
経営発達支援計画の概要 

実施者名 真田町商工会（法人番号：2100005004356） 

実施期間 平成 31 年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１）企業サイクルに応じた事業計画策定による小規模事業者経営強化 

（２）地域ブランドの確立 

事業内容 

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】 

経営実態調査、観光実態調査 

３ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

「ネット de 記帳」及び「ネット de記帳 決算専用入出力システム」を活用 

した経営分析 

４ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業計画策定セミナー、事業計画策定支援事業、 

創業計画・第 2創業計画策定支援事業 

５ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後支援、創業計画・第 2創業計画策定後支援 

６ 需要動向調査に関すること【指針③】 

菅平エリア宿泊業の需要動向調査 

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】 

新たな観光メニューの促進、サービス業 PR活動支援 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

８ 地域経済活性化に資する取組 

地域ブランド(菅平ブランド)確立の支援 

真田エリアの地域活性化支援 

連絡先 

真田町商工会 

〒386-2201 長野県上田市真田町長 7199-1  

℡：0268-72-4050 ／ FAX：0268-72-4051  

E-mail：sanadaci@avis.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 地域の概要 

上田市真田町(うえだしさなだまち) 
は、長野県東部に位置する町である。 

平成 18年 3月に、(旧)上田市、丸子 

町、武石村、真田町の 1市 2町 1村が 

合併したことで、(新)上田市の一部と 

なった。商工会地区である真田町は北 

部の菅平エリアと中南部の真田エリア 

(さらに本原地区、傍陽地区、長地区 

)からなり、人口は約 1万人である(上 

田市全体では約 16万人で県内 3位)。 

交通網をみると、真田町の南は国道 

144 号線で上田市の中心市街地と結ば 

れ、新幹線上田駅、上信越自動車道 

（上田菅平インターチェンジ）にも近 

いという利便性を有している。また、 

北の菅平エリアへは国道 406号線でス 

ムーズな移動が可能である。その他、 

隣接する長野市、須坂市、群馬県へつ 

ながる道が整備されている。 

地形・気候については、真田町は東西約 19.6 ㎞、南北約 17.2 ㎞の逆台形型をしている。真田エリ

アが標高約 680m であるのに対し、菅平エリアは標高約 1,300m と町内の標高差が大きい。このため、

真田エリアの年間平均気温 10度程度・最高気温 35度前後・最低気温マイナス 10度前後に対し、菅平

エリアは夏でも平均気温 19.6 度と東京の 5 月並みである。また、町の面積 18,190ha のうち、山林原

野が 72％を占め、水田・畑・牧場は 15％、宅地は 2.3％である。 

  

  

 

産業のけん引役である観光・宿泊業

については、真田エリアは戦国武将・

真田信繁(真田幸村)で有名な真田氏発

祥の郷として培われた歴史的資源を

有する。一方、菅平エリアは「合宿の

聖地」ともよばれ、夏はラグビー・サ

ッカー、冬はスキーをはじめとするス

ポーツが盛んで、スポーツ施設ととも

に宿泊施設が集積している。両エリア

を合わせると年間約 110万人が訪れる

（上田市全体では約 470万人）。また、

夏の冷涼な気候を利用した高原野菜

の栽培も盛んである。 
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 真田町の人口は平成 12年をピークに減少を続けている。平成 12年の国勢調査人口は 11,453人であ

ったが、平成 30 年 8 月の住民基本台帳人口は 10,389 人となっている。人口の減少は、少子化による

出生数の減少や若者の町外への転出等が主な要因である。 

 また、年齢別人口は、15 歳未満の年少人口と、15歳から 64歳の生産年齢人口は減少を続ける一方、

65 歳以上の高齢人口は増加を続けている。真田町と(旧)上田市が合併した直後の平成 18 年 6 月の高

齢者人口が全体の 24.8％であったのに対し、平成 30 年 8 月には 32.0％となっており、町民の約 3 人

に 1 人が 65 歳以上となっている。他方、15 歳未満の年少者は合併直後に 13.5％であったのが、平成

30年 8月に 11.6％となっており、少子高齢化が進んでいる。 

 人口分布をみると、上田中心市街地から約 8～16 ㎞で、公共施設・商店が集中し、交通の便のよい

真田町南部の国道沿いにある本原地区に集中している。町の北部、菅平スキー場近辺にも一定の人口

が存在する。また、人口減少・少子高齢化が進む一方、世帯数は増加傾向にある。合併直後の平成 18

年 6月の 3,813世帯から平成 30 年 8月に 4,114世帯と 7.9％の増加である。特に増加が多いのは本原

地区で、1,423 世帯から 13.2％増の 1,611 世帯となっている。本原地区は上田市内で 4 カ所指定され

ている「生活複合拠点」の 1 つである。生活複合拠点は「地域自治センターをはじめ、公民館、スポ

ーツ施設、老人福祉施設、図書館等、多様な機能の集積を活かし、生活利便機能の整った、市街地近

郊の自然環境と調和した住環境を形成する」地域であり、上田市中心市街地に比べて地価・家賃が安

く、利便性が高いことから、上田市中心市街地への通勤目的で単身世帯が増えたものと考えられる。

真田町と(旧)上田市が合併したことで、町外からの転入が容易になったことも世帯数が増加した理由

と考えられる。 

 

２ 地域産業の現状と課題 

 真田町は、恵まれた自然環境や地域資源を活用した「観光」と「農業」を基幹産業として発展して

きた。北部の菅平エリアが典型で、戦後にスポーツ観光を発展させて 100 万人を超える観光客が集ま

る一大合宿地としての地位を確立するとともに、長野県を代表する高原野菜を栽培している。一方、

中南部の真田エリアでは人口や事業所の減少が著しいものの、町の南端の本原地区に行政機関、住居

や商工業が集中して上田市街のベッドタウンのような存在になりつつある。真田エリアの農業は昭和

の中期まで活発であった養蚕業が完全に消滅してからは特産品を確立できずにいる。 

事業所数をみると、平成 16 年事業所・企業統計調査(農林漁業の個人事業主は調査対象外)時に、502

事業所であった。その後、平成 18 年に「バブル後から脱却」といわれた好景気を背景に 541事業所に

拡大するが、平成 26年には 472事業所まで減少している(平成 26年経済センサス基礎調査)。平成 18

年と平成 26年を比較すると 69事業所、12.8%の減少である。以下観光、農業、商工業の順に産業別の

現状と課題を確認する。 
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※参考：円グラフは平成 16年事業所・企業統計調査、平成 26年経済センサス基礎調査より作成。  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

(1) 観光業 

ア 菅平エリア 

日本百名山の一つである四阿（あずまや）山（2,354m）と根子岳（2,207m）のふもと、標高 1,200m

から 1,600mに広がる菅平高原は、昭和のはじめよりスポーツ観光地として発展してきた。グラウンド

を併設したホテルや旅館がスポーツ合宿の団体客を受け入れ、その家族や観戦者がロッジや民宿で宿

泊する形が多くみられる。平成 29 年時点で菅平エリアには 101の宿泊施設と 109のグラウンドが存在

し、年間約 110万人の利用客が訪れている。利用は夏・冬に集中し、春・秋との差が大きい。 

夏は 8月の平均気温が 19.8度と涼しく、ラグビーや陸上、サッカーの合宿や試合が盛んに行われ、

70万人超の利用があることから「合宿の菅平」、「合宿の聖地」とよばれている。ラグビーの日本代表

チームをはじめ、オリンピック選手等の有力選手・有力チームの利用実績も豊富である。種目別では
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平成 28年にラグビーが 813 チーム、陸上 506チーム、サッカー214チームとラグビーの受け入れが過

半数を占める。陸上合宿の受け入れを始めたのは比較的最近で、平成 11 年のサニアパーク菅平(総合

運動施設で 185,000 ㎡の敷地内に陸上競技場や 100m 斜走路を有する)の開設以降である。陸上は合宿

人数が比較的少数で小型の宿泊施設でも受け入れ可能な点、ラグビーやサッカーとは異なる競技場を

使う点から従来の合宿との競合が少なく、順調に利用者を伸ばしている。 

一方、冬の 12月から 3月は積雪の時期で、良質のパウダースノーに恵まれ、スキー場として大会関

係者、合宿客、ファミリーが利用する。スキーブームの平成 2年，3年に利用者 74万人を記録したも

のの、バブルの崩壊・全国的なスキー離れにより一気に減少した。最近 10 年は 20 万人程度を維持し

ている。スキー客の減少は全国的にみられるものの菅平高原の減少はより顕著である。これは、菅平

エリアの降雪量が少なく積雪が 100 ㎝程度であること、暖冬年にはさらに少なくなること、菅平エリ

アの内の高低差が小さいこと、小型のスキー場が分散していること、白馬や志賀高原といった有名ス

キー場が県内に存在することが理由と考えられる。 

菅平エリアの年間利用客数については、バブル絶頂の平成 3 年に 147 万人を記録した後は減少傾向

にあったものの、東日本大震災のあった平成 23年の 103万人を底に、平成 26年に 107万人、平成 27・

28年に 108万人と近年は増加傾向に転じている。これは、全国的にスキー離れが進む中でスノーボー

ドやスノーシューを取り入れることで冬期の観光客数を横ばいに維持していること、夏季グラウンド

を土から天然芝、天然芝から人工芝に変えることで練習環境を整備していること、平成 13年頃から本

格化した陸上合宿の受け入れが着実に伸びていることが主な理由と考えられる。 

 

 
 

