
経営発達支援計画の概要 

実施者名 千曲商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

・「千曲市産業振興ビジョン後期計画」に沿い、経営発達支援事業を行な

い、小規模事業者の持続的発展を図ることを目的とする。 

・長野県、千曲市、信州大学、との「産学官連携パートナーシップ」協

定の活用強化により個別企業の経営力向上、研究開発支援や地域金融

機関とも連携し地域振興策を講ずるとともに、市の「中心市街地基本

計画」に合わせ、街の魅力向上・個店の販売力向上を目標とする。 

・地域特性を活かした地域振興策を講じる。個店の魅力づくりを目指し、

特産の「あんず」「プロバスケットチーム」「さらしな・姨捨」をＰＲ

し来街者を増やし観光振興を行い個店の経営支援を行う。 

事業内容 

・地域の経済動向や商品サービスの需要動向に関する情報の収集 

・小規模事業者の経営状況の分析 

・需要を見据え持続的発展に向けた「経営計画（事業計画）作成セミナ

ー」の開催と、経営指導員による「経営計画」策定について小規模事

業者と伴走型の助言とフォローアップ。 

・小規模事業者への専門的な課題解決や販路開拓について、長野県、千

曲市などの支援機関や金融機関と連携するとともにミラサポなどの専

門家派遣により丁寧にサポートをする。 

・創業・第二創業（経営革新支援）支援の強化を行う。平成 26 年 11 月

国から産業競争力強化法による創業支援事業計画の認定を受け「ちく

ま創業サポートデスク」を設置、千曲市・金融機関・信州大学との連

携協定により総合的な創業支援を実施する。 

・販路開拓を目指した展示会や商談会への参加支援 

・当所は地域特産の「あんず」を使用した商品を商標「杏都」と認定。

事業者のあんず由来の新商品開発支援とその販路開拓を行う。 

・消費者動向がネット販売へと変化しその市場も拡大する中、ネットシ

ョップを利用しての販路開拓の支援。 

・スポーツツーリズムを通じた地域活性化、商店街振興の実施。 

・金融相談時の融資資金繰り計画、小規模事業者持続化補助金、創業補

助金等各種補助事業の周知を図り、認定支援機関としての申請時にお

ける事業計画の策定支援を行う。 

連絡先 
〒387-0011 長野県千曲市杭瀬下 3丁目 9番地   

 千曲商工会議所 中小企業相談所 振興課 電話 026-272-3223 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

・当地域は善光寺平に位置し地勢平坦で古来より交通の要衝として栄えてきた。現在も

高速交通網の上信越自動車道、長野自動車道が交差しインターチェンジ、ジャンクショ

ンがあり、長野新幹線が通ることから物流拠点として位置づけられている。南北に一級

河川千曲川が流れ地下水も豊富であることから飲料等食品製造業があり工場立致に適

している。また、日本一のあんずの里として知られあんずの一大産地となっている。一

方、長野市と上田市の中間に位置し商業・サービス業は売上確保が厳しく中心市街地再

生支援や活性化のための空き店舗活用といった課題がある。 

・上述のような地域特性と課題を克服すべく、長野県、千曲市、国立大学法人信州大学、

との「産学官連携パートナーシップ」協定の活用強化をし、研究開発支援をするととも

に地域金融機関とも連携し地域振興・企業支援をしていく。 

・地域振興策として高速交通網が整備されている利点にあわせ、新幹線新駅設置構想の

推進を図り千曲市とともに企業誘致活動を進める。長野市・上田市という大きな商圏に

囲まれる中タウンマネージャーによる中心市街地再興戦略をもとに千曲市で「平成２７

－２８年度中心市街地基本計画」作成に合わせ、商店街の魅力向上と共に個店の経営力

向上や来街者増加のために「まちゼミ」「まちなかキャンパス」といった賑わい創出・

販売促進イベントを継続して支援するとともに、空き店舗を創業スクール受講者に活用

してもらう。地域資源の「あんず」であるが、果樹生産者の高齢化や後継者不足から生

産量の減少や観光入込客が減少している状況にある。事業所や工場敷地内に「あんず」

を植栽してもらい「あんずの里」を改めて認識してもらうとともに「あんず」を活用し

た新商品開発や販路開拓を進めていく。あわせ国の重要文化的景観に選定されている

「姨捨・棚田」や平成２６年、国の重要伝統建造物群に指定された稲荷山の蔵の街並み

といった歴史・文化的観光資源をアピールし観光客の誘客を図る。 

 

