
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
松本市波田商工会（法人番号 ５１００００５００６１４３ ） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日（５年間） 

目 標 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地区小規模事業者の経営状況の分析により実態把握をし、持続的な経営発展を 

図れる経営計画の策定を支援する。 

 また、地区小規模事業者の事業計画策定後の実施を伴走型で支援することによ 

り、売上や収益を持続的に確保できる企業体質づくりを支援し、商工業者数を現 

状維持に保つ。 

２．松本市西部地域における生活拠点という地の利を活かし、創業・第二創業（経 

営革新）・第三創業（事業承継）を支援し、創業者を増やす。 

３．異業種のネットワーク化やコミュニティイベントを通じ、販路開拓・賑わいづ 

 くりを支援し、商工業者数を現状維持に保つ。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．地区の実情を踏まえ、松本市西部地域における生活拠点としてのコンパクトシ 

  ティづくりを支援する。 

 ２．地域ブランドの創出と商品開発を支援する。 

３．通過観光客に対する誘客事業の開発を支援する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．景気動向調査の実施 

２．巡回による経営課題抽出 

 ３．経営分析に関するセミナーの開催 

 ４．事業計画作成に関するセミナーの開催 

 ５．経営革新・事業承継に関するセミナーの開催 

 ６．創業希望者へ創業塾などのセミナーの開催情報の提供と創業希望者の掘起こし 

 ７．巡回による事業計画策定、経営革新実施・事業承継実施事業所の掘起こしと伴走 

型支援 

 ８．事業計画策実施フォローアップセミナーの開催 

 ９．巡回による事業計画実施フォローアップ支援 

 １０．創業３年以内の小規模事業者に対するフォローアップ支援 

 １１．地区内での新商品開発消費者ニーズ調査の実施 

１２．業種別市場の需要動向調査の実施 

１３．業種別市場の消費者ニーズ調査の実施 

１４．業種別市場のトレンドや需要動向に関するセミナーの開催 

１５．工業製品の展示会への出展支援 

１６．建築業・造園業など職別工事業のネットワーク構築による販路開拓・受注支援 

１７．商取引用ＷＥＢの開設支援 

１８．コミュニティイベントの開催支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．アルピコ交通上高地線「波田駅」周辺と商店街活性化支援 

２．新たな道路開通に伴う商業環境の変化への対策支援 

３．地域の特産農産物を使用した商品開発支援 

４．地区の自然環境を活用した商品開発・レジャー開発支援 

５．上高地の玄関口：アルピコ交通上高地線「新島々駅」周辺の活性化支援 

連絡先 

〒390-1401 長野県松本市波田１００９８番地 

松本市波田商工会 

        Ｅ‐ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｍｈａｔａ．ｓｃｉ．ｊｐ 

            ＴＥＬ：0263‐92‐2246  ＦＡＸ：0263‐92‐5999 



1 
 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

Ⅰ．松本市波田地区の現況 

 

１．松本市波田地区の概要 

  波田地区は、松本盆地の西部で梓川の右岸に位置する。 

  明治７年に上波多村・下波多村・三溝村が合併し「波多村」が誕生し、昭和８年には村の平

和と水田の豊かさを希求して「波田村」となり、その後の人口増加と町制を敷く体制が整い、

昭和４８年に「波田町」となった。 

  平成２２年３月に松本市と合併し現在に至っている。（平成２９年８月１日現在：松本市の総面

積９７８．７７㎢、総人口２４０,５０９人） 

  波田地区は、面積５９．４２㎢、西側に鉢盛山を抱える山間地域が８０％近く占めており、その北

東には自然が作り出した河岸段丘と扇状地で形成されており、居住地や耕作地となっている。 

  北側には梓川が流れ、西側には黒川渓谷があり、下流域に豊かな水資源を供給している。 

  居住地には、国道１５８号線とアルピコ交通上高地線が東西に走り、松本市役所波田支所・公

民館・市立病院・保育園や学校関係、文化体育施設など多くの公共施設を擁し、居住者にとっ

て便利な地区となっている。 

  耕作地には、古くから灌漑用堰が開削されており、梓川で取水された水が３方向に運ばれ、

松本平西部地域一帯にのどかな田園風景を作り出している。 

 

 ●波田地区の位置関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１） 
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２．人口と世帯数の動き 

  波田地区は、アルピコ交通上高地線の駅が６ケ所あることや、車で松本市街地まで３０分程

度で移動できるなど交通の利便性があり、豊かな自然がありながら生活のための基盤がある程

度整っていることから、人口は順調に伸びてきた。 

就業人口から見ると「農業の町」から、「ベットタウンの町」へ変化してきている。 

 

 ●総人口・高齢化率・世帯数の推移                  （単位：人・％・戸） 

項  目 昭和５０年 
平成２２年３月 

平成２９年５月 
松本市との合併時 

総人 口  ９,４２８ １５,３３０ １５,７４６ 

高齢化率  － ２３．７ ２８．２ 

世帯 数   ２,３３９ ５,３９６ ６,０５９ 

 

●就業人口の推移                           （単位：人・％） 

就業人口 
昭和５０年 平成２２年１０月 平成２７年１０月 

人 口 構成比 人 口 構成比 人 口 構成比 

第１次産業 １,４６７ ３０.０ ９６２ １２.４ ８４７ １１.０ 

第２次産業 １,６１２ ３３.０ ２,１０３ ２７.１ １,６６０ ２１.７ 

第３次産業 １,８１４ ３７.０ ４,６８６ ６０.５ ５,１６８ ６７.３ 

計 ４,８７９ １００.０ ７,７５１ １００.０ ７,６７５ １００.０ 

 

３．地域産業の状況 

（１）農業の状況 

   過去から恵まれた自然環境と肥沃な大地を活かし、農業の生産基盤整備を進め農業振興を

図ってきた。 

   主な農産物としては、昭和２０年代から下原地籍で始まった「スイカ」で、長い日照時間と

昼夜の気温差が大きいため、糖度が高くシャリ感のある「スイカ」が生産され、昭和５０年代

から生産量が急増し「下原スイカ」という名で特産品となった。 

   現在では、農協合併後の平成８年に銘柄統一により、「ＪＡ松本ハイランドスイカ」となっ

て販売されているが、生産者直売では生産地域限定であるため、依然として人気を集めて高

値で取引されている。 

   また、「リンゴ」、「モモ」、「ナシ」などの果樹栽培も盛んで、生産農家数では「スイカ」を

上回っており、「リンゴオーナー制度」の取組みもなされている。 

 

（２）商業の状況 

   当地区の商業は、任意組合の商店街組織「昭和町商栄会」、「本町商和会」が存在し、その

商店街同士が隣り合わせとなっている。 

   アルピコ交通上高地線「波田駅」周辺と商店街を除くと、地区内に店舗が点在している状

況であり、住宅密集地でも商店が廃業したことにより、日常の買物に支障をきたしている地

籍も存在している。 

   昔は松本市街地の商店街や大型店で買物をする傾向が顕著であったが、近年では当商工会

に隣接する松本市郊外・山形村・安曇野市に郊外型の大型ショッピングセンターが進出し、

購買力の地区外流出に拍車をかけている状況にある。 

また、後継者不在のために小売業の廃業が目立っている。 
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 ●地元滞留率の推移                            (単位：％) 

項  目 平成９年 平成１５年 平成２１年 平成２７年 

地元滞留率  ２８.９ １７.７ １３.１ ７.８ 

 

 ●買物する業態の推移                           (単位：％) 

項  目 平成９年 平成１５年 平成２１年 平成２７年 

一般小売店 ２６.１ ８.０ １１.４ １１.７ 

中小スーパー ９.３ ６.２ ８.５ ２.３ 

大規模スーパー ３２.０ ４６.５ ３９.０ ２８.５ 

コンビニエンスストア ０.３ ２２.５ ３０.１ ４６.７ 

ディスカウントストア ８.０ ０.４ ０.２ １.４ 

デパート ２４.０ １６.１ １０.８ ９.４ 

 

（３）工業の状況 

   当地区の工業は、製造業では従業員規模が３０人未満の小規模なもの（平成２９年４月時点の

従業員規模２０人未満の小規模事業者：２９事業所）がほとんどであり、その多くが下請企業の

ため、親企業の動向に左右されやすく、製造部門の海外シフトの影響を全面に受けている。 

   工場の立地も自然発生的で分散しており、工場を住宅の隣地に建設したため住宅地と混在

し、進入経路が狭いことや工場用地の拡張ができない状況にある。 

   建設業においては、公共工事を中心に受注してきたため、景気低迷と公共事業の縮小によ

り事業規模の縮小・廃業が進んだ状況である。 

   過去から苗木生産が盛んだったことから、緑化木関連の造園業・緑化木卸売業・緑化木小

売業が多いことと、大工工事業・左官業・建具製造業などの住宅関連の職別工事業が多いこ

とも、当地区の特色となっている。 

 

（４）観光業の状況 

   当地区には一般的な観光地と呼ばれる場所・施設がないため、観光業は地域を代表する産

業とは言えないものの、上高地・乗鞍高原・飛騨高山と松本・安曇野という有名観光地を結

ぶ国道１５８号線が当地区を東西に走っていることから、通過観光客を相手とした土産物品店・

そば店・飲食店が赤松地籍に集中し立地している。 

   「仁王尊股くぐり祭り」、「松本水輪花火大会」などの地区イベントは、地区外からの来訪

者も多く、短期間であるが貴重な観光資源となっている。 

 

 

Ⅱ．松本市波田地区の商工業などの課題 

 