今後の菅平エリアの振興については、アジアで初めて行われる 2019年ラグビーW杯日本大会が好機

となる。オリンピック、サッカーW 杯に並ぶ世界 3 大スポーツ大会の 1 つであり、経済効果・知名度

の向上が期待できることから、大会の事前合宿地誘致に向けて地元・行政を挙げて積極的に活動して

いる。また、サニアパーク菅平が過密状態にあるため、陸上施設増設に向けた取組も行われている。 

春と秋の集客も重要な課題である。宿泊施設においては夏と冬には稼働率が 100%を超えるにもかか

わらず、春と秋に稼働率が 10%未満になる月があることも珍しくない。平成 28年の年間の観光客数 108 

万人に対して、4 月の利用客が占める割合は 0.9%、10 月は 1.8%、11 月は 0.5%である。登山客や山菜

採り客、スポーツセラピー(スポーツ合宿の実績を活かして構築された健康プログラム)で誘客を図り、

通年営業を目指すことが、特に小規模宿泊施設の経営安定には必要である。 

下表は菅平エリアの宿泊施設数・宿泊数を示したものである。宿泊施設の形態は、平成 29年でホテ

ルが 27、旅館が 37、ペンションが 24、民宿が 13、合計 101 となっている。利用者から宿泊施設・ス
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ポーツ施設の充実を求める声は常に強い。しかし、施設の整備・拡充に要する費用は多額であるため、

利用者のニーズに応じて整備・拡充を行い、誘客につなげられた施設とそうでない施設とで誘客力が

2極化している。近年その差が如実に表れ、平成 25年から平成 29年にかけて 19の宿泊施設が廃業に

至った。 
 

 

 

 

 

 
 

イ 真田エリア 

真田エリアは戦国武将・真田信繁（真田幸村）で有名な真田氏発祥の郷としての歴史資源を有する。

「御屋敷公園」は、真田氏が現在の上田市中心市街地にある上田城を築城する以前に住んでいた館の

跡で、県の史跡に指定されている。ツツジの名所としても親しまれ、毎年 5 月に御屋敷つつじ祭りが

開催され、真田鉄砲隊の演武や和太鼓が披露される。御屋敷公園の隣には真田氏歴史館が整備されて

いる。また、真田氏ゆかりの寺としては、真田信繁の父・昌幸の墓がある長谷寺、昌幸の兄・真田信

綱と昌輝の墓がある信綱寺がある。これらの史跡をつなぐ真田エリアの観光拠点が「ゆきむら夢工房」

である。観光案内の他、真田グッズや上田のお土産を扱う売店、そば打ちや地元料理である「おやき」

作りなどの体験施設、地元産の野菜や山菜、キノコの販売所がある。電動自転車の無料貸し出しも行

っている。 

 真田エリアの年間来訪者は明確には分からない。真田エリアには宿泊施設がほぼ存在せず(2 施設

のみ)、観光客は上田市中心市街地での宿泊か日帰りが大多数である。 

真田エリアの年間来訪者について参考になるのが真田氏歴史館の入館数である。平成 21年からは 3

万人前後で推移していたが、平成 27年には 6万 7千人と倍増した。これは平成 28年の NHK大河ドラ

マ「真田丸」の放映をひかえて事前に真田氏の露出が増えたことで、真田氏への関心が高まったため

である。「真田丸」の平均視聴率は 16.3%と、平成 27年「花燃ゆ」の 12.0%、平成 26年「軍師官兵衛」

の 15.8%と比較して高視聴率であった。この人気を背景に、平成 28年は真田氏関連施設のある上田市

中心街や近隣の市町村で観光客の増加がみられた。真田氏歴史館の入館数も平成 28 年度は 13 万 4千

人と例年の 4 倍に増加した。平成 29 年度に入っての月別の入館者をみると、平成 26 年度以前のペー

スを上回っているものの、平成 27年度のペースには達していない。減少を食い止め、観光客をこの数

年の間に定着させることが課題となる。 
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真田エリアに訪れる観光客数は、菅平エリアの年間 100 万人と比べて大きな差がある。これは、真

田関連の主要施設が上田中心市街地に存在する一方、真田エリアの複数の真田氏関連施設は小規模で

あり、それぞれが離れた場所にあるためと考えられる。このため、「真田幸村」を目当てに訪れた大半

の観光客が、上田市中心街にある上田城跡や土産物店までは来ても、真田町までは訪れていない。ま

た、合宿を目的に訪れる菅平エリア利用者の大半は、観光が目的ではないため真田エリアには訪れて

いない。 

真田エリアまで訪れてもらうための魅力づくりと PRが必要であるが、菅平エリアと真田エリアでは

地理的な距離、産業や気候の違いから双方の強みを活かした相乗効果を生み出しにくいのが現状であ

る。さらに、歴史的な建造物はリピーター率が極端に低い。再び訪れてもらうために、真田氏史跡だ

けでなく体験型観光や特産品といった他地域にない強みを作る必要がある。 

 

ウ 観光関連事業所数の推移 

事業所数をみると、観光産業を司る宿泊業・飲食サービス業の減少は著しく、平成 16 年から 26 年

まで減少し続けている。下表にあるように、事業所数は宿泊業、飲食サービス業ともに約 3 割の減少

である。1 事業所当たりの従業員数では宿泊業で平成 16 年に 6.0 人なのに対して平成 26 年には 7.8

人と増加している。飲食サービス業では平成 16年と 26年ともに 3.3人で増減はない。宿泊業の 90事

業所中 88は菅平エリアにあり、旅館数が減少する中、1事業所当たりの従業者数を増やすことで、合

宿・観光客の増加に対応していると考えらえられる。飲食サービス業が多いのは、上田市中心市街地

のベッドタウンとして活用されつつある真田町の南方の本原地区であり、観光客向けというよりは、

単身世帯や地元の労働者、会合等の利用が多いと考えられる。 

 

 

 

  

 

 

 

 

(2) 農業 

観光に続く真田町の代表的な産業が菅平エリアの高原野菜である。レタスとはくさいの 2 作物を出

荷しており、耕作面積はそれぞれ 213ha と 33ha(平成 27 年農業センサス)で、この 2 つで菅平エリア

の耕作地のほぼ全てを占める。特にレタスは県を代表する農作物である。標高約 1,300mの冷涼な気候

を利用して栽培されるレタスは軟らかく甘みがある。また、平地や温暖地にある産地と出荷時期を調

整でき、都市圏への流通立地にも優れ有利である。一方、標高約 600m の真田エリアに多いのはリンゴ

をはじめとした果樹と稲作である。農業においても知名度、売上が大きいのは菅平エリアである。 

昭和 45年に 2,060戸あった真田町の農家数は平成 17年までの 35年間で半減し、1,065戸となった。

さらに平成 27 年には 879 戸まで減少している。平成 17 年から 10 年間の減少率は 17.5％であり、減

少が加速している。耕地面積別では 0.5ha 未満の比較的小さい農家の減少が多い反面、2ha 以上農家

は増加しており、離農と耕地の集約がみられる。特に集約が目立つ菅平エリアでは大規模農家が高収

益の野菜を大量に生産して成功している例もある。また、菅平エリアの宿泊施設では畑を併設して採

れたての高原野菜を提供しているところも多い。 

真田町の農家のうち販売農家（経営耕地面積が 30a 以上又は調査期日前 1 年間における農産物販売

金額が 50 万円以上）269 戸に着目すると、下図のように農産物販売金額 500 万円未満が 67%を占め、

500 万円以上の区分は 500 万円ごとに 5％から 8%の割合である。5,000 万円～1億円の区分は 1戸で、

1億円以上は存在しない。販売金額規模の大きな農家は菅平エリアに集中している。 

 

宿泊業・飲食サービス業の事業所数及び従業者数 

  宿泊業 飲食サービス業 

  事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

平成 16 年 129 780 54 178 

平成 26 年 90 700 38 126 
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また、専業兼業の別については、専業農家と第 1 種兼業農家（農業所得を主とする兼業）を合わせ

て 160戸と 6割近くを占めている。後継者については販売農家の 54％に後継者がおらず、菅平エリア・

真田エリアともに過半数の農家に後継者がいない。 

課題は、菅平エリアでは農業と観光の共存である。限られた農地を収益性の高い合宿向けグラウン

ドに無秩序に転用してきたため、農地とグラウンドが入り乱れている。このため、夏の出荷時期の搬

送トラックとスポーツ観光客で混雑が生じる、グラウンド周辺の畑の作物に粉塵が飛散する、ウンカ

やコナガといった害虫が増加する等の問題が生じている。農家と宿泊施設の利害を調整し、グラウン

ドと農用地を区分した観光地づくりが求められている。その上で農業と観光が共存するグリーンツー

リズム・農村滞在型観光の推進を図る必要がある。また、レタスとはくさいという 2 種類の作物に特

化したための連作障害のリスクがある。一方、真田エリアで栽培しているりんごや米は長野県全域で

生産量が高く、地域や県を代表するような作物となっていない。地域や県を代表する作物づくりが課

題である。 

 

(3) 商工業 

ア 商業(卸売業・小売業) 

真田町は商業が活発といえる地域ではい。商圏人口は 1 万人程度と少なく、商店街は存在しない。

町民の多くが大手資本の進出する上田市中心市街地で買い物をしており、平成 27年の上田市の報告で

は、主に真田町で買い物をする世帯の割合(地元滞留率)は 6.1％しかない。町外からの消費の呼び込

みもわずかである。 

平成 26 年経済センサス基礎調査によると、真田町の事業所数は 64(平成 16 年は 79)、従業員数は

317 人(同 451 人)である。64 事業所の内訳は飲食料品小売業が 14、機械器具小売業が 9、他の業種が

数件ずつで、64 事業所の 43.8％が上田市中心市街地に近い本原地区に集中している。また、上田市の

統計によると、平成 19 年の真田町の年間商品販売額 623,833 万円に対して平成 24 年は 433,888 万円

と 30.4％減少している。後継者不在で廃業目前の店も多く、さらなる減少が見込まれる。また、公共

交通機関がバスのみのため、自動車は必須であり、高齢化による買物弱者が存在する。 

本原地区では平成 19 年から平成 24 年の年間商品販売額の減少が 3.6％と小さい。その理由は、従

来の大手スーパーマーケットやコンビニエンスストアに加えて、ドラッグストアの中規模店が平成 25

年に開店したためである。 

また、数は少ないものの、独自の品揃えで健闘している小規模小売店もあり、市外からの買い物客

を呼び込めている例もある。 

 