【当市の産業構造と振興の方向性】 

千曲市が策定した「千曲市産業振興ビジョン後期計画（平成２５年度～平成２９年

度）」に沿ったかたちで以下に示す。 

先ず本市産業の生産活動の大きさを産業中分類ごとに見ると、製造業が全体の約半分

を占める。さらに、サービス業、情報通信・運輸業、飲食・宿泊業、卸売・小売業、建

設業、農林業が続く構造になっている。 

地域の商圏の外に市場を持つ製造業と観光業に関連する飲食・宿泊、卸売・小売業な

どは、地域の外から“外貨”を集める役割を果たしており、これらの産業を活性化させ

ることが地域経済の活性化に直結する。また、地域内に市場を持つ商業については、商

業の利便性や魅力を高めることで、近隣の住民を吸引し、市場規模が縮小しないように

図っていく。 

①工業振興の方向性 

 製造業は、生産の海外シフト等の影響により、比較的単純な生産活動をしていた事業

者が淘汰され、従業者数を大きく減らしたが、この結果、競争力のある技術を持った工

場が生き残り、1 事業所あたりの生産性はむしろ高まっている。しかし、製造品出荷額



等の伸び率を見ると県全体の数値を下回っており、成長が期待される分野（健康・医療、

環境・自然エネルギー等）の研究開発の促進、地域資源を活用した高付加価値化を図っ

ていくことで、高齢者対象の市場開拓や精密金型先進企業の支援育成を進めていく。 

②商業振興の方向性 

 商業については、人口減少に伴う地域内の市場が縮小、長引く景気悪化に伴う個人消

費の低迷が続く一方、大型小売店やコンビニエンスストアの進出、また、インターネッ

トによる通信販売や宅配サービスなどの普及によって競争、小規模の小売商店等にとっ

ては厳しい状況となっている。 

 本市の商業環境の充実を図るためには、土地利用政策と商業振興政策による市街地と

郊外とのバランスの取れた商業集積を図ることで、市民及び近隣地域の住民の持つ多様

な買い物ニーズに応えられる購買環境を構築していく。 

特に、少子高齢化が進む中、車を利用しない高齢者等でも利用しやすい中小規模の商

店と大型店がともに生き残るための均衡の取れた商業集積や地域と一体となった魅力

ある商店づくり個店、商店街と一体となって推進していく。 

③観光振興の方向性 

観光については、観光資源の連携を強化し、他の観光地に負けない魅力を持った観光

資源を地域のブランドとして磨き上げていくことが大切。 

 

取り組むべき施策としては 

１．千曲ブランド戦略 

（１）千曲ブランド創出政策 

（２）市内産業間での連携強化 

（３）広域での資源活用政策 

２．工業分野の重点施策 

 （１）中小企業のワンランクアップを支援する 

 （２）新しい産業支援の仕組みをつくる 

 （３）新企業の設立を支援する 

 （４）経営の安定化を支援する 

３．商業分野の重点施策 

 （１）生活者の声を活かした豊かな商業環境をつくる 

 （２）新規出店により商業の魅力をつくる 

 （３）商店街活動の活性化 

 （４）魅力ある中心市街地を再生する 

 （５）新しい流通チャンネルを構築する 

 （６）経営の安定を支援する 

 

古くから開けた当地においては、姨捨・棚田や、東日本一の石棺を有する森将軍塚古

墳や日本一のあんずの里など、広い年齢層にわたる資源が多くある。これらを千曲市、

観光協会などとともに観光キャラバンを組んだり、物産展、見本市などに出展し、地域

ブランド開発商品商標「杏都（きょうと）」事業を進めるとともに歴史的資源、景観な

どをＰＲしていく。 

以上の現状、課題を踏まえ、千曲市産業振興ビジョン後期計画に沿い、経営発達支援事



業を行ない、小規模事業者事業の持続的発展を図ることを目標とする。 

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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

小規模事業者の事業の持続的発展に資するものとして、以下の指針により事業を行な

い、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他小規模事業者の経営の

発達に資する。 

【指針①】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノ

ウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

【指針②】経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指

導・助言、当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助

言 

【指針③】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用

した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

【指針④】マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催

又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与す

る事業 

 

１．経営発達支援事業の内容 

 Ⅰ．地域の経済動向調査【指針③】 

地区内の経済動向を調査・分析することにより、現況を客観的に分析し支援体制の具

体的内容を決定していく。 

小規模事業者のなかには、経営基盤が脆弱なものも多く的確な調査・分析により抱えて

いる課題や経営を圧迫する要因を払拭する支援体制をとる。 

当所では現在、融資の斡旋件数・斡旋金額・資金使途（設備資金・運手資金）により

決算書のデータを保有（年間86件）し、地域の経済動向調査に活かしている。＜既存事

業＞【指針③】 

また、個人青色申告者の決算・所得税確定申告・消費税確定申告の相談・指導を行な

っている。今後は、決算書・確定申告書をデータとして残し（年間250件）、地域の経

済動向や経営分析等に活用していく。＜既存事業改善＞【指針③】 

（事業内容） 

(1)金融相談や個人青色申告者の決算・確定申告相談時に決算書等に基づいた調査を行

なう。調査項目は、業種、決算書や試算表の損益計算書、貸借対照表をベースにし

た売上高、仕入高、営業利益、経費額、経常利益、流動資産、固定資産、流動負債、

固定負債、資本金等で、業種ごとに集計をする。さらに小規模事業者が抱える課題

についても調査を行なう。＜新規事業＞【指針③】 

また、全業種事業所に経済動向調査票を配付回収、経営指導員による事業所訪問、

窓口相談時の聞き取りにより、地域の経済動向を調査・分析する。＜新規事業＞【指



針③】 

調査結果は、不況業種支援や為替乱高下による経済対策助成金申請に利用できるも

のとし、経営指導員の融資あっ旋の相談時等に活用していく。 

(2)主要産業である「工業」については、千曲市産業支援センター等も利用して製造業

ごとに経済動向を調査し、同業種連携団体ごとの課題の抽出を行う。＜新規事業＞

【指針③】 

(3)商業振興協議会、工業振興協議会において情報提供、情報共有を行い、支援策を明

確にするとともに連携を図る。＜新規事業＞【指針③】 

（目標） 

経営指導員の巡回指導の件数を増やし、経済の実態を的確に把握することにより支

援内容を明確にする。経営を圧迫する課題は多く、グローバル化の中にあって、為替

相場や原油価格の高騰などは収益に大きく左右する。景況を正しく判断することによ

り設備投資の判断や経営手法の在り方などについて情報を共有し、支援体制を強化す

る。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問件数 349 400 440 480 520 560 