１．波田地区の商工業者数の推移                     (単位：事業所) 
業種 

年度 
建設業 製造業 卸売業 小売業 

飲食店 

宿泊業 

サービス

業 
その他 計 

平成１８年４月 ９３ ４７ ９ ９１ ８１ ４８ ７２ ４４１ 

平成２４年４月 ６７ ３５ ８ ７０ ７０ ４４ ８８ ３８２ 

平成２９年４月 ６６ ３３ ８ ６６ ６３ ４２ ８５ ３６３ 
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２．波田地区の小規模事業者数の推移 

 (単位：事業所) 

年 度 平成１８年 平成２４年 増減数 

小規模事業者数 ３６３ ３２２ △４１ 

 

３．商工業者の業種別課題 

（１）商業の課題 

   典型的な「郊外型ショッピングセンター」対「小規模小売店舗」の構図の中で、地区内に

は大型店がないため、買物客の「地元滞留率」の低下は深刻で、地区内商業の低迷は顕著で

ある。 

   行政とのプレミアム商品券事業や、ポイントカード事業にもいち早く着手し、コミュニテ

ィイベントを開催しているが、地区内商業の低迷を引き上げるまでには至っていない。 

   若者世帯・子育て世帯の多くは、松本市郊外・隣村に建設されたショッピングセンターで

の買物が中心となっている。 

   地元での買物客の多くは高齢者であり、中には交通弱者も見受けられるため、消費者ニー

ズを的確に捉え、商品の品揃えやサービスの充実などの個々の店舗の魅力向上と、バリアフ

リーの商業環境の整備など個店の取組みとともに、商店街全体での取組みが課題となってい

る。 

   また、後継者不足による廃業後の空き店舗の存在も顕在化しているが、店舗併用住宅のた

め十分に活用されておらず、活用可能な物件を有効活用した商店街の魅力向上による誘客も

課題となっている。 

 

（２）工業の課題 

製造業や中規模建設業においては、事業主・経営者の高齢化が進展しているため、事業後

継者や若い社内人材への事業承継への支援や、高度な技術化やグローバル化した経営環境を

乗切るための経営革新への支援など、個々の事業所に対する個別支援が課題となっている。 

また、松本市の都市計画マスタープランが制定され、県による都市計画決定と線引きによ

り、住居地域に混在する工場については、今後それに対する対応も課題となってくる。 

地区の人口が順調に増加していたため、営業力がなくても一定の受注が確保できていた、

緑化木関連の造園業や大工工事業・左官業などの職別工事業においては、大手ハウスメーカ

ーの営業激化、施主の可処分所得の減少による建設費を抑制するため狭い敷地の規格建売住

宅などの台頭により、受注減・販売不振が今後顕著に表れるため、個社の営業力の強化・地

区内の業界が一体となったＰＲや共同受注・新たな需要を求めた販路開拓・などが課題とな

っている。 

 

（３）観光業の課題 

   国道１５８号線沿線のそば店・飲食店や土産物品店においての一番の課題は、通過観光客を

いかにして取込むかにある。 

   個店の改装・リニューアル、新商品・メニューの開発など個店の魅力向上が必要であると

ともに、自然環境や特産品の有効活用やイベント実施により、観光客が立ち止まり滞留でき

る仕掛けづくりも課題となっている。 

   通過観光客の取込みについては、小規模事業者が個店で実施しても効果が上がらず、地域

の小規模事業者が結束して努力しても非常に困難であるため、行政や地区の公的団体が支援

する体制づくりと、商工会による官民一体となった事業全体のコーディネート機能の発揮が
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課題となっている。 

 

４．地域活性化への課題 

  平成２２年３月に波田地区が松本市に合併したことにより、平成２５年３月に都市計画マスタ

ープランが改正され、新しく加わった波田地区の将来像が追加された。 

  都市計画マスタープランでは、波田地区を「美しい田園・河岸段丘に育まれた西部地域にお

ける生活拠点」と位置づけている。 

鉄道駅周辺は医療・福祉施設や学校施設、商業施設が立地した生活の中心機能の維持・充実

を図るとともに、郊外は活力ある農業のまちとして農地の保全と営農環境の整備を図り、居住

環境と調和したまちを形成することを、まちづくりの方針としている。 

  波田地区では、中部縦貫自動車道の開通とインター開設など大型の公共投資も進められてお

り、県を跨いだ広域観光ルートに位置し交通の要衝となる反面、既存の街通りへの影響が大き

いことが想定される。 

平成２９年1月に集約型都市を実施するための計画「立地適正化計画」の審議会において、都

市機能集約区域として波田地区を含み８ケ所が示された。 

今後は、松本平西部地域の生活拠点としてのコンパクトシティづくりのための土地利用・拠

点地区の振興と、地域環境の保全による「まちづくり」事業の推進が課題となる。 

  また、通過観光客の誘客による波田地区の賑わいづくりのため、地域ブランドを創出し確立

することも課題となっている。 

 

５．松本市の総合計画 

  松本市の「第１０次総合計画（平成２８年～平成３２年）」の中で、 

基本目標３「安全・安心でささえあいの心がつなぐまち」において、地域づくりの推進とし 

て「人口減少社会における地域活力の確保のため、少子化対策や移住定住の促進に取り組む。」

と記載されている。 

基本目標５「魅力と活力あふれにぎわいを生むまち」において、「創業・事業承継支援の推進 

に取り組む。」としており、商工団体、金融機関、行政・民間団体等と連携した一体的な伴走型

の相談・支援に取り組んでいくと記載されている。 

 

６．商工会の現状と課題 

（１）商工会の現状とこれまでの取組み 

   当商工会は、経営改善普及事業と地域振興事業を車の両輪として、地区内唯一の総合経済

団体として行政と連携し、積極的に事業を展開してきた。 

   商工業振興や地域活性化への課題があるため、会員・地域住民からの期待により、平成 

２２年３月の行政合併以降も、「波田町商工会」から「松本市波田商工会」として単独で活動を

続けている。 

   平成２６年度から、支援事業の高度化を目指し、周辺地域の朝日村・山形村・筑北村・麻績

村の４商工会と「経営支援センター筑摩野グループ」を組織して、長野県商工会連合会とと

もに広域支援体制を執っている。 

   また、プレミアム商品券事業、広域観光対策事業、道路対策事業などの地域問題や地域振

興事業については、松本商工会議所の本所・支所とも連携し対処している。 

 

 

 



6 
 

  ●平成２８年度：経営指導員の指導内容                                  （単位：件） 

区 分 
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 合 計 

巡 回 １２ １６３ １ ２０ ５３ ２１ ７ ０ １０１ ３７８ 

窓 口 ２４ ３１５ ３ ４９ ３１９ １２８ ７ ０ １０８ ９５３ 

創 業 ０ ７ ０ １ １ ０ ０ ０ １ １０ 

合 計 ３６ ４８５ ４ ７０ ３７３ １４９ １４ ０ ２１０ １３４１ 

 

  ●平成２８年度：筑摩野グループによる指導内容                          （単位：件） 

区 分 
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 合 計 

巡 回 １ ９ ０ ２ ０ １ ０ １ ０ １４ 

窓 口 ４ ７ ０ ０ ０ １ １ ０ ２ １５ 

創 業 ０ １７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １７ 

合 計 ５ ３３ ０ ２ ０ ２ １ １ ２ ４６ 

 

  ●平成２８年度：講習会等の開催状況 

集団指導：補助金活用セミナー   （１回： ３名参加） 

         消費税軽減税率対策講習会（２回：１５名参加） 

                  地域ポイントカード研修会（２回：２２名参加） 

         建設部研修会      （２回：１２名参加） 

         地区防災セミナー    （１回： ４名参加） 

         青色税務研修会     （２回：２２名参加） 

         法人税務研修会     （２回：５２名参加） 

    個別指導：経営計画作成セミナー  （２回： ９名参加） 

         補助金活用セミナー   （１回： ５名参加） 

         一日公庫相談会     （１回： ２名参加） 

個別決算指導会      （３回：５９名参加） 

 

  ●平成２８年度：筑摩野グループによる講習会等の開催状況 

集団指導：青年部経営塾      （１回：１４名参加） 

消費税軽減税率対策講習会（２回：２１名参加） 

    個別指導：一日公庫事業      （１回： ６名参加） 

 

  ●その他の主な活動内容 

年 度 内      容 

平成５年～ ポイントカード事業発足（現在継続活動中） 

平成１７年～ コミュニテイベント:街角イベント事業発足（現在継続活動中） 

平成１９年～ 
観光施設指定管理者事業（加工食品試作品ＰＲコーナー併設） 

（現在継続活動中） 

平成２１年～ プレミアム商品券事業（平成２７年度も実施） 

平成２２年～ 特産加工品づくり事業 

平成２７年～ 小規模事業者持続化補助金支援 

平成２８年～ ネットde記帳による自計化支援事業 
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（２）商工会の課題 