イ 工業 

 平成 16 年に 57 事業所、従業員数 674人から平成 26年には 61事業所、従業員数 756 人と増加して

いる数少ない業種である。従業者数 1～3 人程度の個人事業所と従業員数 20～30 人程度の比較的大き

な会社形態に 2分されている。なお、菅平エリアには製造業者はいない。 

42%

16%9%

6%

7%

5% 8%
7%

0%
農産物販売金額規模別農家数

50万円未満
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 大半は下請けで収益力が弱い。親会社の海外進出等の影響を受け受注が不安定であり、先行き不透

明である。また、産業構造がメーカー直結の輸送機部品が主力であるため、連携力が弱く、新産業成

長分野への進出もあまり見られない。しかし一方では、独自技術をもち、取引先のメーカーと強固な

関係をもつ事業所が全体の 1 割程度存在する。また、脱下請けを目指して自社製品をもつ企業も増え

てきている。 

 

ウ 建設業 

 建設業については、平成 16年に 72事業所、従業員数 285人であったのが、平成 26年に 50事業所、

従業員数 188 人と、事業所・従業員ともに約 3 割の減少である。菅平エリアには 3 事業所のみで、約

半数の 22事業所が本原地区にある。受注力のない事業所が大手の下請けとなる例が目立ち、特に土木

主体の企業は公共工事の大幅な減少により、規模縮小が相次ぎ工事能力が大幅に落ちている。職人の

成り手がいないのと育成する体力もないため業界全体が衰退していく懸念があり、特に職別工事業で

はこの影響が強い。他方で、建築工事主体で、元請から工法仕上がり等に評価を得て安定した業績を

あげている例もある。 

 

３ 上田市の総合計画(市町村の方向性) 

第二次上田市総合計画は、「まちづくりビジョン(平成 28年度～平成 37年度)」「まちづくり計画(平

成 28年度～平成 32年度)」「実施計画(毎年度見直し)」で構成されている。             

まちづくりビジョンでは「ひと笑顔あふれ 輝く未来につながる健幸(けんこう)都市」と将来都市

像がうたわれている。また、基本理念として「市民力、地域力、行政力、それぞれが役割を果たし、

協働のもと、町の魅力と総合力を高めます」と規定され、産業・経済の施策大綱として「誰もがいき

いき働き産業が育つまちづくり」と規定されている。 

 

まちづくり計画では、産業・経済の具体的な施策として以下が挙げられている。 

(1) 次代へつなぐ農林水産業の振興 

  「農林業の安定的な生産体制の整備と産地化の推進」 

  「地産地消の推進と都市農村交流による活性化」 

(2) 新たな価値を創造する商工・サービス業の振興 

  「安心して働ける環境づくりと雇用創出」 

  「賑わいと活力ある商業の振興」 

  「地域経済を牽引する工業(ものづくり産業)の振興」 

  「起業・創業支援と中小企業者の経営力強化」 

(3) 魅力ある観光地づくり 

  「おもてなしで迎える観光の振興」 

 

 また、第二次上田市総合計画では、真田地域の特性と発展の方向性が示されている。 

 (1) 全員参加の地域づくりの推進 

 (2) 魅力ある農業の成長産業化への推進 

 (3) 地域資源を生かした観光振興 

 (4) 地域の活性化に向けた交通ネットワークの整備 

 (5) 安心して暮らせる地域づくり 

 (6) 地域に根ざした生涯学習と生涯スポーツの推進 
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４ 商工会の役割 

(1) これまでの商工会の取組と課題 

ア 経営改善普及事業 

税務、労務、金融支援等を中心に、年 600 回余の個別支援を実施しているが、経営指導員の個々の

能力により個別に行われており、属人的であり、組織的に行われてきたとはいえず継続的支援に繋が

っていない。講習会等の集団支援も参加者が少なく、効果が薄い状況である。 
また、巡回支援が少なく、窓口支援が多く受動的な支援となっている。窓口支援では税務、記帳、

労務、金融等といった基礎的な支援の需要が多く、創業、経営革新等は大半が融資目的で必要に応じ

て支援をしている状況である。記帳代行が多いため確定申告期等繁忙期は他の支援が追い付かない場

合がある。 
 管内小規模事業者等の経営環境は非常に厳しい状況下にあり、抱える課題も複雑多様化しているた

め、従来の経営改善普及事業の支援のみでは、この厳しい状況を打破し持続的に発展できるための事

業者支援には至っていない。 

イ 地域振興事業 
「真田まつり」「お屋敷公園つつじまつり」「真田の里新そばまつり」等行政主体の地域イベント参

加協力が主体である。特に平成 28年度は NHK大河ドラマ「真田丸」放映により、上田市・上田商工会

議所と連携し関連事業に参加協力を行った。又、状況に応じ市内三商工団体連携事業として商業振興

（プレミアム商品券等）、工業振興（受発注システム構築、上田地域産業展等）事業を実施している。

菅平エリアと真田エリアで課題が異なるため、まとまった事業活動が行い難く、マンパワーや財政の

関係上、行政や他の団体との連携によるものが多く、単独事業は難しい。 

 
(2) 今後商工会に求められている役割 

 今後は、事業者が自ら計画経営を実践し経営力強化を図り、事業の持続的発展と創業・起業者等が

定着し、事業の継続ができるよう事業者に寄り添った支援をしていくことが求められている。商工会

は、地域に密着した総合経済団体であり、事業者にとって一番身近な支援機関である。県や町などの

行政はもとより、他の支援機関や専門家等との連携を一層密にし、小規模事業者への伴走型支援体制

の構築を図っていく。 

 

５ 小規模事業者の中長期的な振興のあり方(10年) 

上田市の総合計画を踏まえ、商工会のビジョンは以下のとおりである。 

（１） 小規模事業者の経営力強化と起業・創業支援 

ア 関係機関との連携による小規模事業者の経営力強化 

     事業所訪問や経営実態調査により地域経済の実情についてきめ細かな情報収集を行い、企

業のニーズを踏まえた支援を進める。また、専門家や上席専門経営支援員等関係機関との

連携、協力により、販路拡大などの取組を支援し、新たな市場・顧客の開拓を促進する。 

イ 起業・創業の促進 

     専門家や創業支援機関などと創業支援に向けた連携体制の構築を図る。創業者・第 2創業 

者のスムーズな事業スタートやその後の成長につながる支援を実施し、地域や社会のニー

ズに即した新たな産業の創出を図る。 

（２） おもてなしで迎える観光の振興 

ア 菅平エリアの一般個人客(外国人観光客含む)誘客に向けた施策の推進 

    行政並びに観光協会等と緊密に連携して支援体制を構築するとともに、個々の経営課題の

支援を進め、通年営業化を図る。 

イ 真田エリアの観光振興  

    「真田氏」ゆかりの地域資源の活用を促進することで真田エリアの観光地としての魅力を引 

き出し、集客・ブランド化を図る。 
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６ 本計画の目標と方針(5年) 

(1) 目標 

 上記の中長期的な振興のあり方を踏まえ、経営発達支援計画の目標を次のとおり設定する。 

ア 事業計画等の策定支援を通じ、経営計画への取組を推進し、小規模事業者の経営力向上を 

図る。 

イ 創業・第 2創業(経営革新)支援の強化を図り、地域社会に即した産業の創出を支援する。 

ウ 菅平エリアの観光業にけん引されている真田町の小規模事業者の発展に寄与するため、国際ス

ポーツ大会に伴う外国人観光客、一般個人客の受入れ体制づくりを支援する。 

 エ 真田エリアでは、2016 年の NHK 大河ドラマ「真田丸」放送による知名度向上の効果を一時的な 

ものとせず、観光客の定着を図る。 

 

(2) 目標達成に向けた方針 

ア 小規模事業者と支援者である経営指導員等が、同じ目線で事業所の置かれている状況、経営課

題、目標等を共有し認識した上で、計画経営に向けての事業計画書策定を支援し、課題解決お

よび目標達成に向けて、専門家や関係機関との連携を密にしながらフォローアップを行う伴走

型支援の実施により、小規模事業者の経営力強化を図る。 

 

イ 既存の小規模事業者が高齢化・後継者不在等により減少傾向にある中で、今後の地域商工業の

維持発展には、新たな担い手の創出が重要であり、創業者・第 2 創業(経営革新)者等が、地域

に密着し事業活動が継続していくための支援を強化する。 

又、工業に関しては県内東信地方の 10 市町村(上田市、小諸市、佐久市、千曲市、東御市、御

代田町、立科町、長和町、青木村、坂城町)が連携し、スケールメリットを生かして次世代の新

産業創出を目指す「東信州次世代イノベーションセンター」に参加し次世代産業創出・地域企

業支援を連携して推進する。 

 

ウ 真田町の基幹産業である菅平エリアの観光業の振興を重点事業と位置づけ、小規模宿泊事業者

の育成および環境整備を支援し、おもてなし力の向上による観光関連事業者の新たな販路拡

大・売上増大・客室稼働率向上につなげる。菅平エリアでの、2019 年ラグビーW 杯日本大会、

2020年東京オリンピック・パラリンピックの合宿地誘致を強力に推進する。 

 

エ 真田エリアでは、行政や各関係団体と連携して眠っている真田関連文化等の地域資源を活用し、

観光資源の再発掘を図ることで地域の活性化に資する。 
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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 

2 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(現状と課題及び改善方法) 

