 

(4)事業者が相談に来た際には、補助員または記帳員を同席させ OJTを行う。 

(5)管内の支援案件や、近隣商工会の支援案件にも積極的に指導員が動向し、経

験とする。またその支援内容を職員で共有するため定例会議を設ける。 

(6)事務局長、経営指導員、補助員、記帳員含めた職員全体で毎月の「経営支援

の定例会議」を行い、各指導員の巡回での支援実例などを共有する。また、巡回

訪問する中で直面した事業者の課題を職員全体で解決方法を検討する機会を設け

る。 

(7)共有サーバーに、事業者ごとのフォルダを作成し、経営状況の分析結果、事

業計画書や相談内容、支援内容等のファイルを一元管理し、職員間で共有する。 
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(8)支援実例は、長野県商工会連合会 HPの経営支援実例に掲載し、支援情報を商

工会としての財産とする。 

 

項目 現状 H31 H32 H33 H34 H35 

経営関係セミナーへの参加 0 6 6 6 6 6 

IT関係セミナーへの参加 0 6 6 6 6 6 
レポート作成数 0 12 12 12 12 12 
経営支援の定例会議 0 12 12 12 12 12 

 

 

 

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 

   (現状と課題) 

 毎年開催される通常総会において各事業の報告が行われているが、外部評価は

行われていない。今後は事業を客観的に評価し見直すための仕組みを構築するこ

とが課題である。 

   (改善内容) 

 本計画に記載された事業の実施状況や問題点について、当商工会の商工会役員、

商工会職員に加え、外部有識者を交えた報告会を開催し評価・検証を行う。 

   (事業内容) 

 当商工会役員(正副会長、理事、監事含め 19名)、町役場商工観光課職員、専門

家(経済産業省外郭中小企業庁)の外部有識者により構成された「経営発達支援事

業報告会」を年度末に開催し、事業の実施状況、成果などを報告する。(新規事業) 

 報告会では、その事業内容を検討し、成果の評価をし、必要な場合は改善方針

を検討し、見直し案の提示を行う。 

 報告会において作成された評価、見直し案は、当商工会理事会へ報告し、承認

を受ける。事業の内容、進捗状況、成果、見直し結果などは、当商工会 HPにおい

て公表する。 

   (目標) 

 本計画に記載の事業の実施状況、及び成果について PDCAを回し、目標である、

地域事業者の支援を通じての地域振興へつなげる。 
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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 

（30年 4月 1日現在） 

（１）実施体制 

    

経営発達支援事業は、事務局長を長とし、伴走型支援である「直接支援」を主任

経営支援員が担当し、「間接支援」(各種機関との連絡業務やレポート作成支援)

を支援員が担当する。全職員が参加し、毎月初旬に開催される「三役会議」、年

5、6 回程度行われる「理事会」において、「進捗状況の確認」「問題点とその改

善方法の検討」を行う。 

 
 

 

   (商工会全体の実施人員) 

会長       1名 

副会長      2名 

理事       16名 

事務局長     1名 

経営指導員    2名 

補助員      1名 
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記帳員      1名 

     合計 27名 

 

（２）連絡先 

立科町商工会 384-2305 

長野県北佐久郡立科町芦田 2521-1 

TEL：0267-56-1004  FAX：0267-51-3040 

E-mail：tatesina@tatesina.net 

    http://tatesina.net 

 

 

（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） 
 31年度 

(31 年 4 月以降) 
32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 4,400 4,610  4,970  5,310  5,760 

 

・地域の経済動向調査に関す

る事業 

・経営状況の分析に関する事

業 

・ 事業計画策定支援に関す

る事業 

・ 事業計画策定後の実施支

援に関する事業 

・ 需要動向調査に関する事

業 

・ 新たな需要の開拓に寄与

する事業に関すること 

・ 地域経済の活性化に資す

る取り組みに関する事業 

・ 他の支援機関との連携を

通じた支援ノウハウ等の

情報交換に関する事業 

・ 経営指導員の資質向上等

に関する事業 

550 
 

500 
 

600 
 

200 
 

250 
 

400 
 

900 
 

400 
 

 

600 

550  
 

560 
 

600 
 

200 
 

500 
 

400 
 

800 
 

400 
 

 

600 

550  
 

620 
 

600 
 

200 
 

750 
 

400 
 

850 
 

400 
 

 

600 

550  
 

680 
 

600 
 

200 
 

1000 
 

400 
 

880 
 

400 
 

 

600 

550  
 

760 
 

600 
 

200 
 

1250 
 

400 
 

1,000 
 

400 
 

 

600 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国補助金、県補助金、町補助金、全国連補助金、県連補助金、参加負担金 

（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 経営発達支援事業の内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること 

・ 景気動向•経済動向調査においては、中小企業診断士と連携し、情報を整理• 分

析する。 

・ 観光業経済動向調査においては、信州たてしな観光協会、町観光商工課、町観光

推進室と連携し業況調査などの結果を共有する。 

２ 経営状況の分析に関すること 

・ 長野県商工会連合会上席専門支援員、地域金融機関、各種専門家と連携し、経営

状況の分析を行う。 

３ 事業計画策定支援に関すること 

・ 町の創業支援資金を活用し、地域における創業者を確保するために、長野県商

工会連合会上席専門支援員、立科町観光商工課、地域金融機関、各種専門家等

と連携して事業計画策定を含めた創業支援を行う。 

・ 創業支援の経験が豊富な中小企業診断士と連携し、地域内で創業、または第二

創業を希望する方を対象とした創業スクールを行い、事業計画策定を含めた地

域の創業を支援する。講義で長野県立長野大学の企業情報学科と連携し、授業

の一環として、地域資源からの創業、商品企画などを狙う。 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

