
経営発達支援計画の概要 

実施者名 浅科商工会  （法人番号 ３１００００５００３０１９） 

実施期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日 

目標 

（１）小規模事業者の事業計画策定と実行を支援することで、事業者の経営体

質の改善と経営力の向上を目指す。 

（２）高齢化や人口減少等の環境の変化に適応した、小規模事業者の新たな事

業ドメインの構築を支援することで、小規模事業者の振興を図る。 

（３）「商店街」と地域観光資源である「中山道塩名田宿」との一体での振興を

考え、新たな魅力を創出することで商店街に活気を取り戻し、地域経済

の活性化と小規模事業者の活性化を図る。 

（４）新規創業者の誘致と創業支援により、地域に新しい活力を取り入れ、住

民や小規模事業者の地域活性化や経営改善に向けたモラールの向上を図

り、事業計画の策定や見直しを促進する。 

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】 

経済動向データの収集と分析・地域の分析調査による情報提供の実施 

２ 経営状況の分析に関すること 【指針①】 

経営診断ツール「ローカルベンチマーク」を利用した経営状況分析の実施 

と分析結果の説明と提供 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

⑴専門家を活用した事業計画策定セミナー実施 

⑵経営指導員による個社の事業計画策定支援（伴走型）の実施 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 
経営指導員による事業計画策定者に対する定期的な PDCA 管理による支援事業 

５ 需要動向調査に関すること 【指針③】 

  ⑴商工祭における需要動向調査の実施 

  ⑵工業展における需要動向調査の実施 

  ⑶店舗チェックシートを利用した、飲食店の店舗診断事業 

⑷商品・サービスの需要動向分析の実施と提供 

  ⑸個社に適合した商圏分析レポートの作成と提供 

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】 

⑴「信州ブランド」を利用したブランド戦略による支援事業 

⑵全国物産展等への出店支援事業 

⑶小規模事業者に対するホームページの作成と活用支援事業 

⑷製造・加工業者の PRシート作成と活用による受注獲得支援事業 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

「地域観光」と「商店街」の振興による共同地域づくり事業 

商店街の振興を、地域資源を利用した観光振興と同時に連携して行うこと

で、新たな地域の魅力を創出し、地域の特産品を活用した商製品の開発や

地域ブランド化、地域経済の活性化により小規模事業者の活性化に繋げる 

連絡先 

浅科商工会 

〒384-2104 長野県佐久市甲 1190-1 

TEL 0267-58-0220 FAX 0267-58-4188 

E-mail asasyo04＠leaf.ocn.ne.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 目標 

（１）佐久市浅科地区の概要 

当商工会のある佐久市浅科地区（旧浅科村：長野県で一番小さい村）は、長野県の東部（東信

地域）で、県下 4つの平のひとつである佐久平のほぼ中央に位置する。 

平成 17 年に佐久市、臼田町、浅科村、望月町の 4市町村が合併し、面積 423.99ｋ㎡の１０万人

都市である現在の佐久市が誕生した。本市では合併前の旧市町村の範囲を踏まえ、行政に関係す

る地区の活動単位を、浅間・野沢・中込・東・臼田・浅科・望月の 7地区に区分しており、当商

工会は合併前と同一の範囲である浅科地区を管轄としている。 

浅科地区は地区別面積では最も小さく、東西 5㎞、南北 6.5㎞、総面積 19.52ｋ㎡（佐久市全体

の 4.6％）のエリアとなっている。 

 

   
 

地区別面積 

  

旧臼田町 旧浅科村 旧望月町

浅間地区 野沢地区 中込地区 東地区 臼田地区 浅科地区 望月地区

36.58ｋ㎡ 56.69ｋ㎡ 55.87ｋ㎡ 43.48ｋ㎡ 83.21ｋ㎡ 19.52ｋ㎡ 128.64ｋ㎡ 423.99ｋ㎡

計
旧佐久市

 
   

標高は 600ｍ～800ｍ程度の中山間地帯であり、夏は暑く、冬は寒気のかなり厳しい内陸型の

気候で、昼夜の気温差が大きいのが特徴である。また、日照時間は、全国平均を大きく上回って

おり、晴天率も高い。年間の降水量は 1,000mm 程度と全国的にみても少ない地域である。 

地域の大部分が稲作を主体とした田園地帯であり、集落が点在し形成されている。江戸時代市

川五郎兵衛が蓼科山を源水とする河川から切り開いた用水路が現在でも水田を潤し、そこで収穫

された米は全国でも屈指の良質米（五郎兵衛米）として評価されている。一方で高齢化と担い手

不足を背景に農地の遊休荒廃化が進み、今後も更に増加すると予想されている。 
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         浅科地区の遠景          塩名田商店街 

 

 
 

地区内には、旧中山道２３番目千曲川越しの宿として栄えた塩名田宿跡、２４番目の宿場八幡

宿跡があるが、現在は昔の面影も少なくなっている。また、域外にある佐久平駅周辺の中心市街

地の商業集積の影響も大きく、バイパスによる交通量の減少もあり、旧宿場町にある小規模商店

等がその影響で衰退している。 

 主要道路としては、軽井沢町から立科・諏訪へ抜ける国道 142号や、北陸新幹線佐久平駅から

望月方面に向かう浅科バイパスが地区を東西に横切っている。また、「中部横断自動車道」が国

道 142 号に接続する形で、隣接する野沢地区の「佐久南 IC」を通り、「八千穂高原 IC」まで開通

しており、さらに山梨方面に延伸する予定である。 

鉄道では、東京駅-佐久平駅間が新幹線を利用して最短１時間１５分で結ばれ、佐久平駅から浅

科地区までの車移動１５分程を含めても、約９０分の所要時間で移動が可能となっている。 
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人口は、毎期１～２％の割合で減少しており、人口問題研究所が平成 1５年 1２月に公表した

「日本の市区町村別将来推計 人口」による H２７年の推計値６,４６１人と比較すると、H２７

年で△１７５人と減少割合が推計より大きくなっている。H２９年度の年齢別人口構成を、４年

前の平成２５年度調査と比べると、年少人口は 70 人の減少、生産年齢人口は 355 人 の減少、

老年人口は 158 人の増加となり、特に生産年齢人口は年間平均約 2.5％の割合で減少している。

人口の減少は少子化による出生数の減少だけではなく、若年者の人口流出等が原因であると考え

られる。 

 
（２）業種別の現状と課題 

地区内業種別事業所数の構成比は、卸売業・小売業の構成比が２４％と最も高く、ついで建設

業１９％、製造業１７％となっている。なお、小規模事業所数は平成２１年度２２４、平成２６

年度１８６と大きく減少している。 

業種別従業員数の構成比は、製造業が４７％、卸売業・小売業１４％、建設業１２％となって

いる。製造業の従業員比率が高いのは、地区内に本社を持たない大企業の工場の従業員によるも

のである。 

 
 

 
ア 農業 

五郎兵衛米を主とした稲作が中心であるが、間題点として絶対量の不足がある。美味し

い米が作れる重粘土質の土地はほとんどが既に田になっており、これ以上広がりようがな

い現状がある。 

当地区の特産物として五郎兵衛米は販売されているが、この貴重な地域資源を農商工で

連携して、更なるブランド力と付加価値を築き活かしていくことが必要である。 

イ 商業・サービス業 

事業者の高齢化や消費構造の変化、域外にある中心市街地の商業集積の影響が大きく非

常に厳しい経営状態にある。バイパスによる商店街付近の交通量の減少は、人口の減少と
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合わさって、顧客の減少に直結している。当地域の商店街は、旧中山道の塩名田宿にあり、

その歴史的な資産や残された一部の街並み等地域資源を掘り起こし、有効活用することで

話題性を高め、域外からの誘客を図り、商店を活性化することが必要と考える。 

   少子高齢化は消費の縮小や、事業者の廃業率の増加・開業率の減少につながる大きな問

題である。自動車整備販売業や理美容業等においても、人口の減少は顧客の減少であり、

厳しい経営環境にある。数値上では、卸売業・小売業・飲食サービス業等、事業者数の減

少が止まった様に見えるが、近い将来で廃業が見込まれる事業者の数は非常に多い。経営

者の高齢化や後継者の不在により、更なる事業者数の減少が予想される。そのため、商店

街の空き店舗を活用した創業者の誘致、域内事業者の事業承継円滑化による第二創業の促

進が必要となる。 

また、高齢化に伴い、医療・福祉の分野では事業者、従業員数ともに増加が見られる。 

  今後も成長が期待される分野として経営力の維持・強化への取り組みが重要である。 

ウ 建設業 

小規模で個人経営の建築業者が多く、新設住宅着工件数の減少や大手住宅メーカーの進

出により、競争が激化し多くの事業者が淘汰された。その中で、需要を取り込み、受注に

繋げるために、技術力を強化し高付加価値化を図り、顧客のロイヤリティを高めることで

口コミを促し、域外も含めて新規顧客を獲得していくことが必要である。 

エ 製造業 

下請けの小規模部品製造業者が多く、業況は二分されている。新興国企業との競争も激

化している中、品質や安定・安全を重視し国内の事業者へ発注する企業も多い。その中で、

一定の製品加工技術と設備をもち ISO の取得等、信用力を高めた事業者は多くの受注を獲

得している。一方で、経営者が高齢で後継者が明確になっていない事業者や、設備や機械

が古く、発注先が求める加工技術や生産量に対応できない事業者、安定性や信頼性を担保

できない事業者は殆ど受注を獲得出来ない状況にある。 

そのため、早期の事業承継プランの作成や早期承継の促進により、事業者の安定性を確

保すること、適正な設備投資を継続的に実施し生産体制を整備していくことが必要であ

る。 

オ 観光 

     浅科地区には現在宿泊施設がないため、日帰りでの宿場巡りや、歴史遺産巡り等が楽し

まれている。中山道の宿場である、塩名田宿、八幡宿は昔の面影も少なくなっており、歴

史的文化遺産の保全・復元等も課題となる。また、宿場には休憩場所やおもてなしをする

商店も無く、観光客を誘致し「もてなす仕組み」が必要である。 

その他、五郎兵衛記念館、あさしな温泉穂の香乃湯、道の駅ほっとぱ～く浅科などの観光

施設があり、個々や連携を通しての活性化を図る必要がある 

 
（３）佐久市の総合計画（平成２９年～３８年） 

第二次佐久市の総合計画は、前期 H29～33・後期 H34～38の計画となるが、当経営発達計

画の趣旨が後期計画においても反映できるよう、佐久市商工振興課と協議を行いながら実行

していく。 

その中で、経済・産業分野のテーマは 

「力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり」であり、以下の方向性を掲げている。 

 