決算書等のデータ数 86 336 360 380 400 420 

 

 Ⅱ．経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

 Ⅰ．地域の経済動向調査で集めたデータを基に、経営分析・需要動向分析を行なう。

 経営分析としては、成長性（対年度売上高伸び率、各利益お伸び率など）、収益性（売

上高経常利益率、総資本利経常益率、総資本回転率など）、安全性（流動比率、当座比

率、固定比率、自己資本比率など）、生産性（労働生産性、労働分配率など）等。＜新

規事業＞【指標①】 

経営指導員が各種研修会等で習得したSWOT分析による強み・弱みの分析、PDCA手法に

よる経営分析、中小企業基盤整備機構企業の経営自己診断システム等を活用した経営分

析を行ない、市、県の統計資料、日本商工会議所の早期景気観測、国の景気動向指数、

鉱工業生産・出荷・在庫指数、商業販売統計、消費動向調査等も利用し経営上の問題点、

課題を抽出する。＜新規事業＞【指標①】 

千曲市は高齢化の中、住み暮らすに利便性の高い、コンパクトシティを目指したまち

づくりを進めようとしている。当所も千曲市のまちづくりビジョンと歩調を合わせ、中

心市街地再興戦略事業を実施している。所内に専門家を配置して経営指導員と共に商店

を個別訪問し「中心市街地再興戦略計画」を策定するため、小規模事業者の販売する商

品や役務の内容等の調査。分析を行なっている。＜既存事業改善＞【指標①】【指標③】

「製造業」については、千曲市・戸倉上山田商工会と共同で、競争から協業へを目的

に同業種グループ「ものづくり千曲プラネット（プラスチック金型・成型）」「プレス

ネット千曲ネット（精密・板金プレス）」「金属加工ネット千曲（金属加工）」「食品

ネット千曲（食品製造）」のグループを組織している。そこでは情報交換会や工場見学

を行なっており、小規模事業者の保有する技術やノウハウについて経営指導員も調査・

分析を行なっている。＜既存事業改善＞【指標①】【指標③】 

経営指導員の巡回訪問の件数を増やし、小規模事業者の販売する商品又は提供する役

務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他



の経営状況の分析を行ない、データベース化し、Ⅲ経営計画の策定・実施支援、Ⅴ販路

開拓支援に活かしていく。＜既存事業改善＞【指標①】 

同じく、経営指導員の巡回訪問の件数を増やし、小規模事業者の販売する商品又は提

供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、

分析を行ない、それらをデータベース化し、提供を行なうとともにⅢ経営計画の策定・

実施支援、Ⅴ販路開拓支援に活かしていく。＜新規事業＞【指標③】 

（事業内容） 

(1)巡回訪問、総合経済団体として全産業を対象としたセミナーの開催、経営指導員の

相談業務により、分析の対象となる小規模事業者をピックアップし、経営状況等を

把握する。 

(2)経営指導員が多くの個店・事業所への巡回訪問することにより、商品内容や価格、

消費者の買い物動向を知ることができるとともに、事業所の抱えている課題を把握

する。タブレット等も活用する。【指針①】【指針③】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問件数 349 400 440 480 520 560 

