
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

塩尻商工会議所（法人番号 5100005006746） 

塩尻市 （地方公共団体コード 202151） 

実施期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

目標 

地域活力の源泉である小規模事業者が「強み」を発見・再確認し、経

済情勢や市場のニーズを的確に捉えると共に、地域社会の構造変化に対

し柔軟な対応を取りながら、事業の持続、発展に繋がるよう課題の解決

や新商品開発、販路拡大に取り組み、売上、利益の増加を図ることによ

り地域全体の活性化を図る。 

①事業計画の策定・実施を支援し、小規模事業者の経営力向上を図り、

地域経済を牽引する事業者に成長させる。

②顧客ニーズに沿った新商品・新サービスの展開により、小規模事業者

の付加価値向上を図る。

③新たな顧客確保により、小規模事業者の売上、利益の増加を支援する。 

事業内容 

【経営発達支援事業の内容】 

３－１.地域の経済動向調査に関すること 

「LOBO（早期景気観測）調査」、「景気動向調査」の幅広い情報提供、

小規模企業振興委員の情報で事業立案、「RESAS」等で地域の経済分析

による情報提供 

３－２．需要動向調査に関すること 

「秋の木曽漆器祭」アンケート調査、「信州まつもとビジネス商談会」

アンケート調査を通じた経営力向上への取組

４.経営状況の分析に関すること

経営分析セミナー、個別相談会参加者や窓口相談、巡回訪問事業者等

を対象とした経営状況の分析する取組の推進 

５．事業計画策定支援に関すること 

事業計画作成セミナー、個別相談会参加者や窓口相談、巡回訪問事業

者等を対象とした事業計画を策定する取組の推進 

６.事業計画策定後の実施支援に関すること

事業計画を策定した事業者へのフォローアップ支援の強化 

７.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

長野県中南信エリア「自慢の逸品 発掘・売込逆商談会」参加事業

（BtoB）、「信州まつもとビジネス商談会」参加事業（BtoB）、「諏訪圏

工業メッセ」参加事業（BtoB）、「ザ・ビジネスモール」の推進事業（BtoB）

を通じた販路拡大支援 

連絡先 

塩尻商工会議所 塩尻中小企業相談所 郵便番号：399-0736 

住所：長野県塩尻市大門一番町 12番 2号えんぱーく 406号室 

TEL：0263-52-0258 E-mail：scci@shiojiri.or.jp 

塩尻市役所 産業振興事業部産業政策課 郵便番号：399-0786 

住所：長野県塩尻市大門七番町 3番 3号 

TEL：0263-52-0280 E-mail：sangyou@city.shiojiri.lg.jp 

mailto:scci@shiojiri.or.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）塩尻市の現状及び課題 

    

①現状 

 

昭和３４年に塩尻町、片丘村、広丘村、宗賀村、筑摩地村の１町４村が合併し市制が施行され、昭

和３６年に洗馬村の１村が編入合併し、平成１７年に楢川村の１村が合併し今日に至っており、令和

元年には、市制施行６０年を迎えた。 

 

塩尻市は、松本盆地の南端、長野県のほぼ中央に位置し、市内には信濃川水系の奈良井川と田川、

天竜川水系の小野川が流下し、塩尻峠、善知鳥峠、鳥居峠は、太平洋と日本海への分水嶺となってい

る。地形は扇状地形で、東西１７．７㎞、南北３７．８㎞と南北に長く、北アルプス、高ボッチ山、

中央アルプスの山並みを背景に田園風景が広がり、自然環境に恵まれた地域である。面積は約２９０．

１８㎢を有している。 

 

太平洋側と日本海側の交通が交差する交通の要衝で、鉄道はＪＲ中央東線・西線及び篠ノ井線が通

過するとともに、主要幹線道路は、長野自動車道のほか、一般国道１９号、２０号及び１５３号が通

過し、分岐点にもなっている。昭和４０年には松本空港（信州まつもと空港）が開港し、交流拠点都

市とし、また国際化に向けた要件を備えつつある。 

 

産業面を見ると、農業は、都市近郊型の利を活かして、野菜と果樹の生産団地が形成され、レタス

を中心に種類豊富な野菜が栽培されている。また、果樹は、ぶどう、りんご、なし等が栽培されてい

る。特に、ぶどうを原材料とするワインの醸造は、地場産業として脚光を浴びている。 

また林業においては、全国３番目の有数の森林県である長野県と同様に市の面積の約８割が森林で

あることからその豊富な資源を活用してきた。近年、木材生産機能は低調傾向にあるが、自然豊かな

緑を創り出す森林は、市土保全、水源かん養、保健休養、生活環境維持等の面が重視されておりそれ

を活用しながら、その利益を山へ還元することで林業再生や循環型地域社会の形成、地域の活性化を

図ることを目的として「信州 F・POWER プロジェクト」を長野県や民間企業、大学とともに構築し

推進している。 

 

文化的な面では、近代歌壇に名を残す歌人たちが生まれ、盛んに交流を図ったところである。特に

歌人たちが集まった広丘原新田には、本棟作りの旧家を移築した短歌館や歌碑公園がある。歌碑公園

には、近代短歌の潮流といわれる「太田水穂」、「島木赤彦」、「若山牧水」をはじめ、女流三歌人

の「若山喜志子」、「四賀光子」、「潮みどり」の数々の優れた歌の歌碑が建立され、短歌館には、

それらの歌人たちの遺品を示している。また、昭和６２年から毎年開催されている「全国短歌フォー

ラム in 塩尻」は、全国から数多くの短歌が寄せられ、全国の歌人の心をときめかせている。このよ

うに、様々な形で本市の歴史、文化が継承されている。今後は、歴史的、文化的遺産を活用したまち

づくりが期待されている。 
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〇地図上の位置 

塩尻市は、松本盆地の南端、長野県のほぼ中央に位置し、県内随一の交

通の要衝となっている。地形は扇状地形で、東西約１８km、南北約３８km、

面積２９０.１８km2 の地域を有し、塩尻峠と善知鳥峠、そして鳥居峠は太

平洋と日本海への分水嶺である。北に松本市、東に諏訪地域があり、塩尻

市北部の広丘（吉田、野村）は松本のベッドタウンの性格があり、人口が

僅かに増加している。 

 

〇総人口 ６６,７６３人（令和２年１０月１日現在） 

 

〇塩尻市の人口推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年３月作成「塩尻市人口ビジョン」（塩尻市作成） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E7%9B%86%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%B0%BB%E5%B3%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E7%9F%A5%E9%B3%A5%E5%B3%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85%E5%B3%A0_(%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C)
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〇塩尻市内の小規模事業者数の推移  

 平成２４年 平成２８年 増減数 増減率 

商工業者数 ２,９３１ ２,８５２ △ ７９ △２．７０％ 

内、小規模事業者数 ２,１４９ ２,０２８ △ １２１ △５．６３％ 

 

 直近の長野県経済センサス活動調査に基づく当地域の小規模事業者数は、２,０２８事業所で（平

成２８年）であり、平成２４年との比較では、４年間でマイナス５．６３％、１２１事業所が減少し

ている。 

 

 
（単位：事業所） 
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〇塩尻市の産業 

 

・商業は、中心市街地活性化事業として再開発ビルの建設等、消費者ニーズに合致した核店舗の建設

を進めてきた大門商店街と電線地中化整備に合わせ近代歌人の文化を活かす「短歌の里」として街

並みを整備した広丘商店街の２つの商店街を中心に、それらの商店街を結ぶ幹線道路に進出した店

舗等が市街地の賑わいを醸し出している。一方で、近年の車社会における、人や物の広範囲な移動

により、各商店街の店舗の減少に影響を与えるなど商店街の在り方が大きく変貌しつつある点は問

題でもある。 

 

・製造業は、塩尻市の基幹産業として昭和３９年松本・諏訪地区新産業都市の指定を契機に、交通の

利便性等の地理的優位性を背景に、精密機械、電気機械、一般機械製造の各種工場が建設され、市

内に技術、人材、拠点施設等が集積し、また、精密機械工業の部品供給基地としても栄え市内産業

を牽引している。近年では、ICT 産業の振興に市として注目し、光ファイバーネットワーク網を市

独自に整備し、また ICT 関連産業の起業支援施設である「塩尻インキュベーションプラザ（通称：

SIP）」を整備するなど、市内の ICT 関連産業の集積も図っている。 

 