ア 国内外の市場競争激化の中で、地域の農林水産業、商工業の競争力強化 を支援する。 

豊かな自然環境、高速交通網の結節点としての優位性、災害の少なさといった 地域の特徴

を生かした企業誘致 の推進により、活力あるまちづくり を目指す。 
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イ 人口減少克服と豊かな生活につながる働く場、働きの質を確保することで、働きやすく、

暮らしやすいまちづくりを目指すとともに、若者、女性、障がい者などの 多様な担い手が

満足して活躍できるまちづくり を目指す。 

 

ウ 消費者ニーズや販売形態の多様化により商圏や消費購買動向が絶えず変化する中で、まち

の核となる商店街や商業施設、豊かな自然環境や地域文化を生かした観光地に国内外から多

くの人が集い、交流する魅力あるまちづくり を目指す。 

  

（４）商工会の役割 

当商工会は、会員や地域住民の希望もあり、佐久市合併後も旧行政地区で活動を継続してい

る。地域の特性上、宿場祭りや花火大会といった地域振興総合事業への取組を積極的に行って

きた。一方、小規模事業者の支援機関としては、金融支援や共済制度の普及推進といった、限

られた支援が中心となってきた。現在、当商工会は、経営指導員１名、補助員１名と嘱託・臨

時の一般職員２名の計４名で構成され、経営改善普及事業については、余裕の無い状態で取り

組んでいる。 

これからは、小規模事業者の支援機関として、①支援体制を再構築し、②職員の資質向上を

図ると共に、③地域内外の関係機関と連携を取りながら、④小規模事業者の意欲ある取組が経

営力の向上と事業の発展に繋がるよう、事業者に寄り添った伴走型の支援と地域の活性化を効

率的に実施していく。 

 
（５）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方（１０年） 

  現状と課題を踏まえて、浅科地区での中長期的な振興のあり方とする。 

当地域の小規模事業者は、少子高齢化や人口減少による地域経済の低迷により、非常に厳し

い環境に置かれており、事業主の高齢化や後継者不足により廃業も増加している。域内唯一の

塩名田商店街も中心市街地の商業集積の影響を受け、衰退の一路を辿っている。 

また、塩名田宿跡や八幡宿跡といった歴史的文化遺産も、保全体制が整備されず、地域観光

資源としての役割を果たせていない。 

市の総合計画におけるテーマ「力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり」を念頭に、地

域の活性化による小規模事業者の振興をあるべき姿と考え、以下の方向性を軸に取り組んでい

く。 

 

ア 地域資源を掘り起こし、地産地消や、地域の特徴を生かした新たな商品開発を支援するこ

とで、地域のブランド化を推進していく。 

 

イ 衰退した商店街の活気を取り戻すため、塩名田商店街と地域観光資源である中山道塩名田

宿との一体での振興を考え、新たな魅力を創出し活性化していく。商店街の空き店舗の解

消を図るため、起業機会の創出を地域と連携して行い、創業を支援し定着させることで地

域に新しい活力を取り入れていく。 

 

ウ 高齢化に伴う環境の変化は機会としてとらえ、新たな事業ドメイン（事業の領域）を構築

することで環境適応を図り、小規模事業者の振興を図るための支援を行っていく。 

 

エ 経営資源に乏しい小規模事業者には、国や県、市の施策の有効利用を促し支援を行うこと

や、競争優位となる強みを活かした集中・差別化戦略の実行を支援していく。 
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（６）本計画の目標と方針（５年） 

 上記の現状や課題を踏まえ、経営発達支援計画の目標及び方針を次のとおり設定する。 

ア 目標 

(ｱ) 小規模事業者の事業計画策定と実行を支援することで、事業者の経営体質の改善と経

営力の向上を目指す。 

 

 (ｲ) 高齢化や人口減少等の環境の変化に適応した、小規模事業者の新たな事業ドメインの

構築を支援することで、小規模事業者の振興を図る。 

 

(ｳ) 「塩名田商店街」と地域観光資源である「中山道塩名田宿」との一体での振興を考え、

新たな魅力を創出することで衰退した商店街の活気を取り戻し、地域経済の活性化と小

規模事業者の活性化を図る。 

 

(ｴ) 新規創業者の誘致と創業支援により、地域に新しい活力を取り入れ、住民や小規模事

業者の地域活性化や経営改善に向けたモラールの向上を図り、事業計画の策定や見直し

を促進する。 

 

イ 方針 

(ｱ) 経済動向調査によるマクロ環境の把握、商圏分析・需要動向調査によるミクロの環境

の分析で（機会・脅威）を把握し、小規模事業者の財務分析とヒアリングによる非財務

分析により経営分析を実施し内部環境（強み・弱み）を把握する。SWOT 分析により、

事業戦略及び事業計画の策定を支援する。目標達成のための課題を抽出し施策の検討、

実行を支援していく事で経営体質の改善を促す。 

   また、事業計画に基づく経営により、経営資源の乏しい小規模事業者が国や県、市の施

策を積極的に活用し、経営資源を補いながら持続的に発展できるよう支援を行ってい

く。「商工会中期マスタープラン※」に基づく支援や、地域内外の関係機関との連携に

よる支援を行い、小規模事業者の振興を図る。 

 

(ｲ) 高齢者や買い物弱者等に対する新たなサービスの構築や、チャネルとして ITを活用す

ることで販路や商圏範囲の拡大による新規顧客の獲得を支援する。 

 

(ｳ) 宿場と商店街が共存している、中山道の塩名田宿・塩名田商店街を重点とし、関係機

関と連携し、「地域観光」と「商店街」の振興による共同地域づくりを行うと共に、地

域の特産品を活用した商製品の開発とブランド化への流れを築く。 

 

(ｴ) 空き店舗や空き家を活用し、新規創業者誘致のためのチャレンジショップとしての利

用や、観光振興に有効な施設としての利用を推進し、地域と連携した活性化に取り組む。 

 

 

※商工会中期マスタープランとは：商工会と長野県商工会連合会で策定した 10 カ年計画で、

地域の商工業者を全力で支援し、地域商工業の総合的な発展及び地域経済の健全な発展に寄

与するために策定された計画で、小規模事業者への寄り添った支援体制と支援方法を定めて

いる。 
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マスタープランによる支援体制図 

 

 
※地域グループによる支援 

長野県商工会連合会のマスタープランにより設定されている地域グループによる支援で 

当商工会は北佐久グループ（軽井沢町商工会、御代田町商工会、立科町商工会、 

佐久市望月商工会、浅科商工会）に所属している。 

支援事業は以下である。 

⑴経営指導員の相互交流（合同の窓口・巡回）による指導 

⑵経営改善普及事業に係る講習・講演会の共同開催 

⑶経営改善普及事業に係る施策普及及び調査研究の共同実施 

⑷以上の目的を達成するために必要な事業 

 

 ※専門分野グループによる支援 

   長野県商工会連合会が運営する「専門分野グループ」で以下の１１分野が設定されている。 

    事業承継支援、製造業支援、商業支援、販路開拓支援、創業支援、農商工連携支援、 

観光業支援、海外展開支援、新製品開発支援、建設業支援、サービス業支援 

地域グループからの経営支援に関する専門的な質問に対して即時対応する、地域グループ 

において行う専門的な経営支援業務のコーディネート及び提言を行うなどの役割で支援 

を行う。 
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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 

２ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

これまで当会では、経済動向調査について、小規模事業者の個社支援時に必要部分のデータを

インターネット等により収集するといった不定期で場当たり的な対応で行ってきた。よって、商

工会内での情報量も乏しく、小規模事業者の事業計画の策定に役立つ経済動向に関する情報を十

分に提供できていない状況にある。また、商工会が地域で実施してきた調査も、商工会連合会や

中小企業庁等の依頼による受動的で、限定的な調査となっており、域内の小規模事業者への経営

支援に役立てられる状況には至っていない。 

課題は、小規模事業者が外部環境の把握を行うにあたり、必要な経済動向情報と地域の商圏特

性・動向情報を効率よく取得できる体制を築くことである。 

 

（改善方法） 

 できるかぎり、地域の小規模事業者の経済動向に特化するために、全国レベルだけではなく、

県単位、地域単位等も含めた複数の２次データを利用して継続的に内容を把握する。また、これ

らを小規模事業者が活用できる形にとりまとめて提供していく。 

 

（事業内容） 

 経済動向データの収集と分析・地域の分析調査による情報提供の実施【新規事業】 

 

（目 的） 

  小規模事業者がミクロやマクロ環境の把握を行うにあたり必要な、地域の経済動向情報や地

域の市場動向情報の提供を継続的に実施する。これにより、小規模事業者の事業計画策定が効

果的に行える体制を築く。 

 

（対象者） 

 域内の小規模事業者 

 