セミナー開催回数 48 50 55 60 60 65 

経営分析件数 86 336 340 345 350 355 

(3)ピックアップした事業者の商品や提供する役務の需要動向について消費者アンケー

ト、消費動向を把握することにより収集、分析し、相談内容に応じた情報を提供す

る。＜新規事業＞）【指針③】 

(4)以上の結果をもとに経営課題を抽出するとともに、商品仕入れや在庫管理について

適正化を図る。＜新規事業＞【指針①】 
 

 Ⅲ．事業計画の策定・実施支援【指針②】 

事業者が経営課題を解決し、小規模事業者の持続的発展を図るため、上記Ⅰの地域の

経済動向調査、上記Ⅱの経営分析の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定

するための指導・助言の他、当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な

伴走型の指導・助言を行なっていく。 

当所では現在、小規模事業者向けに「経営計画作成支援セミナー」を開催している（セ

ミナー３日間、個別相談会２日間）が、今後も小規模事業者の持続的経営発展のために

「経営計画作成支援セミナー」を開催する。＜既存事業＞ 

また、経営指導員も研修会に参加しノウハウ等を習得し、他の研修で習得した知識と

合わせ、助言とフォローアップを行なう。 

研修会に参加できなかった小規模事業者に対しては巡回訪問し「経営計画（事業計

画）」づくりの必要性、重要性を浸透させ、事業者と一緒に「経営計画」作成を行なう

＜既存事業改善＞。 

小規模事業者からの専門的な課題解決は専門機関と連携を取り、伴走型の支援を行な

う。＜既存事業＞ 

融資に関する課題解決のためには、日本政策金融公庫や地域金融機関と連携を取る。

特に一定の要件を満たした小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が、事業の持続的発

展のための取組に必要な設備資金及びそれに付随する運転資金を低利で融資する「小規

模事業者経営発達支援融資制度」の活用にあたっての事業計画の策定支援及びその後の



フォローアップを積極的に行なう。 

工業系の技術やや販路開拓等の課題解決には、千曲市技術アドバイザー、信州大学工

学部、長野県中小企業振興センターと連携を図る。 

商業系の販路開拓やレイアウト等の課題解決には、千曲市商業アドバイザーや長野県

中小企業振興センターと連携を図る。 

海外への販路開拓等の課題解決には日本貿易振興機構（ジェトロ）と連携を図る。 

その他の課題解決には、ながの産業支援ネットワーク、信州ビジネスサポートプラッ

トフォーム、長野県よろず支援拠点、ミラサポ等による専門家派遣と連携を図る。 

以上の連携については、経営指導員が小規模事業者と相談に同席するなど、小規模事

業者の伴走型の相談体制をとり事業の持続的発展を図る。＜既存事業＞ 

（事業内容） 

(1)小規模事業者の持続的発展に向け、「経営計画作成支援セミナー」を開催している。

今後も小規模事業者の売上増加や収益性の改善、持続的な経営のための「経営計画

（事業計画）」のノウハウ習得を図る。また、事業計画策定を目指す小規模事業者

の掘り起こしを行う。＜既存事業改善＞【指針②】 

(2)経営指導員も「経営計画作成支援セミナー」に参加しノウハウを習得し、巡回指導

の回数を増やし、管内の小規模事業者全体に対し、売上増加や収益性の改善、持続

的な経営のための「経営計画（事業計画）」策定の助言とフォローアップを行なう。

また、事業計画策定後に、必要に応じて２カ月に１度巡回訪問し、進捗状況の確認

を行うとともに、必要な指導・助言を行う。タブレット等も活用する。＜新規事業

＞【指針②】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29年度 30 年度 31 年度 

経営計画作成支援セミナ

ー・個別相談会説明会 

１ 

 

２ ２ ３ ３ ４

事業計画策定事業者数 15 20 20 25 25 28 

フォローアップ件数 13 17 17 20 20 23 

(3)売上の増加や収益の改善、持続的な経営のための事業計画策定の助言とフォローア

ップを受ける等、一定の要件を満たした小規模事業者に対しては、日本政策金融公

庫が低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用にあたっての事

業計画の策定支援及びその後のフォローアップを積極的に行なう。＜新規事業＞【指

針②】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29年度 30 年度 31 年度 

小規模事業者経営発展支

援融資制度利用件数 

0 3 5 5 

 

7 

 

9 

(4)事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談時の融資のための資金繰り計画、

小規模事業者持続化補助金のほか、ものづくり補助金、新商品新サービス開発補助

金等各種補助事業の周知、認定支援機関としての申請時における事業計画の策定支

援を行う。＜既存事業＞【指針②】 

(5)小規模事業者の専門的な課題解決いついては、各関係機関と連携を取り、経営指導

員が小規模事業者と相談に同席し、小規模事業者との伴走型の相談体制で解決を図

り持続的発展を図る。＜既存事業＞【指針②】 



(6)国、県、市区町村等が行う支援策を会報、ホームページ、メール等の案内により周

知し、申請時における事業計画の策定支援を含めたフォローアップを実施する。＜

既存事業＞【指針②】 

 

 Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

当市では現在、廃業率が開業率を上回っている。産業を振興していくうえでは、新し

い活力の参入は大変重要であり開業率を上昇させていくことが必要である。 

千曲市では平成 26 年 11 月、国より産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認

定を受け、創業をワンストップで支援する「ちくま創業サポートデスク」を当所にも設

置し、経営指導員を中心とした創業相談を行なっている。千曲市、戸倉上山田商工会、

地域金融機関、信州大学工学部と連携協定を結んでおり総合的な創業支援を行なってい

る。＜既存事業＞ 

また、千曲市と共に現在の空き店舗活用の助成金の充実を図るとともに、現在当所で

運営している空き店舗を活用した「チャレンジショップ」の利用、新たな空き店舗、空

き住居を利用したコワーキング事業を推進する。＜新規事業＞ 

また、創業セミナー、創業スクールを開催し創業者の掘り起こしを図る。 

創業後も巡回指導等を行い伴走型の支援を実施する。 

（事業内容） 

(1)「ちくま創業サポートデスク」として、経営指導員による創業相談を行なっている。

創業スクールで得た知識をもとに、中小企業庁発行の「創業の基礎知識とビジネス

プランの立て方」「夢を実現する創業」等を利用し創業事業計画書の作成支援を行

なっている。融資、販路、技術支援等の個別案件については日本政策金融公庫、地

域金融機関、千曲市商業・工業アドバイザー、信州大学工学部、ながの創業サポー

トオフィス、長野県事業引継ぎセンター等と連携を取るとともに、ミラサポ等の専

門家派遣を利用しよりきめ細やかな創業支援を行う。創業後も巡回指導等を行い伴

走型の支援を実施する。＜既存事業＞ 

平成26年度は創業セミナー、創業スクール（６時間×6日間）を開催し、知識向上

を図り計画の策定支援を行なった。次年度以降も開催し創業支援を行う。＜既存事

業＞【指針②】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

創業相談者数（創業

塾受講者含む） 

22 24 26 28 30 32 

セミナー回数 1 1 2 2 2 2 

 