・観光産業は、高ボッチ高原のある八ヶ岳中信高原国定公園など自然が豊富にあり、登山、ハイキン

グ、リゾート等の観光客も僅かではあるが年々増加している。また、古くから東に江戸、西に京都

へと続く中山道を軸に善行寺街道、三州街道が交差し、太平洋側を日本海側の交通が交差する交通

の結節点となっていたため、市内には「奈良井宿」、「贄川宿」、「本山宿」、「洗馬宿」、「塩

尻宿」、「郷原宿」の６宿場が存在し現在もその面影が往時の賑やかさを偲ばせる。そして、木曽

路の入り口に位置する楢川地区には、中山道の贄川宿と関所、奈良井宿のほかに漆工の町である木

曽平沢があり、共に多くの観光客が訪れている。特に中山道の宿場の中でも最も賑わいをみせた「奈

良井宿」と、漆工の町「木曽平沢」は「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている。更に、

中山道沿いには「堀内家」、「小野家」、「小松家」、「島崎家」、「深澤家」、「手塚家」の６

家が雄大な本棟造りや町家造りなど当時の姿を今に伝えていることから「国指定重要文化財」とし

て保護され、観光の名所となっている。 

 

・伝統産業である漆器産業は、木曽五木をはじめとする豊かな森林資源に恵まれたことに加え、地元

から「錆土」という漆器を堅牢につくることが出来る良材が発見されたことにより発展してきた。

木曽漆器は、４００年以上の伝統を誇り「伝統的工芸品」や「新日本様式１００選」の認定を受け

ており、今もなおその伝統技術を継承し、地場産業とし栄えていることに加え、観光資源の一つと

しても名を馳せている。 

 

・農業は、都市近郊型の利を生かして、野菜と果樹の生産団地が形成され、レタスを中心に種類豊富

な野菜が栽培されている。また、果樹は、ぶどう、りんご、なし等が栽培されている。特に、欧州

系ぶどうを原材料とするワインの醸造は、国内外で高い評価を受けている。品質向上、流通革新、

ブランドの構築、六次産業化等により、付加価値の高い商品を製造し、また、ワイン特区に認定さ

れたことにより新たな担い手の確保が進み地場産業として脚光を浴びている。 
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（

（単位：百万円） 

平成２８年経済センサス‐活動調査（確報）統計表 

 

 

 

労働生産性について、労働生産性を大分類の主だった業種で比較 

 
D 建設業 

 
E 製造業 
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I 卸売業・小売業 

 
M 宿泊業、飲食サービス業 

 
N 生活関連サービス業、娯楽業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な産業の労働生産性の塩尻市と長野県・全国平均の比較 

 

 

大分類での業種比較では、どの業種も労働生産性が長野県・全国平均に比べ低い。 
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従業者数(企業単位)の特化係数１以上の売上高上位５産業 

 

 

RESAS では、電気機械器具製造業の付加価値額、労働生産性、従業者数の（特化係数）が高い業

種である事が確認できる。 

金属製品製造業、総合工事業、医療業、電子部品・デバイス・電子回路製造業は付加価値額や従業

者数は全国平均に比べ多く、労働生産性は全国平均より低い。 

製造業は、金属製品や電気機械器具といった、部品製造の下請けの事業所が多く、その為価格決定

権が無く、長年の親会社からのコストダウンの要請により、単価が低く利益を生み出しにくい構造も

原因であると考えられる。 

全産業で、一人当たりの売上と利益を上げ、付加価値を生み、労働装備率と設備生産性を上げる必

要がある。 

 

②課題 

 

・商業は、市内郊外及び隣接する市町村への大型商業施設の進出、インターネット販売の普及等によ

り、小規模事業者の競争は激化しており、その結果、中心市街地の吸引力低下は顕著である。また、

それに加え事業者の高齢化や後継者不足があり、廃業などによる中心市街地を主とした空き店舗化

が課題である。 

 

・製造業は、機械・電子関連及び ICT 関連などの本市の経済を牽引する基幹産業が、国内にとどま

らず世界の市場に対して製品やサービスを提供することで、市内経済が潤い、十分な雇用の確保を

もたらしている。しかし今後は、関連産業の集積や産学官民による研究のプラットフォームの構築
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や「環境・エネルギー」、「航空・宇宙」、「健康・医療・福祉」、「革新的な先端技術」等の成長分野

における産業の競争力向上が課題である。同時に、コロナ禍により売上高が減少する中、生産性向

上やコスト削減、品質安定化や人手不足の深刻化による労働生産性向上を図るとともに、人が担っ

てきた作業の代替などの課題もある。 

 

・観光産業は、奈良井宿やワイナリー、観光ぶどう園が産業の核となり、市内観光地への集客の流れ

をつくり出しており、長野県や近隣自治体等との広域連携が進み、入り込みの間口が広がっている。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、インバウンドをはじめ入り込み客の減少に伴い、

市内へ多くの観光客を呼び込むためにも、自然などの潜在的な観光資源の創造、民間サービスの増

加や充実、滞在時間の長期化を狙う取り組みなどによる経済効果を拡大させることが課題である。 

 

・特産品となっている青果物は、ぶどうを中心とした果物、レタスを中心とした野菜がある。生産者

は専業農家に加え、兼業農家やセカンドライフとしての高齢農家も含めた小規模な農業も広く定着

しているが、市民の家計を支えるセーフティネットとしての機能を担っていくかが課題である。ま

た、塩尻市の特産品であるワインをはじめジュース、ジャム、ドライフーズ等の六次産業を捉えた

農産物の加工食品を増やして付加価値を高めていくことも課題である。 

 

・市内でも高齢化が進む中、介護予防を含めた福祉の充実を進める中でヘルスケア関係の事業者が安

定経営を行っているが、今後更なる雇用の受け皿として機能していくかが課題である。 

 

・伝統産業である漆器産業は、職人の高齢化が進み後継者も不足しているが、木曽高等漆芸学院等で

伝統産業を教え、若手の職人を育成している。しかし、生活様式の多様化、本物志向が浸透する中

でエンドユーザー向け商品と元来得意としているホテルや旅館などに卸している大物商品と幅広

いものづくりの質的変化に対応し取り組み続けられるかが課題である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

①今後１０年間の展望 

 

   人口減少や少子高齢化の進行していく中、将来の塩尻市の振興のためには地域経済の支えとなっ

ている小規模事業者が、外部環境や産業構造の変化に対応し持続的な発展をして行くことが重要で

ある。塩尻商工会議所では、各種支援機関等と連携し、新商品、新サービスの開発や販路拡大、創

業者の創出、観光客の誘致等の支援を通じて小規模事業者の発展に力を注ぐ。 

 

②塩尻市総合計画との連動制・整合性 

 

塩尻市では、２０１５年度（平成２７年度）から２０２３年度（令和５年度）までの９年間を計

画期間とする「第五次塩尻市総合計画」を策定した。  

塩尻市の経済を牽引している製造業・ICT 関連産業等の分野において、IoT・AI の戦略的活用

等による経営強化の支援や、地域内への企業立地の促進、起業家精神の醸成、創業に対するスケー

ルアップ支援等を行うことによって、基幹産業の「稼ぐ力」の向上を図ると記載されている。 

   塩尻商工会議所も製造業を中心とした産業構造をなす塩尻市において技術、人材、拠点施設等が

集積している地域の強みを生かし、成長分野への新事業参入や事業拡大の後押し、生産性改革を進

め、雇用創出を目指し、雇用創出の波及効果として小規模事業者を含む卸・小売業、サービス業等

の地域内の他産業にも高い経済効果をもたらし、市民を通じて地域内で経済が循環する状況を創る

ため、創業支援や IoT・AI の戦略的活用等の産業支援を塩尻市と共に行う。 
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【第五次塩尻市総合計画の長期戦略目標】 

足腰の強い地域産業の構築 

 産業及び雇用の創出は、地域の活力と持続性の基礎となるものである。 

塩尻市の強みである都市的要素と農村的要素に根ざした、多様で付加価値の 

高い産業の集積を促進する事によって、社会経済環境の急激な変化にも耐え 

ることができる、足腰の強い地域産業構造の構築と就業機会の拡大を目指す。 

 

③塩尻商工会議所の役割 

 

塩尻商工会議所は、商工業の総合的な改善発展を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資するとい

う目的を根底とし、地域の伝統や文化を支えるなど地域コミュニティの中核的存在である小規模事業

者のニーズを的確に把握する中、経営基盤（ヒト、モノ、カネ、情報等）の強化、後継者の育成、経

営革新に向けた適切な小規模事業者支援を展開するとともに、売上と利益を増加させるための支援体

制を構築する。 

また、地域雇用の重要な受け皿として、新規創業や新技術・新商品の開発、新事業分野への進出等

を支援する。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 
地域活力の源泉である小規模事業者が「強み」を発見・再確認し、経済情勢や市場のニーズを的確

