
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

小海町商工会  （法人番号 4100005003455） 小海町 （地方公共団体コード 203033） 

南相木村商工会 （法人番号 3100005003456） 南相木村 （地方公共団体コード 203068） 

北相木村商工会 （法人番号 5100005003454） 北相木村 （地方公共団体コード 203076） 

実施期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（1）伴走型支援の強化を図り小規模事業者の経営力向上に努める。 

（2）観光資源や農産物を活用した地域活性化への取組を強化する。   

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容                          

1.地域の経済動向調査に関すること                     

地域の経済動向調査で収集した情報を整理・分析する。その結果を小規模事業者に対

し広く提供し、事業計画策定の基礎資料とする。                 

2.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的経営発展に重点を置き、広域巡回指導や経営セミナーの開催を

通じ、経営分析を啓蒙し、経営分析支援を行う。                 

3.事業計画策定支援に関すること                      

経営分析の結果を基に実効性の高い事業計画を、事業者と経営指導員等が一体となっ

て策定する。                                

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

四半期に一回以上の頻度で事業計画策定後の PDCAサイクルによる経営計画の実践に

つなげていく。                               

5.需要動向調査に関すること 

需要に適した商品サービス等、新たなトレンドを見据えた展開ができるよう、需要動

向調査を行い、個社ごとに情報提供を行う。                  

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

攻めの営業に向けた小規模事業者自身の意識改革に取り組み、需要開拓・販路開拓に

向けた事業者自身の積極的取り組みをサポートするための支援を行う。 

Ⅱ.地域活性化に資する取り組み                          

1.小海南北相木地域の振興ビジョン検討協議会の開催                

2.高速交通網に対応するまちづくりへの取組                    

3.農業者と商工業者による異業種交流事業 

連絡先 

 小海町商工会 〒384-1103 長野県南佐久郡小海町豊里 57-1 

 電話 0267-92-2397  FAX 0267-92-2346 

 小海町役場  産業建設課 〒384-1103 長野県南佐久郡小海町豊里 57-1 

 電話 0267-92-2525   FAX 0267-92-4335 

 南相木村商工会 〒384-1211 長野県南佐久郡南相木村 3525-1 

 電話 0267-78-2956    FAX 0267-78-2265 

 南相木村役場 振興課 〒384-1211 長野県南佐久郡南相木村 3525-1 

 電話 0267-78-2121  FAX 0267-78-2139 

 北相木村商工会 〒384-1201 長野県南佐久郡北相木村 2744 

 電話 0267-77-2543    FAX 0267-77-2636 

 北相木村役場 経済建設課 〒384-1201 長野県南佐久郡北相木村 2744 

 電話 0267-77-2111  FAX 0267-77-2879 
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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）地域の現状及び課題  

①現状 

小海南北相木地域（小海町（こうみまち）・南相木村（みな

みあいきむら）・北相木村（きたあいきむら））は、標高約１０

００ｍの千曲川と相木川の合流点に位置する谷口集落として

形成しており、高い標高と澄んだ水を活用した高原野菜が基幹

産業となっている。 

長野オリンピック開催により開業した北陸（旧長野）新幹線

佐久平駅から小海駅まで車で３０分・ＪＲ小海線にて４５分の

距離にあり、小海町の中心を山梨県北杜市方面と長野県佐久方

面を結ぶ幹線道路である国道１４１号が通過している。また、

２０１８年４月より隣町の佐久穂町に中部横断自動車道八千

穂高原 IC が開通した。中部横断自動車道の延伸に伴い佐久市

街地から小海南北相木地域まで約１０分の削減ができるよう

になり町の活性化の機会が期待される。 

 

ア 小海町は長野県東部南佐久郡のほぼ中央に位置している。

町の中心部を南北に流れる千曲川に沿い、帯状の平坦地が形成

され、ここを JR 小海線、国道１４１号線がそれぞれ南北に走

っている。千曲川流域とその支流相木川流域に平坦地がある

が、他は起伏が多く西側は八ヶ岳山麓の台地と傾斜地、東部は

秩父山塊の段丘地となっている。古来は佐久甲州街道の旅人・

物資が行き交う町として、近年では上流部の北相木村や南相木

村の買い物町として発展してきた。 

 