(2)創業後は、先輩経営者との意見交換会、経営指導員による個別フォローアップ、税

務相談、金融相談、PCDAによる経営相談等を重点的に行い伴走型の支援を行う。＜

既存事業＞【指針②】 

(3)第二創業（経営革新）に関する相談を行なうほか、第二創業（経営革新）セミナー

を毎年開催し、第二創業（経営革新）計画の策定を支援し、第二創業（経営革新）

支援を実施する。融資、販路、技術支援等の個別案件については地域金融機関、日

本政策金融公庫、千曲市商業・工業アドバイザー、信州大学工学部と連携を取ると

ともに、ながの産業ネットワークやミラサポ等の専門家派遣を利用しよりきめ細や



かな支援を行う。巡回指導等を行い伴走型の支援を実施する。<新規事業＞【指針②】

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

セミナー回数 0 1 1    2    2    2 

 

 Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

 千曲商工会議所では現在、以下の小規模事業者販路開拓支援を行なっているが、上記

Ⅰの地域の経済動向調査、上記Ⅱの経営分析・需要動向調査、Ⅲの事業計画の策定・実

施支援の結果を踏まえ、これらの事業を更に推進するとともに、新たな支援を行なって

いく。 

地域における食品製造業・食品製造販売業の販売促進を支援するため、しなの鉄道屋

代駅構内において販売所「ウェルカムステーション」を運営している。当地は、あんず

の一大産地であることから地域資源として新たに開発した、あんず加工食品を商標「杏

都」商品として販路開拓を行っている。今後も継続して支援を行なう。＜既存事業＞ 

個店の魅力度向上や活性化を目指して「一店逸品運動」を実施している。店主おスス

メの「逸品」を開発・発掘して販売促進を実施する。今回で10回目を迎えた。新規顧客

獲得の有効な手立てとなっている。参加店同士の異業種交流が図られることも魅力も一

つ。参加店を増やして更なる充実を図り小規模事業者の顧客獲得、経営力のアップを図

るとともに地域の活性化に貢献している。今後も継続して支援を行なう。＜既存事業＞

「製造業」については、千曲市・戸倉上山田商工会と共同で、競争から協業へを目的

に同業種グループ「ものづくり千曲プラネット（プラスチック金型・成型）」「プレス

ネット千曲ネット（精密・板金プレス）」「金属加工ネット千曲（金属加工）」「食品

ネット千曲（食品製造）」のグループを組織している。製造業の各種展示会への出展や

ホームページを通じて、バインダーとして販路開拓や技術集積の認知度向上を図るとと

もに、情報交換や工場見学を通じてグループ内での受発注の機会を生み出し、小規模事

業者への経営の発展を図っている。今後も継続して支援を行なう。＜既存事業＞ 

管内事業所が誇る工業製品、「信州千曲ブランド認定商品」,千曲市の杏を使った「杏

都（きょうと）ブランド商品」、各店の一押しの逸品などを一堂に展示する展示会を開

催し、管内産品の紹介と販路開拓を図るとともに千曲市産業のPRを行なっている。今後

もさらにこれを進めていく。＜既存事業＞ 

情報技術の発展は著しく、消費者の行動も店頭販売からネット販売へと変化しつつあ

り、EC（電子商取引）市場も拡大傾向にある。しかしながら小規模事業者はこの機会を

十分に活かせていない。そこで当所では、中小企業基盤整備機構が行なっている中小企

業ＩＴ活用販路開拓支援事業として「販路拡大のためのネットショップセミナー」を開

催している。小資金でできるネットショップ出店方法等を学んだ。今後も同様なセミナ

ーを開催するとともに、小規模事業者を巡回しこれらの情報を伝え、小規模事業者の売

上増加、収益増加を図っていく。＜既存事業＞ 

また、全国の商工会議所、商工会が共同運営している企業情報サイト「ザ・ビジネス

モール」に加盟している。自社のＰＲ、取引先探しなどビジネスの活性化や業務の効率

化に利用できる。今後もメリットをＰＲし加盟事業所を増やし販路開拓を支援する。 

今後は、横須賀商工会議所が運営し、全国商工会議所会員の商品を各商工会議所と連

携して販売し、全国の特産品・名産品を産地直送にて届ける地域ブランドギフト専用サ

イト「おもてなしギフトショップ」への加盟促進を図り販路開拓、売上増加を図ってい



く。＜新規事業＞ 

（事業内容） 

(1) 直営しているしなの鉄道屋代駅構内「ウェルカムステーション」において、地元食
品製造業者が作る商品を販売することにより販路を開拓するとともに認知度の向上

を図り、経営の発展に資している。今後も継続して支援を行なう。＜既存事業＞【指

針④】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

取扱い事業者数 50 52 55 55 55 55 

 

(2) 商標「杏都」として地元の杏を使った新商品を県内各地の観光土産品店やホテルに
出向き販売促進を図っている。今後も継続して支援を行なう。＜既存事業＞【指針

④】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

参加事業者数   2    5    7    8 10 12 

 