国・県・市等行政が行う人口動態や産業動向等の地域全体像を分析した統計数値や、金融機関や民

間等が行う調査結果についての情報収集、経営指導員の巡回・窓口相談等にヒアリングによる情報収

集や融資あっせん時に預かる決算書等により事業者の景況感の情報収集をしてきた。 

上記の情報については、整理・分析することはなく、巡回・窓口相談時に個別事業者へ参考材料と

して情報提供してきたのみであり、限定的な活用方法であった。小規模事業者の多くは、限られた人

材で事業運営をしているため、運営をすることが中心であり、独自で情報収集する機会も少なく、独

自の景況感のみで経営を進めていることが課題である。 

収集した情報を調査内容ごとに整理・分析し、小規模事業者に分かりやすく情報提供を行い、外部

環境の変化を認識した上で、経営戦略の方向性や事業計画策定の際有効活用できるようにする。 

（目 的） 
小規模事業者が管内の経済動向・観光実態を把握し、外部環境の変化を認識した上で今後の事業の

方向性や集客策等の参考資料として活用できるようにする。また、経営分析、事業計画策定の基礎的

データの参考にしてもらう。 

(1) 経営実態調査（新規） 

（対象者） 
真田エリア管内 26社(製造業 9、建設業 4、卸売業 5、サービス業 8)。 

（調査方法（手段・手法）） 

上田市で実施している「上田市経営実態調査」を活用する。上田市経営実態調査は、上田市が市内

の経済動向を把握するために 200 社を対象に夏と冬の年 2回実施・公表している調査である。結果は

グラフを多用した 20ページ以上のレポートで公表される。当商工会では調査対象のうち管内 26社を、

上田市の「経営実態調査票」を用いて聞き取り調査しており、調査には真田町の動向も反映される。 

又、ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）を活用し、データに基づいた地域の実情を把握、分析す

ることで調査企業以外の地域の動向等を調査に反映する。 

（頻度） 
年 2回(7月頃・11月頃)。 

（調査項目） 
 売上高等の動向(売上高・利益率の変化、変化の要因)、雇用状況(採用・退職状況、雇用見込み)、

設備投資(設備投資の実施状況、実施予定、課題)、資金調達の状況(十分に借入ができているか、借

入の予定、借入制度への要望)、今後の見通し等。 

（経営実態調査の分析手法、活用方法） 

 上田市と連携しグラフを多用したレポートにまとめ、売上高の変動等、市内事業者の動向を知る上

で有用な情報を豊富に記載する。併せて、ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）の「産業構造マップ」

よりデータに基づいた地域全体の産業現状を把握し、当商工会で周知・配布する他、窓口相談や巡回

訪問、会議の際にグラフ等の解説、背景にある経済情勢等の説明を行い、事業者が外部環境の現状・

変化を認識し、経営戦略や事業計画を策定する際に有効活用できるようにする。 

（提供方法） 
窓口相談・巡回訪問、各種会議時に配布・説明。SNS、ホームページによる情報発信。 

（効果） 

小規模事業者取り巻く景気動向等を把握し、小規模事業者が外部環境や経営状況、自身の立ち位置

を把握し、課題・戦略等への対応策の基礎情報として活用する。 
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(2) 観光実態調査（新規） 

（対象者） 
町内の観光施設、宿泊施設、交通機関。 

（調査方法・分析手法（手段・手法）） 

 長野県で実施している「観光地利用者統計調査」を活用する。観光地利用者統計調査は、長野県が

観光地利用者の観光地における利用状況及び観光消費額の実態を調査しているもので、県内 280の観

光地を調査し、年 1回公表しているが、地元行政は四半期ごとに調査しているため、この調査内容の

うち真田町に関するものを四半期ごとに行政から提供してもらい、四半期ごとに整理・分析し、年間

4 回公表することでタイムリーな情報提供を行う。この調査内容に加えて、ＲＥＳＡＳ（地域経済分

析システム）の「観光マップ」よりデータ基づいた地域観光の現状把握と観光施設・宿泊施設等での

聞き取りにより、観光客の増減要因、宿泊施設・運動施設の推移等より詳細な情報を小規模事業者に

提供し、今後の事業に活かしてもう。 

（頻度） 
四半期ごと 

（調査項目） 
長野県観光地利用者統計調査：観光客数(日帰り・宿泊別)、月別利用者数、年間観光消費額、観光

客の増減要因、宿泊施設・運動施設の推移(施設規模・施設用途別)、利用チーム数・利用者（合宿

目的別） 

（観光実態調査の活用方法） 
長野県観光地利用者統計調査を、当商工会で真田町の情報に整理・分析する。これにより、真田町

観光動向等の真田町独自の動向を小規模事業者に提供し、今後の事業計画に活かしてもらうことが可

能となる。 

（提供方法） 
窓口相談・巡回訪問、各種会議時に配布・説明。SNS、ホームページによる情報発信。 

（効果） 

小規模事業者取り巻く景気動向等を把握し、小規模事業者が外部環境や経営状況、自身の立ち位置

を把握し、課題・戦略等への対応策の基礎情報として活用する。 

 

（目 標） 

  現状 31年 32年 33年 34年 35年 

情報提供 

回数 

経営実態調査 0 2 2 2 2 2 

観光地利用者統計調査 0 4 4 4 4 4 
  

 

3 経営状況の分析に関すること【指針①】 

(現状と課題及び改善方法) 

金融、記帳・決算申告、労務、創業及び補助金申請等の相談業務の中で、必要に応じて収支・財務

分析等の現状分析を行っているにとどまっている。小規模事業者の多くは、経験値や感覚で経営を行

っており、数値で自社の経営状況を把握し、自社の分析を行うことの必要性・重要性を認識している

者は極めて少なく、適切な改善策を見いだせていないことが課題である。 

経営指導員も金融支援等必要性のある事業者のみに対応しており、自ら積極的に経営分析等を実施

することは少なく、本来の目的である計画経営を実施するための事業計画策定に向けた経営状況の分

析はしていない。 

商工会が提供するインターネット上の中小企業向け会計システム「ネット de 記帳」及び「ネット

de 記帳 決算専用入出力システム」を活用して、事業の財政状態・経営成績を客観的に把握するとと

もに収益性、安全性、効率性等の財務分析も実施する。加えて、ヒアリングによって非財務情報を把

握する。この結果を、持続的に事業が発展していくための計画経営に向けた事業計画策定につなげる。 
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(事業内容) 

「ネット de記帳」及び「ネット de記帳 決算専用入出力システム」を活用した経営分析（新規） 

（目 的） 

小規模事業者が、経営分析の必要性・重要性を理解したうえで、自社の経営状況を財務面及び非財

務面の両面から把握すること。 

（対象者） 

地域内小規模事業者 (特に意欲のある経営者)。 

（手段手法（活用ツール 等）） 

財務面の把握については、商工会が提供するインターネット上の中小企業向け会計システム「ネッ

ト de記帳」及び「ネット de記帳 決算専用入出力システム」を活用する。 

真田町商工会は「ネット de記帳」による記帳代行を 35事業所から請け負っており、長野県トップ

クラスである。従来は記帳の結果を税務申告用として利用することが多かったが、「ネット de記帳」

のシステムを用いた財務分析を実施し、事業者の財務状況を把握する。「ネット de記帳」を利用して

いない事業者に対しては決算数値を入力することで財務分析ができる「ネット de 記帳 決算専用入

出力システム」を用いて事業者の財務状況を把握する。創業者については決算数値をもっていないた

め、収支計画書や予測決算書に基づいて財務分析を実施する。 

また、非財務面については、財務情報では現れない経営資源(経営者のビジョン・考え方、事業の 

強み・弱み、外部環境、内部管理)をヒアリングによる SWOT分析によって把握する。  

（分析項目） 

財務指標：貸借対照表・損益計算書(3 期比較)、月別売上実績表、営業利益率、自己資本比率、資本

回転率、流動比率、当座比率 

非財務指標：経営者のビジョン・考え方、事業の強み・弱み、外部環境、内部管理 

（活用方法） 

分析結果は、自社の経営資源の内容・状況を認識し、課題解決や販路開拓・拡大に向けての基礎デ

ータとするとともに、小規模事業者の今後の事業計画に活かしてもらう。 

（提供方法） 

 巡回時や窓口相談時に分析結果を提供・説明するとともに、事業者が自ら分析できるよう支援す

る。 

（効果） 

小規模事業者と経営指導員が同じ目線で事業所の情報を共有した上で、事業の持続的発展のための

事業計画策定、計画経営に結びつけることができる。 

（目 標） 

  現状 31年 32年 33年 34年 35年 
経営分析 

事業者数 0 10 11 12 12 12 
 

4 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(現状と課題及び改善方法) 

金融機関からの借入、条件変更、補助金・助成金申請のための事業計画の策定支援を行っている。

多くの事業者にとって事業計画は補助金獲得や金融機関からの資金調達手段であるとの認識でしか

ないと感じている。また、支援者主導での計画策定に終始しており、実効性のある計画になっていな

いことが課題である。加えて、商工会において事業計画策定支援を受けられるとの認知度も低い。 

小規模事業者が自身の事業を持続的発展に向けるために、事業計画が重要であることを認識したう

えで、実効性の高い事業計画を策定し計画経営を実施できるよう支援をしていく。同様に、創業者に

は創業計画、第 2創業者には第 2創業計画を策定し、計画経営を実施できるよう支援していく。 
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(事業内容) 

(1) 事業計画策定セミナー（新規） 

（目 的） 

・商工会が事業計画・創業計画の策定支援を実施していることについて、認知度の向上を図る。 

・事業計画の必要性の理解を促すとともに、事業計画策定へ向けた意識付けを行う。 

 

（対象者（周知方法 等）） 

経営状況分析後、事業計画を策定し、計画経営への転換を図ろうとする経営者。 

（内容・講師） 

専門家、金融機関と連携して以下の内容でセミナーを開催する。 

・事業計画の必要性と効果 

・事業計画・創業計画の仕組みと作り方（事業計画のレベルに応じて経営計画つくるくん等を活用） 

（開催時期（回数）） 

年 2回。 

（成果） 

事業の持続的発展に向けて、事業計画の重要性を認識したうえで、実効性の高い事業計画を策定し

計画経営を実施する意識をもつことができる。 

 