イ 南相木村は、細長い地形で、平坦地が少なく、総面積の約

９割を山林原野が占め、南相木川及び栗生川（ｸﾘｭｳｶﾜ）の流域

に１０の集落が散在している。村を流れる南相木川上流部（三

川）に東京電力が、群馬県上野村の上野ダムとの間で揚水 

発電を行うために南相木ダムを建設した。 

 

ウ 北相木村は面積の約９割を山林が占めている。標高

2,112m の御座山（ｵｸﾞﾗｻﾝ）に端を発する相木川や数々の支流

は山々の間を流れて合流し、三滝や箱瀬の滝などの名勝をうみながら、果ては千曲川へと注いでいる。

気候は秩父山系、御座山などの高山に囲まれて内陸性気候を示し、年間平均気温は 9.3℃、夏季は気

温の較差が大きく、冬季の寒さが厳しい地域である。南・北相木村には中学校がないため、隣接する

小海町と共に中学校組合を作り、子供は小海町まで通学している。 

 

・小海町の現状 

小海町の商業者は、１９９７年の長野新幹線佐久平駅の開業を契機とし、佐久平駅周辺開発及び旧

臼田町（現在佐久市）、旧佐久町（現在佐久穂町）の国道１４１号線沿いの大型店進出等により、食

品や日用品を求め買い物顧客が町外への流出を強めたことにより衰退している。 
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工業については大手ゼネコンが震災や五輪の需要の対応に追われ、地方の仕事を現地の業者に任せ

ていることもあってか、小海町の建設業の需要は増加傾向にある反面で、人手不足に陥っている業者

もいる。しかし、震災や五輪の需要がひと段落した後の需要の落ち着きも予想されるため、安易に雇

用できない状況である。 

小海町の観光施設来客者の推移をみると、3 施設（下記表参照）ともほぼ横ばいとなっている。平

成 28 年に公開されたアニメ映画の作中に小海町の商店や風景が使われていたこともあり、聖地巡礼

観光客が体感的に多く感じたが、数値で見ると横ばいである。聖地巡礼観光客の増加と、松茸の不作

などが重なった影響だと思われる。 

 

 

 
                        小海町役場産業建設課より 

 

・南相木村の現状 

小規模小売店が点在しているが、人口減少や村外の大型店進出により食品や日用品の購買力が村外

に流れている。大量販売による価格競争になると山間部の商店では不利な状況となっている。また、

消費者ニーズの多様化に伴い消費圏が拡大し、村内の商店では対応できない現実があるとともに、生

活を維持するための収益が期待できない状況の中、後継者の確保が難しい状況である。 

建設業における村内の仕事は、もともとの世帯数が少ない上、人口も減少しているため減少傾向に

ある。そのため、村外へ仕事を求める傾向が強くなっている。 

南相木村の観光施設来客者数の推移をみると、2 施設（下記参照）とも微増もしくは横ばいとなっ

ている。3 地域に共通していることであるが、豊かな自然環境が観光資源になっているため、行楽シ

ーズンの天候により観光客数が増減する。 

 

 



３ 

 

 
                       南相木村役場振興課より 

 

・北相木村の現状 

人口減少や高齢化による地域の活力の低下が著しく、商工業者も事業主の高齢化や後継者の不在な

ど事業継続に困難をきたしている。さらに村内の商店は日常食料品の販売が大部分であることや、道

路改良により近郊市町村への買い物が容易に可能になったことなどから、村内での購買は減少傾向に

ある。本村には漬物工場が 1 施設、革製品の加工所が 1 施設ある。いずれも規模が小さく、従業員

は中高年が多く、主にパートの雇用形態であり、貸金体系からも、若者や壮年男性は村外に就業の場

を求めている状況にある。魅力的な雇用の場の創出に向けて、漬物以外の農林産物の加工等について、

他産業との連携の下、改めて検討を進める必要がある。 

観光客数の推移をみると、キャンプ場やコテージなどがある長者の森の観光客数の減少が著しく、

H26 年と H30 年を見比べると 60％に減少している。 

小海南北相木地域のなかで、事業者数が最も少なく北相木村内の観光関連の事業者は全体の 20％

強である。村内のみでの経済循環では限界があり、観光を通して村外からの資金の流入を図りたい。

また、減ってしまった商業事業者をこれ以上減らさないためにも、観光振興には行政も力を入れてい

るがまだ効果的な支援策が取れていない。 
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                     北相木村役場経済建設課より 