に捉えると共に、地域社会の構造変化に対し柔軟な対応を取りながら、事業の持続、発展に繋がるよ

う課題の解決や新商品開発、販路拡大に取り組み、売上、利益の増加を図ることにより地域全体の活

性化を図る。 

 

①事業計画の策定・実施を支援し、小規模事業者の経営力向上を図り、地域経済を牽引する事業者

に成長させる。 

 

②顧客ニーズに沿った新商品・新サービスの展開により、小規模事業者の付加価値向上を図る。 

 

③新たな顧客確保により、小規模事業者の売上、利益の増加を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五次塩尻市総合計画 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

 

令和３年４月１日～令和８年３月３１日の５年間 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

１－（３）－ ①、②、③は下記のとおり 

 

①事業計画の策定・実施を支援し、小規模事業者の経営力向上を図り、地域経済を牽引する事業者

に成長させる。 

小規模事業者の経営状況を的確に分析し、現実的で実行可能な事業計画の作成・計画実施を促

進し、地域経済を力強く牽引する事業者に成長させる事により地域全体の活力向上に繋げる。 

 

②顧客ニーズに沿った新商品・新サービスの展開により、小規模事業者の付加価値向上を図る。 

小規模事業者が持続的な事業経営を行っていく為、顧客ニーズを把握し、新商品・新サービス

の提供に繋げる事業の実施支援を行い、目標とする売上高と利益増加の達成に向けて、PDCA

サイクルにより付加価値向上を図る。 

 

③新たな顧客確保により、小規模事業者の売上、利益の増加を支援する。 

行政と連携した補助金を活用して、新たな需要開拓に繋げる為の調査事業と商談会等へ出展か

ら商談、成約に結び付ける支援を行い、小規模事業者の売上及び利益の増加に繋げる。 

 

経営発達支援事業の内容 

 

３－１.地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 

①地域の小規模事業者等が「肌で感じる足元の景気感」や「直面する経営課題」を毎月調査する

「LOBO 調査」を日本商工会議所より依頼を受け実施している。当地域の経済動向や小規模事

業者の経営状況を的確に把握したデータを日本商工会議所へ報告をしている。日本商工会議所が

総括しＨＰで公表しているデータを基に経営指導員が、窓口相談や巡回相談の際に個別で事業者

に情報提供を行っている。 

 

②長野県では県内企業の業況等について、年４回「景気動向調査」を行っている。製造業２００社、

非製造業２００社（建設業、情報サービス業、小売業、卸売業 、飲食業、宿泊業）合計４００

社について、県内企業の業況等を、年４回調査を実施、結果を長野県ホームページで公表してい

る。その報告を基に経営指導員が、窓口相談や巡回相談の際に個別で事業者に情報提供を行って

いる。 

 

③当地域内で業種や地域バランスを考慮し、小規模企業振興委員を委嘱し、各地域・業界の経済動

向に関し情報交換をし、その意見を踏まえ事業立案し小規模事業者支援に繋げている。 
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④国が提供する「地域経済分析システム（RESAS）」等を活用していない為、小規模事業者支援

に必要な地域経済分析及び情報提供が出来ていない。 

 

[課題] 

１）①の日本商工会議所が行っている「LOBO 調査」と②の長野県が行っている「景気動向調査」

は、経営指導員が、窓口相談や巡回相談の際に個別で事業者に情報提供を行っていたが、限ら

れた小規模事業者に情報提供されていた為、できるだけ多くの事業所へ公平に情報提供をする

必要がある。 

 

２）③の小規模企業振興委員より取得した各地域・業界の経済動向に関しては、一部の経営指導員

が内容を把握していた為、所内で情報共有する必要がある。 

 

３）①～③に加え地域活性化を目指すために④の地域経済分析等を実施し、分析結果の公表が必要

である。 

 

[改善方法] 

１）①の「LOBO 調査」、②の「景気動向調査」は、経営指導員が、窓口相談や巡回相談の際に個

別で限られた小規模事業者に情報提供されていたが、できるだけ多くの事業所へ公平に情報提

供をする必要がある観点から、当所ホームページで情報提供をする。 

 

２）③の小規模企業振興委員より取得した各地域・業界の経済動向に関しては、一部の経営指導員

が内容を把握している為、小規模企業振興委員会の開催後速やかに経営指導員の打合せを実施

し、取得した情報や各地域・業界の景況感、課題などの情報を把握し、事業立案等で活用し小

規模事業者支援に充てる。 

 

３）④に関しては各業界事業者に対して、限られた時間を有効活用するため「RESAS」 等を使用

し、地域の経済分析を行い、当所ホームページにて公開する。 

 

（２）目標 

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

①LOBO 調査結果の当

所ＨＰへ公表回数 
0 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

②景気動向調査結果の

当所ＨＰへ公表回数 
0 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

③小規模企業振興委員より取得し

た経済動向の所内情報共有会議 0 回 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

④地域経済動向分析結果の

当所ＨＰへ公表（RESAS 等） 0 件 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

（３）事業内容 

 

１）①の「LOBO 調査」は、全国で３３６商工会議所より、約２，６００企業を対象に調査を

実施（２０１９年４月現在）し、毎月当所では５事業所に当月の業況・売上・採算・資金繰

り・仕入単価・販売単価・従業員の状況及び、自社が直面している経営上の問題等について

ヒアリングしている。日本商工会議所が総括しＨＰで公表しているデータを当所ホームペー

ジで公開する。 
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２）②の「景気動向調査」は、長野県産業労働部が県内企業の業況等について、年４回「景気動

向調査」を行っている。製造業２００社、非製造業２００社（建設業、情報サービス業、小

売業、卸売業 、飲食業、宿泊業）合計４００社について、県内企業の業況等を、年４回調

査を実施し、結果を長野県ホームページで公表している。長野県がＨＰで公表している経営

に役立つ内容を当所ホームページで公開する。 

 

３）③の小規模企業振興委員より取得した各業界の経済動向の情報に関しては、市内各地区や業

種のバランスを勘案して１年任期で委嘱した１６名の委員（小規模事業者やその後継者）よ

り年間３回の情報交換会議で地域や業種の状況を入手している。小規模企業振興委員は市内

の事業者から経営指導員へ相談取次や経営改善に関する補助的な役割を担っており、委員よ

り入手した情報は、個々の事業所の内部的な情報であり、広く公表すべきでない内容である

為、経営指導員の打合せ等で内容を共有し、日頃の事業者支援等での活用という対応をとる。

また月例職員全体会議で情報共有する。 

 

４）④の「RESAS」等を活用し、当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマ

ンパワーや政策資源を集中して投入し、効率的な経済活性化を目指す為、経営指導員等が地

域の経済動向分析を行い、年１回当所 HP で公開する。 

【分析手法】・「地域経済巡回マップ・生産分析」  ― 何で稼いでいるか等を分析 

          ・「まちづくりマップ・From-to 分析」  ― 人の動き等を分析 

          ・「産業構造マップ」          ― 産業の現状等を分析 

           ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援に反映する。 

 

（４）成果の活用 

 

１）①の「LOBO 調査」、②の「景気動向調査」、④「RESAS」等の調査や分析結果は、当所ホ

ームページに公開し、広く地域事業者等に周知する。また、当所職員全体で、全国や地域、

業界の景気動向に関し理解を統一し、窓口相談や巡回相談支援の際に、特に小規模事業者へ

情報提供を行い経営の参考として役立ててもらう。 

 

２）③の小規模企業振興委員より取得した各業界の経済動向に関する情報は、経営指導員が内容

を共有する中で事業立案等や窓口、巡回の相談、支援の際に小規模事業者向けに活用する。 

 

３）「RESAS」等を活用し、地域の経済動向分析結果を基に、小規模事業者に有効なセミナー、

講演会を企画する。 

 