   これまでの当商工会の事業は、経営改善普及事業と地域振興業務の二本立てで構成されて

いた。 

   地区の小規模事業者に対する経営改善普及事業も、金融・税務・労働などの経営一般の基

礎的な支援業務が中心で、経営革新・創業などの一歩踏み込んだ支援事業の比率が低い状況

にあり、窓口支援が多く受動的なものであった。 

こうした状況の中で、経営革新・事業承継に関して、創業者から２代目・２代目から３代

目への事業承継の事案が多くなってきている。 
また一方で、事業承継したいが後継者が存在せず廃業せざるを得ないケースも多くなって 

きている。 
継承者にとっても、従来のままの業態や企業経営では、先行き不透明感を払拭できないた 

め、この機会に経営革新も併せて実施したい要望もある。 
創業支援については、当地区だけでは一定の参加者が集まらないため、県・市で開催する 

創業塾への参加を促すに留り、個別支援での関与であった。 
   また、行政合併後は、地区で唯一の公的団体として、商工業者のみならず地域住民からも

地域のイベント事業などの地域振興事業についての期待が多く寄せられている。 

当商工会の職員体制は、常勤職員３名・臨時職員２名の５名体制である。 

   平成２９年度は、事務局長１名・経営指導員１名・補助員３名の職域で、事業を推進してい  

るため、支援事業については中小企業診断士・税理士などの専門家との連携や、近隣商工会と

のグループ指導体制を執りながら対処している。 

   しかし、これまでは経営指導員が経営改善普及事業の金融業務の担当、税務・労働保険適

用などは補助員が携わるという暗黙の役割分担ができていたため、全体のレベルアップに支

障をきたしていた。 

   そのため、個人の支援能力の向上のための研修時間の確保・情報を共有する時間の確保が

課題となっている。 

 

（３）商工会の課題改善の方向性 

これからは限られた職員体制で、地区小規模事業者の継続的発展に向けた伴走型の支援業

務を実施するため、全職員が支援業務に携わるという意識改革と資質の向上が必要となる。 

   周辺の５商工会で構成する経営支援センター筑摩野グループによるグループ指導体制や、

長野県商工会連合会シニア上席専門経営支援員を有効活用することにより、業務の効率化を

図るとともに既存事業の見直しによる再構築をしながら、新規事業に取り組み、小規模事業

者の事業計画に基づく持続的発達を達成させる。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の今後の目標（１０年） 

 

１．小規模事業者に対する中長期的な振興の基本方針 

（１）経営発達支援事業 

   前述した、松本市総合計画基本目標５及び当地域の状況と課題等を踏まえ、商工会として 

は、従来までの経営改善事業や創業・事業承継はもとより、伴走型支援により小規模事業者

の持続的発達に注力する。 

地区内の公共団体・公的団体・金融機関・専門家等の各方面の支援機関と連携しながら、

小規模事業者を取巻く経営環境を把握した後、地区小規模事業者の経営状況の分析による実
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態把握と巡回により支援対象事業所の掘起こしを図り、伴走型の経営発達支援事業を展開し、

売上や収益を持続的に確保できる企業体質づくりを支援する。併せて創業支援・経営革新支

援・事業承継支援を実施する。 
 
（２）地域経済の活性化に資する取組 

松本市総合計画基本計画目標３及び当地域の状況と課題等を踏まえ、当地域の地理的、公

共施設の充実等好条件を生かし、移住定住を核とした生活拠点としてのコンパクトシティを

目指し当地域の「まちづくり」に注力していく。 
中部縦貫自動車道の開通とインター開設等に代表される地域の重要課題に対処しながら、

上高地・松本城・安曇野・木曽・飛騨高山を結ぶ広域観光の要衝に位置していることを活か

し、小規模事業者の新たな事業機会を創出する。 
さらに、公立の小中学校・高等学校・私立大学・市立総合病院が存立し、私鉄電車の駅が

点在し中心市街地への利便性がありつつ、豊潤な自然環境も同時に有するという地区特性を

踏まえ、超少子高齢化社会における地方移住や、松本市西部地域における生活拠点としての

コンパクトシティとして市内や近隣生活者の集住を目指し「まちづくり」事業を推進するこ

とで、地域商工業の持続的発展を図る。 
 
２．本計画の目標（５年） 

（１）経営発達支援事業 

①地区小規模事業者の経営状況の分析により実態把握をし、持続的な経営発展を図れる経営

計画の策定を支援する。 

また、地区小規模事業者の事業計画策定後の実施を伴走型で支援することにより、売上や

収益を持続的に確保できる企業体質づくりを支援し、商工業者数を現状維持に保つ。 

②松本市西部地域における生活拠点という地の利を活かし、創業（創業者）・第二創業（経営

革新）・第三創業（事業承継）を支援し、創業者を増やす。 

  ③異業種のネットワーク化やコミュニティイベントを通じ、販路開拓・賑わいづくりを支援

し、商工業者数を現状維持に保つ。 

 

（２）地域経済の活性化に資する取組 

  ①地区の実情を踏まえ、松本市西部地域における生活拠点としてのコンパクトシティづくり

を支援する。 

  ②地域ブランドの創出と商品開発を支援する。 

  ③通過観光客に対する誘客事業の開発を支援する。 

 

３．本計画の目的達成に向けた方針 

（１）経営発達支援事業 

  ①巡回や各種セミナーの開催を通じて、小規模事業者の経営分析・ＳＷＯＴ分析等を行い、

事業計画に反映させるよう支援し、巡回を通じ事業計画の実施をフォローし、実現可能で

やり遂げることができる経営計画の見直しをサポートしながら、強い企業体質づくりを伴

走型で支援する。 

  ②巡回や各種セミナーの開催を通じて、創業希望者・経営革新希望者や事業承継希望者を掘

り起こし、専門家による研修会を開催しながら、個別巡回により支援する。 

  ③異業種のネットワークを構築し、消費者ニーズ調査など需要動向を把握し、地域に風土に

あった新商品の地域市場への提案や、小規模事業者の有志による実行委員会を組織し、コ

ミュニティイベントを開催し新規顧客・固定客の獲得など販路開拓を支援する。 
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（２）地域経済の活性化に資する取組 

  ①松本市西部地域における生活拠点としてのコンパクトシティづくりのため、波田地域づく

りセンター・波田まちづくり協議会並びに波田地区町会連合会と連携し、まちづくり事業

を推進する。 

  ②地域の特産農産物を利用した商品開発と、地域の自然環境を活用した商品開発やレジャー 

   開発を推し進める。 

  ③通過観光客に対し、ノルディックウォーキングやハイキングなど、手軽に楽しめるスポー

ツやレジャーなど誘客事業を開発し事業化することで、上高地の玄関口でありアルピコ交

通の終着駅である「新島々駅」周辺の活性化を図る。 
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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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域の経済動向及びサービスの需要動向や支援ニーズを情報収集・分析することにより、小

規模事業者の経営環境の実態や業界の動向と支援ニーズの把握を行う。 
これまでも実施していたが、精度に欠ける面があったことや結果の公開がされていなかった

ため、地区の小規模事業者の経営課題を把握することで、小規模事業者が経営戦略・経営計画

を作成する際に有効活用できるようにする。 
また、より多くの小規模事業者に経営戦略・経営計画作成の参考として活用してもらうため、

ホームページ・会報などを利用し公開する。 
 
（１）景気動向調査の実施 

①目的と概要 
経営支援の基礎資料とするため地域の景気動向を四半期ごと調査・分析する。 
調査結果は会報・ホームページ等により公開し、情報提供していくとともに、活用方法に

ついても提案する。 

  ②調査対象：１５事業所（建設業２事業所・製造業２事業所・卸売業１事業所・ 
                 小売業４事業所・飲食業２事業所・サービス業４事業所） 

③調査項目：前月との売上状況比較 
向こう３ケ月の売上見込みとの比較 
前年同月との売上・経営業績全般の比較 
売上・経営業績全般の状況と翌年同月の予想との比較 
設備投資の有無と翌年度の設備投資の予想 
経営上の問題点 
業況判断に関する情報提供 

④回収率目標：９５％（巡回による聞取り調査で回収率を向上させる。） 
  ⑤そ の 他：本調査結果とともに中小企業庁・長野県中小企業振興センター・金融機関が実

施、公表している景気動向に関するレポートも整理し、計画策定時に活用する。 
⑥目  標                            （単位：回／事業所） 

 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

調査回数 ０ ４ ４ ４ ４ ４ 

対象事業所業所 ０ １５ １５ １５ １５ １５ 

公表回数 ０ ４ ４ ４ ４ ４ 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

これまでは、投資計画の相談時や金融相談時のみに経営指標による経営分析をするに留まっ

ていたが、小規模事業者の持続的発展に向け、経営課題の洗出しに必要な経営実態の把握のた

めに、経営指導員はじめ全職員が、日頃より小規模事業者の経営の特徴、経営者の経営方針や

将来ビジョンを巡回・窓口相談時に収集する。 
また、巡回や各種セミナーの開催を通して小規模事業者の財務分析（収益性分析・安全性分

析・生産性分析・損益分岐点分析）やＳＷＯＴ分析を行ない事業計画へと反映させる。 
専門的な課題などについては、長野県中小企業振興センター・まつもと工業支援センター・ 

 中小企業診断士・税理士・経営革新等認定支援機関などから専門家の派遣を受け、個別巡回方

式によりサポートする。 
 
（１）巡回による経営課題の洗出し 

①目的と概要 
 確定申告相談時に税務相談のほか、今後の経営方針策定に関する相談時間を確保し、基礎 
資料として机上での財務分析と非財務分析を実施後、巡回により情報提供と経営課題につ

いて洗出し、今後の事業計画作りに反映させていく。 
  ②対象事業所：税務支援・金融支援・労働保険支援・記帳継続指導の小規模事業者 

③目  標 
事業所数 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

財務分析等実施事業所 ３ ３０ ３０ ３０ ４０ ４０ 

巡回訪問事業所 ０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

計 ３ ８０ ８０ ８０ ９０ ９０ 

経営課題洗出し目標事

業所（経営分析の数） 
０ １０ １０ ２０ ２０ ２０ 

 
（２）経営分析に関するセミナーの実施 

①目的と概要 
外部の専門家を招聘し、経営分析の重要性や具体的な手法について研修会を開催し、事業

計画策定を目指す小規模事業者の掘起こしや気づき・動機づけと、小規模事業者の能力向

上を図る。 
  ②開催回数：年１回 
  ③開催時間：２.５時間（質疑応答含み）×１回コース 計２.５時間 
  ④参加目標：毎年１０事業所 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  小規模事業者の事業計画の策定に関しては、これまで商店街診断による集団指導、各種の補