・ 地域の経営者と連携し、創業から 3年以内の創業暦の事業主との交流会など行

う。 

・ 創業・第二創業の事業計画のフォローアップについては必要に応じ商工会連合

会上席専門支援員、専門家と連携を図る。 

５ 需要動向調査に関すること 

・ 創業予定者のために、芦田宿商業会、芦田宿商店街エリアにぎわい創出グルー

プ、立科町テレワーカー、JOYJOY VILLAGE、立科町社会福祉協議会と連携し、

生活者アンケート調査を行い。創業支援を行い、創業誘致も行う。 

・ 信州たてしな観光協会と連携し、インターネットのアクセス解析による観光客

需要動向調査を行う。 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・ 相模原市、相模原市商工会議所、相模原市観光協会、川口市、川口市商工会議所

と連携し、各種地域振興事業(お祭りや物産イベント等)を実施することにより、

新たな需要の開拓を推進する。販売イベントなどで、事業者の製品をより効果的

に訴求するためにケーブルテレビと連携し映像コンテンツを制作する。 

・ 販路開拓に関して、地域事業者の ECサイトをまとめたポータルサイトを制作す

る。制作、編集、管理に関しては立科町テレワークセンターのテレワーカーと連

携する。 

 

Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組 
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１ 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウの情報交換に関すること 

・ 北佐久地域の 5つの商工会の指導員と連携し、経営支援のノウハウを共有し支

援能力の向上を図る。 

・ 日本政策金融公庫小諸支店、長野県信用保証協会佐久支店、地域の金融機関と

連携し、北佐久グループ検討会議の前に情報交換会またはミニセミナーを行

う。 

・ 日本政策金融公庫と連携し、月に 1回の勉強会を行い、効果的な小規模事業者

支援大勢の構築について連携を強化していく。 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

・全国商工会連合会、長野県商工会連合会と連携し、研修会や WEBセミナーを通

し、指導員の能力向上を図る。また、IT活用のセミナーにも積極的に参加する。 

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 

・事業評価においては外部有識者との連携を図り事業の成果・問題点などについて

検討を行う。 

連携者及びその役割 

立科町役場 町長 

米村 匡人 

立科町芦田 2532 TEL0267-56-2310 

景気動向調査情報収集、地域経済の活性化に資する取り組みの支援、テレワーカーとの連携 

 

立科町社会福祉協議会 理事長 

米村 匡人 

立科町芦田 2523 TEL0267-56-1825 

立科町生活者アンケート調査 

 

長野県立長野大学 理事長 

白井 汪芳 

長野県上田市下之郷

658-1 
TEL0268-39-0001 

事業計画策定支援、地域経済の活性化に資する取り組みの支援 

 

相模原市役所 市長 

加山 俊夫 

東京都相模原市中央区

中央 2-11-15 

TEL042-770-7777 

新たな需要の開拓に寄与する事業支援 

 

相模原商工会議所 会頭 

杉岡 芳樹 

東京都相模原市中央区

中央 3-12-3 

TEL042-753-1315 

新たな需要の開拓に寄与する事業支援 

 

相模原市観光協会 観光局長 

加藤 明 

相模原市緑区橋本 6-

4-15 

TEL042-771-3767 

新たな需要の開拓に寄与する事業支援 

 

川口市役所 市長 

奥ノ木 信夫 

埼玉県川口市青木 2-

1-1 

TEL048-258-1110 

新たな需要の開拓に寄与する事業支援 

 

川口商工会議所 会頭 

児玉 洋介 

埼玉県川口市本町 4-

1-8 

TEL048-228-2220 
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新たな需要の開拓に寄与する事業支援 

 

長野県商工会連合会 会長 

柏木 昭憲 

長野市中御所岡田町

131-10 

TEL026-228-2131 

経営状況分析、事業計画策定支援、事業計画策定支援 

 

経済産業省外局 中小

企業庁 専門家 

地域科学専門士 

若狭 清史 

長野市上千歳町 1121

番地 1 長野 OSビル 5F  

TEL026-223-1888 

経営状況分析、事業計画策定支援、創業スクール講師 

 

長野県信用組合 立科支店 支店長 

三宅 直明 

立科町芦田 1166-2 TEL0267-56-0171 

地域経済動向調査支援、経営状況分析支援、指導員の資質向上に関する支援 

 

日本政策金融公庫 小諸支店 支店長 

加納 裕之 

小諸市相生町 3-3-12 TEL0267-22-2591 

地域経済動向調査支援、経営状況分析支援、指導員の資質向上に関する支援 

 

長野県信用保証協会 佐久支店 支店長 

猿田 芳明 

佐久市佐久平駅北 19-

5 

TEL0267-68-8484 

経営状況分析支援 

 

SMコンサルティング 中小企業診断士 

関 信一 

上田市中央 2-5-10 TEL0268-55-7466 

経営状況分析、事業計画策定支援 

 

(一社)信州たてしな観

光協会 

事務局長 

遠藤 悦弘 

立科町八ヶ野 1045 TEL0267-55-6654 

観光業動向調査、インターネットを使った観光業需要動向調査情報収集の支援 

 

JOY JOY VILLEGE 藤澤 あや子 立科町大字芦田 2602 TEL0267-78-5645 

需要動向調査、新たな需要開拓支援 

 

芦田宿商店街エリアに

ぎわい創出グループ 

牧内 久美 立科町大字芦田 2602 TEL0267-78-5645 

需要動向調査、新たな需要開拓支援 

 

蓼科ケーブルビジョン

株式会社 

代表取締役社長 

関 俊之 

立科町山部 364-4- TEL0267-56-0228 

ケーブルテレビ番組「商工会だより」にて、セミナーの告知支援、展示会用映像コンテンツ制作 

 

 

連携体制図等 
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