３－２．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 

①毎年６月上旬に塩尻市楢川地区にて「木曽漆器祭奈良井宿場祭」を開催している。昨年で５３

回を迎え市内でも歴史ある催しとなっている。近隣地域はもとより、県外からも多くの観光客

が訪れ、例年約２６，０００人程度が来訪している。木曽平沢地区では、産地価格での木曽漆

器販売を行っているが、多くの来訪者の割には購買に繋がらないケースも見受けられる。また、

奈良井宿では「お茶壺道中」が実施されるなど、観光要素が強いものとなっている。観光自体

は重要ではあるが、木曽漆器に触れ、商品価値を知って頂く機会を作り、販路に繋がる催しも

必要であるとの声が産地から上がり、８年前より地場産業である木曽漆器の知名度の向上を目
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的に、毎年１０月第３日曜日に「秋の木曽漆器祭」を開催している。この催しは、６月の漆器

祭とは異なった趣向を取り入れている。毎年内容を変えながらも木曽漆器の研ぎ体験などの開

催で体験を通じて木曽漆器に親しみを持たせ、産地ならでのおもてなしで木曽漆器に触れ、認

知を深める事により、木曽漆器の知名度向上を図っている。 

 

②令和元年度より「販路拡大」と「人材確保」の２つのテーマで、地域企業の実績に寄与すると

共に、若者の定着を図ることで地域経済の活性化に寄与する為に、まつもと広域ものづくりフ

ェア実行委員会が主催し、イベントを開催した。 

「販路拡大」は、県内外の２０商工会議所等と連携を図り、販路開拓や受注目的のための「信

州まつもとビジネス商談会」を開催した。事前マッチング制を取り、当日は効率的で確実な商

談ができるよう配慮し、複数企業との商談も可能である。５８事業所がエントリーし、３０事

業所が商談をした。 

「人材確保」は、高校生に直接企業を紹介する展示と企業の製品や技術力をＰＲする為の展

示ブースを提供した。 

 

[課題] 

①「木曽漆器祭奈良井宿場祭」は、開催期間が３日あり、祭り自体に歴史があるので一定の集客を

見込め、販売金額も年により変動は有るものの一定の効果がある。一方「秋の木曽漆器祭」は、

開催期間も短く開催歴が浅い為、更なる周知による来場者と販売金額を増加させる事が課題であ

る。 

 

  ②出展企業にアンケートを行ったが、初回開催で調査項目等が不足している部分もあり、来場者ア

ンケートの実施も含め、次回は改善しアンケート調査を行う。 

 

（２）目標 

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

①秋の木曽漆器祭 

製作体験アンケート 
100 件 120 件 120 件 120 件 120 件 120 件 

②信州まつもとビジネス商談会 

来場者アンケート調査 
―  25 件  25 件  25 件  25 件  25 件 

 

（３）事業内容 

 

①伝統産業を更に発展させるため、「秋の木曽漆器祭」の来場者に「木曽漆器」に求める事等をア

ンケート調査し、調査分析結果を当該店３０店にフィードバックすることで、商品内容の変更や

新商品開発に活用する。 

 

【調 査 件 数】来場者１２０人 

【調査手段・手法】「秋の木曽漆器祭」で、漆器の製作体験をした来場者にアンケート調査を行う。 

【分析手段・手法】調査結果は、経営指導員等が分析を行う。 

【調 査 項 目】①「秋の木曽漆器祭」を知ったきっかけ。 

②「秋の木曽漆器祭」に来た回数。 

③木曽漆器に期待するもの（商品内容、デザイン等）。 

④今後木曽漆器製品で購入したい商品（家具、盆、汁椀、弁当、皿、箸、スプ

ーン、フォーク等）等。 

【分析結果の活用】調査分析結果は、経営指導員等が木曽漆器工業協同組合を通じて、当該漆器事

業者にフィードバックし、ニーズに合った商品の製作、提供を行う。 
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②「信州まつもとビジネス商談会」に来場し、商談した事業者に対し商談目的や内容等アンケート

調査を行い、調査分析結果を出展企業３０事業所にフィードバックすることで、販路開拓やそれ

に付随する技術や新製品開発に活用する。 

   

【調 査 件 数】商談事業者２５件 

【調査手段・手法】信州まつもとビジネス商談会に来場した企業にアンケート調査を実施する。 

【分析手段・手法】調査結果は、経営指導員等が分析を行う。 

【調 査 項 目】①商談目的 

②新規事業者との取引（マッチング）に際し重要なこと。 

a.商品(力) b.技術 c.価格 d.数量 e.会社規模 ｆ.取引条件 g.納期 

【分析結果の活用】調査分析結果は、経営指導員等が当該出展者に直接説明する形でフィードバッ

クし、今後の販路開拓や製品提供の際に活用する。 

※ 広域での開催となる為、商談事業者全体でのアンケート調査となる。 

 

４.経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 
①小規模事業者の経営分析については、マル経資金等金融面での資金調達の際、財務分析による資
金繰り計画支援を行っている。 

 
②経営課題を抱えている小規模事業者については、国、長野県、当所の専門家派遣を通し、中小企
業診断士等より経営分析等、経営課題の解決を行っている。 

 
③小規模事業者は、確定申告の際、売上高や利益の増減等は理解しているが、経験や過去の実績等
感覚的な経営になっている事業者が多く、経営状況の分析を行っている事業者は少ない。 

 
④小規模事業者持続化補助金等の申請支援を通じ、事業計画等の作成アドバイスを行っている。 

 
[課題] 
上記現状の①、②、③については、小規模事業者が長年の経験による勘と感覚に頼り経営する事業

者も多い中、小規模事業者であっても事業計画を策定し経営することが今後必要であることを説明
し、持続的経営に有効な事業計画を策定できる状況を築いていく事が課題である。 

 
④については、小規模事業者持続化補助金等に留まらず、補助金をきっかけに中長期的な事業計画
を策定できるように繋げていく事が課題である。 

 

（２）目標 

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

①経営分析セミナー・ 

個別相談会の開催回数 
― 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

経営分析セミナー 

参加者数 
― 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 

②経営状況分析件数 
（セミナー参加者、窓口相談、巡回

訪問等で対応した事業者を対象） 

― 14 件 19 件 22 件 28 件 31 件 
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（３）事業内容 

 

①経営分析セミナー・個別相談会の開催 

小規模事業者に事業計画策定のきっかけづくりとして経営分析をテーマとしたセミナーを開

催し、経営分析の重要性、必要性、その手段と活用法を理解し、その後希望事業者に個別相談会

を開催する。 

そこからの分析結果を自社の強み等を生かした事業計画策定への展開に進めていく。 

 

【対象者】 意欲的な事業者と、支援に関わった事業者（窓口相談、巡回訪問、専門家派遣先、マ 

ル経資金等の資金調達先、記帳代行や決算申告相談者、持続化補助金等各種補助金対 

応事業者など） 

【募集方法】当所ホームページ、フェイスブックページで周知 

支援機関の（一社）塩尻市振興公社のメーリングリストを活用した周知 

小規模事業者持続化補助金申請者等へ窓口相談、巡回訪問等による周知 

【開催回数】２回／年 

【参加者数】参加者数は２０名 

 

②経営状況分析 

「TOAS」（日本商工会議所トータル OA システム）、（株）エイチ・エーエルの経営支援機関

システム「BIZ ミル」等を活用し、セミナー参加者の中で意欲的な事業者と、支援事業者（窓口

相談、巡回訪問、専門家派遣先、マル経資金等の資金調達先、記帳代行や決算申告相談者、持続

化補助金等各種補助金対応事業者など）に対し、自社の現状、経営資源や決算内容等を、「経営

状況調査シート」に沿って事業者にヒアリングし、「TOAS」、「BIZ ミル」等に入力の上「経営

状況調査分析」を行い、経営状況の調査分析表を当該事業者へフィードバックする。 

 

【対象者】 支援事業者（窓口相談、巡回訪問等）より、R３年度４件、R４年度９件、R５年度 

１２件、R６年度１８件、R７年度２１件を対応し、また経営分析セミナー参加者の 

中から、意欲的で販路拡大の可能性が高い１０件を毎年度選定 

【分析項目】定量的分析「財務分析」  売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

        定性的分析「ＳＷＯＴ分析」 強み、弱み、機会、脅威等 

【分析手法】「TOAS」、「BIZ ミル」等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

③経営課題に対する専門家の活用 

②で経営課題が顕在化した小規模事業者については、国、長野県、当所の専門家派遣事業を活

用し、中小企業診断士等による外部の知見を活かした専門的な見地から経営指導及び支援を行

い、経営資源や経営課題について検証し、将来に向けた事業戦略と行動計画を立て、事業計画策

定に繋げる。 

 

（４）分析結果の活用 

 