助金活用や金融相談などの機会に、補助金や運転資金・設備資金の獲得を目的として、短期計

画として個別に取組んでいた。 
こうした状況の中で、事業承継の事案が多くなってきている。また一方で、事業承継したい

が後継者が存在せず廃業せざるを得ないケースも多くなってきている。 
従来のままの業態や企業経営では、先行き不透明感を払拭できないため、事業承継時に経営

革新も併せて実施したい要望もある。 
創業支援については、当地区だけでは一定の参加者が集まらないため、県・市で開催する創

業塾への参加を促すに留り、個別支援での関与であった。 
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これからは、小規模事業者が持続的な経営発展を図れるよう経営課題を解決するため、上記

１の地域の経済動向調査、上記２の経営状況の分析と、需要動向調査を踏まえて、より具体的

で実現可能な事業計画の策定支援を行う。 
高度専門的な経営課題等については、長野県中小企業振興センター、まつもと工業支援セン

ター、中小企業診断士・税理士・経営革新等認定支援機関などから専門家の派遣を受け、個別

巡回方式により伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 
 
（１）事業計画作成に関するセミナーの開催 

①目的と概要 
外部の専門家を招聘し、事業計画の作成の重要性や具体的な立て方について研修会を開催

し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘起こしや気づき・動機づけと、小規模事業者

の能力向上を図る。 
  ②開催回数：年１回 
  ③開催時間：２.５時間（質疑応答含み）×４回コース 計１０時間 
  ④参加目標：毎年１０事業所 
 
（２）経営革新・事業承継に関するセミナーの開催 

①目的と概要 
外部の専門家を招聘し、経営革新・事業承継の重要性や具体的な進め方について研修会を

開催し、経営革新や事業承継を目指す小規模事業者の掘起こしや気づき・動機づけと、小

規模事業者の能力向上を図る。 
  ②開催回数：経営革新セミナー 年１回 
        事業承継セミナー 年１回 
  ③開催時間：経営革新セミナー ２.５時間（質疑応答含み）×３回コース 計７.５時間 
        事業承継セミナー ２.５時間（質疑応答含み）×４回コース 計１０時間 
  ④参加目標：各セミナー 毎年１０事業所 
 
（３）創業希望者へ創業塾などのセミナーの開催情報の提供と創業希望者の掘起こし 

①目的と概要 
   当地区だけでは対象者数に限りがあり、費用対効果により単独での開催は難しいために、

創業希望者や創業後３年以内の小規模事業者を掘起こして登録し、県・市・市商工会議所・

周辺市町村の商工会などで開催する創業塾やセミナーの開催情報の提供をし、創業希望者

を掘起こす。 
   創業塾等セミナー参加者に対し、個別巡回方式によりサポートすることで、支援効果を高

めて小規模事業者の持続的発展を図る。 
  ②周知の方法：巡回・ホームページ掲載 
  ③対象事業所と目標：創業希望者 毎年２事業所 

 
（４）巡回による事業計画策定、経営革新実施・事業承継実施事業所の掘起こしと伴走型支援 

①目的と概要 
   上記（１）事業計画作成セミナー・（２）経営革新・事業承継に関するセミナーの参加者を

対象として、事業計画の策定・経営革新・事業承継をやり遂げることができるよう、その

事業所の経営課題や対応策を検討しながら個別巡回方式によりサポートする。 
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  ②目  標                          
事業所数 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

事業計画策定セミナー 

（回数／参加事業所数） 
０ 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

事業計画策定数 ０ ５ ５ ５ ５ ５ 

経営革新セミナー 

（回数／参加事業所数） 
０ 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

経営革新計画策定数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

事業承継セミナー 

（回数／参加事業所数） 
０ 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

1回/ 

１０事業所 

事業承継計画策定数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

創業計画策定数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

これからは、松本市西部地域における生活拠点という地の利を活かし創業者が定着し、円滑

な経営革新や事業承継が進み廃業が減少するよう、専門家を招聘し座学のセミナーのみならず

個別対応方式により、相談者のあらゆる段階の悩みに合わせて伴走型の支援を実施する。 
事業計画の策定が完了した小規模事業者に対し、個別巡回方式により四半期毎に進捗状況を

確認することでＰＤＣＡサイクルが定着するように支援する。 
また、経営発達に必要な資金需要に応えるため、日本政策金融公庫・信用保証協会による相

談機会も併設するなどし、「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用できるよう支

援する。 
 
（１）事業計画実施フォローアップセミナーの開催 
  ①目的と概要 

外部の専門家を招聘し、ＰＤＣＡサイクルの進め方について研修会を開催し、小規模事業

者が自立して事業計画が推進できるよう能力向上を図る。 
また、事業計画を進める上での資金相談・税務相談などのため、公的金融機関、中小企業

診断士や税理士との個別相談会も併せて行う。 
  ②開催回数：集団セミナー 年１回 
        個別相談会  年１回 
  ③開催時間：集団セミナー ３時間（質疑応答含み） 
        個別相談会  ３時間（１事業所当たり３０分程度） 
  ④参加目標：集団セミナー 毎年１０事業所 
        個別相談会  毎年１０事業所 
 
（２）巡回による事業計画実施フォローアップ支援 

①目的と概要 
   上記３で事業計画策定した小規模事業者に対して、作成した計画の進捗状況の確認・計画

を進める上での問題点などを洗出し、やり遂げることができるような計画に見直すことを、

個別巡回方式によりサポートする。 
  ②対象事業所：事業計画策定事業所 ５～１５事業所 
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  ③目  標：巡回数 年４回（四半期毎）              （単位：事業所・回） 
 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

事業計画策定事業所 ０ ５ １０ １０ １５ １５ 

巡 回 数 

（フォローアップ回数） 
０ ２０ ４０ ４０ ６０ ６０ 

 
（３）創業３年以内の小規模事業者に対するフォローアップ支援 

①目的と概要 
   創業３年以内の小規模事業者に対して、作成した計画の進捗状況の確認・計画を進める上

での問題点などを洗出し、やり遂げることができるような計画に見直すことを個別巡回方

式によりサポートする。 
  ②対象事業所：創業３年以内の小規模事業者 ２～６事業所 
  ③目  標：巡回数 年４回（四半期毎）              （単位：事業所・回） 

 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

創業計画策定事業所 ０ ２ ４ ６ ６ ６ 

巡 回 数 

（フォローアップ回数） 
０ ８ １６ ２４ ２４ ２４ 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

これまでは、投資計画の相談時や金融相談時のみに需要動向を活用するのみであったが、小

規模事業者の持続的発展に向け、日経テレコン・日経ＭＪ新聞・雑誌から消費者の動向やトレ

ンドなどの情報を有効活用できるように収集・整理補完し、経営指導員の巡回・窓口相談を通

して小規模事業者の事業計画の策定時に反映させる。 
 
（１）地域内での新商品開発消費者ニーズ調査の実施 

  ①目的と概要 

   当地区には地区を代表する手土産や商品がないため、菓子・豆腐などの製造小売り業を営

む小規模事業者に対して、地域特産の野菜・果物・山菜を活用した新商品の開発について

支援する。 

   試作品をコミュニティイベント(街角イベント)において提示し、消費者からニーズ調査を

実施し、新商品開発時に反映させる。 

  ②実施回数：年２回 

  ③調査方法：イベント来場者の試食し感じた感想をアンケート調査する。 

     品などについてアンケート調査などを実施する。 

商工会：アンケート項目の設定・集計・分析を支援 

事業者：アンケートの配布・回収 

  ④調査項目：商品の提示価格・味・土産品としての妥当性・商品の特異性・デザインなど 

  ⑤調査対象：イベント来場者 各回５０人 年間１００人 

  ⑥活用事業所：食品製造小売業等の小規模事業者 

  ⑦活用方法：調査結果を集計分析し、新商品開発計画に反映させる。 

  ⑧活用目標：毎年５事業所 

 

（２）業種別市場の需要動向調査の実施 

  ①目的と概要 
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   製造業・金属加工業等の個社情報について、親会社の有無・マーケットの国際化など特性

が違うため、企業の設備内容や受注状況など一応把握されてはいるものの、その企業の持

つ技術レベルは把握し切れておらず需要開拓には生かされていない状況であった。 

今後は、技術能力やレベルを把握した上で、市場の技術力・品質・コスト・納期を整理す

るための調査を実施し、個別企業の受注開拓に結び付ける。 

  ②実施回数：年２回 

  ③調査方法：長野県・松本市の実施する「工業展示会」「商談会」において、求める技術や製 

     品などについてアンケート調査などを実施する。 

        また、長野県中小企業振興センターの受発取引推進員から、受発注情報の提供 

を受ける。 

商工会：アンケート項目の設定・集計・分析を支援 

事業者：アンケートの配布・回収 

  ④調査項目：求められる技術力・品質・コスト・納期 

  ⑤調査対象：工業会・商談会への参加事業所：各回２０事業所 年間４０事業所 

  ⑥活用事業所：製造業・金属加工業業等の小規模事業者 

  ⑦活用方法：調査結果を基に中小企業診断士など外部有識者とともに分析し、対象事業者へ

の経営計画に反映させる。 

  ⑧活用目標：毎年１０事業所 

 