(2) 事業計画策定支援事業（新規） 

（目 的） 

事業の持続的発展、安定成長につながる実効性のある事業計画の策定。 

（対象者） 

事業計画策定セミナー受講者および意欲ある事業者。計画経営実践に向けた事業計画を策定するた

め、経営分析により現状把握、経済動向および需要動向等の内容を理解している事業者を対象に行う。 

（手段手法（活用ツール 等）） 

 事業計画のレベルに応じて経営計画つくるくん等を活用し、経営指導員がヒアリングしながら、事

業主とともに事業計画を作成する。 

（支援内容） 

 事業計画が実現性の高い計画となるために、上記ツールを活用し、対象事業者の経営分析や需要動

向、課題、目標を明確にする。又、ライフサイクル(成長期・成熟期・衰退期)に合わせた事業計画策

定支援を実施する。 

（効果） 

勘による経営から脱却し事業計画に基づく事業の持続的発展、安定成長の実現を図ることができ

る。 

 

(3) 創業計画・第 2 創業計画策定支援事業（新規） 

（目 的） 

創業者・第 2創業者のこれまでの事業経験や現状の分析、将来の展望をまとめ、事業のスムーズな

スタートやその後の成長につながる実効性のある創業計画・第 2創業計画を策定する。 

（対象者） 

創業者・第 2創業者。 

（手段手法（活用ツール 等）） 

事業計画と創業計画は本質的に異なるものではなく、むしろ事業計画の一種と捉えられる。そこで、

事業計画書と同様に経営計画つくるくん等を活用し、経営指導員がヒアリングしながら、事業主とと

もに創業計画・第 2総合計画を作成する。 

（支援内容） 

 事業計画同様、上記ツールを活用し、対象事業者の目標、需要動向や競合、提供するサービス、資

金繰り、課題を明確にすることで、実現性の高い創業計画・第 2創業計画の作成を支援する。 
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（効果） 

創業計画に基づいて事業をスムーズにスタートさせ、その後の持続的発展、安定成長を図る。 

 

（目 標） 

  現状 31年 32年 33年 34年 35年 

セミナー 

開催回数  0 2 2 2 2 2 

セミナー 

参加者数  0 10 12 15 18 20 

事業計画 

策定数 0 5 5 5 6 6 

創業・第 2

創業計画 

策定数 
0 1 1 2 2 2 

 

5 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(現状と課題及び改善方法) 

これまで金融相談や補助金申請で作成した事業計画や創業計画については、策定後の支援をほとん

ど実施していないのが現状で、事業達成度が不明なのが課題である。事業計画策定者に対する支援タ

イムスケジュールをつくりタイムリーな支援を行う。 

 

(事業内容) 

(1) 事業計画策定後支援（新規） 

（目 的） 

事業計画策定支援を受けて、事業計画を策定した小規模事業者が、計画書を活用して持続的に発展

し、安定的に成長していくこと。 

（対象者） 

事業計画策定を行った小規模事業者。 

（手段手法（活用ツール 等）） 

中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム(＊)」等の支援ツールを活用し、計画と実際のギ

ャップを認識し、計画(plan)、実行(do)、評価(check)、改善行動(action)を繰り返すことで、PDCA

サイクルによる経営の定着を目標とする。 

事業計画策定事業者全てを対象とし、巡回訪問等により進捗状況の確認を行うとともに、評価・見

直しなどの必要な指導・助言を行う。策定後のフォローアップについては、計画策定後四半期に１回

行うこととし、専門的な支援が必要な場合は上席専門経営支援員や専門家と連携した支援を行う。又、

補助金・助成金・金融等各種支援施策についての積極的な活用を推進する。 

＊経営自己診断システム…財務分析・国内同業種の中小企業の中での位置づけ・経営危険度を分析す

るシステムで、全国の中小企業 200万社以上の財務データと自社のデータ

の対比が可能である。 

（効果） 

PDCAサイクルを定着させる。事業計画を軸に事業を安定成長させる。 

 

(2) 創業計画・第 2 創業計画策定後支援（新規） 

（目 的） 

事業計画策定支援を受けて、創業計画・第 2創業計画を策定した小規模事業者が、計画書を活用し

てスムーズに事業を開始し、創業後は持続的に発展し、安定的に成長していくこと。 

（対象者） 

創業計画・第 2創業計画策定を行った小規模事業者。 
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（手段手法（活用ツール 等）） 

 創業者・第 2創業者は事業計画策定後もすぐに創業に至らないことが多いため、四半期に 1回、進

捗状況を確認し、創業に至るための問題解決等の経営支援を行っていく。必要に応じて専門家や関係

機関と連携して問題解決を図る。創業後は上記の事業計画策定後支援と同様の支援を実施する。 

（効果） 

スムーズに創業するとともに、創業当初から PDCAサイクルを意識して経営に取り組む。 

 

 

（目標） 

 
現状   31年 32年 33年 34年 35年 

フォローアップ延べ

回数(事業計画) 0 20 20 20 24 24 

フォローアップ延べ

回数(創業計画・第 2

創業計画) 
0 4 4 8 8 8 

 

6 需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題及び改善方法) 

 現状では、地域の需要に関する体系的な調査等を行ったことはなく、個別相談時のヒアリング、専

門家・金融機関及び各種統計調査等のデータを活用し、需要動向を把握して参考にしている状況であ

る。多くの小規模事業者は、自身ができるサービス(役務や商製品)の提供に思いが傾注しており、顧

客の特性やトレンドにマッチングしているか不透明である。 

 需要の動向に関する調査・分析・情報提供を行い、既存サービスの改良・改善や新たなサービスの

提供を行うことによる販路開拓・拡大を支援するとともに、事業計画策定等における基礎情報として

活用できるようにしていく。 

 (事業内容) 

菅平エリア宿泊業の需要動向調査（新規） 

（目 的） 

菅平エリアのスポーツ観光は真田町をけん引する産業である。利用客数の季節変動が大きいのが特

徴で、夏と冬にはスポーツ合宿等で稼働率が 100%を超える一方、春と秋のオフシーズンは稼働率が

10%未満になる月も珍しくない。 

オフシーズンに菅平を訪れる観光客は夏と冬の観光客とは目的や年齢層も異なるが、伝統的に菅平

エリアはスポーツ目的の観光客の対応に特化している。このため、他の目的で訪れる観光客に対して

は受け入れ態勢が十分に整っているとはいえない。そこで、オフシーズンの観光客の顧客特性やトレ

ンドを見据えたサービス及びプランの提供を可能にするため、情報を収集及び整理・分析し提供する。 

想定される需要は菅平の豊かな自然を楽しむもので、山菜・キノコ採り、ハイキング、登山、釣り、

ツーリング、ドライブ、バードウォッチング、キャンプ、自然の中での恋活・婚活等である。ただ、

こうした想定と実際のかい離を調査したことはないため、宿泊業者の役務に対する消費者(観光客)の

ニーズを把握し、新たな役務や商品の開発、新たな需要の開拓に寄与する事業を行う。さらには、オ

フシーズンの観光客への役務やプランの提供に活用する。 

 (対象者） 

 オフシーズンに菅平エリアを訪れる観光客。 

 (調査方法・項目) 

菅平高原観光協会・菅平高原旅館組合と連携して、協力してもらえる宿泊施設にアンケート用紙を

配布する。アンケート内容は経営指導員が専門家や上席専門経営支援員と連携して作成し、以下の 3

項目とする。事業者が観光客にアンケートを記入してもらい、5事業所で 40件ずつ、合計 200件の回

収を行う。なお、毎年異なる事業者でアンケートを実施する。 
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項目 アンケート内容 

宿泊者の属性 年齢、性別、居住地、同行者、観光目的、観光情報の入手方法等 

宿泊施設の役務に関する

項目 

接客・設備・価格の満足度、料理の内容(味・量)、宿泊施設に望む

こと等 

菅平エリアに関する項目 
菅平エリアのイメージ、訪れた観光スポット、訪れた先の満足度、

土産物の内容・購入額、菅平エリアの観光で望むこと等 

 

（活用・提供方法) 

アンケート回収後、経営指導員が集計・整理を行い、専門家や上席専門経営支援員と連携し分析を

実施する。結果は各事業所へフィードバックし、個別に流行・し好・消費動向についてアドバイスを

行う。特に「宿泊施設の役務に関する項目」で挙がった宿泊者の意見を検討し、次の項「6．新たな

需要の開拓に寄与する事業」で事業者にとって具体的な成果となるよう支援する。 

（目 標） 

 
現状   31年 32年 33年 34年 35年 

支援事業者数 0 5 5 5 6 6 

標本数（１事業者あたり） 0 40 40 40 40 40 

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） 
現在は、個別相談事業者に対して、経営指導員が把握している情報から、小規模事業者が提供しよ