①経営状況の分析（３）の②で作成した「TOAS」、「BIZ ミル」等による分析結果は、当該事業者

にフィードバックし、当該事業者の事業計画策定等に活用する。また、ヒアリング情報とともに

情報共有することで、経営指導員等のスキルアップに繋げる。 

 

②経営状況の分析（３）の③の専門家派遣を通じて「TOAS」、「BIZ ミル」等による分析結果を活

用し「ＳＷＯＴ分析」を行い、当該事業者にフィードバックし、将来に向けた事業戦略と行動計

画を立て、事業計画策定に繋げる事で、経営課題を解決し継続的に事業を発展させる。 
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５．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 

①小規模事業者の事業計画策定については、塩尻市や長野県及び日本政策金融公庫による資金調達

の際に資金繰り等の金融支援時に必要に応じて事業計画策定支援を行っている。また、新規創業

者の資金調達を含めた事業計画策定には特に力を入れて支援している。 

 

②小規模事業者持続化補助金、先端設備導入計画等の申請の際に事業計画策定支援を行っている。 

 

[課題] 

これまでは、金融支援や補助金申請など限られた小規模事業者に対し事業計画策定支援を行って

きたが、地域の活性化を図る為、より多くの小規模事業者に事業計画策定の意義や重要性を広める

ことが課題である。 

金融支援や補助金申請事業者であっても、持続的な事業発展に向けた事業計画策定の必要性を再

認識してもらい、今後の経営に有効な事業計画策定し、PDCA サイクルを活用した事業の実践や取

り組みを更に進めていくことが課題である。 

 

（２）支援に関する考え方 

 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、理解され難く実質的な行動

や意識変化を促せる訳ではない。以前より売上目標は立てていたが、具体的に事業計画を策定してい

ない事業者が多い為、事業計画作成の重要性を説明し理解する為の、事業計画作成セミナー、個別相

談会を開催する。前項の４.で経営分析を行った７割程度の事業者の事業計画策定を目指す。併せて、

経営に関する一般的な相談、資金繰り相談、税務相談、各種補助金の相談、専門家派遣等、窓口相談

と巡回訪問相談事業者に対し、事業計画の重要性を説明し、事業計画策定支援に結びつける。 

また、With コロナ、After コロナに対応出来るよう事業者に合わせたデジタル技術の活用を組み

入れた事業計画を策定する為、テレビ会議やリモートワーク、リモート営業（オンライン展示会）に

関しても知見を深める支援を行い、事業計画の策定に活用する。 

 

（３）目標 

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

①事業計画策定セミナー・ 

個別相談会の開催回数 
― 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

事業計画策定セミナー 

参加者数 
― 20 人  20 人 20 人 20 人  20 人 

②事業計画策定支援件数 ― 10 件 13 件 15 件 20 件 22 件 

 

（４）事業内容 

 

①事業計画策定セミナー・個別相談会 

経営分析を行った事業者と窓口相談、巡回訪問相談事業者を対象とした「事業計画策定セミナ

ー」、「個別相談会」を実施する。 

 



17 

 

【募集方法】  当所ホームページ、フェイスブックページで周知 

支援機関の（一社）塩尻市振興公社のメーリングリストを活用した周知 

小規模事業者持続化補助金申請者等へ窓口相談、巡回訪問等による周知 

【開催回数】  ２回／年 

【カリキュラム】事業計画策定の意義、事業計画策定の手法、補助金申請等への活用等 

【参加人数】  参加者数は２０名 

【支援対象】  経営状況分析事業者、窓口相談、巡回訪問等により意欲のある事業者を対象とす 

る。 

【手段 ・手法】 「TOAS」、「BIZ ミル」等による、経営状況詳細分析表で定量分析（財務分析）、 

          定性分析（SWOT 分析）、将来に向けた事業戦略と行動計画により、経営指導員 

等が更に事業計画策定に必要なヒアリングを実施し、必要に応じて金融機関、当

所に登録している専門家、（公財）長野県中小企業振興センター、長野県よろず

支援拠点、エキスパートバンク、ミラサポ等の専門家等を交え、事業者が考える

将来の事業イメージを事業計画書により策定をする。 

 

②事業計画策定支援 

経営分析を行った事業者と窓口相談、巡回訪問相談事業者等を対象とした経営指導員・補助員

による個別伴走型支援を行い、質の高い事業計画を策定する。 

 

【支援対象】  経営状況分析事業者、窓口相談、巡回訪問先の意欲のある事業者を対象とする。 

【手段 ・手法】 「TOAS」、「BIZ ミル」等の経営状況詳細分析表で定量分析（財務分析）、定性 

分析（SWOT 分析）、将来に向けた事業戦略と行動計画を踏まえて、経営指導員

等が更に事業計画策定に必要なヒアリングを実施し、顧客本位、従業員重視、社

会との調和を考慮し、コンセプト、変革、プロセス、対話、戦略思考、ブランド、

イノベーションを意識し、事業計画策定支援をする。 

 

６.事業計画策定支援後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 

小規模事業者や新規創業者が、塩尻市や長野県及び日本政策金融公庫のメニューより資金調達す

る際に、資金繰り等の金融支援や、小規模事業者持続化補助金、先端設備導入計画等の申請の際に

事業計画策定支援を行っている。融資実行や補助金実施完遂後のフォローアップは、事業者からの

申し出があった際に事業計画の軌道修正等の支援を行っている。 

  

[課題] 

事業者からの申し出により事業計画策定後の支援を実施しているが、当方からのアプローチの回

数が少ない。定期的に経営指導員が窓口相談や巡回訪問の時間を有効的に活用し、事業計画が計画

通り実施されているかの確認やフォローアップを行える支援体制を構築することが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

 

    フォローアップに関しては、事業計画を策定した事業者がすべて対象となるが、事業計画の進捗

状況に合わせて支援を行っていく。事業の進捗状況をよく把握した上で、計画が滞っている事業者

へは巡回訪問数を増やし、場合によっては専門家を投入するなど選択と集中を図りながら支援し、

概ね計画どおり進んでいる事業者へは巡回訪問数を減らすなどして問題が出ない程度にフォロー

アップ回数を設定する。 
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（３）目標 

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7年度 

フォローアップ対象事業者数 ― 10 社 13 社 15 社 20 社 22 社 

頻度（延べ回数） ― 28 回 34 回 38 回 48 回 52 回 

売上増加事業者数 ― 1 社 2 社 3 社 3 社 4 社 

利益５%以上増加の事業者数 ― 0 社 1 社 2 社 2 社 3 社 

 

（４）事業内容 

 

事業計画策定事業者全てに対し、定期的に事業者への事業計画の進捗状況の把握を行う巡回訪問

等を基本とし、PDCA サイクルにより計画内容をチェックし、フォローアップを実施し伴走型支

援を行う。 

具体的には、事業計画策定１０社のうち、１社は２ケ月に１回、２社は四半期に一度、他の７社

については年２回とするが、事業者から希望があればその都度対応を取り、次年度以降も、同様な

割合で対応する。 

なお、計画どおりに進んでいる事業者は、２ヶ月に１回訪問等の事業者であっても巡回訪問頻度

を変更する。進捗状況が思わしくない事業所に関しては巡回訪問頻度を増やし、主担当以外の経営

指導員が共に巡回訪問を実施し修正、改善を図る。しかし、事業計画の進捗状況の遅れや内容に差

異が生じるなどで事業計画の頓挫の可能性がある場合は、支援機関や専門家などの協力を得て、内

容の差異などの発生原因や今後の対応方法を検討し、フォローアップ頻度や内容変更等を行う。 

 

７.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 

①隣接する松本市の松本商工会議所が主管する長野県中南信エリア「自慢の逸品 発掘・売込逆

商談会」では、主に食品を中心とした新たな商品発掘を希望する「買い手企業」（百貨店、スー

パー、飲食、通販、ホテル・旅館等）に対し、自社の自慢の逸品を売り込み、ビジネスマッチ

ングを図るべく中小企業・小規模事業者の食品製造業に特化し販路開拓を目的として開催して

いる。この商談会は、中南信エリアの１７の商工団体が協力し、長野県松本地域振興局を会場

に年１回開催しており令和元年度で７回目を迎えた。当所においても、この商談会の目的に合

致する管内事業所へ参加を促し、例年数社が出展している。 

 

②令和元年度よりまつもと広域ものづくりフェア実行委員会が主催し、長野県内外の広域かつ全

業種を対象とした、事前マッチング制の「信州まつもとビジネス商談会」を開催している。広

域での新しい取引先の開拓や提案による販路拡大を目的として実施している。 

 