（３）業種別市場の消費者ニーズ調査の実施 

①目的と概要 

   当地区では、職別工事業も含め建設業に携わる小規模事業者が多く存在しており、造園業

や苗木・緑化木の卸・小売業の数は、県下でも上位に位置している。 
建設業や造園業等の住宅関連産業は、受注工事が各業種に波及しすそ野も広いものの、小

規模事業者は営業部門が弱く消費者の生の声が届いていないため、消費者ニーズや改善し

たい箇所のアンケート調査を実施し、経営計画に反映させることで個人からの受注工事の

増加に寄与させるとともに、「波田モデル」企画住宅の基礎資料として活用する。 
  ②実施回数：年２回 
  ③調査方法：商工会主催イベントの来場者へのアンケート実施 

５月「植木まつり」：２００人・１０月「ものづくりフェア」：２００人  
合計４００人に対する調査を予定 

        調査項目の設定・分析支援：商工会 
        調査票の配布・回収：イベント参加事業者 
  ④調査項目：「植木まつり」…庭木・ガーデニングについて調査 

ガーデニングに有効利用できる庭の面積・ガーデニングの実施理由・ 
ガーデニングの施行イメージ・過去実施したガーデニングの失敗体験・ 
ガーデニングへの投資可能予算・など 

        「ものづくりフェア」…住宅・住宅設備機器について調査 
         住宅発注時に一番重要視すること・敷地面積・住宅の床面積・ 
         選択する住宅構造とその理由（木造・鉄骨など）・県産材のもつイメージ・ 
         選択する発注先の業態とその理由（メーカー・総合建設業・工務店など）・ 
         住宅発注への投資可能予算・冷暖房機器や防犯設備機器などへの要望・ 
         自然エネルギーの活用希望・など 
  ⑤調査対象：イベント来場者 年４００人 
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  ⑥活用事業所：木造工事業・造園工事業などの職別工事業、住宅関連設備の小売業などの小 
         規模事業者：４０事業所 

  ⑦活用方法：調査結果を基に中小企業診断士など外部有識者とともに分析し、対象事業者の

経営計画策定時に活用する。 

  ⑧活用目標：毎年２０事業所 

 

（４）業種別市場のトレンドや需要動向に関するセミナーの開催 

  ①目的と概要 
外部の専門家を招聘し、商品・サービスに関する市場の動向や消費者のトレンドの把握と

重要性についての研修会を開催し、販売計画・商品計画・販促計画などの事業計画づくり

に反映させる。 
  ②開催回数：年１回 
  ③開催時間：３時間（質疑応答含み） 
  ④対 象 者：小売業・サービス業等の小規模事業者：年２０事業所（５年間１００事業所） 
 
【目  標】                        （各標本数の単位：人/事業所） 

調査対象人数 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

新商品開発消費者ニーズ調査 
実施事業所数 ０ ５ ５ ５ ５ ５ 

新商品開発消費者ニーズ調査 
標本数 ０ １００ １００ １００ １００ １００ 

業種別市場の需要動向調査 
実施事業所数 ０ １０ １０ １０ １０ １０ 

業種別市場の需要動向調査 
標本数 ０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

業種別市場消費者ニーズ調査 
実施事業所数 ０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

業種別市場消費者ニーズ調査 
標本数 ０ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

業種別市場のトレンドや需要動

向調査に関するセミナー 

（回数/参加者数） 

０回／ 

0事業所 

1回／ 

20事業所 

1回／ 

20事業所 

1回／ 

20事業所 

1回／ 

20事業所 

1回／ 

20事業所 

 
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】 

  小規模事業者の販路開拓支援については、これまで物産展への参加程度であり、効果が限定

的な状況にあった。 
  パソコン活用による情報化支援においても、経理や管理といった事務処理面が多く、ホーム

ページの開設についても販路開拓というよりは、自社のＰＲに留まっており持続的な経営発展

からは乖離した状況であった。 
  これからは、脆弱な営業力を補うための事業者のネットワーク化や提案力の強化をサポート

し、ホームページでの情報発信や販促イベントを充実させることにより、より大きな支援効果

を目指す。 
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（１）工業製品の展示会への出展支援 

  ①目的と概要 
地区の小規模製造業者が、長野県松本地方事務所・長野県中小企業振興センター・松本市・

長野県内の商工団体の支援を受け参加する商談会等に自主的に出展し販路拡大・受注拡大

する製造業を営む小規模事業者のための支援を行う。 
また、金属加工業や木工業の小規模事業者に対して、松本市や近隣市町村で開催している

クラフトフェアなどのイベント出展についても同様に支援する。 
  ②支援内容：商談・成約が高めるためのレイアウト・陳列・接客・パンフレットなど支援 

  ③目 標 数：                          （単位：事業所・枚・件） 
事業所数 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

出展事業所数 １ ５ ５ １０ １０ １０ 

成約件数 ０ ２ ２ ５ ５ ５ 

 
（２）建設業・造園業など職別工事業のネットワーク構築による販路開拓・受注支援 

  ①目的と概要 
   小規模事業者の廃業が特に目立つのは、公共工事の減少による大手ゼネコンの地方進出や

ハウスメーカーの台頭による影響を受けた建設業で、産業構造で下請的な立場に置かれた

大工・左官・鈑金などの職別工事業は、小売業と並びその最たるものである。 
   他方で当地区は、過去から苗木生産が盛んであり、緑化関連の事業者（緑化木育苗・緑化

木卸販売・緑化木小売・造園・緑化管理など）が多く集積しているのが特色といえる。 
   こうした波田地区の特色を踏まえて、建設業と緑化産業との連携による共同受注・共同提

案や、異業種交流による新たな発想の気づきなど相乗効果を引き出す取組みを進める。 
具体的には、これまでは各業種ごとの活動に留まっていたが、業種・業界の垣根を取払い、

有志を募り異業種のネットワークづくりを支援する。 
さらに、県・市が進める観光立県・観光都市に相応しい景観と県産材の使用、夏暑く冬寒

い自然環境を快適に乗り切る住宅性能や、再生可能エネルギーを活用する太陽光発電や手

作り薪ストーブなどの設備、ユニバーサルデザインを採り入れた住宅を「波田モデル」と

して確立し、当地区や周辺地域に提案し、建設事業者の販路開拓と受注を支援する。 
  ②提案ＰＲ方法：住宅業界イベントへの出展・「波田モデル」を包括的に紹介できるポータル 
          サイトの開設・事業所による個別の営業展開 
  ③目 標 数：計画２年目までは、事業所間の連携関係の構築・強化および地区内での認知レ 

ベルの引き上げを優先し、成約件数の目標をあえて定めないが、計画３年目以 
降は地区内の住宅市場規模も考慮しつつ、新築・リフォーム・住宅機器販売な 
ど最低１０件以上の成約を目指す。           （単位：事業所・件・件） 

事業所数 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

異業種ネットワーク 

加入事業所数 
０ ２０ ２０ ２０ ２５ ２５ 

ホームページ 

アクセス件数 
０ ２０,０００ ３０,０００ ４０,０００ ５０,０００ ６０,０００ 

成約件数 ０ ０ ０ １０ １０ １５ 

 
（３）商取引用ＷＥＢの開設支援 

  ①目的と概要 
   小規模事業者の中には、高品質で独自性がある製品・サービスを提供しているものの、自
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社および商品・サービスのＰＲ・販促活動などの営業力が弱いため、業績が低迷している

ケースが見られる。 
   またこれまでは、パソコン研修の１コマでホームページ開設支援を実施していたが、これ

からは収益に直接的に寄与する手法に関するサポートを充実させ、商取引が可能なホーム

ページの作成支援やＳＮＳなどを組み合わせたより効果的なプロモーション展開の支援を

商品・サービスのブラッシュアップとともに併せて行い、支援効果を高め小規模事業者の

持続的発展を図る。 
  ②利用制度：全国商工会連合会コンパスクラブ（１００万会員ネットワーク）ＳＨＩＦＴ 

        全国商工会連合会ニッポンセレクト．ｃｏｍ・銀座ＮＡＧＡＮＯ 

  ③目 標 数：                           （単位：事業所・万円） 
事業所数 現 状 Ｈ３０目標 Ｈ３１目標 Ｈ３２目標 Ｈ３３目標 Ｈ３４目標 

利用事業所数 ０ １０ １５ ２０ ２５ ３０ 

全体売上目標 ０ ３００ ４５０ ６００ ７５０ ９００ 

 
（４）コミュニティイベントの開催支援 

  ①目的と概要 
地区の商業者を中心とする小規模事業者の有志により「街角イベント実行委員会」を組織

し、参加個店の固定客の獲得・個店ＰＲ・新商品の市場調査（菓子・パン等の自社製造・

小売り品）と、地域の賑わいを創出するため、毎月別の地区を巡回訪問し開催するコミュ

ニティイベントを支援する。 
  ②支援内容：新商品の市場調査の調査票の作成と分析・接客・個店ＰＲ方法など 

  ③開催回数：年１２回（毎月１回） 
         定期的な地区巡回数：住宅地を中心に年８回 

地域からの参加要請：年４回 
  ④開催時間：３時間程度 
  ⑤参加個店：２０事業所 
  ⑥目 標 数：参加事業所の新規獲得顧客数と売上の５%増加 
 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．波田地区の実情を踏まえ、松本市西部地域における生活拠点としてのコンパクトシティを目