 

 

小海南北相木地域各町村の人口推移（各年４月１日調査基準日） 

  H22年 H25年 H28年 H31年 

小海町 5,222 4,983 4,840 4,676 

南相木村 1,155 1,059 1,066 1,017 

北相木村 840 833 778 762 

（出典：長野県下商工会の概況） 

 

各地域の小規模事業者数等（平成３１年４月１日調査基準日） 

 
小海町 南相木村 北相木村 合計 

小規模事業者数 238 47 33 318 

商工業者数 274 51 37 362 

会員数 183 50 34 267 

組織率（％） 66.7 98.0 91.8 
 

（出典：令和元年度長野県下商工会の概況） 

 

小海南北相木 3 地域の業種別事業所数及びその内訳の推移 

     小海南北相木 3 地域合計 

 
H22年 H25年 H28年 H31年 

建設業 110 105 96 97 

製造業 47 46 44 39 

卸売業 16 16 7 7 

小売業 97 94 74 69 

飲食宿泊業 62 61 55 53 

サービス業 58 58 63 64 

その他 23 23 28 33 

合計 413 403 367 362 

      （出典：長野県下商工会の概況） 
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    各地域の農業経営者数 

  小海町 南相木村 北相木村 合計 

H22年 265 84 71 420 

H27年 212 67 50 329 

                     （出典：農林業センサス） 

・各町村の総合計画 

ア．小海町の総合計画（平成 22 年度から令和 1 年度）  

恵まれた自然環境など地域特性・地の利を生かした農林業振興を図りながら、後継者の確保や新規

就農者の支援などの担い手育成支援、生産性の向上や高付加価値化、地域における消費拡大のための

地産地消を推進し、経営基盤の強化を図ります。 

また、空き店舗を活用して駅前通り・馬流（ﾏﾅｶﾞｼ）商店街通りを一つのエリアとして再整備し、

個性があり地域に密着した新しい買い物空間の創出を目指します。 

温泉を中心とした観光と、森林浴など森林の活用や主産業である農業との連携を図り、栽培・収穫

体験や短期就農型の観光などリピーターや交流人口の増加を推進します。 

 

イ．南相木村の総合計画（平成 28 年度～令和 2 年度）  

農業・林業・商工業・観光それぞれの産業においては、景気の変動や高齢化等によって生産力が減

少傾向にあります。若い世代を中心に従来の生産体制を強化すると共に、本村の特徴を活かした各産

業の連携による新たな産業の形を構築することが必要とされています。 

村外から人や物の流入を進める観光を中心とし、農業や商業等、他産業が連携されている活力ある

産業の村を目指します。また農業の 6 次産業化を目指した支援を行い高原野菜、果樹やそばを活用し

た商品開発と販路の確保を図るとともに、農林業の作業体験や山村の生活、山菜狩り・紅葉狩り・登

山釣り等の自然体験、温泉、長期滞在型も含めた宿泊など、村の資源を積極的に活用した観光商品開

発を推進します。 

 

ウ．北相木村の総合計画（平成 24 年度～令和 3 年度）  

交流活動・観光の促進による交流人口の増加を通じ、産業の振興を図ることのできるよう、各産業

間の連携を基盤とした仕組みづくりを推進します。 

 交流・観光資源の一つとして遊休農地を活用し、観光と農業の連携による交流型の観光農業を推進

します。そのため、来村者による１日体験農業や農園貸し出し等の実現を図ります。 

 新たな特産物の開発を目指して、生産性が高く小規模でも可能な品種の検討・導入を支援します。

また、産業間の連携により、村の農産物を原材料とした商品の開発を支援します。また、「北相木ブ

ランド」の開発にも積極的に取り組みます。 

 