(3) 個店の魅力度向上や活性化を目指して「一店逸品運動」を実施している。店主おス
スメの「逸品」を開発・発掘して販売促進を実施している。今後も参加店を増やし

て更なる充実を図り小規模事業者の顧客獲得、経営力のアップを図るとともに地域

の活性化に貢献していく。＜既存事業＞【指針④】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

参加事業者数 17 20 23 26 29 32 

 

(4) 製造業の販路開拓支援として、現在、「機械要素技術展（東京都）」、「メッセナ
ゴヤ（愛知県）」「テクニカルショウヨコハマ（神奈川県）」「彩の国ビジネスア

リーナ（埼玉県）」「諏訪圏工業メッセ（長野県）」等の「製造業」に特化した展

示会に、千曲市、戸倉上山田商工会と協力し、千曲市が誇るプラスチック金型・成

型、精密板金プレス・プレス金型、金属加工業社を中心に共同出店し、出展支援を

行なっている。出展社展示物の郵送や、展示ブースの飾り付けの他、会期中は経営

指導員が通路に立ち、来場者に出展社の事業説明を行ない、来場者に出展ブースへ

の誘導を行なっている。バインダーとして受発注機会創出、新規顧客獲得支援して

いる。今後、出展社の数を増やすとともに、新幹線の金沢延伸に伴い北陸地方での

展示会出展も行ない、新規販路開拓を図って行く（25年度には「ＦＩＴネット商談

会（富山県）」に出展の実績あり）。また、同業種グループのホームページを通じ

てバインダーとして受発注支援を行なっている。製造業の新規販路開拓と技術集積

の認知度向上を図るとともに、グループ内での受発注増加を図っている。さらにこ

れを進めていく。＜既存事業＞【指針④】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

参加事業者延数 51 53 55 57 58 60 

 

(5) 製造業系同業種グループ内事業所の情報交換会、工場見学会を開催し、お互いの技
術力を理解し、グループ内での受発注機会を創出し小規模事業者の経営の発達を図



っている。小規模事業者は先進事業所を見学すてることにより５S改善等のノウハ

ウ、技術力習得も図っている。今後も機会を増やし参加事業者を増やしていく。＜

既存事業＞【指針④】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

工場見学会回数   5    7    9 11 13 15 

 

(6) 管内事業所が誇る工業製品、「信州千曲ブランド認定商品」,千曲市の杏を使った「杏
都（きょうと）ブランド商品」、各店の一押しの逸品などを一堂に展示する展示会

を開催している。管内産品の紹介と販路開拓を図っている。今後も参加事業者を増

やし販路開拓を増やしていく。＜既存事業＞【指針④】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

参加事業者数 45 47 49 51 53 55 

 

(7) 長野地域（千曲市、長野市、須坂市、高山村）において、総合展示会「産業フェア
in善光寺平」を毎年開催している。新規獲得、販路開拓を行なうとともに地域での

認知度を向上させ経営の発達を図っている。今後も参加事業者を増やし販路開拓等

の支援を行なっていく。＜既存事業＞指針④】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

展示会参加社数   9 11 13 15 17 21 

 

(8) ITを活用した販路開拓支援として「販路拡大のためのネットショップ出店セミナー」
を開催している。また、「まちなかキャンパス事業」においてタブレット等の操作

を主体とした「i-Pad講習会」を開催しITを活用しての経営の発達を図っている。今

後も開催回数を増やし支援を行なっていく。＜既存事業＞【指針④】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

ＩＴ活用セミナー開

催回数 

（まちなかキャンパ

ス事業含む） 

16 18    20 22      24 26 

 

(9) 海外の販路展開支援事業として、国庫補助事業の採択を受け地域金型等のインドネ
シアへの販路開拓事業を行った。参加事業者は海外への販路開拓の大きなきっかけ

となった。インドネシア金型工業会等との交流、事業所視察も行なっている。今後

より一層盛んにするとともに、ジェトロと連携をとり海外取引の専門的な知識の習

得のためのセミナー等を行い、海外への販路開拓を図り経営の発展に資する。＜既

存事業＞【指針④】 

(10) 全国の商工会議所、商工会が運営している企業情報サイト「ザ・ビジネスモー

ル」を利用しての販路開拓を支援している。さらに加盟事業所を増やす。＜既存事

業＞【指針④】 

(11) また、今後は、横須賀商工会議所が運営し、全国商工会議所会員の商品を各商

工会議所と連携して販売し、全国の特産品・名産品を産地直送にて届ける地域ブラ



ンドギフト専用サイト「おもてなしギフトショップ」への加盟を促進し販路開拓、

売上増加を図っていく。＜新規事業＞【指針④】 

(12) 当所会報（毎月発行）、当会議所ホームページ、マスメディア、各種広報誌よ

る広報により小規模事業者の商品、サービス、技術等の紹介を行ない販路開拓、顧

客増、経営の発達を図る。＜既存事業改善＞【指針④】 

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

 Ⅰ．地域経済活性化事業 

(1)「まちなかキャンパス事業」＜既存事業＞【指標④】＋にぎわい創出＋商店街活性

化 

平成２５年度に始まった事業で、まち全体を一つのキャンパス（学び舎）と捉えて市

内各所で様々な講座を開催している。一定期間継続していくことで地域住民の方に学

び・交流を通して個店の活性化支援と商店街の賑わい創出を目指している。成果として、

まちづくりの核となる人材の発掘にも繋がっている。本事業は、市外の方とのネットワ

ークも確立されるなど良い波及が広がっており、広く深く次年度以降進めて行くこと

で、地域全体のボトムアップを図る。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

開催回数 140 145 150 155 160 165

 