指す「まちづくり事業」支援 
   当地区は、松本市との合併前は町制をひいていた。 

私鉄ではあるがアルピコ交通（旧：松本電鉄）上高地線が地域を東西に走っており、地域

内に６ケ所の駅が開設されて松本市内への通勤環境が良好なため、ベットタウンとして人口

が順調に増加した。 
公共施設も多く、市立総合病院・小学校・中学校並びに高等学校が設置され、さらに近く

に私立大学も開校し、当地区の利便性は高いと言える。 
   また、任意組合であるが２つの商店街も存立し商業環境も充実していたが、近年は近隣地

域への大型商業施設の進出が相次ぎ、購買客の地区外への流出が進み廃業閉店が多くなって

いる。 
   こうした状況の中で、当地区に都市計画が決定され市街化区域と市街化調整区域、用途地

域が明確化され、一定のルールの中での商店街活動を進めることが求められている。 
   これからは、「波田地域づくりセンター（松本市波田支所）」の指導助言を受けながら、「波
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田まちづくり協議会」や「波田地区町会連合会」と「商工会」の三者が連携し、波田地区の

実情を踏まえつつ、超少子高齢者社会を背景に都会生活者の移住や、松本市西部地域におけ

る都市機能を集約した生活拠点としてのコンパクトシティを目指し、市内や近隣生活者の集

住を推し進める。 
その中で、商工会はまちづくりの観点から地区の商業が抱える問題の解消を支援し、地区

の小規模事業者の営業が持続可能となるよう支援施策を展開する。 
 
  ●波田地区（合併前の旧波田町）の区域図 

 

（１）アルピコ交通上高地線「波田駅」周辺と商店街活性化支援 

  ●目的と概要 
   当地区の中心地であるアルピコ交通上高地線「波田駅」周辺の商店と、駅から南に延びる

２つの商店街の活性化に対する要望が、平成２７年１０月に実施したアンケート調査結果から

明確になっている。 
   これまで商店街活動は個々の自主組織で運営されていたが、商店街で小売業の廃業が相次

ぎ、構成業種に占める飲食業の割合が高くなったため、共同売出しなどの販促活動がスム

ーズに実施しにくい状況となっている。 
そこで、当商工会が２つの商店街・駅前大型スーパー・駅前立地商業者の有志により商業

活性化委員会を組織し、コディネーターとして関与し課題を整理しながら連携して販促活

動に取り組み、より効果的な誘客活動を展開する。 
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（２）新たな道路開通に伴う商業環境の変化への対策支援 

  ●目的と概要 
   中部縦貫自動車道の開通と波田インターの開設が決定しており、官民が一体となって松本

～波田間の道路が早期に建設されるよう動いている。 
   中部縦貫自動車道の開通は、国道１５８号線の渋滞緩和につながるものの、地区内の商業環

境が大きく変わり、地区外へのさらなる購買者の流出につながることが懸念される。 
今後、道路建設の進展状況を考慮しながら、消費者が地区内の商店、商店街を利用しやす

くするための新たな仕掛けをつくり、上記の商業活性化委員会において誘客事業を提案し

事業展開する。 
 
２．地域ブランドの創出と商品開発支援 

  これまで当地区では人口が順調に増加してきたこともあり、交流人口の増加に寄与する特産

品開発や観光開発、地域ブランドの創出などによる地域活性化やＰＲ活動などの事業は、官民

とも積極的に行われていなかった。 
  これからは、特産品開発を実施している個々の団体である、農協・地域特産品グループ・食

品製造小売業等の商工業者並びに商工会が連絡協調し、問題点・課題などを共有しながら事業

成果を上げるべく活動する。 
商工会は、波田地区に唯一の公的団体として、当地区に限定せず松本平の西部地域にも視野

を広げ、広域観光ルートの単なる通過点ではなく、観光ルートの要衝となるべく、地域ブラン

ド力を高める事業を展開する。 
 
（１）地域の特産農産物を使用した商品開発支援 

  ①目的と概要 
当地区を代表する特産品は「スイカ」であり、全国的にも知名度が高く、観光への波及効 

   果は大きいが、加工品開発が難しい産品であり、有望な商品の開発には至っていない状況 
   であった。 
   当商工会では、「スイカ」が持つアミノ酸成分に着目し、従前に食酢・化粧品・石鹸などの 
   加工品開発に取組み商品化を進めたものの、事業として存続できるレベルの販売状況には 
   至っていない。 
   また、同様に開発に取り組んだ「スイカ」「モモ」「リンゴ」のリキュールについても、酒 
   類販売許可の問題に直面し、商品化には至っていない状況である。 
   これまで加工品開発に取り組んだ教訓を活かしながら、今後も引き続き商品の企画・開発 
   を進め、開発成果としての商品を地域ブランド商品として地区内の小規模事業者が共同で 
   販売できるよう、事業者の組織化と商品の販売活動を支援する。 
  ②実施目標： 

ａ．波田観光協会・特産品づくり女性グループ・ＪＡ松本ハイランド波田支所や加工食 
品製造事業者との定期的な懇談会の開催 

    ｂ．新商品の開発（リキュール）と地区酒販店での共同販売 
 
（２）地域の自然環境を活用した商品開発・レジャー開発支援 

  ●目的と概要 
   都会からの観光客は、松本インターのすぐ近くを流れる梓川を見ると、豊富な水量や澄ん

だ水流に豊富な自然環境を体感し、これから訪れる観光地への期待を膨らませている。 
   当地区の自然環境として上高地を源流とする「梓川」が存在するが、これまで地域資源と

して有効に活用されていない。 
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梓川の本流・支流での渓流釣りや本流での川下りなどのレジャー開発、新たな水辺のウォ

ーキングコースなどアウトドアスポーツ・レジャーの開発、清流の淡水魚を水産資源とし

て活用した新たな特産品の開発などを、地元町会や商工事業者・波田漁業協同組合など関

係団体と協議しながら進める。 
さらに、開発した特産品を販売する商店街への誘客も図り、豊かな自然環境を起点とする

事業をより広範に展開する。 
 
３．通過観光客に対する誘客事業の開発支援 

  当地区の中の「赤松地籍」は、アルピコ交通上高地線の終着駅である「新島々駅」が存立 
し、上高地・乗鞍高原に至るバスなど公共交通アクセスの玄関口である。 
赤松地籍の小規模事業者には、そばなどの飲食店・旅館・土産物店など観光関連の業種が多 

い。 
これらの事業者は、かつて電車利用の登山客や観光客が多かった時代は、順調な経営を続け 

ていたが、電車の利用客は減少し自家用車での観光が増加した現在、赤松地籍は「通過点」と

なっており、以前の賑わいがない状況にある。 
岐阜県側の道路整備が進み、岐阜県側から大型バス・自家用車で観光地を訪れる利便性が高 

まった影響で、国道１５８号線の通過交通量は以前に比べて減っているものの、夏の観光シーズ

ンには依然として交通量が多い。 
これからは、国道１５８号線の交通アクセスの難所も整備され、さらに平成２８年から施行さ

れた「山の日」の祝日制定により、登山・ハイキングなどの人気も復興し、今後の通過交通量

の増加も予想されるため、地元町会・観光協会と地元商工業者の有志により「赤松活性化委員

会」を組織し、地区内の小規模事業者が観光地を来訪する観光客を吸引できるよう、誘客を支

援する施策を展開する。 
 

（１）上高地の玄関口：アルピコ交通上高地線「新島々駅」周辺の活性化支援 

  ●目的と概要 
   以前と比較して減少しているものの、依然として一定量の通過観光客が存在していること

を踏まえ、国道沿線にある地域資源を活用し、観光客をターゲットとして、ノルディック

ウォーキングやハイキングなど手軽に楽しめるスポーツや健康増進に寄与するレジャーを

開発して事業化する。 
   コースとしては、アルピコ交通上高地線「波田駅」をスタート地点として、商店街を経由

し、石畳みの旧街道を縦断して「新島々駅」をゴールとするコース、「新島々駅」から信濃

日光「若澤寺跡」を望むコース、「新島々駅」から黒川林道を通り蝶や自然を観察するコー

スなどを想定している。 
波田地区の魅力を体感しながら回遊できるコースを設計し、沿道の商店や飲食店の誘客を

支援する仕組みを盛り込む。 
 
 
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 

  長野県商工会連合会が主催する「商工会職員研修会（経営指導員研修・補助員研修）」におい

て、支援ノウハウの収集と蓄積を図り、支援の現況と課題、対応策などについての情報交換と

共有を行う。（開催頻度：年間１２回／１ケ月毎） 
  また、周辺の５商工会で構成する経営支援センター筑摩野グループで、経済状況調査・需要
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動向調査結果などを用いた経営の分析手法や事業計画策定のノウハウを吸収するため、長野県

商工会連合会シニア上席専門経営支援員の活用により深い研究・討議を行い、経営指導員によ

るグループ支援力を向上させる。（開催頻度：年間６回／２ケ月毎） 
  日本政策金融公庫の地区担当者・地区内の金融機関担当者と小規模事業者の支援に関する情

報交換を目的とした懇談会を、当商工会を幹事として創設し、支援の現況と課題、対応策、支

援ノウハウなどについての情報交換と共有を図る。（開催頻度：年２回／半期毎） 
  上記４．（１）のフォローアップセミナーによる公的金融機関、中小企業診断士や税理士との

個別相談会等などの専門家による支援時に経営指導員も同席させることで、支援ノウハウを吸

収し、支援能力の向上を図る。（開催頻度：年間３回／４半期毎） 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  従来までの商工会の支援力は、経営指導員等の個人の能力や経験値に裏付けされたものが多 
く、職員の経験年数や従事内容によって持てる知識・能力に個人差が生じている。 