（調査方法） 

 ⑴全国・県の経済動向調査 

経済動向調査については、経営指導員が全国商工会連合会及び長野県商工会連合会の公表し

ている２次データを活用し、全国レベルと長野県地域の経済動向比較を行い、分析・取りまと

めを行う。 

調査項目：全産業・製造業・建設業・小売業・サービス業別 

     売上・採算・資金繰りの景況感（各 DI） 

調査時期：第１四半期（ ４月 ～ ６月分） ７月末 

第２四半期（ ７月 ～ ９月分）１０月末 

第３四半期（１０月 ～１２月分） １月末 

第４四半期（ １月 ～ ３月分） ４月末 
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収集する資料 提供先・調査対象 調査項目 

小規模企業景気動向調査 全国商工会連合会 

（全国約 300商工会による調査） 

産業別業況、売上・採算・資金繰

り DI 

中小企業景況調査 長野県商工会連合会 

（長野県内商工会地区 240社を対象） 

産業別売上・採算・資金繰り DI 

 

⑵地域の分析調査 

地域経済分析システム「RESAS」、日本統計センターの市場情報評価ナビ「MieNa」、における

地域の人口特性データ、地域経済循環マップ、生産分析、産業構造マップ等を活用した総合的

な地域の分析調査を行う。 

調査時期：年一回（4月～３月分）５月に実施 

収集する資料 提供先・調査対象 調査項目 

地域の分析データ 「RESAS」地域環境分析システム 

 （長野県・佐久市） 

「MieNa」市場情報評価ナビ 

 （浅科地区周辺）  

地域経済循環マップ：生産分析 

まちづくりマップ：From-to分析 

人口マップ、産業構造マップ 

消費購買金額マップ等 

 

（活用及び提供方法） 

  収集したデータは、小規模事業者が理解しやすい形に加工してとりまとめ、事業計画の策定

支援に活用していく。 

 提供方法としては、全国・県の経済動向調査は商工会 HPでの四半期ごとに年４回作成公表し、

地域の分析調査は年１回作成公表する。また、経営指導員が個社への支援時に提供すると共に、

商工会マスタープランによる経営支援グループの定例検討会議で毎月情報提供し活用、金融機

関との連絡会議等での共有を行う。 

 
（目 標） 

情報提供（HPでの公表） 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

⑴全国・県の経済動向調査 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

⑵地域の分析調査 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

 
３ 経営状況の分析に関すること 【指針①】 

 

（現状と課題） 
現状では、資金繰りなどの金融相談時や、補助金の申請支援時など、経営状況の分析を行う

機会は限られてきた。また、当地域の小規模事業者の多くは創業が古く、地元に根付いた事業

者である。大半が零細事業者や高齢の事業者で、昔からの経営手法で経営を行い、日々の業務

に追われている。そのため、分析の基になる数値が取り出せない事業者、経営分析や事業計画

の策定などを通した経営改善への取り組みには苦手意識を持っている事業者が多い。 

 
（改善方法） 

小規模事業者の経営分析を行うことで「強み・弱み」を抽出し、事業戦略に活かしていく

ことを支援する。経営分析にスムーズに取り組むことが出来るよう分析の流れを構築する。

税金の申告のみではなく、自社の経営に役立てられるように、財務データの作成を支援し、

分析結果を解りやすく提供することで、取り組み意識を向上させる。 
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（事業内容） 

経営診断ツール「ローカルベンチマーク（提供：経済産業省）」を利用した経営状況分析の 

実施と分析結果の説明と提供【新規事業】 

 

（目 的） 

   経営分析の実施により、小規模企業の内部環境を分析し、企業の強み・弱みを抽出し把握

する。経済動向調査【指針③】や需要動向調査【指針③】による外部環境の分析と合わせて 

事業戦略、事業計画の策定に役立てることで、小規模事業者の経営体質の改善を促し、競争 

力の強化を図る。 

 

 

（対象者） 

   地域の卸・小売・サービス・製造業を中心とした小規模事業者に対して実施。 

窓口相談や巡回支援、個別経営相談会、補助金の申請支援等、小規模事業者とのコミュニケ 

ーションの機会を増やし、事業者の業況やニーズを勘案し優先して取り組むべき事業者を選 

定する。 

 

（方 法） 

   経済産業省が提供する、企業の健康診断ツールである「ローカルベンチマーク」を活用し

て行う。財務分析と非財務情報への入力データを収集する必要があるため、財務分析入力デ

ータについては、相談対象者より、過去２期分の決算書データを入手する。記帳及び税務申

告指導対象者については、保管データを事業者の同意を得た上で利用して行う。 

  非財務情報については、個社単位で、非財務ヒアリングシートに沿って経営指導員等がヒア

リングを実施する。抽出された分析結果をとりまとめ、各事業者が理解し易い説明をつけて

フィードバックすると同時に事業計画を作成して長期的な目線で経営を行うことの必要性

を理解して頂く。その他、必要に応じて分析情報を利用し SWOT 分析を行う。（事業者を交え

て複数の目線で行う。） 

 

（分析項目） 

財務分析：６項目 

⑴売上持続性：売上高増加率 

キャッシュフローの源泉。企業の成長ステージに有用な指標 

⑵収 益 性：営業利益率 

事業性を評価するための、収益性分析の最も基本的な指標。本業の収益性を測る重要指標 

⑶生 産 性：労働生産性 

成長力、競争力等を評価する指標。キャッシュフローを生み出す収益性の背景となる要因。 

⑷健 全 性：EBITDA有利子負債倍率 

有利子負債がキャッシュフローの何倍かを示す指標、有利子負債の返済能力を把握する指 
標。 

⑸効 率 性：営業運転資本回転期間 

過去の値と比較することで、売上増減と比べた運転資本の増減を計測し、回収や支払等の

取引条件の変化による必要運転資金の増減を把握するための指標 

⑹安 全 性：自己資本比率 

総資産のうち、返済義務のない自己資本が占める比率を示す指標であり、安全性分析のも

っとも基本的な指標 
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 非財務情報：４つの視点 

⑴経営者への着目 

具体的な項目「経営者自身のビジョン、経営理念、後継者の有無」 

⑵企業を取り巻く環境、関係者への着目 

具体的な項目「市場規模、シェア競合他社との比較、顧客リピート率、主力取引先企業の

推移、従業員定着率、勤務日数、平均給与、取引先金融機関数とその推移、金融機関との

対話の状況」 

⑶事業への着目 

具体的な項目「企業および事業沿革、技術力・販売力の強み、技術力・販売力の 弱み、

ＩＴの能力」 

⑷内部管理体制への着目 

具体的な項目「組織体制、経営目標の共有状況、社内会議の実施状況、人事育成システム」 

 

（提供及び活用方法） 

  分析資料は、個社へ戻し、強みや課題を認識して対応策の助言を行うと共に事業戦略、事業

計画の策定を促す。 

（目 標） 
支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析件数 未実施 8 8 8  8 8  

 

 

４ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

小規模事業者の事業計画の策定に関しては、これまでマル経融資をはじめとする金融相談時

や施策による補助金の申請支援時に一部取り組んできた。過去の取り組み実績としては、年間

３件程度であり、内容についても材料不足で大きく経営力の強化に繋がるような効果のあるも

のではなかった。また、域内の小規模事業者は、短期的な視点で経営を行っている事業者が多

く、事業計画を作成して長期的な視点で事業の持続的発展を目指す意識は根付いていない。 

小規模事業者に事業計画を策定することの必要性を理解して頂き、少しでも多くの小規模事

業者が今後の経営に有効な事業計画を策定できる状況を築いていくことが課題となる。 

 

（改善方法） 

  専門家を利用した事業計画策定セミナー等を通して、小規模事業者の意識改革を行い理解を

深める。また、経営指導員の個社支援時、マル経融資を中心とした金融支援の実施時等に、事

業計画策定について今まで以上に丁寧に説明すると共に、国や地方公共団体の施策の利用を推

進しながら事業計画策定の機会を増やしていく。 

 

（事業内容） 

⑴専門家を活用した事業計画策定セミナー実施【新規事業】 

（目 的） 

  事業計画の策定セミナーを実施し、事業計画策定についての機会を広げるとともに、必要性

や手法についての知識を広め、策定及び実行を通して小規模事業者の持続的な発展を促す。 

 

 （対象者及び周知方法） 

ア 域内の卸・小売・サービス・製造業を中心とした小規模事業者 
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イ 創業者や事業継承予定者 

  ウ 事業承継予定者（高齢者等） 

  エ 経営状況分析の実施者 

  チラシを作成し、経営指導員の巡回、HP への掲載、個別の郵送等により受講対象者へ周知

する。 

 

（内 容） 

   中小企業診断士やよろず支援拠点の専門家と連携し実施する。 

  ２部構成とし、１回目（策定知識の取得）→自己での策定作業 →２回目（内容の評価・検

討）で行う。 

少人数制で実施、参加者がそれぞれの経営に有効な事業計画を策定し活用できる内容レベル

を達成基準とする。 

  
(効 果) 

小規模事業者に事業計画策定の必要性と、効果的な作成方法を学んで頂き、今後の事業計画

の策定に取り組む意識の向上と経営に有効な計画策定を可能とする。 

 ⑵経営指導員による個社の事業計画策定支援（伴走型）の実施【新規事業】 

（目 的） 

経営指導員が個社の事業計画策定について、小規模事業者に寄り添った伴走型支援を行うこ

とで、今後も継続的に計画の実行をサポートする体制を築く。 

 