うとしているサービス(役務や商製品)に関して、相談支援を実施しているのみで、単発的であり効果

的な支援であるとはいいがたい状況である。小規模事業者の売上拡大等、目に見える成果につながる

支援を実施する必要がある。 

 (１)新たな観光メニューの促進(新規)：菅平スポーツフィジカルセラピー(菅平 SPT)等 

前述のとおり真田町の産業は観光業がけん引しており、観光産業関連の拡大強化を重点事項とす 

る。方法としては、前項で実施した需要動向調査の結果を踏まえ、宿泊事業者に対して、地域資源を

活かした観光メニューの促進を支援する。 

（事業内容）  

菅平エリアの旅館組合等が中心となって「菅平 SPT 協議会」を発足させ、平成 29 年から個々人に

適応する健康プログラムを提供する「菅平スポーツフィジカルセラピー(菅平 SPT)」を構築している。

菅平 SPTは、個々人の身体能力や目標に応じた健康プログラムを提供するサービスである。長年、多

様なスポーツのトレーニング合宿によって培われたノウハウを結集し、個人個人の「筋肉量、肥満度

(BMI)、基礎代謝量(BMR)、脂肪量、体水分量、推定骨量、筋肉バランス、筋肉質、体幹(バランス測

定)等」を測定して、継続的な改善指導を行う。 

また、プログラム開始時の測定結果で身体のウィークポイントを判定し、個々に設計された改善指

導を基に、豊富な運動メニューの中から最適の実施メニューを提案・指導していき、また、地産の高

原野菜等を活かした食事からの健康アプローチも取り入れていく。これにより SPTプログラムは、運

動・測定・食事メニューの総合的な見える化を図り、一人一人の健康改善・促進に向けた健康のトー

タル管理プログラムを目指す。 

＊主な SPTプログラムメニュー（3,000円） 

 身体測定メニュー（50分） 

■身長・血圧・体組成計・ジャンプメーター（垂直跳び）・トゥーキャッチ（足趾筋力） 

・スタンドステップ（下肢筋力）・全身反応   

■機能性チェック 5種目 （股関節、膝関節、股関節、肩関節、体幹） 

運動測定メニュー（30分） 

■スピードステップ（俊敏性）■ウエイトキャリー（筋持久力） 

■ターゲットチャレンジ（正確性）  

日常トレーニングメニューアドバイス（15分） 
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平成 30 年 9 月に上田市菅平高原アリーナがオープンした。この施設は、菅平エリアの中心に位置

する利便性のよい大型体育館で、この施設を活用してスポーツ選手はもちろん、一般人や企業の本格

的な受け入れを開始した。また、菅平 SPT協議会ではアスレチックやフィットネスフェスティバル等

のイベントを企画している。当商工会では菅平旅館組合と協力し、オフシーズン対策として菅平 SPT

や各種イベントを利用する宿泊客の増加を図る個々の事業所のホームページに SPTを掲載するよう支

援する。 

併せて菅平高原の豊かな自然を楽しむ（山菜・キノコ採り、ハイキング、登山、釣り、ツーリング、

ドライブ、バードウォッチング、キャンプ、自然の中での恋活・婚活等）観光メニューのホームペー

ジへの掲載も支援する。 

（支援方法） 

需要動向調査を実施後、分析した需要動向に沿って宿泊事業者に個別支援を行う。支援にあたって

は専門家や上席専門経営支援員とともに実効性のある販路開拓策を検討し、提供する。需要動向調査

で触れたように菅平高原の宿泊事業者にとって共通の課題はオフシーズン対策である。そこで、オフ

シーズンの誘客につながる観光メニューの PRを支援する。 

（対象者） 

需要動向調査を実施した菅平エリアの宿泊事業者等。 

 (手段) 

 事業者が菅平 SPT 利用者向け宿泊プラン等を HP 等で PR を図る際に、HP 等の個別診断と改善策の

提案(コンテンツの充実、見やすさ・使いやすさの向上、ネット環境整備等)を行う。 

（効果） 

菅平エリアの宿泊事業者が、新たな観光プランを効果的に PRすることで、オフシーズンの集客と

売上拡大を実現する。 

（目標） 
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項目 現状   31年 32年 33年 34年 35年 

SPT利用者数 

（1支援事業所あたり） 
0 5 10 15 20 25 

SPT利用者の売上増加額 

(1 支援事業所あたり)（千円)   
0 40 80 120 160 200 

SPT等ＨＰに掲載した 

支援事業所数 
0 5 5 5 6 6 

 ＊売上増加額：宿泊単価＠8,000×利用者数 

(２)PR活動支援(新規)：販路開拓のためのインターネット整備支援 

 現在、飲食業や宿泊業等サービス業の新規顧客獲得においてインターネットによる集客対策は必須

であるものの、効果的に行われていないことが多い。インターネット集客がうまくいかない、HPをリ

ニューアルしたが数字的な効果を把握できていない、何年も HP を更新していない、HP 診断をしたこ

とがない、そもそも HPがない等事業者はさまざまな課題を抱えている。 

（事業内容） 

事業者のホームぺージの課題、改善点、対応策を洗い出し、コンテンツを充実させるとともに使い

やすくすることで、インターネット経由の集客力の向上を図り、顧客獲得強化につなげる。具体例と

しては、2019 年ラグビーW杯日本大会、2020年東京五輪開催によって増加が見込まれる外国人客の獲

得に向けて HPを外国語対応にする等が考えられる。 

（対象者） 

 飲食業、宿泊業を中心とした管内サービス業事業者等 

(支援方法) 

 専門家と連携し HP 等の個別診断と改善策の提案(コンテンツの充実、見やすさ・使いやすさの向

上、ネット環境整備等)を行う。又、ＨＰが未整備な事業者には全国商工会連合会のホームページ作

成ソフト「ＳＨＩＦＴ」を活用しＨＰの開設・更新作業、電子公告などを自身で使えるようにする。 

（効果） 

個別の診断により各事業者の需要動向に沿ったサービスをＨＰでＰＲすることで、集客力の向上を

実現し新規顧客獲得につなげる。特に近々に開催される国際スポーツ大会に併せて、既存客層とは異

なる顧客を取り込み、段階的に収益向上を図る。 

（目標） 

項目 現状   31年 32年 33年 34年 35年 

ホームぺージ診断・改善件数 0 3 3 4 4 5 

ホームぺージ新規開設数 0 2 2 3 3 4 
売上増加率（1事業者あたり）

（％） 
0 1 2 3 4 5 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 8 地域経済活性化に資する取組 

（現状と課題及び改善方法） 

前述したように真田町の産業のけん引役は観光業である。この観光業を軸に地域の活性化に資する

取組みを実施する。菅平エリアはすでにスポーツ観光で一定の知名度を有し、毎年多くの観光客が訪

れる。今後、前述の通年営業化への取組に加え、行政等と連携して 2019年ラグビーW杯日本大会、2020

年東京五輪を機に観光客の増加を図る。 

一方、真田エリアは真田氏発祥の地といわれるものの、主要な真田関連史跡を有する上田市中心市

街地に比べてはるかに観光客が少ない。2016年の NHK大河ドラマ「真田丸」放送による知名度向上の

効果を一時的なものとしないため、行政等と連携して積極的に真田町の文化・魅力を発信し、観光客

の増加を図る。 

また、菅平エリアと真田エリアでは観光目的・産業・気候の違い、地理的な距離から双方の強みを

活かした相乗効果を生み出しにくいのが現状である。下記(1)(2)の参加者の意識共有と双方のエリア
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の観光資源の相互活用を図ることができるよう商工会がコーディネーターとしての役割を果たす。 

（事業内容） 

(1) 地域ブランド（菅平ブランド）確立の支援（新規） 
（目的） 
菅平エリアは 109面のグラウンドを有し、スポーツ合宿を中心に年間 100万人超の観光客が訪れる。 

特にラグビーは「合宿の聖地」とよばれるように、年間 800チームの利用があり、一定の知名度を有

している。特に夏合宿で多くの固定客がおり、全日本チームをはじめとしたトップチームの利用実績

も豊富である。2019年ラグビーW杯日本大会、2020 年東京五輪に向けて外国チームの誘致活動を行っ

ているが、外国人客や一般個人客への対応が遅れており、特に小規模宿泊事業者には喫緊の課題とな

っている。 

上田市で「上田市菅平高原キャンプ地誘致委員会」が設立され、この組織を中心に官民一体となっ

て、キャンプ地誘致活動を展開しているところであり、当商工会としても委員として連携を強化し、

地域経済の活性化に寄与していく。 

 

＊上田市菅平高原キャンプ地誘致委員会 

 ・目 的 

2019年ラグビーワールドカップ日本大会開催に向け、そのキャンプ地として上田市菅平高原が認

定されること、又、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会キャンプ地としてのスポ

ーツ合宿誘致も推進する。 

・構成員 

委員長に菅平高原観光協会、副委員長に信州上田観光協会、理事 11名、監事 2名、会員 14名の

合計 29名からなる組織。事務局は上田市国際キャンプ地誘致推進室。 

 ＊理事の所属団体：(一社)菅平高原観光協会、(一社)信州上田観光協会、上田市、長野県観光

部、長野県上田地域振興局、上田商工会議所、(一社)長野県ラグビーフッ

トボール協会、上田市ラグビーフットボール協会、長野県ホテル旅館組合

会上小支部、(一社)菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、(一財)上田市

体育協会 

 ＊監事の所属団体：東日本旅客鉄道㈱上田駅、(一財)上田市体育協会 

・事業内容 

目的達成のための調査研究、企画立案、施設整備、広報活動、組織拡大、国等関係機関への要望

活動等 

 

（事業内容） 

ア 地域ブランドの向上・シティ PR 

   日本におけるラクビーの聖地としての不動の地位を守りつつ、世界のトップアスリートが集

うキャンプ地をして、飛躍し、上田菅平高原を国際的に売出す機会とする。 

イ 経済効果を有効に活用 

   世界各国からの選手・関係者のみならず多くのファン・サポーターが来日し、菅平はもとよ

り上田市全体への経済効果をもたらし、国内外からのスポーツキャンプ地としてのメディア

を通じた注目を集めることにより、総合的に上田市全体の活性化に貢献する。  

ウ 国際交流の推進・異文化交流への目覚め 

   国の代表する、本物のアスリート・スポーツ選手と上田市の児童生徒を中心に交流する事で、

国際教養・異文化交流を学ぶ機会とする。  

エ ラクビーを身近に知る 

   イギリスの名門校から生まれた紳士のスポーツである、ラクビーを通して伝えられる中世騎

士道精神により“マナー”を重視したラクビー競技が持つ独特の文化「One For All. All For 

One」に見られる、協力、協調性、チームワーク、選手主体の考えるスポーツから学ぶ団結
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力を学ぶ。 