(2)「杏都「新グルメ紀行」開発」＜既存事業＞【指標④】＋地域資源活用＋観光振興 

地域の食を広く発信することにより地域全体の魅力度を向上させ、飲食店などの経営

支援を図っている。Ｂ級グルメのような地域ならではの「食」は興味があるところで、

顧客の恒常につながる。あわせ、当地は、古くから文人墨客が訪れた更級・姨捨・田毎

の月といった観光資源も多く来街者に広く紹介することで今後も地域観光に寄与する。

 

(3)「中心市街地再興戦略事業」＜既存事業＞【指標①】【指標③】【指標④】＋商店街

活性化 

千曲市は高齢化の中、住み暮らすに利便性の高い、コンパクトシティを目指したまち

づくりを進めようとしている。当所も千曲市のまちづくりビジョンと歩調を合わせ、中

心市街地再興戦略事業を実施している。所内に専門家を配置して「中心市街地再興戦略

計画」を策定するもの。 

次年度以降、千曲市が「中心市街地活性化基本計画」策定に入るが、新たなまちづく

りの指針として提示をする。千曲市と協力をする中、活力に満ちた安心安全なまちづく

り構想に寄与る。ひいて、市民のまちづくり、中心市街地の活性化に対する機運の醸成

を図り、行政・市民ともども「まちづくり」を積極的に推進していく。 

 

(4)「信州千曲市「杏都」スポーツタウン構想実現プロジェクト事業」＜既存事業＞ 

【指標④】＋観光振興 

千曲市の状況をみると、商工業者に至っては後継者問題等による廃業になる企業が増

えており中心市街地の商店街活気も今一つという状況。市内には日本一のあんずの里、

稲荷山の蔵、姨捨の棚田、戸倉上山田温泉街等、歴史もあり他の市町村には無い豊かな

観光資源がある。また、2011 年には千曲市をホームタウンとするプロバスケットボール



チーム「信州ブレイブウォリアーズ」が誕生した。しかしシーズンを通して県内外から

の観戦客が来て街を歩いたり、商店街等での買い物や交流するという“にぎやかな街”

には至っていない。このような現状を打破する為に、千曲市の観光大使としても活動す

るスポーツチームを活かした観光振興、商工業振興等を地域住民に積極的に参加しても

らいその方策を探っている。 

 

３．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り組み 

 Ⅰ．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)当所が主体となり、管内の金融機関、日本政策金融公庫、税理士、弁護士、弁理士、

販売士、建築士、設計士、クリエーター、中小企業診断士など各分野のスペシャリ

ストを一堂に会して情報交換・意見交換会を年に 2 回開催する。＜新設＞。これに

より、情報の共有、連携といった伴走型のより強固な支援体制を構築する。 

(2)千曲市内には、千曲商工会議所・戸倉上山田商工会と２つの商工団体がある。お互

いの会員の経営力、販売力強化を図るため平成 19 年に管内の垣根を越えた組織を設

立させた。工業振興を目的とした「千曲市工業振興協議会」（両商工団体の工業部会

から組織）。両商工団体の商業、料飲観光、サービス、旅館部会から組織された「千

曲市商業振興協議会」がある。これらは、工業展の展示会出展、プレミアム商品券

発行、経営セミナーの開催、建議要望など連携した事業を展開して管内の枠にとら

われず広く一体となった活動を実施してきた。よって、既に枠を超えた連携の基盤

は整備されている。今回、その基盤を活かしてあらたに各商工団体の経営指導員・

経営支援員のコアなメンバーでの情報、意見交換会を定期開催するしくみをつくる。

これにより、地域の経済動向に合致した小規模事業者の経営支援を行うこととする。

＜既存改善＞ 

(3)他の商工会議所、商工会、千曲市、千曲市産業支援センター、地域金融機関、日本

政策金融公庫、信州大学工学部、長野県中小企業振興センター、日本貿易振興機構、

長野県事業引継センター、ながの創業サポートオフィス、ながの産業支援ネットワ

ーク、信州ビジネスサポートプラットフォーム、長野県よろず支援拠点及び専門家

等と連携し、各地域の小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交

換するなどにより、新たな需要の開拓、経営課題の解決を図る。＜既存＞ 

 

 Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

長野県商工会議所連合会が主催する経営指導員等研修会、北信ブロック経営指導員研

修会の参加に加え、日本商工会議所、中小企業大学校、中小企業基盤整備機構の主催す

る研修に経営指導員が年間１回以上参加することで、記帳指導、税務指導等従来の経営

指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得

を図る。 

所内では「融資勉強会」「簿記勉強会」「税務勉強会」「IT活用勉強会」を開催し、

補助員等も参加し、組織内で経営指導員のノウハウを共有する。 

若手経営指導員については、融資相談、税務指導、記帳指導のほか、経営計画策定相

談、販路開拓相談において、ベテラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援するこ

と等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援

能力の向上を図り、従来の経営指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の利益の確



保に資する支援ノウハウの習得を図る。 

経営指導員等が習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等を

組織内で共有するため、組織内のパソコンネットワークやタブレットで共有するととも

に、事例報告会を開催し情報共有を図る。 

 