③隣接する諏訪圏では、平成１４年より金属・電気・光学等の機械装置や加工部品に関わる４０

０社以上の企業、団体が出展する地方では国内最大級の工業専門展示会の「諏訪圏工業メッセ」

を開催している。塩尻市内事業所でも毎年出展をしている企業がある。 

 

④現状では事業所同士を結ぶ手段として当所ホームページの企業情報（会員事業所の情報）の利

用や当所事業である会員大会、部会活動の参加等がある。 

※ 会員大会、部会活動は、当所会員が対象 
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[課題] 

①長野県中南信エリア「自慢の逸品 発掘・売込逆商談会」は、管内小規模事業者が数年出展し

ているが、出展後の商談状況の把握が不足している。状況確認し、チャンスと見ればどのよう

な形で新規顧客確保に結び付けるのかが課題である。 

 

②「信州まつもとビジネス商談会」は令和元年度からの取り組みである為、事業者の認知度が低

く、また、「事前マッチング制」の商談会事例が少なく内容等の理解を高める工夫が必要である。 

 

③「諏訪圏工業メッセ」は、管内小規模事業者等が出展している。塩尻市より当所が事業受託し

ている「受発注支援事業補助金」を活用している事業所に関しては数値化した成果報告の提出

があるので展示会での商談件数や見込みなどは把握できるが、活用していない事業所に関して

は商談状況の把握ができておらず、①の商談会同様に、商談状況を確認し、どのようにして商

談から成約まで結び付けていくのかが課題である。 

 

④当所ホームページの企業情報や当所内の事業では塩尻商工会議所の事業所との関わりにとどま

り市外、県外の事業所との接点がなくマーケットの拡大には限界があるなどの課題があった。

当所としてはビジネスを広げるためにマーケットを広域に捉え、全国の事業所を対象に取引す

る手段を提供することが理想である。 

 

（２）支援に対する考え方 

 

国内では、首都圏、中部圏、関西圏はもちろんのこと、長野県でも大小様々な展示会が開催され

ている。業種別や規模別に展示会を把握し、その事業者に合わせた展示会出展を目指す。また、コ

ロナ禍の対応として、オンラインでの展示会も開催されている。小規模事業者は展示会出展に慣れ

ていない事業者も多いので、状況により経営指導員がオンライン展示会も含め、実際に展示会を視

察し、その情報を基に、展示会出展申請から準備、期間中の接客対応から出展後の営業方法を含め

た伴走型支援を行うことで、出展から商談、成約まで確実に結び付けられる様に支援する。展示会

出展を目指すにあたり、資金面の支援として塩尻市の受発注支援事業補助金の活用を進める。また、

現状の当所会員を対象とした取り組みにとどまらず、全国の事業所との繋がりが持てる手段があれ

ば、商取引の機会が一層増すため、全国を対象とした企業検索や会員同士の広域取引（商談モール）

等ができる「ザ・ビジネスモール」を活用する。「ザ・ビジネスモール」は地元事業所の商取引の

機会を支援するシステムとなりうるものであり、日本商工会議所も中小企業支援策として推奨して

いる。 

 

３）目標 

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

①逆商談会（売り手企業）

の出展者数（BtoB） 
4 社 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

商談成立率 14％ 15％ 20％ 20％ 20％ 20％ 

・現行の商談成立率は塩尻市外を含む出展した全ての企業で計算したもの 

・商談成立率（見込含む）調査方法は、参加者アンケート調査を行う。 

・商談成立根拠は、塩尻市内の企業が商談し取引が成立したもの及び見込みを含む。 

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

②「信州まつもとビジネ

ス商談会」 

展示会出展者数（BtoB） 

6 社 6 社 6 社 7 社 7 社 7 社 
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商談成立率 10％ 15％ 20％ 20％ 20％ 20％ 

・現行の商談成立率は塩尻市外を含む出展した全ての企業で計算したもの 

・商談成立率（見込含む）調査方法は、参加者アンケート調査を行う。または、受発注支援事業補

助金の成果報告書で確認する 。 

・商談成立率の根拠は、塩尻市内の企業が商談し取引が成立したもの及び見込みを含む。 

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

③「諏訪圏工業メッセ」

展示会出展者数（BtoB） 
5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

商談成立率 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 20％ 

・現行の商談成立率は、５社の内４社は受発注支援事業補助金の成果報告書で計算したもの（１社

は受発注支援事業補助金の申請をしていない為、確認していない。） 

・商談成立率（見込含む）の調査方法は、参加者アンケート調査を行う。または、受発注支援事業

補助金の成果報告書で確認する。 

・商談成立率の根拠は、塩尻市内の企業が商談し取引が成立したもの及び見込みを含む。  

 

 現 行 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

④「ザ・ビジネスモール」

登録事業所数（BtoB） 
0 社 10 社 30 社 50 社 70 社 100 社 

 

（４）事業内容 

 

①長野県中南信エリア「自慢の逸品 発掘・売込逆商談会」参加事業（BtoB） 

食品製造業を主とした小規模事業者の販路拡大を目的とした、長野県中南信エリア「自慢の逸

品 発掘・売込逆商談会」の事業内容は次のとおりである。 

買い手企業（BUYER）がブースを構えており、売り手企業（SUPPLIER）がブースを訪問す

る逆商談会形式で、商談時間が１回約１５分で設定されており、複数社と商談が可能である。普

段は連絡が取り難いバイヤーに対しても、直接的に自社商品を売り込むことができ、取引成立の

機会の場として活用できる。 

また、売り手企業は参加に際し、農林水産省が推奨する FCP（フード・コミュニケーション・

プロジェクト）展示会「商談会シート」を作成し、自社商品の強みを認識し、より効果的な商品

の PR を行う準備が出来る。 

商談会シートの作成にあたり、限られた時間を有効活用し、より多くの商品提案と買い手企業

のニーズを収集できるよう、支援機関等のアドバイスを受けながら実効性や訴求性のあるシート

作成支援を行う。 

以前より会場が拡張されたことにより、売り手企業による「商品展示会」スペースが設置され、 

参加したバイヤーに、実際に商品を見てもらい、試食する場を設けることにより更に商品 PR を

行えるが、実際に何を強く訴求したいか、それにより商談に結びつけ、取引を成立させたいかを

整理し、実効性のある展示になるよう支援する。また、「商品展示会」は、売り手企業同士によ

る商品取引の促進や情報交換の場として幅広く活用し、今後の新商品開発に活用する。 

 

 詳   細   等 

支援対象 食品製造業者 

開催場所 長野県松本地域振興局等 

参加者数 売り手企業７０社、買い手企業２０社 
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協力先 

長野県中南信１７商工団体 

長野県松本・北アルプス・諏訪・木曽・上伊那・中南信の各地域振興局 

（公財）長野県中小企業振興センター、長野県商工会連合会中信経営支援セン

ター 、（一財）松本ものづくり産業振興センター 

 

  ②「信州まつもとビジネス商談会」参加事業（BtoB） 

「信州まつもとビジネス商談会」は、県内外の２０商工会議所等と連携し、販路開拓や受注目

的のためのビジネス商談会である。開催事例が少ない「事前マッチング制」を取り入れた商談会

であり、まず、エントリー企業の中から商談希望相手を指名し、事前調整を行う。この事前調整

により、当日は効率的で且つ確実に担当者同士が商談できるようになり、複数企業を指名した場

合も調整が出来れば、１日で複数社との商談も可能となる。 

この商談会も①記載の逆商談会同様に参加に際して予めエントリーシートを提出することに

なっており、業種、具体的分野、参加希望分野や商談相手の事業所と共に自社の PR 事項を記載

し、その情報をもとにエントリー企業が互いに商談相手を指名することとなるため、まずは限ら

れた文字数の中に自社の概要、製品、技術、事業展開などを的確に示せるようシート作成を支援

する。更に、事前マッチングが決定した際は、商談相手企業が事前にわかるため、その企業に合

わせた自社製品の紹介や技術、ノウハウなどを整理した資料作成の支援を行い、商談成立に向け

た実効性のある支援を行う。また、商談会と同時開催している広域ものづくりフェアの出展企業

との名刺交換や情報交換も可能であり、今後に繋げていきたい企業であれば営業開拓支援も行

う。 

 