（対象者） 

上記⑴のセミナーに参加した者を中心にする。また、経営状況の悪化（売上や利益の減少等）

による相談、資金繰り悪化による金融相談、設備投資に対する相談等を通して、経営指導員が

巡回時及び窓口相談で小規模事業者の経営状況を把握し、緊急度・重要度等によりプライオリ

ティを定め事業計画策定が喫緊の課題である事業者を抽出する。 

 
（内 容） 

ア 経済動向調査・需要動向調査による外部環境分析と経営分析（財務・非財務）による内

部環境分析により強み・対処すべき課題を把握する。 

イ 初動ツールとして、小規模事業者の経営計画策定に柔軟に対応している、中小企業基盤

整備機構の「経営計画つくるくん」を使用し、事業計画書のベースを作成する。 

ウ アの SWOT 分析により、更に事業主を交えてクロス SWOT 分析を行い、「経営計画つくる

くん」で作成した事業計画書のベース（エクセル資料）に結果を反映させ、ブラッシュ

アップする。 

  エ 高度に専門的な知識や意見を必要とする場合には、よろず支援拠点やエキスパートバン

ク、中小企業庁のミラサポによる専門家派遣、長野県商工会連合会の上席専門経営支援

員制度※、佐久市産業支援センターなどによる専門家と連携し、事業計画の精度内容を

高めながら作成する。 

    

    ※上席専門経営支援員：長野県商工会連合会が専門的な相談案件に対応するため、商工

会連合会の各支所に配置している内部雇用専門家。各分野の専門家であり、事業運営の

中で発生する専門的な問題に対して、より効果的な支援を行う。 
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（効 果） 

環境の変化に適応した事業戦略を立案し、事業計画を策定することで、小規模事業支者  

の経営改善を可能とする。 

また、小規模事業者に経営指導員が寄り添って事業計画を作成することで、密なコミュニ

ケーションと関係性の構築ができ、今後の継続した伴走型支援を可能とする。 

 
（目 標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定ｾﾐﾅｰ実施回数 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定ｾﾐﾅｰ受講者数（合計） 未実施 10名 10名 10名 10名 10名 

事業計画策定数 3社 7社 7社 7社 7社 7社 

 
５ 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） 

これまで行ってきた事業計画策定後の実施支援については、公的融資や補助金申請により義

務付けられる対象者に対し、形式的に最低限行うといった動向把握程度の内容が多く、小規模

事業者の事業計画実施をサポートするような十分な支援を行えていなかった。 

今後は、事業者が事業計画策定後の計画実施を PDCA サイクルで行えるよう、小規模事業者

に寄り添った伴走型支援を行っていくことが課題である。 

 

（改善方法） 

経営指導員が事業計画の策定に係わった全小規模事業者に対して、原則として四半期に１度

（年４回）のタイムサイクルで PDCAによる実行管理を行い継続的に支援を実行する。 

 

（事業内容） 

経営指導員による事業計画策定者に対する定期的な PDCA 管理による支援事業【新規事業】 

 
（目 的） 

事業計画が PDCA により、正しく管理・実行されることで、小規模事業者の経営力の強化を

図り、持続的発展を実現する。 

 

（対象者） 

経営指導員が事業計画策定に関わった、全ての小規模事業者を対象とする。 

 

（支援内容及び方法） 

事業計画の策定に係わった経営指導員が事業計画策定者に対し四半期（３ケ月）のタイムサ

イクルで巡回及び窓口での個社別支援を PDCA による実行管理の手法で行う。支援期間は、当

初の２年とするが、新たに事業計画が見直された場合には再設定する。 

ア（計 画）：実行及び評価・検証可能な事業計画の策定を支援する。 

イ（実 行）：計画に沿った、具体的な実行を支援する。 

ウ（評 価）：問題点や改善すべき点「課題」の抽出を支援する。 

   計画についての目標の達成度合いを、定量値で比較分析するとともに、経済動向や非財

務分析による内部環境の変化についても情報提供やヒアリングを実施し、実行における差

異の把握と原因の分析を行う。 

エ（改 善）：課題解決のための施策を検討し、改善を支援する。 
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   課題と解決のための施策を、事業者と一緒に考えて実行を促す。また、課題の解決につ

いて、専門的な知識や意見を必要とする場合には、よろず支援拠点やエキスパートバンク、

中小企業庁のミラサポによる専門家派遣、長野県商工会連合会の上席専門経営支援員制度、

佐久市産業支援センターなどによる外部専門家と連携して取り組む。専門家による支援で

得られた資料及び知識は、今後の経営指導員による支援及びグループ連携支援にも活用し

ていく。 

（効 果） 

継続的に事業者に寄り添った伴走型の実行支援を行うことで、環境の変化に対応した、小規

模事業者の長期の持続的な発展が可能となる。 

 
（目 標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画実行支援事業者数 3 7 7 7 7 7 

上記に対する支援回数（年 4回） 12 28 28 28 28 28 

策定 2年目に対する支援回数（年 4回） 未実施 12 28 28 28 28 

 
 

６ 需要動向調査に関すること 【指針③】 

 
（現状と課題） 

これまでは、資金繰りの相談や補助金の申請支援の際に該当事業の商品・サービスの需要に

ついてインターネット等で簡単に調べる程度で、調査といえる内容のものは行ってこなかっ

た。 

また、地域の小規模事業者においては、過去の経験や勘といった個人の能力で勝負するとい

う事業主も多い。今後は、顧客ニーズに対応した商品やサービスを提供するマーケットインの

思考を軸に、小規模事業者が勝負できるオリジナル性の高い商品、サービスの開発のため、需

要動向調査を行うことが課題となる。 

 

（改善方法） 

これからは需要動向調査を定期的に行い、事業計画策定に取り組む小規模事業に情報提供し

ていく。方法としては、各調査機関や官公庁で公表している、二次データを取得し調査分析を

行っていく。また、展示会等を利用して効率的に生データの収集が行える場合には、一次デー

タの取得による独自調査を行う。 

 

（事業内容） 

⑴商工祭における需要動向調査の実施【新規事業】（個社支援） 

 

（目 的） 

商品・サービス・技術に対する感想・要望を直接調査し、消費者のニーズを把握し、適合性

を見極める。 

 

（対象者） 

経営指導員が事業計画策定を支援する卸・小売・サービスを中心とした小規模事業者に対し、

既存商品の改良（見直し）時、新商品開発時に行う。 
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（調査方法） 

毎年商工会が主催する商工祭（来場者 3,000 人、出店者 25 社）において、商業・製造・建

築のブース内に、個社の商品・サービス・技術に直接触れるコーナーを設置する。来場した一

般消費者に対し、事業者と経営指導員等が協力して作成したアンケートで調査を行い、一次デ

ータとして収集する。 

 

（標本数）各２０人 

 

（調査項目） 

調査項目については、以下の項目を参考に、アンケートの対象となる個社の商品・製品・サ

ービス・技術ごとに、各事業者と相談の上決定する。 

 ア 消費者の属性について 

イ 全体的なイメージ（必要性・利用価値等）について 

ウ 使用感について 

エ 大きさ、量、質、味、価格について 

オ 付加価値の有無について 

カ 購入・利用の可否、サイクルについて 

キ その他の要望（追加機能、サービス等）について 

 

（活用方法） 

経営指導員がアンケート結果を収集し、分析情報に加工して個社に戻す。今後の商品開発戦

略や販売戦略策定資料として活用する。 

 

（提供方法） 

経営指導員が個社に対して、分析結果を説明し、今後の事業計画策定資料としての理解を深

めながら提供する。 

 

（効 果） 

調査結果を商品戦略に活かすことで、顧客ニーズに対応した商品開発に取り組むことができ

効果的な販売が可能となる。 

 
（事業内容） 

⑵工業展における需要動向調査の実施 【新規事業】（個社支援） 

 
（目 的） 

工業展に来場する機械系製造業を中心とした製造業者及びバイヤーに対して、アンケート調

査を実施し、個社の既存製品や技術への評価と、現在求められている製造技術や製品の情報を

収集・分析し新商品の開発及び事業計画策定に活かす。 

 

（対 象） 

「諏訪圏工業メッセ」へ出店し、事業計画を策定する地域の小規模製造業者 

 

（調査方法） 

当商工会では製造部が中心なって毎年「諏訪圏工業メッセ（来場者 25,000人、出展者数 400

社）」へ、共同出展を行っている。この工業展は、地域が一体となって取り組む、地方では国
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内最大級の工業専門展示会で、技術力の情報発信による新たな販路開拓、新技術・新産業創出

の場となっている。展示会に来場する完成品メーカーの各関係部門の担当者（技術・購買等）

に対して、出展事業者と経営指導員等が協力して作成したアンケートで調査を実施し、経営指

導員・関係機関の専門家で集計、分析、活用についての支援を行う。 

 

（標本数）各２０人 

 

（調査項目） 

QCD を中心とした以下の項目を調査し、ニーズとのギャップを把握する。 

⑴製品内容（製品品質） 

⑵材料（素材） 

⑶技術力（特許等） 

⑷発注価格 

⑸発注単位（最低ロット） 

⑹生産能力 

⑺納期 

⑻生産管理体制 

但し、求められる製品や技術、既存製品の評価ついては個々の専門性を有する為、調査内容に

ついては個社単位で、専門家（よろず支援拠点や長野県商工会連合会の専門分野別上席専門経

営支援員制度、佐久市産業支援センターなど）と事業者を交えて相談し決定する。 

 

（活用方法） 

経営指導員がアンケート結果を収集し、専門家（よろず支援拠点や長野県商工会連合会の専

門分野別上席専門経営支援員制度、佐久市産業支援センターなど）と協力して分析・加工し個

社に戻す。事業計画に反映し、今後の技術力や設備といった内部環境の整備（強みの維持・強

化、弱みの克服）に活用する。 

 

（提供方法） 

分析終了後、専門家（よろず支援拠点や長野県商工会連合会の専門分野別上席専門経営支援

員制度、佐久市産業支援センターなど）と経営指導員とで個社に対する支援を行う。分析結果

を説明し、今後の技術開発・製品開発・受注獲得に向けた事業計画策定資料として個社へ戻す。 

 
（効 果） 

顧客ニーズに対応した事業計画の策定が可能となり、新たな受注獲得による収益性の改善が

可能となる。 

 