  そのため、職員の退職や人事交流によってその差が顕著に表れるため、今後の目標としてい 
る伴走型で持続的な個社支援が、一旦途切れてしまい継続性が失われるのが現状であり、喫緊 
の課題となっている。 

 
（１）職員の能力向上に関する取組み 

   商工会執行部による職員の人事評価により、各職員の支援力に対するレベルを把握しスキ 

ルマップを作成した上で、そのレベルにあった研修会を受講させる。 

金融・税務相談といった従来の経営改善普及事業に加え、事業計画策定・創業・事業承継 
支援など経営発達支援事業と、地域の活性化支援事業に必要となるスキルを身に着けるため、

長野県商工会連合会をはじめとする各種機関が実施する研修事業に積極的に参加させるな

ど、職員の能力向上に従来以上に力を注ぐ。 
   また、中小企業診断士・税理士などの専門家支援事業、経営支援センター筑摩野グループ 

での複数の経営指導員による広域支援の活用、商工会中期マスタープランによるシニア上席 
専門経営支援員との連携支援を密にし、小規模事業者に対する支援機会を共有することや、 
中小企業大学校や長野経済研究所の各種研修などに参加させることにより、専門的なスキル 
の習得を図る。 

   経営指導員以外の職員に対しても、全国商工会連合会が運営する「ＷＥＢ研修会」を受講 
させ個々の能力向上も図り、組織全体としての支援能力の底上げを図る。 

 
（２）組織内共有への取組み 

   研修事業に参加した職員は、自ら講師となって全職員に対する勉強会を開催し、資質向上 
と支援ノウハウの共有を図るとともに、反復することにより研修内容の定着と自己研鑽に努 
める。 

   長野県商工会連合会の商工会支援ツールである「小規模事業者支援システム（支援事例デ 
ータベース）」「経営支援ツール共有システム」を積極的に活用するとともに、支援事例を補 
完するよう情報提供に努める。 

   商工会内部においても、各事業所の支援時等に作成された「経営計画書」「改善計画書」等 
の必要なデータについて、指導事例報告として共有サーバーに事業所毎に集約保管し、何時 
でも活用できるよう職員間に公開する。 
事務局会議を週１回開催し、職員個々で起承転結しがちな個社に対する支援業務を、現状 

と進捗状況を情報共有することにより、多方面から支援内容を検討し、支援の的確性を高め 
る。 
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   税務・金融・労働などの頻繁に生じる基礎的な支援については、担当職員が不在な場合で 
も対処できるよう初期対応の作業標準書を作成し共有することで、時間的ロスの削減に努め 
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 

（１）事業の成果・評価・見直しの仕組み 

   毎事業年度末に本事業の進捗状況と成果について、次の方法により検証・見直しを行う。 
   第１段階として、全職員参加による事務局会議にて検証する。 

第２段階として、商工会執行部・委員委嘱する市商工観光部の担当課長・中小企業診断士・

税理士と長野県商工会連合会担当者にて組織する「推進委員会」にて検証し、検証結果を事

業に反映させるよう見直し内容を検討する。 
第３段階として、理事会に提出し検証結果の報告と、見直し内容を決定する。 

  第４段階として、進捗状況・検証結果と見直し内容は、会報とホームページで公開する。 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４段階：会報・ホームページでの公開

第３段階：理事会

会長・副会長・理事・監事・事務局長（総務主幹）

第２段階：経営発達支援計画事業推進委員会

会長・副会長・監事・総務委員長・事務局長（総務主幹）・経営指導員・市商工観光部担当課長・中小企業診断士・税理士・長野県商
工会連合会担当者

第１段階：事務局会議

事務局長（総務主幹）・経営指導員・補助員・臨時補助員
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経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２９年４月現在） 
（１）組織体制 
   松本市波田商工会では、税理士との顧問契約をはじめ、中小企業診断士・司法書士・社会 

保険労務士等の経営コンサルタントとともに、よろず支援拠点事業・事業引継ぎ支援センタ

ー事業・ミラサポ事業・エキスパートバンク事業などを活用しながら連携し、事業を推進し

ている。 
経営発達支援事業は、事務局長（総務主幹）が総括責任者となり、実務担当者を経営指導 

員とし、補助員・臨時補助員が補佐する体制で推進する。 
   また、近隣の商工会と経営支援センター筑摩野グループを組織し、高度専門的な案件に連 

携して対応するべく一層の体制整備を進めている。 

   
 
 
 
  ●商工会役員構成表 

会 長 副会長 理 事 監 事 
１名 ２名 ２０名 ２名 

 
●事務局人員表 

事務局長 経営指導員 補助員 臨時補助員 
１名 １名 １名 ２名 

 
（２）連絡先 
  ●松本市波田商工会 

所在地： 〒390-1401 長野県松本市波田１００９８番地 
ＴＥＬ： （０２６３）９２‐２２４６    ＦＡＸ： （０２６３）９２‐５９９９ 

Ｅ‐ｍａｉｌ： ｉｎｆｏ＠ｍｈａｔａ-ｓｃｉ．ｊｐ 

ＵＲＬ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｈａｔａ-ｓｃｉ．ｊｐ 
 

 
 

（総括責任者）

事務局長

（実務担当者）

経営指導員

（実務担当スタッフ）

補助員

（実務担当スタッフ）

臨時補助員

（実務担当スタッフ）

臨時補助員

●事務局体制図 

事業のマネジメント全般 
地域経済の活性化に資する取組 
職員の資質向上 
事業評価と見直し 

経営発達支援事業 
外部専門家等との連携調整 
経営支援センターとの連携 

経営発達支援事業・ 
地域経済の活性化に資する取組を補佐 

（別紙２） 
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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30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 

必要な資金の額 3，700 3，700 4，000 4，000 4，000 

 

 

小規模企業対策事業費 

①経営・需要動向調査費 

②セミナー開催費 

 ③販路開拓支援事業費 

 

 

3，700 

400 

800 

2，500 

 

3，700 

400 

800 

2，500 

 

4，000 

400 

800 

2，800 

 

4，000 

400 

800 

2，800 

 

4，000 

400 

800 

2，800 

（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・県補助金・市補助金・受託料収入・手数料収入・負担金収入・雑収入 

（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 

 
  

（別紙３） 
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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 

（１）景気動向調査の実施 
連携内容：調査資料の作成と調査結果の分析への専門的支援 

 

２．経営状況の分析に関すること 

（１）巡回による経営課題抽出 
連携内容：経営課題の洗出し方法と経営分析への専門的支援 

（２）経営分析に関するセミナーの実施 
   連携内容：セミナーの講師委嘱による専門的支援 
 
３．事業計画策定支援に関すること 

（１）事業計画作成に関するセミナーの開催 
連携内容：セミナーの講師委嘱による専門的支援 

（２）経営革新・事業承継に関するセミナーの開催 
   連携内容：セミナーの講師委嘱による専門的支援 
（３）創業希望者へ創業塾などのセミナー開催情報の提供と創業希望者の掘起こし 
   連携内容：創業塾などのセミナー開催情報の提供 
（４）巡回による事業計画策定・経営革新実施・事業承継実施事業所の掘起こしと伴走型支援 
   連携内容：経営指導員の支援力向上と事業計画策定実施等の専門的支援 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）事業計画実施フォローアップセミナーの開催 
   連携内容：セミナーの講師委嘱による専門的支援 
（２）巡回による事業計画実施フォローアップ支援 
   連携内容：経営指導員の支援力向上と事業計画実施等の専門的支援 
（３）創業３年以内の小規模事業者に対するフォローアップ支援 
   連携内容：経営指導員の支援力向上と事業計画実施等の専門的支援 
 
５．需要動向調査に関すること 

（１）地域内での新商品開発消費者ニーズ調査の実施 
   連携内容：調査結果の分析と活用方法への助言 

（２）業種別市場の需要動向調査の実施 

   連携内容：調査結果の分析と活用方法への助言 

（３）業種別市場の消費者ニーズ調査の実施 

   連携内容：調査結果の分析と活用方法への助言 
（４）業種別市場のトレンドや需要動向に関するセミナーの開催 
   連携内容：セミナーの講師委嘱による専門的支援 
 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）工業製品の展示会への出展支援 

（別紙４） 
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   連携内容：展示会・イベントの開催情報の提供や商談件数を高めるための手法の専門的 
        支援 
（２）建設業・造園業など職別工事業のネットワーク構築による販路開拓・受注支援 
   連携内容：ネットワークづくりのノウハウ提供と専門的支援、ポータルサイト開設の専 
        門的支援 
（３）商取引用ＷＥＢの開設支援 
   連携内容：セミナーの講師委嘱とＷＥＢ開設の専門的支援 
（４）コミュニティイベントの開催支援 
   連携内容：行政施設の使用許可と補助政策情報の提供や有効的なイベント事例の情報提 
        供の専門的支援 
 
Ⅱ．地域の活性化に資する取組 

 

１． 波田地区の実情を踏まえ、松本市西部地域における生活拠点としてのコンパクトシティを 

 目指す「まちづくり事業」支援 

（１）アルピコ交通上高地線「波田駅」周辺と商店街活性化支援 
   連携内容：組織づくりと運営に関するノウハウ提供と専門的支援、商店街活性化事業展 

開の専門的支援 
（２）新たな道路開通に伴う商業環境の変化への対策支援 
   連携内容：道路建設情報の提供、商店街活性化事業展開の専門的支援 
 

２．地域ブランドの創出と商品開発支援 

（１）地域の特産農産物を使用した商品開発支援 
   連携内容：特産品づくりと販路開拓の専門的支援 
（２）地域の自然環境を活用した商品開発・レジャー開発支援 
   連携内容：特産品づくりと販路開拓の専門的支援、アウトドアスポーツ・健康増進レジ 
        ャー開発の専門的支援 
 