 Ⅲ．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 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検

証を行う。 

①関東経済産業局、中小企業基盤整備機構企業、中小企業診断士、長野県産業労働部、

千曲市経済部等の有識者により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。

②正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会へ報告し、承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を商工会議所のホームページで計画期間中公表する。

（http://www.chikumacci.jp/） 

 

 



（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２７年４月現在）

（１）組織体制 

中小企業相談所内で相談所長（経営指導員）を中心とする経営指導員４名と、経営指

導員歴の長い事務局長で経営発達支援事業が確実・効率的に行われているか、定期的に

意見交換をし評価の見直しをしていく。事務局職員数は８名。 

事務局内で支援事業内容を共有するため、事務局会議に支援事業の内容・遂行状況に

ついて報告し実効ある支援体制を築く。あわせ地区ごとに配置している小規模企業振興

委員を経営指導員が定期訪問し経営発達支援事業の内容を周知し推進を図っていく。 

商工会議所全体の組織については会頭 1 名副会頭２名専務理事１名監事２名、議員総

数６６名うち常議員２２名。会員数は９６０で組織率は５６％となっている。 

 

（２）連絡先 

〒387-0011 長野県千曲市杭瀬下３丁目９番地 

      千曲商工会議所 中小企業相談所振興課 

      電話番号 ０２６（２７２）３２２３ 

       内線：１５．１６ 

ホームページ:http://www.chikumacci.jp/ 

      メールアドレス：info@chikumacci.jp 

 

 

（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27年度 

( 27 年 4 月

以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額      

 

中小企業相談

所 

 

地域振興費 

 

39,220 

 

 

54,652 

  39,700 

 

 

    55,200 

40,200 

 

 

55,700 

40,700 

 

 

56,200 

41,200 

 

 

56,700 

（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、事業受託費、受益者負担金 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 



（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 

「ちくま創業サポートデスク」創業支援 

・千曲市役所、千曲商工会議所、戸倉上山田商工会内に「ちくま創業サポートデスク」

を設置し、市内の創業情報を一元的に把握し、適切な支援ができる体制を構築する。ワ

ンストップ相談窓口の設置及び創業情報の共有化によりきめ細やかな創業支援を行なっ

てゆく。・市が中心となり商工会議所、商工会、市内金融機関等の創業支援事業者との

連携を図り、千曲市産業支援センターのアドバイザーの創業支援における直接的な活用

により創業者創出を目標とする。  

連携者及びその役割 

【千曲市】  

個別相談窓口での経営・財務・人材育成・販路開拓等の経営全般に関する相談対応、各

種補助金制度の紹介、専門支援機関への繋ぎ、企業間マッチングによる販路開拓支援、

創業支援施策全体のマネージメント、証明書発行業務、制度融資の斡旋、各創業支援機

関における創業支援事業の進捗管理、創業情報の把握・一元化、広報活動等  

【千曲商工会議所・戸倉上山田商工会】  

個別相談窓口での経営・財務・人材育成・販路開拓等の経営全般に関する相談対応、各

種補助金制度の紹介、専門支援機関への繋ぎ、企業間マッチングによる販路開拓支援、

事業計画作成支援、広報活動等  

【㈱八十二銀行屋代支店・戸倉支店、㈱長野銀行屋代支店・上山田戸倉支店、長野信用

金庫屋代支店・埴生支店・稲荷山支店・戸倉支店・上山田支店、長野県信用組合更埴支

店・戸倉支店】  

創業相談情報の提供、資金繰りに関する相談対応、円滑な金融融資の実行支援、企業間

マッチングによる販路開拓支援等  

 

連携体制図等 

＜参照＞別紙「ちくま創業サポートデスク」組織図 

 

 

 
 



＜全体像＞ ※下線は特定創業支援事業

・相談窓口の設置・支援機関への繋ぎ
・商工団体への創業支援事業補助
・市・県創業者融資制度（保証料補給）
・アドバイザーによる創業相談
・マーケティング戦略に対する助言等

千曲市
千曲市産業支援センター

・相談窓口の設置・起業・経営相談
・事業計画作成支援
・金融機関等の専門支援機関の紹介
・創業スキル養成事業

千曲商工会議所
戸倉上山田商工会

・起業・経営相談、融資
支援、情報提供

市内金融機関

特定創業
支援事業

千曲商工会議所・戸倉上山田商工会：創業スキル養成事業

1

・情報提供、専門家派遣・専門家派遣

長野県経営支援機構 （独）中小機構関東本部

＜設置＞ ＜設置＞

≪

連
携
強
化≫

≪

情
報
共
有≫

＜相談＞＜経営・融資支援＞

＜情報提供＞＜連携・サポート＞

≪

相
談≫

≪
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援≫

・
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談

・
各
支
援
機
関
、
補

助
制
度
の
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介

ち く ま 創 業 サ ポ ー ト デ ス ク

創業希望者、創業者

・地域資源の研究・分析

信州大学工学部

組織図 ちくま創業サポートデスク

 
 