(手 段（参画者と商工会の役割）) 
「上田市菅平高原キャンプ地誘致委員会」の一員として地元商工会としても誘致活動の一翼を担う

べく積極的に委員会活動に参加する。商工会の役割としては、菅平エリアの小規模宿泊事業者に対

し、事業計画策定支援、需要動向調査、新たな需要開拓支援を通じ事業者の経営力強化を図り収益

向上に繋げて地域全体の底上げを行う。 
(効果) 
 世界的にラグビーの「SUGADAIRA」の認知度が高まり、利用者の増加につながるとともに、ラグビ

ー・スキー以外のスポーツでも利用できる充実した施設が存在することを国内外に発信できる。菅

平エリアで 1万人の観光客の増加と 3億円の観光消費額を見込む。 

(2) 真田エリアの地域活性化支援（継続） 
（目的） 
真田エリアでは、平成 28 年 NHK 大河ドラマ「真田丸」の影響により、真田氏関連史跡・施設を訪

れる観光客の増加がみられた。例えば、真田氏歴史館の入館数は平成 27 年度に例年の 2 倍、平成 28

年度には 4 倍に増加している。しかし、平成 29 年度からの月別入館数をみると例年のペースを上回

っているものの、平成 27 年度のペースには達していない。真田エリアの観光客の減少を食い止める

とともに、いかに地域を活性化していくかが課題となる。 

真田エリアでは毎年 8月に「真田まつり」が開催される。商工会長が実行委員長を務める「真田ま 

つり実行委員会」の一員として商工会が運営にあたり、町内の交流促進はもとより地元真田文化の再

発見と承継の機会とするとともに、町外に向けて真田の魅力を知ってもらう PR の場とし、地域の活

性化に寄与する。 

 

＊真田まつり実行委員会 

・構成員 

  委員長に真田町商工会、副委員長に真田地域協議会及び真田地域自治センター、実行委員 10 名、 

監査委員 2名。 

＊委員の所属団体：真田町商工会、真田地域協議会、真田地域自治センター、信州うえだ農業

協同組合真田支店、真田地域自治会連絡会議、真田地域小中学校、上田市

消防団、上田交通安全協会真田部会、真田町商工会青年部、真田地域長寿

会、真田まつり応援隊、真田町商工会女性部、幸村街道会  

＊監査委員の所属団体：真田町商工会女性部、幸村街道会 

 

（手段（参画者と商工会の役割）） 
毎年 8月に行われる真田町最大の祭りである真田まつりに行政や各関係団体と連携して積極的に参

加する。この祭りは昭和 60 年度に放映された NHK 大型時代劇「真田太平記」を記念してスタート

したもので、平成 30年で 34回目となる。実行委員長は商工会長が務め祭りの運営にあたる。祭り

では、信州真田六文銭太鼓・真田三代子供神輿・民謡流し・地域ゆかりのアーティストによるライ

ブ・特産品販売・花火等を行う他、真田氏ゆかりの長谷寺、山家神社、真田氏歴史館でも催しが行

われる。 

（効果） 
参加者は例年 7千人前後のところ、NHK大河ドラマ真田丸の放映や祭り内容の充実により、平成 29

年の参加者は 8千 5百人であった。真田丸放映による知名度向上の効果を一過性のものとせず、地

域住民だけでなく近隣市町村からの来場・観光客の増加につなげるよう今後も取り組んでいく。 
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Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

1 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

(1) 現状と課題 

現在も支援機関との情報交換を目的とした会議を開催してはいるが、開催頻度が少なく、得

た情報に関して職員全員が共有できる仕組みになっていない。今後は、情報交換に関する開

催頻度を増やし、関係を密にすることで、連携によった支援力向上を図る。また、他支援機

関が開催する会議にも積極的に参加し、高度な先進事例や効果的支援方法などのノウハウを

蓄積し、職員間でその情報を共有し職員個々の支援力向上に繋げる。 

(2) 内容 

ア 「上小グループ」との連携（拡充） 

(ｱ) 商工会中期マスタープランに従い、隣接する上小地区 4 商工会（上田市商工会、東御市

商工会、長和町商工会、青木村商工会）と連携を組み、平成 26 年度より「上小グルー

プ」を設置し、相談に対して経営指導員の派遣を行い、協力して相談にあたることや、

月 1 回のグループ会議において相談案件の共有を行なっており、互いの商工会職員が保

有する貴重な知識と経験及び情報を得る場となっている。 

これからも密な連携を取り、互いに切磋琢磨することで支援力向上に結びつけるため、

月 1 回であったグループ会議の開催頻度を多くし、よりスピーディーな情報共有と課題

解決を図り、連携をより密なものとしていく。 

(ｲ)目標：2ヶ月に 3回のグループ会議 

(ｳ)効果：より的確な支援による経営力向上 

イ 「上田商工会議所」・「上田市商工会」との連携（拡充） 

(ｱ)上田商工会議所と上田市商工会で上田市内三商工団体として連携事業を行っており、商業

ではプレミアム商品券発行事業、工業では上田地域産業展、受発注システム構築事業等を

行い、随時情報交換も行っている。 

今後もさらなる交流・情報交換を活発にするべく、随時、三商工団体と連携し市への商

工業施策要望等も活発に行い、市内の商工業振興に努める。 

(ｲ)目標：月１回の情報交換 

(ｳ)効果：個々の団体では実施困難な事業実施による波及効果 

ウ 行政・公的支援機関・金融機関との連携（拡充） 

(ｱ)定期的に行っている上田市地域経済雇用合同連絡会議に参加し、市内の経済雇用情勢の

情報交換を行っており、引き続き積極的に参加し各機関の施策を掴み管内小規模事業者

にフィードバックする。 
参加団体：上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工会、県信用保証協会、八十二銀行、

上田信用金庫、県中小企業団体中央会、県上田地域振興局、上田公共職業安定所、

県労働雇用課、県東信労政事務所、上田職業安定協会、上小労働者福祉協議会、

市各自治センター、市雇用促進室、市商工課 

(ｲ)目標：実施会議の全参加 

(ｳ)時期：5・8・2月 年 3回実施 

(ｴ)効果：情報の多様化による支援の幅拡充 

エ 地元金融機関との連携（拡充） 

(ｱ)当会独自ではマンパワーに乏しいため、八十二銀行神科支店、上田信用金庫神科支店、日

本政策金融公庫長野支店と随時連携し、地域金融機関からは日頃の営業によって多くの商

工業者と接している渉外担当者と管内商工業者に関する情報交換を行う。公庫とは年２回

のマル経協議会への参加、上田商工会議所で行っている定期相談会に参加し金融メニュー

等情報交換を密に行う。 

今後は、金融支援だけではなく小規模事業者の持続的発展に寄与する事業計画支援等も

連携して行っていくため、更に連携を深め、事業計画策定支援に対する効果的作成方法

等の情報交換も行う。 
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(ｲ)目標：週１回地元金融機関と情報交換、年 2回の公庫会議の参加 

(ｳ)効果：効果的な資金供給と個々の小規模事業者の経営動向の共有  

2  経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1) 現状と課題 

現在は職員個別の長野県商工会連合会及び労働保険事務組合連合会のＯＦＦ－ＪＴが主体で

あり、職員同士の情報共有が乏しく、職務担当レベルに留まっており総合力に欠ける。 

(2) 改善方法 

職場内ＯＪＴを常時実施することで、職員間の情報共有を密にして総合力をアップする。 

(3) 目標 

ワンストップ（常時）窓口となる。 

(4) 資質向上について 

ア 職員個々のスキルに応じて長野県商工会連合会等が主催する研修会に積極的に参加し、金

融や財務、税務だけではなく、経営革新計画認定、事業承継、中小企業支援施策などの専

門的分野を受講し、各分野に精通した知識を成熟させ、経営指導員等の能力向上を図る。 

（県連主催研修会受講、全国連ＷＥＢ研修受講、県連専門分野グループ研修等） 

イ 「経営支援センター上小グループ」において相談案件の共有・検証を継続することにより、

グループ内で支援に必要な知識、情報、効果的な支援方法などのデータが蓄積でき、同様

の相談に対して、解決に至るまでの短期化や、さらに高度な解決方法を模索することが可

能になる。また、定例会議の頻度を増やし（月１回）現在進行形の案件についても情報の

共有や検証を行い、より案件についての理解を深める。さらに、上席専門経営支援員と連

携することで更に経営指導員等の資質向上につなげる。 

ウ 専門家派遣制度等を用いての支援には、必ず経営指導員等が同行・同席し、専門家が行う

高度・効果的支援など、そのノウハウを現場で習得する。 

(5) 組織内での共有体制 

支援現場等で習得した知識・情報・支援内容・支援結果等は、各職員が組織にフィードバッ

クし、職域を問わず、職員全員が共有できるようにする。（月 1 回経営指導員が座長となり

職員勉強会を実施）その結果を基に、小規模事業支援システムによりデータ化し、事業所ご

との経営状況や支援内容・結果を職員全員が共有することによりＯＪＴ効果を高め、商工会

職員全体のスキルアップを図る。また、商工会においては職員の異動もあるので、経営状況

や支援内容を県連提供の小規模事業者支援システムの経営カルテによりデータ化し財産に

することで赴任した職員がより迅速に小規模事業者等の支援に対応できるようにする。 

3  事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

  現状、評価者は役員・総代会であり、専門的な評価者の不在が課題で、評価に精通した第三者

に参加してもらうことで改善され、事業評価が客観的になり結果的に小規模事業者に対する支

援計画がより有効となる。 

(1) 事業評価及び見直しに関する実施方法 

本計画を毎年成果と課題を検証しながら、以下の方法により評価・検証を行う。 

ア 毎年度総会前の役員会において外部有識者（中小企業診断士、上田市役所等）、及び長野

県商工会連合会と合同で評価見直し検討会を開催し、事業の実施状況、成果の評価・見直

しを行い、これを総代会において報告し公表、又、常時地域の小規模事業者が閲覧できる

よう商工会館に備え、商工会ＨＰでも公開する。 
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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 30年 11 月現在） 