（事業内容） 

⑶店舗チェックシートを利用した、飲食店の店舗診断事業【新規事業】（個社支援） 

 

（目 的） 

  小規模事業者である飲食店の店舗チェックを顧客アンケートを通して経営指導員が実施、事

業主のセルフチェックも一緒に行うことで、顧客のニーズ・店舗の強みや弱みを確認し、課題

を抽出、事業計画に取り込み、解決することで新たな顧客の開拓を行う。 
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（対象者） 

 地域内の小規模事業者である飲食店及び事業計画策定事業者 

 

（手段方法） 

  長野県商工会連合会の飲食・サービス専門分野の作業標準書※にある、「店舗チェックシー

ト」を活用して、個店単位で飲食店の内部環境を分析することで店舗の課題を抽出し、関係機

関の専門家（よろず支援拠点や長野県商工会連合会の専門分野別上席専門経営支援員制度な

ど）と連携して、課題の解決を支援する。 

 ※前述の長野県商工会連合会が運営する専門分野グループで策定された専門分野別作業標準

書。上席専門経営支援員、専門分野グループ職員をはじめ商工会の支援に関わるスタッフの統

一した作業標準書となっている。 

 

（標本数）２０人 

 

（支援内容） 

ア 事業計画策定支援を行う飲食店事業者や、業績低下等の問題が発生している飲食店事業者

の中から、支援対象者を選定する。 

 

 イ 「店舗チェックシート」を活用し、下記の評価項目に基づいてアンケートと事業者の自己

評価を実施する。外部の目線と事業者目線による評価を一緒に行うことで、顧客ニーズ、店

舗における強み・弱みについての共通認識を持ち、課題を抽出する。 

（ア） 店舗外観 

     看板の位置・店名、入口装飾、外観の印象 

（イ） 店舗内観 

     外観との一貫性、入口、内装、インテリア、トイレ・洗面所 

（ウ） 演出 

     客席配置、照明の色と明るさ、BGM、POP、ﾃｰﾌﾞﾙｳｪｱ・食器、清潔さ 

（エ） メニュー 

     売りﾒﾆｭｰ、ﾃﾞｻﾞｲﾝ・見易さ、ｶﾃｺﾞﾘｰ数・内容、ﾒﾆｭｰ数、打出し、価格設定 

（オ） サービス 

     入店時挨拶・身だしなみ、店員数、座席案内、ﾒﾆｭｰ紹介、ｵｰﾀﾞｰ、 

提供ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ、提供、会計・見送り 

（カ） 料理 

     量、盛り付け、鮮度、付加価値、温度、味付け 

 

ウ 課題の検証と解決の為の対応策を決定する。 

 

エ チェックシート及び分析データは個社にフィードバックする。課題に応じてサービス、調

理、インテリア等といった各分野の専門家と連携をとりながら対応策の実行支援を行い、課

題の解決を図る。 

  

（効 果） 

  事業計画に対応策を取り込み、その実行により顧客の満足度を向上させることができ、ロイ

ヤリティを高め、口コミ等により新たな顧客を獲得できる。 
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（事業内容） 

⑷商品・サービスの需要動向分析レポートの作成と提供【新規事業】（個社支援） 

 

（目 的） 

小規模事業者が取り扱う商品・サービス等の各カテゴリーにおける需要動向（売れ筋・トレ

ンド・業界動向）を調査分析・情報提供することで、マーケットインの思考で消費者のニーズ

に合った商品の開発や仕入・サービスの提供を行い、売上の拡大につなげられるよう支援する。 

 

（対象者及び頻度） 

経営指導員が事業計画策定を支援する商業・サービス業を中心とした小規模事業者に対し、

事業計画策定時、事業評価見直し時に行う。 

 

（調査方法） 

調査については、日経テレコン POS 情報や日経 MJ、業界新聞、官公庁や金融機関による業

界別調査レポート、雑誌、消費者サイトへの口コミ等、２次データを収集して行う。 

専門的な知識や調査ルートが必要な調査・分析については、よろず支援拠点や長野県商工会

連合会の上席専門支援員制度、佐久市産業支援センターなどによる外部専門家の協力を得て調

査・分析を実行する。 

 

（調査項目） 

カテゴリーごとの売れ筋商品・平均価格・トレンド・業界動向・消費者意識等 

 

（活用方法） 

分析結果を提供することで、小規模事業者の事業計画策定（販売戦略・商品戦略策定等）に

活用する。 

 

（提供方法） 

経営指導員が個社の事業計画策定支援時に事業者が活用しやすいフォーマットに加工し提

供する。 

 

（効 果） 

調査結果をもとに事業計画策定することで、マーケットインの思考で事業計画の策定に取り

組むことができ、効果的な商品開発により売上の向上が図れる。 

 

（事業内容） 

⑸個社に適合した商圏分析レポートの作成と提供【新規事業】（個社支援） 

 

（目 的） 

事業計画を策定する事業者に対して、商圏分析ツールを利用して商圏レポートを作成し、小

規模事業者の商圏範囲の特性を調査し提供することで、マーケットを把握した事業計画の策定

を支援する。 

 

（対象者及び頻度） 

経営指導員が事業計画策定を支援する卸・小売・サービスを中心とした小規模事業者に対し、

事業計画策定時、事業評価見直し時に行う。 
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（調査方法） 

日本統計センターの市場情報評価ナビ「MieNa」を利用し、個社に合った商圏情報を抽出し

レポートを作成する。商圏の特性、居住者、消費スタイル、消費購買力、競合店等のデータを

収集・分析し、商圏内での需要を推測する。 

また、まち・ひと・しごと創生本部提供の「RESAS」や独立行政法人統計センターの「ｊSTARTMAP」

など複数の統計サイトを横断的に活用し情報収集することで、分析内容を充実させる。 

 

（調査項目） 

商圏範囲、商圏の特性、居住者、消費スタイル、消費購買力、競合店等 、業種に応じた調査

項目を設定。前述の⑷商品・サービスの需要動向分析 による売れ筋商品・平均価格・トレン

ド・業界動向・消費者意識等の調査項目とも組み合わせて分析利用する。 

（活用方法） 

調査結果を分析し、解りやすく加工した上で、小規模事業者の事業計画策定（販売戦略・商

品戦略の策定等）に活用する。 

分析結果の中で汎用可能なものは、今後の経営指導員による支援及びグループ連携支援に活用

していく。 

 

（提供方法）  

経営指導員が個社の事業計画策定支援時に小規模事業者に提供する。データは個社へ戻し、

見方・使い方・分析結果を説明し、事業計画策定資料として理解を深める。 

 

（効 果） 

調査結果をもとにターゲットを見定めた商品戦略や販売戦略に取り組むことができ、効果的

な販売が可能となり、売上の向上が図れる。 

 
（目 標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

商工祭における需要動向調査の実施

事業者数 
未実施 3 3 3  3 3 

工業展における需要動向調査の実施

事業者数 
未実施 2  2  2 2 2 

店舗ﾁｪｯｸｼｰﾄによる診断実施事業者

数 
未実施 2 2 2 2 2 

商製品・サービスの需要動向分析の

実施事業者数 
未実施 5  5 5  5 5 

個社に適合した商圏分析レポートの

作成事業者数 
未実施 5  5 5  5 5  

 
７ 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、需要開拓支援については、「諏訪圏工業メッセ」への出店支援、商工会が主催す

る商工祭への参加推奨、浅科福引大売出しの開催支援等を行ってきたが、実績を評価できるよ

うな効果的な支援とはなっていなかった。個社への支援についても、経営指導員による場当た

り的な情報提供が中心であり、小規模事業者に寄り添った継続的な支援は実施できていない。

また、当地域では HP ページ等の自社サイトを持っていない小規模事業者がいまだに多く、IT

を活用した販路の開拓支援にも取り組めていない。 

今後は、事業計画の策定支援を行うと共に、経営目標の達成が成されるようマーケティング

戦略への支援を行っていくことが課題である。 
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（改善方法） 

小規模事業者に対する需要開拓支援を、マーケティングミックス（４P：Product、Price、

Place、Promotion）の開発と実行を中心に考え行っていく。その為には、経営指導員の限られ

た知識のみで行うのではなく、各事業分野における専門家の知識を有効に活用して効果が得ら

れるように取り組んでいく。 

 

（事業内容） 

⑴「信州ブランド」を利用したブランド戦略による支援事業【新規事業】 
 

 

（目的） 

現在、地域ブランドが構築されていない浅科地域において、包括的な「信州ブランド」の利

用を推進支援することで、小規模事業者の商品購買力や知名度を高め、新たな需要の開拓を行

う。 

 

（対象者） 

  域内の製造・卸・小売業を中心とした小規模事業者のうち以下に該当する事業者及び事業計

画策定事業者 

ア 地域において、特産物となりえる商品・製品を製造し販売する小規模事業者 

イ 特産品の開発・製造・販売を希望する小規模事業者 

 

 

（支援方法） 

長野県商工会連合会が行う「信州匠選事業」を利用し支援する。 

※「信州匠選事業」：長野県商工会連合会が「地産地消を推進し、地域産業を振興する」とい

う理念で実施しているもので、一定の基準をクリアし県下の商工会が承認した特産品等に対

して、長野県商工会が商標登録している「信州匠選マーク」を貼付し販売できる制度。長野

県商工会連合会が全国に向けて情報発信し、長野県内の商工会と協力して PR 活動を行う事

業である。 

 