 詳   細   等 

支援対象 製造業者 

開催場所 松本商工会館 

参加者数等

（実績） 

エントリー企業数：５８社（県内５３社、県外５社） 

            （製造業３０社、その他情報通信・卸売等２８社） 

事前マッチング成立：３社／４４件の商談 

主  催 

まつもと広域ものづくりフェア運営・実行委員会 

［構成団体］松本市、塩尻市、安曇野市、松本広域連合、長野県松本地域振興

局、（公財）長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センター、（独）高齢・

障害・求職者雇用支援機構長野支部長野職業能力開発促進センター松本訓練セ

ンター、長野県松本技術専門校、（一財）松本ものづくり産業支援センター、

松本地域産学官連絡会、松本地区雇用福祉協議会、松本商工会議所、塩尻商工

会議所、安曇野市商工会、松本機械金属工業会、塩尻機械金属工業協同組合、

安曇野工業会、松本機械金属工業会青年部、松本市西南工業団地協議会、松本

市大久保工場公園団地管理組合、松本臨空工業団地管理組合、信州大学、松本

大学、長野工業高等専門学校、中信地区高等学校校長会、松本工業高等学校、

東京都市大学塩尻高等学校、松本市技術・家庭科教育研究会 

主  管  松本商工会議所 中小企業振興部 ものづくり支援グループ 

 

③「諏訪圏工業メッセ」参加事業（BtoB） 

「諏訪圏工業メッセ」は、上記に記載したとおり「地方では国内最大級の工業専門展示会」で

あり、塩尻市の基幹産業である製造業事業者がこの展示会に出展することは新たな販路開拓の場

として十分活用できる。会場も製品、技術のカテゴリーゾーンで別れており、ブース訪問企業に

応じた、自社製品の紹介や技術、ノウハウなどをＰＲし売り込むことが可能であるため、技術力
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を訴求した自社紹介パネルの作成や製品陳列等の出展支援を行う。また、来場者数は約２７，０

００人である。既存顧客は元より、新たに面談、説明した企業だけでなく、名刺交換した企業へ

の商談アプローチなど出展後の販売促進支援も行い、受注増や新規顧客獲得に繋がるよう伴走型

支援を行う。 

 

 詳   細   等 

支援対象 製造業者 

開催場所 
諏訪湖畔 諏訪湖イベントホール 

（旧東洋バルブ株式会社 諏訪工場跡地内） 

登録状況 

目標来場者数：約２７，０００名 

展示規模  ：９，７４１㎡ 

募集小間  ：４５０小間 

主  催 

諏訪圏工業メッセ実行委員会 

［構成団体］岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、岡谷商工

会議所、諏訪商工会議所、茅野商工会議所、下諏訪商工会議所、富士見町商工

会、原村商工会、長野県、（公財）長野県中小企業振興センター、（公財）長野

県テクノ財団諏訪テクノレイクサイド地域センター、日本貿易振興機構（ジェ

トロ）長野貿易情報センター、長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、

日本政策投資銀行、公立諏訪東京理科大学、八十二銀行、諏訪信用金庫 

主  管 ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構 

 

  ④「ザ・ビジネスモール」の推進事業 

    商工会議所等会員限定の販路開拓支援事業である「ザ・ビジネスモール」に当所会員が登録す 

ることにより従来の塩尻市内だけでなく、全国の事業所との商取引の可能性が増すというメリッ 

トがある。当所会員事業所にこのシステムをＰＲし、多くの事業所に登録及び活用いただくこと 

で商取引の拡大に繋げる。 

 

 詳   細   等 

対 象 国内商工会議所、商工会、及びその団体の会員事業所 

登録状況 
登録団体  ：４４６団体 

登録事業所数：約２７０，０００事業所 

基本機能 

・ザ・商談モール    （見積り提案と募集による受発注の機会提供） 

・簡易ホームページ   （自社製品・サービスをＰＲし取引に繋げる） 

・企業データベースの検索（参加約 27 万事業所の検索）  

主  催 

(登録先） 

ザ・ビジネスモール事務局 

(大阪市中央区本町橋 2-8 大阪商工会議所経営情報センター内) 

 

⑤受発注支援事業補助金の活用 

当所ホームページ以外に塩尻市や支援機関、金融機関等の協力により、展示会出展企業と出展

検討企業へ周知を依頼し、展示会出展等の支援を行う。 

 

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 
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８.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）現状と課題 

   

[現状] 

前回の経営発達支援計画を策定した際は（平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日）、外

部専門家による事業評価を行っていたが、現在は事業評価を行っていない。 

 

[課題] 

前回の経営発達支援計画を策定した際は、外部専門家による事業評価を行っていたが、その結果

を経営指導員等の支援現場に反映し活用するための仕組みづくりが不十分であった為、改善した上

で実施する。 

 

（２）事業内容 

 

毎事業年度、本支援計画に記載した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・見直しを行う。 

 

①各年度２回、塩尻市産業振興事業部産業政策課、法定経営指導員、経営発達計画担当者が進捗状

況を確認し、事業の課題や取組方法について検証し、年度内の目標達成に向け進捗管理する。 

 

②法定経営指導員、市担当者が、下記２名の外部有識者に、毎年６月、前年度事業の実施状況を報

告し、助言を受け次年度に向けた事業の見直しを図る。 

  

（外部有識者） 

     ・学校法人松商学園 松本大学 経営総合学部 総合経営学科 兼村 智也教授 

      ・一般財団法人長野経済研究所 調査部長 小澤 吉則氏 

  

③外部有識者の評価結果をもとに、法定経営指導員、市担当者が、事業内容を精査し、見直しの方

針を作成する。 

 

④事業の評価結果、見直し方針については、正副会頭会議へ報告し、承認を受けた上で事業実施に

反映させる。 

 

⑤事業の成果・評価結果・見直し事項を反映させた事業計画等は、塩尻商工会議所ホームページ 

【http：//www.shiojiri.or.jp】に公表し、地域小規模事業者が閲覧できるようにする。 

（注）事業評価は、本事業の国への報告期限等により、開催月を変更する場合がある。 

 

９.経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 

経営指導員研修会など小規模事業者支援に必要な知識を身に付けるための研修会に参加する他、

小規模事業者に生じた経営問題に対し、解決等が困難な場合は当所専門家派遣制度を活用し、中小

企業診断士等の専門家の指導により課題解決を図っている。専門家派遣時には、経営指導員が同行

し専門家の知識や手法を学んでいる。 
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[課題] 

小規模事業者の課題は多岐に渡るが、経営指導員の知識、経験、支援能力等の差や相談内容にお

いての得意、不得意の分野がある。また、一般職員等に関しては相談業務に直接的に係わることが

少ないため、所内全体を見てもスキル等にバラツキが見られることが課題である。 

 

（２）事業内容 

 

①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（義務研修）一般コース、特別コー

スに参加し、小規模事業者支援事業に必要な知識を得る。（一般コース２回／年、特別コース

２回／年） 

また、そこで得た知識を月例職員会議や所内メールなどを活用する中で、知識の共有を図るこ

とにより一定の対応ができるようにする。 

 

②金融機関、他の支援機関等との連携を図り、経営課題解決が困難な小規模事業者等に対し、塩

尻中小企業相談所の専門家派遣制度を活用し、中小企業診断士や設置する経営アドバイザー等

の専門家が小規模事業者の経営課題に対し、事業者ヒアリングから課題解決提案を行う。その

際、経営指導員は同行し、中小企業診断士等専門家の課題解決手法を学び資質向上を図る。 

 

③各事業者の担当経営指導員等が、経営支援機関システム「TOAS」、「BIZ ミル」等を活用し、

経営支援情報（事業所カルテ）を作成し、経営指導員間で、経営状況、経営状況分析、事業計

画策定等、各事業者に関する経営支援情報を共有し、チームでの積極的な経営支援に取り組み、

支援能力の向上を図る。 

 

④１ヶ月に１回程度で２時間の所内勉強会を開催し、経営アドバイザー等の指導を受け、現状の

課題解決、ケーススタディー、実践的な課題等に取り組むことで、経営指導員等の資質の向上

を図り、事業所支援の体制を強化する。 

※ 開催回数、開催期間、開催時間等については、状況により柔軟に対応する。 

 

   ⑤日本商工会議所主催の研修会や中小企業大学校主催の研修会等に参加した際は、職員全員のス

キルアップに繋げる為、月例職員全体会議で講師として、経営支援の基礎から話題の引き出し

術、ヒアリング術など、その研修内容のプレゼンテーションを行い職員の支援能力向上を図る。

同時に、経営指導員のプレゼンテーション能力と対話力の向上を図り、スキルアップに結び付

ける。 

 

１０.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 

 

[現状] 