３．通過観光客に対する誘客事業の開発支援 

（１）上高地の玄関口：アルピコ交通上高地線「新島々駅」周辺の活性化支援 
   連携内容：観光開発の専門的支援、アウトドアスポーツ・健康増進レジャー開発の専門 
        的支援 
 
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：経営指導員の支援力向上支援 
 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）職員の資質向上に関する取組み 
   連携内容：経営指導員・補助員等の支援力向上支援 
（２）組織内共有への取組み 
   連携内容：組織内共有の向上支援 
 

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 
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（１）事業の成果・評価・見直しの仕組み 
   連携内容：経営発達支援計画事業推進委員会の委員委嘱によるＰＤＣＡの実施 
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連携者及びその役割 

 

連携者：松本市 市長 菅谷 昭 

 （商工観光部・建設部・農林部・文化スポーツ部・波田支所・ 

波田文化センター・まつもと工業支援センター） 

住 所：長野県松本市丸の内３番７号 

役 割：経営発達支援計画事業推進委員会でのＰＤＣＡの実施・各種施策情報の提供・行政施 

    設の使用許可・地元町会や地区公的団体との連絡調整など 

 

連携者：長野県 知事 阿部守一 

（産業労働部・農政部・地方事務所・銀座ＮＡＧＡＮＯ） 

住 所：長野県長野市大字南長野幅下６９２番地２ 

役 割：特産品づくりと販路開拓の専門的支援・研修会開催による職員のスキルアップ・各種 

    施策情報の提供など 

 

連携者：公益財団法人長野県中小企業振興センター 理事長 太田哲郎 

（よろず支援拠点・事業引継ぎ支援センター・中小企業再生支援協議会） 

住 所：長野県長野市若里一丁目１８番１号長野県工業技術総合センター３階 

役 割：よろず支援拠点事業による専門家派遣・事業承継に関する専門的支援・事業再生に関 

    する専門的支援など 

 

連携者：中小企業庁 長官 宮本 聡 

住 所：東京都千代田区霞が関一丁目３１番 1号 

役 割：ミラサポ事業による専門家派遣など 

 

連携者：独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部 本部長 佐藤 勉 

（中小企業大学校東京校・三条校） 

住 所：東京都港区虎ノ門三丁目５番１号虎ノ門３７森ビル 

役 割：創業支援に関する専門的支援・事業承継に関する専門的支援・商店街活動に関する専 

    門的支援・中小企業大学校入校による経営指導員の資質向上など 

 

連携者：長野県商工会連合会 会長 柏木昭憲（経営支援センター筑摩野グループ） 

住 所：長野県長野市中御所岡田１３１番地１０長野県中小企業会館１階 

役 割：経営発達支援計画事業推進委員会でのＰＤＣＡの実施・エキスパートバンク事業によ 

    る専門家派遣・グループ指導体制の運営・研修会開催による職員のスキルアップ・シ 

ニア上席専門経営支援員の派遣・各種施策情報の提供など 

 

連携者：全国商工会連合会 会長 石澤義文 

住 所：東京都千代田区有楽町一丁目７番１号有楽町電気ビル北館９階 

役 割：小規模事業者の利用できるシステムの提供、ＷＥＢ研修による職員の資質向上など 

 

連携者：株式会社日本政策金融公庫松本支店国民生活事業 事業統括 高坂英樹 

住 所：長野県松本市中央一丁目４番２０号日本生命松本駅前ビル９階 

役 割：事業計画実施による資金需要支援・創業など各種事業計画策定の助言・経済動向に関 
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する情報の提供など 

 

連携者：長野県信用保証協会松本支店 支店長 竹内文登 

住 所：長野県松本市島立９７６番地１ 

役 割：事業計画実施による資金需要支援・創業など各種事業計画策定の助言・経済動向に関 

する情報の提供など 

 

連携者：株式会社八十二銀行波田支店 支店長 安田良彦 

住 所：長野県松本市波田９８９１番地１ 

役 割：事業計画実施による資金需要支援・創業など各種事業計画策定の助言・経済動向に関 

する情報の提供など 

 

連携者：株式会社長野銀行波田支店 支店長 太田好男 

住 所：長野県松本市波田５１８３番地 

役 割：事業計画実施による資金需要支援・創業など各種事業計画策定の助言・経済動向に関 

する情報の提供など 

 

連携者：松本信用金庫波田支店 支店長 高山和久 

住 所：長野県松本市波田９８１２番地６ 

役 割：事業計画実施による資金需要支援・創業など各種事業計画策定の助言・経済動向に関 

する情報の提供など 

 

連携者：国立大学法人信州大学 学長 濱田州博 （経済学部・人文学部） 

住 所：長野県松本市旭三丁目１番１号 

役 割：地域活性化事業の取組み支援・各種調査事業の専門的な支援・経済動向に関する情報 

の提供など 

 

連携者：学校法人松商学園松本大学 学長 住吉廣行 （総合経営学部・人間健康学部） 

住 所：長野県松本市新村２０９５番地１ 

役 割：地域活性化事業の取組み支援・各種調査事業の専門的な支援・経済動向に関する情報 

の提供など 

 

連携者：中小企業診断士 滝澤恵一 

住 所：長野県上田市天神三丁目７番５号 

役 割：経営発達支援計画事業推進委員会でのＰＤＣＡの実施・各種経営計画策定に関する専 

    門的支援・販路開拓に関する専門的支援・地域活性化事業の取組み支援など 

 

連携者：内田中小企業診断士事務所 中小企業診断士 内田英明 

住 所：長野県安曇野市豊科高家４０９７番地１ 

役 割：経営発達支援計画事業推進委員会でのＰＤＣＡの実施・各種経営計画策定に関する専 

    門的支援・販路開拓に関する専門的支援・地域活性化事業の取組み支援など 

 

連携者：株式会社ＭＫコンサルティング 中小企業診断士 黒沢正行 

住 所：長野県松本市城西二丁目５番１２号 
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役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援・販路開拓に関する専門的支援など 

 

連携者：高橋経営技術研究所 中小企業診断士 高橋 亙 

住 所：長野県安曇野市三郷温１８６７番地４ 

役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援・販路開拓に関する専門的支援など 

 

連携者：大沢会計事務所 税理士 大沢利充 

住 所：長野県松本市北深志二丁目３番３５号 

役 割：経営発達支援計画事業推進委員会でのＰＤＣＡの実施・各種経営計画策定に関する専 

    門的支援・事業承継に関する税務に関する専門的支援など 

 

連携者：関東信越税理士会松本支部 支部長 西川直孝 

住 所：長野県松本市島立９２６番地２長野県税理士会館内 

役 割：税理士派遣による税務の専門的支援など 

 

連携者：林一樹法律事務所 弁護士 林 一樹 

住 所：長野県松本市中央二丁目１番１０号 

役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援など 

 

連携者：弁護士 石曽根清晃 

住 所：長野県松本市大手四丁目６番６号 

役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援など 

 

連携者：弁護士 高野尾三穂 

住 所：長野県松本市北深志二丁目３番５号 

役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援など 

 

連携者：司法書士 小山長一郎 

住 所：長野県松本市大手一丁目９番１５号 

役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援など 

 

連携者：特定社会保険労務士 山本綾子 

住 所：長野県松本市桐三丁目３番１６号 

役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援など 

 

連携者：篠原社会保険労務士事務所 社会保険労務士 篠原俊文 

住 所：長野県松本市島立１０９０番地１ 

役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援など 

 

連携者：行政書士 竹内波美男 

住 所：長野県上田市中央西一丁目１４番２７号 

役 割：各種経営計画策定に関する専門的支援など 

 

連携者：アウル・スタッフ 代表 粕尾泰斗 
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住 所：長野県長野市南千歳一丁目３番１７号Ｋｉｄビル２階 

役 割：ＷＥＢ活用による販路開拓に関する専門的支援など 

 

連携者：株式会社情報戦略研究所 代表取締役 宮下敏雄 

住 所：長野県松本市平田東二丁目１９番１９号 

役 割：ＷＥＢ活用による販路開拓に関する専門的支援など 

 

連携者：波田地区町会連合会 会長 安藤洋一 

住 所：長野県松本市波田４４１７番地１ 

役 割：地域活性化事業の取組み支援など  

 

連携者：波田まちづくり協議会 会長 関 通喜 

住 所：長野県松本市波田４４１７番地１ 

役 割：地域活性化事業の取組み支援など 

 

連携者：松本市波田観光協会 会長 中野悦實 

住 所：長野県松本市波田１００９８番地 

役 割：地域活性化事業の取組み支援など 

 

連携者：波田漁業協同組合 代表理事 稲垣冨士夫 

住 所：長野県松本市波田１００９８番地 

役 割：地域活性化事業の取組み支援など 

 

連携者：昭和町商栄会 会長 北澤利政 

住 所：長野県松本市波田９７８４番地３ 

役 割：空き店舗活用に関する情報提供と運営支援・地域活性化事業の取組み支援など 

 

連携者：本町商和会 会長 波多腰晃昌 

住 所：長野県松本市波田６４１７番地３ 

役 割：空き店舗活用に関する情報提供と運営支援・地域活性化事業の取組み支援など 
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連携体制図等 

 
【経営発達支援計画】 
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【地域経済の活性化に資する取組】 
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