（支援内容及び手段） 

 ア 対象者に商工会 HP、会報、経営指導員等の巡回により、「信州匠選事業」の内容について

説明し、利用を推奨する。 

イ 対象商品及び開発中の商品・製品の認定基準への適合について、改良等の支援を行う。商

品・製品の改良・開発については、事業分野別の専門家を活用し支援を行う。 

ウ 認定基準を満たしたものを商工会において審査し登録する。 

エ 登録された商品に「信州匠選マーク」を貼付し、信州匠選マークのブランド力の向上と商

品の認知度向上を支援する。同時に登録商品の道の駅等での陳列や販売支援し、IT による

プロモーション支援を行い、新たな需要の開拓を図る。 

 

（効 果） 

小規模事業者単体では効果の薄いブランドイメージの構築と活用を、長野県商工会連合会や

長野県下の商工会と協力してプロモーションを行うことにより、短期間で認知度を高め売上の

向上が可能となる。 
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（目 標） 
内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

登録事業者数 未実施 １ １ ２ ２ ２ 

認定品数 未実施 １ １ ２ ２ ２ 

累積認定品数 未実施 １ ２ ４ ６ ８ 

対象商品の平均売上増加率 未実施 ３％ ３％ ４％ ４％ ４％ 
 

（事業内容） 

⑵全国物産展等への出店支援事業【新規事業】 

 

（目的） 

現在、地域ブランドが構築されていない浅科地域において、小規模事業者の商品購買力や知

名度を高め、地域ブランド創出のためのマーケティングを行う。 

 

（対象者） 

  域内の製造・卸・小売業を中心とした小規模事業者のうち以下に該当する事業者及び事業計

画策定事業者 

ア 地域において、特産物となりえる商品・製品を製造し販売する小規模事業者 

イ 特産品の開発・製造・販売を希望する小規模事業者 

 

（支援方法） 

ア 全国商工会連合会が行う全国物産展（出店３６０社、３日間で動員１５万人）等への出店

支援を行う。 

イ 長野県が有楽町にオープンしたアンテナショップ「銀座 NAGANO（年間来店者７４万人）」

等への主店支援を行う。 

 

（支援内容及び手段） 

 ア 対象者に経営指導員等が全国物産展及びアンテナショップの周知を行う。 

イ 出店希望者に出店認定が行われるよう、申請書の作成支援等を行う。 

ウ 出店時のプロモーション、販促ツールの作成、効果的な陳列等についての支援を関係機関

の専門家（よろず支援拠点や長野県商工会連合会の専門分野別上席専門経営支援員制度な

ど）と連携して実施する。 

 

（効 果） 

小規模事業者の物産展やアンテナショップへの出店をフォローしプロモーションを行うこと

で、首都圏や全国レベルへのブランド周知を可能とし、地域や商品の認知度向上を図る。 

 

（目 標） 
内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

アンテナショップへの出展社数 未実施 １ 1 ２ ２ ２ 

全国物産展への出展社数 未実施 １ 1 ２ ２ ２ 

対象事業者の平均売上増加率 未実施 ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 
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（事業内容） 

⑶小規模事業者に対するホームページ（自社サイト）の作成と活用支援事業【新規事業】 
 

（目 的） 

小規模事業者がホームページ等を作成し、IT を通じて情報発信を行うことで、既存顧客へ

のタイムリーな商品やサービスの情報提供を可能とし、潜在的需要者への情報発信により新規

顧客の開拓と商圏の拡大を目指す。 

 

 (支援方法) 

 ア 外部専門家によるホームページのセミナーの実施。 

イ セミナー後の経営指導員による個社支援により、ホームページの作成を確実にする。 

ウ ネット環境や作成ツールの調達が個社でできない場合は、全国商工会連合会が提供する事

業者向けホームページ作成支援システム「ＳＨＩＦＴ」を紹介し作成を支援する。 

※「ＳＨＩＦＴ」とは、全国商工会連合会が提供している事業者向けのホームページ作成支

援システムで、ホームページの開設・更新作業、電子公告などが誰にでも簡単に行うことが

できる。また、掲載内容が全国連・商工会のページに連携表示できるので、より広域に情報

発信ができまるシステム。 

 

（対象者） 

事業計画策定事業者及びホームページ等の「自社サイトを作成していない」・「活用できてい

ない」、域内の小規模事業者。 

 

（周知の方法） 

商工会でセミナー・相談会のパンフレットを作成する。会報及び商工会 HP による告知と、

経営指導員等が巡回により周知を行う。 

 

（内容・講師） 

  講師：IT に対する外部専門家・コンサルタントによる 

  内容：ア ホームページの作成セミナー 

      導入初心者向け 

     イ ホームページの有効活用セミナー（ソーシャルメディアを含む） 

      コミュニケーション戦略ツールとしての活用等 

     習熟度を高めるため、受講者数は各回５名以内の少人数で実施する。 

 

（開催時期及び回数） 

  各１回とし、下記の期間内で行う。 

    ア ホームページの作成セミナー  ：６月～７月に実施 

    イ ホームページの有効活用セミナー：10月～１１月に実施 

     

（成 果） 

  小規模事業者がホームページを所有し情報を公開することで店舗、商品・サービスの認知度

向上を図る。また、ホームページや SNSを有効に活用し、顧客との継続的な接触、双方向のコ

ミュニケーションを通じて関係性を強化し、ブランド力の向上、新たな顧客の開拓と受注獲得

等、販路拡大を図る。 

 



２３ 
 

（目 標） 
内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

作成セミナー実施回数 未実施 １ １ １ １ １ 

作成セミナー参加人数 未実施 ５ ５ ５ ５ ５ 

ホームページ作成事業者数 未実施 ５ ５ ５ ５ ５ 

活用セミナー実施回数 未実施 １ １ １ １ １ 

活用セミナー参加人数 未実施 ５ ５ ５ ５ ５ 

対象事業者の平均売上増加率 未実施 ３％ ３％ ４％ ４％ ５％ 
 

（事業内容） 

⑷製造・加工業者の PRシート作成と活用による受注獲得支援事業（BtoB） 【新規事業】 

 

（目 的） 

  域内の製造・加工業者については、個社の経営理念、組織文化、技術力、生産能力、生産設

備、生産管理体制等における強みを明確に把握できておらず、潜在的需要者に対して PR（発

信）できていない小規模事業者が多く見受けられる。 

  個社の強みを明確にした PRシート（販促ツール）を作成することで、小規模事業者の BtoB

での効果的なプロモーションを可能とし、効率的な情報発信を行うことで需要者側と供給者側

とのマッチングを支援し、新たな受注獲得を図る。 

 
（対象者） 

  新たな受注獲得を必要とする製造・加工業を行う小規模事業者及び事業計画策定事業者 

 

（手段方法） 

  強みを明確にし、小規模事業者が受注獲得を効果的に行えるよう、PR シートの作成を関係

機関の専門家と連携して支援し、ITや展示会を利用した効率的な情報発信を行う。 

 

 PR シートの主な記載内容 

  ア 事業主のビジョン 

  イ 企業概要 

ウ 自社製品・加工技術（品質管理等を含む）の特徴、他社との差別化できる点 

エ 保有する生産設備、生産能力、労働力等 

オ これまでの受注実績 

カ 受注対応できる、加工・製造の内容 

 

（支援内容） 

 ア 対象者の経営分析を活用し、個社の強みである経営資源を明確にする。 

イ 強みを軸として、受注獲得に効果的な PR シートを事業者、関係機関の専門家と連携して

作成する。 

ウ PR シートを活用し、以下の支援機関の BtoBに効果的な Webサイトに情報登録する。 

 中小企業振興センター 

 マーケティング支援センター 

    URL: https://www.icon-nagano.or.jp/kigyou/hp/index.php 

  

全国中小企業取引振興協会 

    「BIZMATCH STATION」 URL：http://www.biz-match-station.zenkyo.or.jp 
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エ 国内最大級の工業専門展示会「諏訪圏工業メッセ」の展示会や受注相談時に、PR シート

を配布・活用し積極的な PRを行う。 

 

（効 果） 

  PR ポイントを明確に打ち出した周知ができ、小規模事業者の新たな受注獲得が期待できる。  

 

（目 標） 
内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

PRシート作成事業者数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援ｾﾝﾀｰ登録事業者数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

BIZMATCH STATION登録事業者数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

新規受注成約件数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

 
Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 

８ 地域経済の活性化に資する取組に関すること  

 

（現状と課題） 

商工会では毎年、多くのイベントや行事に関係機関と連携して取り組んでいる。しかし、イ

ベントや行事は、地域の活気を一時的に維持することには貢献しているが、衰退した地域経済

の改善や地域の活性化、活性化に対する地元事業者のモラール向上には寄与していない。 

  地域の経済は、高齢化による事業者の廃業率の増加、人口の減少による顧客の減少、消費構

造の変化、中心市街地の商業集積の影響で非常に厳しい現状にある。また、バイパスによる交

通量の減少も重なり、浅科地域（旧浅科村）の中心として栄えた商店街が衰退した。商店街の

衰退は地域の経済、商店を中心とした小規模事業者の経営に影響し、地域の活性化に対する住

民のモラールも低下している。 

一方で、高齢化により買い物弱者等が増加、最寄り品の買物需要は発生している。商店街と

しての最寄り品の販売機能を維持し、地域の活力を高めていくためにも、衰退した商店街の新

たな魅力の創出が重要な課題であると認識する。 

 また、観光では浅科地域には現在宿泊施設がないため、日帰りでの宿場巡りや歴史遺産巡

り等が一部の観光客で楽しまれている程度であり、観光事業についての積極的な取り組みがな

されていない。地域の観光資源である中山道の塩名田宿、八幡宿跡は昔の面影も少なくなって

おり、歴史的文化遺産の保全・保護と地域観光資源としての有効活用が課題となる。 

（改善方法） 

  商店街の新たな魅力を創出するため、地域観光資源として活用が可能な中山道塩名田宿との

一体での振興を考え、衰退した地域に活気を取り戻し地域経済の活性化と小規模事業者の活性

化を図る。 

地域の商店街や商店、関係する団体、行政と協力し、小規模事業者単体や商店街だけでは対 

応できなかった課題に取り組み振興を可能にしていく。 

 