①長野県商工会議所連合会が開催する、中小企業相談所長会議に出席をしている。 

 

②小規模事業者の資金調達や資金繰り等の金融に関する連携は、市内金融機関（八十二銀行、長

野銀行、松本信用金庫、長野県信用組合、アルプス中央信用金庫）、日本政策金融公庫、長野県

信用保証協会、小規模事業者の顧問税理士等と情報交換を行い、連携強化を図っている。 

 

③ＩＴ事業や事業承継等については、専門家や他の支援機関と連携強化を図っている。 
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[課題] 

①に関しての課題は特になし。 

 

②、③は支援機関と小規模事業者が抱える課題に対しそれぞれ対応しているが、連携自体が少ない

支援機関もある為、今後は意識的に多くの情報交換を行い、連携を密にして行く事が課題である。 

 

（２）事業内容 

 

①長野県商工会議所連合会が開催する中小企業相談所長会議への出席（年２回） 

長野県下１８商工会議所に設置されている中小企業相談所の所長が集まり、年２回小規模事

業者支援の情報交換を行う。会議で入手した支援内容等の情報について、所内経営指導員で共

有し、事業所支援に活かしていく。 

 

②金融、ＩＴ、事業承継等に関する連携（随時） 

その他小規模事業者の資金調達や資金繰り等、金融に関する連携は、事業者のメインバンク

となる金融機関、日本政策金融公庫、長野県信用保証協会、顧問税理士等と連携を図る。ＩＴ

事業、事業承継等については、（一財）塩尻市振興公社、中小企業基盤整備機構、（公財）長野

県中小企業振興センター、長野県よろず支援拠点等の専門家や他の支援機関と連携強化を図

り、小規模事業者の経営に有効で的確な支援ノウハウの向上を図る。 

 

   ③アルプス広域コーディネーター連絡会議への出席（月１回） 

     情報交換の場としてアルプス広域コーディネーター連絡会議に参加する。会議メンバーは、
（公財）長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センターが事務局を担い、塩尻市・松本市・
安曇野市はもとより市町村の商工関係支援機関（（一財）塩尻市振興公社・（一財）松本ものづ
くり産業支援センター・（一社）あずみ野産業振興支援センター）や松本地域振興局商工観光
課や（公財）長野県中小企業振興センター、長野県よろず支援拠点、また、信州大学や長野工
業高等専門学校など多岐に渡る機関が参加する。各地域や機関における現状や支援の取り組
み、施策や研修会開催内容などの情報を幅広く収集することが出来る。 

     支援施策計画や支援方法の向上に期待でき、また、管内小規模事業者の経営課題解決などを
図る際に協力機関として活用できる。 

 

地域経済の活性化に資する取組 

 

１１．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 

①塩尻市産業支援機関連絡会議（塩尻商工会議所、塩尻市産業振興事業部産業政策課、（一財）塩

尻市振興公社、（一財）塩尻・木曽地域地場産振興センター）を毎月開催し、小規模事業者等の

個別支援状況、技術系セミナーの企画立案、開催運営等の情報交換を実施していた。しかし、

令和２年度は当初から新型コロナウイルス感染症対策等により、事業が停滞している為、現在

は開催されていない。 

 

②塩尻市の更なる観光振興を目指して、行政、観光協会等の関係機関を含めた組織設立と、今後

の塩尻市の観光誘客事業とそのプロモーションについて連携し、効果的な誘客と地場産業、商

業等に経済を波及させるための戦略を作り、実施できる体制づくりを進めている。 
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[課題] 

①新型コロナウイルス感染症対応等の状況により流動的な開催となり、各機関と情報交換ができ

ておらず連携が取りにくい状態であることが課題である。 

 

②塩尻市では滞在型観光を目指した観光ビジョンの具現化に向けて諸政策は実施されているが、

コロナ禍での観光需要が低迷している状況において、今後の塩尻の観光に何を活用すべきかを

議論、検討し、実現可能な中長期の観光戦略及び観光関係業界の維持発展の為の観光プランを

作成、実践することが課題である。 

 

（２）事業内容 

 

①「塩尻市産業支援機関連絡会議」の開催（月１回） 

今後は、オンライン会議の導入を検討する。塩尻市商工業振興条例で定める産業支援機関が集

まり、地域経済の活性化を図る上で毎月１回開催し、各機関の活動内容と今後の予定や、塩尻

市内企業の状況について情報、意見交換を行うことにより、各支援機関が足並みを揃えて連携

し、小規模事業者の経営に有効で的確な支援を行う。 

 ≪構成団体≫ 

塩尻市産業政策課・地方創生推進課、（一財）塩尻市振興公社、（一財）塩尻・木曽地域地場 

産業振興センター、塩尻商工会議所 

 

②「観光・プロモーション戦略会議」の開催（年４回） 

 官民一体となり、観光客の通過点になっている現状を打破するために、新たな視点でのイベン

ト、食などを含めたトータルな滞在型の観光商品・プロモーションを検討することで、映像を

含めたビジュアル及びＩＴを活用した市内観光関係事業者への経済的な波及を目指す。 

 ≪構成団体≫ 

  塩尻商工会議所地域開発委員会（主催者）、塩尻市産業政策課・観光課、（一社）塩尻市観光

協会、広丘商工会、（一財）塩尻・木曽地域地場産業振興センター、奈良井宿観光協会、旅

行・バス会社代表、（公社）塩尻青年会議所 

  ※ 内容の進捗により、ワイン業界、飲食業界、ＩＴ業界、映像関連など随時メンバーを増

やしていく。 
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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 

（令和２年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

【経営発達支援事業の実施体制】 

塩尻中小企業相談所、塩尻商工会議所楢川支所、塩尻市産業政策課において取り組む。 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する 

経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名：谷田部 和良 

■連絡先：塩尻商工会議所 TEL:0263-52-0258 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 

経営発達支援事業の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価、

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

 

塩尻中小企業相談所 

法定経営指導員 １名 

経営指導員   ３名 

補助員     １名 

一般職員    5 名 

塩尻商工会議所楢川支所 

経営指導員 １名 

塩尻市 産業振興事業部 

  産業政策課 

事務局 

一般職員 ４名 

専務理事 

事務局長 
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（３）商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①塩尻商工会議所 塩尻中小企業相談所 

  〒399-0736  長野県塩尻市大門一番町 12番 2号 えんぱーく 406号室 

         TEL:0263-52-0258／FAX:0263-51-1388 

②塩尻商工会議所 楢川支所 

  〒399-6302  長野県塩尻市木曽平沢 2221-1 

         TEL:0264-34-2153／FAX:0264-34-2593 

          

③塩尻市産業振興事業部産業政策課 

   〒399-0786  長野県塩尻市大門七番町 3番 3号 

         TEL:0263-52-0280／FAX:0263-52-6113 

         E-mail: sangyou@city.shiojiri.lg.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） 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

必要な資金の額 1,758 2,041 2,206 2,622 2,797 

 

〇経営状況の分析 

・経営分析セミナー講師謝金 

・個別相談会専門家謝金 

 ・講師、専門家旅費 

 ・チラシ印刷費他 

 

〇事業計画策定支援 

・事業計画策定セミナー講師謝金 

 ・個別相談会専門家謝金 

 ・講師、専門家旅費 

  

〇事業計画策定支援後の実施支援 

事業計画策定支援後のフォローアップ 

 ・個別相談会専門家謝金 

 ・専門家旅費 

 

〇経営指導員等の資質向上 

・勉強会講師謝金  

 ・講師旅費 

 

〇経営支援基幹システム運営 

・BIZ ミル使用料 

 

 

110 

154 

10 

50 

 

 

110 

330 

20 

 

 

 

330 

20 

 

 

264 

10 

 

  

350 

 

110 

209 

20 

50 

 

 

110 

429 

  30 

 

 

 

429 

30 

 

 

264 

10 

 

 

350 

 

110 

242 

20 

50 

 

 

110 

495 

30 

 

 

 

495 

30 

 

 

264 

10 

 

 

350 

 

 

110 

308 

20 

50 

 

 

110 

660 

 40 

 

 

 

660 

40 

 

 

264 

10 

 

 

350 

 

 

110 

341 

30 

50 

 

 

110 

726 

40 

 

 

 

726 

40 

 

 

264 

10 

 

 

350 

 

（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。 

 

mailto:sangyou@city.shiojiri.lg.jp
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調達方法 

国伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 

長野県補助金、塩尻商工会議所一般会計繰入金等 

（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。



３ 

 

（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

記載事項はありません。 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 
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