(1) 経営発達支援事業の実施体制 

 

          

会 長 

          理 事 会 

               
    

            

          
事務局 

経営指導員 １名 

（総務主幹） 

補助員    １名 

一般職員   １名 

    
 

      

                

 

○事業総括責任者  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 3名【経営指導員 1名、補助員 1名、一般職員 1名】 

○事業遂行責任者 総務主幹（経営指導員）  

 

(2) 連絡先 

 真田町商工会 

 〒386-2201 

 長野県上田市真田町長 7199-1 

電話:0268-72-4050  

Fax:0268-72-4051 

E-mail:sanadaci@avis.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanadaci@avis.ne.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

     
(単位：千円) 

  
平成 31 年

度 

平成 32 年

度 

平成 33 年

度 

平成 34 年

度 

平成 35 年

度 

必要な資金の額 500 500 500 500 500 

  

事業計画策定支援 

事業費 
150 150 150 150 150 

 
  

 
  

 
  

    
 

  
 

  

需要動向調査事業費 150 150 150 150 150 

          

  
新たな需要の開拓に

寄与する事業費 
200 200 200 200 200 

（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、上田市補助金、事業受託費、手数料 

（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 

2   地域の経済動向調査に関すること 

 連携内容：経営・観光実態調査 

 連 携 者：上田市商工課、真田地域自治センター産業観光課 

3   経営状況の分析に関すること 

 連携内容：「ネット de 記帳」及び「ネット de 記帳 決算専用入出力システム」を活用した経営分  
      析 
 連 携 者：長野県商工会連合会  

4  事業計画策定支援に関すること 

 連携内容：事業計画策定セミナー、事業計画策定支援、創業計画・第 2創業計画策定支援 

 連 携 者： 長野県商工会連合会、八十二銀行神科支店、上田信用金庫神科支店、日本政策金融公

庫長野支店 

5  事業計画策定後の実施支援に関すること 

 連携内容：事業計画策定後支援、創業計画・第 2創業計画策定後支援 

 連 携 者： 長野県商工会連合会、八十二銀行神科支店、上田信用金庫神科支店、日本政策金融公

庫長野支店 

6  需要動向調査に関すること 

 連携内容：菅平エリア宿泊業の需要動向調査 

 連 携 者：菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、長野県商工会連合会 

 

7  新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 連携内容：新たな観光メニューの促進事業 

 連 携 者：菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、菅平 SPT協議会、長野県商工会連合会 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

１ 連携内容：地域ブランド（菅平ブランド）確立 

   連 携 者：菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、上田市国際キャンプ地誘致推進室、真田地域

自治センター産業観光課 

２ 連携内容：真田エリアの地域活性化支援 

連 携 者：真田地域自治センター産業観光課 

 

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 

連携内容：情報交換等連携強化 

 連 携 者：経営支援センター上小グループ、上田商工会議所、上田市商工会、上田市商工課、 

八十二銀行神科支店、上田信用金庫神科支店、日本政策金融公庫長野支店 

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

連携内容：研修受講、職員間情報共有システム構築 

 連 携 者：長野県商工会連合会、経営支援センター上小グループ 

 

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 

連携内容：評価見直し検討会開催 

 連 携 者：長野県商工会連合会、上田市、中小企業診断士 
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連携者及びその役割 

１ 連 携 者 上田市商工課（真田地域自治センター産業観光課）課長 宮島 裕一（課長 桜井 浩） 

    住  所 長野県上田市大手 1-11-16（長野県上田市真田町長 7178） 

  電話番号 0268-22-4100（0268-72-4330） 

  役  割 地域の経済動向調査 

       地域ブランド（菅平ブランド）確立 

       真田エリアの地域活性化支援 

       他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の情報交換 

       事業の評価及び見直しをするための仕組み 

  効  果 既存の市調査の有効活用と行政との連携強化による実施体制構築  

       事業評価におけるチェック機能構築 

２ 連 携 者 長野県商工会連合会（長野県商工会連合会東信支所） 会長 柏木 昭憲 

    住  所 長野県長野市中御所 131-10（長野県小諸市三和 1-2-9） 

  電話番号 026-228-2131（0267-25-3727） 

  役  割 経営状況の分析 

事業計画策定支援 

       事業計画策定後の実施支援 

       需要動向調査 

新たな需要の開拓に寄与する事業 

       経営指導員等の資質向上等 

       事業の評価及び見直しをするための仕組み 

  効  果 長野県商工会連合会マスタープランの有効活用（上席専門経営支援員、専門家派遣事

業等）による実施体制強化とチェック機能強化 

３ 連 携 者 上田商工会議所 会頭 栁澤 憲一郎 

    住  所 長野県上田市大手 1-10-22 

  電話番号 0268-22-4500 

  役  割 他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の情報交換 

  効  果 市内三商工団体の幹事団体により更なる連携体制強化 

４ 連 携 者 八十二銀行神科支店 支店長 木下 信 

    住  所 長野県上田市古里 46-15 

  電話番号 0268-27-1182 

  役  割 事業計画策定支援 

       事業計画策定後の実施支援 

       他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の情報交換 

  効  果 相互の企業情報交換を密にすることで本事業の円滑な実施体制構築 

５ 連 携 者 上田信用金庫神科支店 支店長 篠原 大 

    住  所 長野県上田市住吉 287-4 

  電話番号 0268-25-3737 

  役  割 事業計画策定支援 

       事業計画策定後の実施支援 

他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の情報交換 

  効  果 相互の企業情報交換を密にすることで本事業の円滑な実施体制構築 

６ 連 携 者 日本政策金融公庫長野支店 国民生活事業 事業統括 井上 和則 

    住  所 長野県長野市三輪田町 1291 

  電話番号 026-233-2141 

  役  割 事業計画策定支援 

       事業計画策定後の実施支援 
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       他の支援機関との連携を通じたノウハウ等の情報交換 

  効  果 相互の企業情報交換を密にすることで本事業の円滑な実施体制構築 

 

７ 連 携 者 上田市国際キャンプ地誘致推進室 室長 小林 修 

    住  所 長野県上田市大手 1-11-16 

  電話番号 0268-22-4100 

  役  割 地域ブランド（菅平ブランド）確立 

  効  果 「上田市菅平高原キャンプ地誘致委員会」の事務局による連携強化により本事業の円

滑な実施体制構築 

 

８ 連 携 者 菅平高原観光協会 理事長 松本 規男／菅平高原旅館組合 組合長 金井 由造／     

菅平 SPT 協議会 会長 桑田 雅之 

    住  所 長野県上田市菅平高原 1223-1751 

  電話番号 0268-74-2003 

  役  割 需要動向調査 

       新たな需要の開拓に寄与する事業 

地域ブランド（菅平ブランド）確立 

  効  果 「上田市菅平高原キャンプ地誘致委員会」の母体団体かつ菅平エリアの主要団体との 

連携強化により本事業の円滑な実施体制構築 

 

９ 連 携 者 上田市商工会 会長 久保山 修 

    住  所 長野県上田市上丸子 950 ファーストビル２階 

  電話番号 0268-42-2213 

  役  割 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 

  効  果 市内三商工団体の一員としての更なる連携を強化し実施体制強化 

 

10 連 携 者 経営支援センター上小グループ センター長 小野澤 三七男 

    住  所 長野県小諸市三和 1-2-9 

  電話番号 0267-25-3727 

  役  割 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 

経営指導員等に資質向上等に関すること 

  効  果 長野県商工会連合会マスタープランに基づく支援体制強化と構築 
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連携体制図等 

Ⅰ 経営発達支援事業に内容 

１ 地域の経済動向調査に関すること 

  真田町商工会    上田市商工課、真田地域自治センター（経営・観光実態調査分析連携） 

２ 経営状況の分析に関すること 

  真田町商工会    長野県商工会連合会（ネット de記帳システム連携） 

３ 事業計画策定支援に関すること 

  真田町商工会 

      

八十二銀行・上田信用金庫・日本政策金融公庫（セミナー開催、計画策定協力） 

       

長野県商工会連合会（上席専門経営支援員、専門家活用によるセミナー開催、

事業計画策定） 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること 

真田町商工会   八十二銀行・上田信用金庫・日本政策金融公庫（フォローアップ協力） 

 

         長野県商工会連合会（上席専門経営支援員、専門家活用によるフォローアッ

プ対応） 

５ 需要動向調査に関すること 

  真田町商工会    菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合  （調査協力） 

            長野県商工会連合会（上席専門経営支援員、専門家活用） 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  真田町商工会     菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、菅平 SPT協議会 （事業協力） 

            長野県商工会連合会（上席専門経営支援員、専門家活用） 

             

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

  真田町商工会  上田市国際キャンプ地誘致推進室 

（上田市菅平高原キャンプ地誘致委員会の事務局として連携） 

菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合（同誘致委員会の母体団体として連携） 

真田地域自治センター（菅平ブランド構築連携、真田エリアの地域活性化連携） 

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 

  真田町商工会   経営支援センター上小グループ（同グループ検討会議への参加） 

           上田商工会議所、上田市商工会（市内三商工団体連携会議への参加） 

           上田市商工課（上田市地域経済雇用合同連絡会議への参加） 

           八十二銀行、上田信用金庫、日本政策金融公庫（会議参加、随時情報交換） 

２ 経営指導員等に資質向上等に関すること 

  真田町商工会   長野県商工会連合会（研修受講） 

           経営支援センター上小グループ（知識共有） 

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 

  真田町商工会   長野県商工会連合会（見直し検討会議への参加） 

           上田市       （     〃     ） 

           中小企業診断士等専門家（   〃     ） 
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