（事業内容） 

⑴ 佐久バルーンフェスティバル【既存事業】 

佐久バルーンフェスティバル組織委員会 

連携先：佐久市、佐久市観光協会等 
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⑵ 浅科どんどん祭り、浅科納涼花火大会【既存事業】 

   浅科どんどん祭り実行委員会、浅科納涼花火大会実行委員会 
    連携先：佐久市、佐久市観光協会浅科支部、浅科各地区、JA佐久浅間等 

⑶ 中山道塩名田宿宿場祭り【既存事業】 

   中山道塩名田宿宿場祭り実行委員会 
連携先：佐久市、塩名田地区、佐久市観光協会浅科支部、塩名田商店街、JA 佐久浅間等 

⑷ 道の駅祭り・商工祭【既存事業】 

      道の駅祭り・商工祭実行委員会 
     連携先：道の駅、地元商工業者、浅科スタンプ会等 

⑸ 浅科歳末福引大売出し【既存事業】 

   浅科歳末福引大売出し事務局 
    連携先：浅科スタンプ会、地元商店等 

⑹ 浅科地区新年賀詞交歓会【既存事業】 

      浅科地区新年賀詞交歓会事務局 
    連携先：行政機関、金融機関、地元商工事業者、地元地区等 

⑺ 節分豆まき追儺式【既存事業】 

   浅科節分豆まき追儺式実行委員会 
    連携先：佐久市、佐久市観光協会浅科支部、地元地区等 

⑻ 佐久市健康長寿産業振興ビジョンによる推進事業【既存事業】 

佐久市健康長寿産業振興推進協議会 
    連携先：佐久市、長野県、佐久大学、市内商工団体等 

⑼ 東信州中山道の魅力を伝える地域振興事業【既存事業】 

東信州中山道連絡協議会 
    連携先：長野県、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町、各観光協会、各商工団体等 

 

（事業内容） 

 ⑽「地域観光」と「商店街」の振興による共同地域づくり事業【新規事業】 

（目的） 

  塩名田商店街の振興を、地域観光資源である中山道塩名田宿の観光振興と同時に連携して行

うことで、新たな地域の魅力を創出し、衰退した商店街に活気を取り戻し、地域の活性化と小

規模事業者の活性化を図る。 

 

（手段） 

  同事業内容は、佐久市都市計画マスタープランの地域別構想（浅科地域）、第二次国土利用

計画（佐久市計画 浅科地区）の方向性との合致しており、佐久市商工振興課、佐久市観光協

会浅科支部、塩名田商店街（塩名田商栄会）、地元塩名田地区、JA佐久浅間、浅科商工会、観

光 DMO や文化遺産の専門家等、同地域の振興に係る多方面の関係機関の参加によるプロジェク

トの設置と推進を提案する。 

その中で、商工会は事務局機能としての立場で、会議の招集、意見調整、とりまとめ等の支

援を行い、実行については観光協会、商店街（塩名田商栄会）、地元地区などを中心に、市や

県等の関係機関と協力して行っていく。 

 

 振興に向けた協議案(例)  

  ア 宿場・商店街の建物の修復と街並みの整備 

  イ 観光、最寄り品販売機能を重視した商店街のテナントミックスの検討と誘致 

  ウ 既存商店の環境の変化に対応した事業ドメインへの適合支援 
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  エ 空き家・空き店舗を活用した、チャレンジショップによる新規創業者の誘致 

  オ 高齢者、買物弱者等に対する、地域運送事業者を活用した宅配・移動販売の実施 

  カ 観光客が利用できる施設の設置（茶屋、土産屋、産直品店等）、多様な人材を活用し

た運営方法の検討 

  キ 民泊や農家民泊等、体験型観光を視野に入れた宿泊施設の設置、誘致検討 

  ク 佐久案内人の会等を利用した、ガイドツアーの実施 

ケ 観光客をターゲットとした、地域の特産品を活用した商製品の開発と地域ブランド化 

    コ  中山道塩名田宿場祭りとの相乗効果による活性化方法の検討 

 
（小規模事業者に対する効果） 

   新たな地域の魅力を創出することで、観光事業による新たな事業機会の享受と業績の向

上、商店やサービス分野の小規模事業者の活性化と地域経済の活性化が図られる。 

 

 

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 

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 

（現状と課題） 

当商工会では、地域の関係支援機関と連絡会議等を通じて情報交換や連携を行っている。し

かし、情報提供の量や質もまだ十分とは言えず、連携の度合いも薄いのが現状である。 

今後は、各関係支援機関と協力して支援ノウハウや情報交換に積極的に取り組んでいく。 

 

（今後の取組） 

⑴商工会中期マスタープランによる地域グループでの連携の強化、 

商工会中期マスタープランでは、連携する地域グループを設定しており、当商工会は近 

隣の立科町商工会・佐久市望月商工会、御代田町商工会、軽井沢町商工会の５商工会で 

北佐久グループとして連携し活動している。 

    北佐久グループでは月１度、事業者支援のための検討会議を開催している。この検討会

議での支援ノウハウや情報交換を、他の商工会と連携して充実させることで支援能力向上

を図っていく。また当商工会では、経営カルテの積極的な活用に取り組み、支援情報デー

タのライブラリー化による共有体制づくりに取り組んでいく。 

  ⑵佐久市内商工４団体連絡会議の効果的活用 

    市内の商工団体である佐久商工会議所、臼田商工会、佐久市望月商工会と連携して、年

４回の連絡会議を、団体の会頭、会長、指導員の参加により行っている。この会議は、各

地域の活動報告と佐久市全体の課題に取り組むことを目的としている。 

   現在この会議では、小規模事業者の支援に対する情報交換は積極的に行われていない。 

この会議の日程に合わせて、「支援担当者会議」の場を設置し、各団体の指導員が小規模事

業者支援について積極的に情報交換を行い小規模事業者の支援に役立てる。 

⑶佐久市中小企業振興資金に係る会議の活用 

佐久市が、招集し、八十二銀行、長野銀行、長野県信用組合等の地元の金融機関、振興

資金の斡旋窓口である佐久市内の商工会議所や商工会が集まるこの会議（年４回程度）を

積極的に活用する。特に地元金融機関との情報交換を促進し、地域の事業者の経営動向把

握とその支援対応についての意見交換を行うことで、今後の支援能力向上に役立てる。 

⑷佐久地区経営指導員協議会での情報収集 

    年２回、日本政策金融公庫、信用保証協会、長野県地域振興局と佐久地区管内の指導員

が集まる指導員協議会が開催されている。 
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この協議会では、地域の経済や金融情勢、小規模事業者の支援状況等、それぞれの専門機

関から多くの情報が取得できる。特に日本政策金融公庫がもつ、融資の情報や小規模企業

の動向情報は、小規模事業者の支援を行う上で有要である。 

この機会を、積極的に活用して情報収集を行い、金融支援も含めた小規模事業者の支援に

役立てる。 

 

（取組の効果） 

  上記⑴～⑷の取組により、小規模事業者の事業計画策定及び策定後の実施支援に必要な多面

的な知識・情報の取得を行うことで、経営指導員等の継続的な能力の向上が図れると共に小規

模事業者への効果的な支援を可能とする。 

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

 経営発達支援計画を遂行し、小規模事業者への支援に取り組んでいくためには、現在の各職

員の資質は不足している。経営指導員や補助員の資質向上に努めると同時に、臨時職員との情

報共有を行う仕組みづくりが課題となる。 

 
（改善方法） 

職員全員が、小規模事業者の支援に積極的に関わる意識で取り組み、不足している知識を補

うために職員間で知識を共有し、内部では習得できない知識は、研修やグループ支援の場を活

用して積極的に吸収する。 

                

（今後の取組内容） 

⑴職員間の情報共有強化 

ア 週１回の職員ミーティングを充実させ、小規模事業者支援についてコミュニケーショ

ンを深め、情報共有の密度を上げる 

イ データベース化された経営カルテの積極的な活用、職員全体で経営支援事例、支援ツ

ール等をライブラリー化し商工会の財産として活用する体制を構築する  

ウ 外部研修等へ参加した職員は研修内容について他の職員に対してプレゼンテーショ

ンを行い知識の共有を図る 

 

⑵長野県商工会連合会の支援能力の向上のための制度を利用し、職場外研修(Off-JT)、と自己

啓発型研修に積極的に取り組み資質向上を図る。 

       ア 職場外研修（Off-JT) 

（ア）集合研修：新任職員研修、一般研修、専門研修 

（イ）派遣研修：中小企業大学校 

（ウ）Web 研修 

    イ 自己啓発型研修：公的資格取得、全国連認定経営支援ﾏﾈｰｼﾞｬｰ、通信教育 

                          自主勉強会 

       経営指導員は、支援スキルとして中小企業診断士レベルを目指し、自己啓発に取り組む。

補助員は支援に関連する基礎知識の習得に努め、目安として全国商工会連合会認定資格

等の取得を目指す。 

 

 ⑶長野県商工会連合会の運営する専門分野グループへの参加により、専門分野の上席専門経営 

支援員等の専門家との定期的な交流、勉強会、OJT を通して専門的な知識を習得する。 
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（目 標） 
内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

職場ﾐｰﾃｨﾝｸﾞによる支援情報共有 未実施 週１ 週１ 週１ 週１ 週１ 

セミナー・研修参加数（指導員）   ５   ５ ５ ５ ５ ５ 
セミナー・研修参加数（補助員） ２ ５ ５ ５ ５ ５ 

北佐久ｸﾞﾙｰﾌﾟ検討会議参加回数 １２ １２ １２ １２ １２ １２ 

専門分野ｸﾞﾙｰﾌﾟ勉強会参加回数 未実施 ３ ３ ３ ３ ３ 

 
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 

（事業評価及び見直しに関する実施方法） 

本計画に記載の事業の実施状況の評価・検証・見直しを以下の方法により行う。 

⑴事務局において四半期毎に事業の進捗状況を確認し、進捗差異と原因を把握し、目標達成

に向けた取り組みを行う。 

⑵「経営発達支援事業評価委員会」を以下のメンバーで組織し、年度毎の検証と評価を行い、

事業評価報告書と次期に向けた改善案を作成する。 

予定メンバー：外部有識者として、中小企業診断士、地域づくり DMO の専門家、佐久地

域振興局商工観光課、佐久市役所商工振興課、佐久市浅科支所。 

その他、長野県商工会連合会東信経営支援センター長、商工会正副会長、

商工会事務局。 

 ⑶商工会理事会に事業評価報告書と次期改善案の報告を行い承認を得る。 

⑷事業報告と改善事項について、商工会 HPで公表し周知する。 
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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 

（３０年１１月現在） 
（１）組織体制 

 ア 浅科商工会組織体制  

   
イ 経営発達事業の実施体制 

  事業総括責任者  商工会長 重田元一  

  事業執行     理事会 

  事業の遂行責任者 経営指導員       1名 

  事業の実行推進者 補助員        1名 

一般職員 嘱  託  １名 週３日勤務 

パート  １名 他団体職員兼務  

（２）連絡先 

   浅科商工会 

   〒384-2104 長野県佐久市甲 1190-1 

   TEL 0267-58-0220 

   FAX 0267-58-4188 

   E-mail asasyo04＠leaf.ocn.ne.jp 

      HPアドレス http://asashina.info/index.html 

 

 

 

 

http://asashina.info/index.html
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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） 

 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 １,８００ ２,３００ ３,０００ ３,０００ ３,０００ 

 

小規模企業支援事業費 

  ⑴事業計画策定 

   ⑵需要開拓 

   ⑶施策普及 

  ⑷広報活動費 

 

地域共同振興事業費 

 

１,５００ 

５００ 

５００ 

３００ 

２００ 

 

３００ 

１,５００ 

５００ 

５００ 

３００ 

２００ 

 

８００ 

１,５００ 

５００ 

６００ 

３００ 

２００ 

 

１,５００ 

１,５００ 

５００ 

６００ 

３００ 

２００ 

 

１,５００ 

１,５００ 

５００ 

６００ 

３００ 

２００ 

 

１,５００ 

（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・市補助金・一般財源 

（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 

経済動向データの収集と分析・地域の分析調査による情報提供の実施 

２ 経営状況の分析に関すること 

経営診断ツール「ローカルベンチマーク」を利用した経営状況分析の実施と分析 

結果の説明と提供 

３ 事業計画策定支援に関すること 

⑴専門家を活用した事業計画策定セミナー実施 

⑵経営指導員による個社の事業計画策定支援（伴走型）の実施 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること  

経営指導員による事業計画策定者に対する定期的な PDCA管理による支援事業 

５ 需要動向調査に関すること 

  ⑴商工祭における需要動向調査の実施 

  ⑵工業展における需要動向調査の実施 

  ⑶店舗チェックシートを利用した、飲食店の店舗診断事業 

  ⑷商品・サービスの需要動向分析の実施と提供 

  ⑸個社に適合した商圏分析レポートの作成と提供 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

⑴「信州ブランド」を利用したブランド戦略による支援事業 

⑵全国物産展等への出店支援事業 

⑶小規模事業者に対するホームページの作成と活用支援事業 

⑷製造・加工業者の PRシート作成と活用による受注獲得支援事業 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

「地域観光」と「商店街」の振興による共同地域づくり事業 

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 

【連 携 者】（株）日本政策金融公庫小諸支店 支店長 加納  裕之 

住 所 長野県小諸市相生町 3－3－12 

電話番号 0267－22－2591 

役 割 小規模事業者への金融支援及び情報提供 

 

【連 携 者】 長野県信用保証協会佐久支店 支店長 宮坂 進 

住 所 長野県佐久市佐久平駅北 19-5 

電話番号 0267－68－8485 

役 割 小規模事業者への金融支援及び情報提供 
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【連 携 者】（株）八十二銀行望月支店 支店長 小林 一 

住 所 長野県佐久市望月 140-1 

電話番号 0267－53－3282 

役 割 小規模事業者への金融支援及び情報提供 

 

【連 携 者】 長野県信用組合望月支店 支店長 庵谷 達朗 

住 所 長野県佐久市望月 131-1 

電話番号 0267－53－3050 

役 割 小規模事業者への金融支援及び情報提供 

 

【連 携 者】 上田信用金庫野沢支店 支店長  池内 啓 

住 所 長野県佐久市原 563-12 

電話番号 0267－62－1127 

役 割 小規模事業者への金融支援及び情報提供 

 

【連 携 者】 長野県佐久地域振興局 商工観光課  課長 伊藤 博隆 

住 所 長野県佐久市跡部 65‐1 

電話番号 0267－63－3111 

役 割  施策による小規模事業者支援・長野県総合計画・情報提供での支援 

 

【連 携 者】 佐久市 市長 柳田 清二  

住 所 長野県南佐久市中込 3056 

電話番号 0267－62－2111 

 商工振興課、観光交流推進課、文化振興課、道路建設課、広報情報課 

役 割  金融、施策申請、観光、文化財、道路計画、統計情報による支援及び情報提供 

 

【連 携 者】 佐久市浅科支所 支所長 野村 秀俊 

住 所 長野県佐久市甲 1399 

電話番号 0267－58－2001 

役 割 地域振興、イベントでの支援及び情報提供 

 

【連 携 者】 佐久市観光協会浅科支部 支部長 重田 元一 

住 所 佐久市甲 1399 

電話番号 0267－58－2001 

役 割 地域振興、イベントでの支援及び情報提供 

 

【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 

役 割 商工会中期マスタープラン・上席専門経営支援員による支援及び情報提供 

 

【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 

役 割 中小企業政策研修、ミラサポによる情報収集、専門家派遣による支援 
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【連 携 者】 独立行政法人中小企業基盤整備機構  理事長 高田 坦史 

住 所 東京都港区虎ノ門 3－5－1 虎ノ門 37 森ビル 

電話番号 03－3433－4811 

役 割 支援ツールや情報提供、支援スキル向上に向けた施策や研修での支援 

 

【連 携 者】 全国商工会連合会  理事長 高田 坦史 

住 所 東京都千代田区有楽町１－７－１有楽町電気ﾋﾞﾙ北館 19F 

電話番号 03－6268－0088 

役 割 支援ツールや情報提供、支援スキル向上に向けた研修、全国物産展主催 

 

【連 携 者】 全国商工会連合会  会長 森  義久 

住 所 東京都千代田区有楽町１－７－１有楽町電気ﾋﾞﾙ北館 19F 

電話番号 03－6268－0088 

役 割 支援ツールや情報提供、支援スキル向上に向けた研修、全国物産展主催 

 

【連 携 者】 （一社）長野県観光機構 理事長 野原 莞爾 

住 所 長野市大字南長野字幅下６９２-２（長野県庁内） 

電話番号 026-234-7165 

役 割  アンテナショップ「銀座 NAGANO」を活用した地域振興 

 

【連 携 者】 長野県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 箱山 淳一 

住 所 長野県長野市中御所岡田 131－10 長野県中小企業会館 3F 

電話番号 026-227-5875 

役 割 事業引継ぎ支援セミナー、アドバイザーによる小規模事業者支援 

 

【連 携 者】 佐久産業支援センター センター長 稲生 寿穂 

住 所 長野県佐久市中込 2976-4 

電話番号 0267-54-8171 

役 割 補助金申請、人材確保、受注開拓による小規模事業者支援 

 

【連 携 者】 一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター 理事長 白井 汪芳 

住 所 長野県上田市常田 3-15-1 

電話番号 0268-21-4377  

役 割 人材確保、企業研修、受注マッチングでの支援 

 

【連 携 者】 長野県中小企業団体中央会東信事務所 所長 畑山 佳久 

住 所 長野県上田市常田 2-20-26 ﾄｷﾀﾞﾋﾞﾙ 3F 

電話番号 0268-25-3258  

役 割 地域経済情報、業界情報、技能実習制度情報提供 

 

【連 携 者】 （株）トラスパートナーズ ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 北山 祐一 

住 所 東京都港区西新橋 2-8-4多七ﾋﾞﾙ 6F 

電話番号 03-5157-9366  

役 割 地域産業創生、地域づくり、DMO支援 

 



３４ 
 

【連 携 者】 （株）マネジメント・リライアンス 中小企業診断士 中澤 俊成 

住 所 長野県佐久市塚原 537-18 

電話番号 0267-77-7921  

役 割 小規模事業者支援、情報提供 

 

【連 携 者】 JA佐久浅間望月支所浅科店 支店長 土屋 哲夫 

住 所 長野県佐久市甲 990-6 

電話番号 0267-58-2141  

役 割 農商工連携、地域振興の支援及び情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３５ 
 

連携体制図等 

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 

 

 
                                       

 

 

 

２ 経営状況の分析に関すること 

 

 
 

 



３６ 
 

３ 事業計画策定支援に関すること 

 

 
 

 

 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 
 

 

 



３７ 
 

５ 需要動向調査に関すること 

 
 

 

 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 
 

 

 



３８ 
 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 

浅科地域づくり推進プロジェクト（仮称）組織イメージ 

 
 

 

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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