② 課題 

事業主の高齢化と後継者不足が深刻であり、今後の小規模事業者の持続的経営の危機と商工会員数

の減少や、商工会事務委託団体の役員等の担い手不足が課題となっている。 

 商業については、中部横断自動車道八千穂高原 IC が開通したことにより、日用品や食料品などの

買い物客が町村外へ流出している。 

 工業については都市部の大手ゼネコンが震災や五輪の需要の対応に追われ、地方の仕事を現地の業

者に任せていることもあり、工業の需要は少し増加傾向にある反面で、人手不足に陥っている業者も

見受けられる。また、震災や五輪の需要がひと段落した後の需要の落ち着きも予想される。 

 行政との連携では観光に力を入れており、今後は、観光業を盛り上げることで、他業種への経済効

果の波及を狙っている。外部環境を読み解き新たな取り組み、そして小海南北相木地域での規模のメ

リットを活かし観光を中心とした経済・産業振興構想について行政と共有し、本計画を活用して個社

支援に活かしていくことが急務である。 
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 （２）小規模事業者に対する長期的な振興の在り方（10 年） 

①１０年程度の期間を見据えて 

小海南北相木３商工会は小規模事業者の経営状況を分析・把握し、小規模事業者が新たな取り組み

ができるよう当事業計画を策定し、計画の実行を伴走型で支える指導体制づくりとして小海南北相木

３商工会広域連携協議会の支援体制で実施していく。 

小海南北相木３商工会は広域連携を核として当事業を行うにあたり、地域内小規模事業者の持続的

発展と地域経済循環拡大を基本としながら、長期的振興の在り方を以下のとおりとする。 

 

ア． 厳しくなると予想される経営環境に対応できる小規模事業者を育成する。現状から１０年後あ

るべき姿としては、地域内小規模事業者の６５事業所（全体の約２０％）が、事業計画を策定・

実行し、新しい需要開拓と売上及び利益の向上に直結し、経営持続化する支援を実施する。 

イ． 小海南北相木地域の地域性は各々特色が異なるが、限られた地域資源をうまく組み合わせるこ

とにより、新たな需要を発掘・開拓する。（農業者との連携や６次産業化等）各地域の強みであ

る観光資源に回遊性を付加することで、交流人口の増加・拡大を図り、小規模事業者の需要開拓

と販路拡大につなげ地域活性化につなげる。 

 

②小海南北相木地域の総合計画との連動性・整合性 

 小海南北相木３町村の総合計画で共通している、「観光」「農業」というキーワードを本計画と連動

させて交流人口の増加を図ることで、商工業者への経済効果の波及を狙う。 

小海町の総合計画は令和 1 年度、南相木村の総合計画は令和２年度、北相木村の総合計画は令和３

年度に計画期間の終了となるが、各町村の総合計画と本経営発達支援計画の目的が乖離しないように

それぞれの役場の担当者と連携しながら整合性を図っていく。 

 

③商工会の役割 

・経営発達支援計画を共同申請する理由  

小海町商工会、南相木村商工会、北相木村商工会（以下小海南北相木３商工会）は以下の３つの理

由で経営発達支援計画を共同で申請する。   

 

ア．支援ノウハウの蓄積と共有できる組織体制  

平成 19 年に小海南北相木３商工会は正式に広域連携体制を敷くことを決定し、地域性や過去

の連携の経緯を鑑み、「三商工会広域連携協議会」を発足させ現在にまで至っている。この広域

支援体制による経営支援は今年で 11 年が経過し、支援ノウハウの蓄積及び情報の共有ができる

組織体制があり、当計画の目標を達成するためには必須の連携体である。 

イ．人的資源の有効活用  

   小海南北相木３商工会の経営指導員は小海町に１名、南相木村に１名配置しているが、北相木

村には経営指導員がいないため、２名の経営指導員が３商工会地域全体を経営改善普及事業の範

囲として業務を行っている。また、各々の商工会が小規模でありマンパワーが絶対的に不足して

いることから、単独での経営発達支援計画の申請が現実的に困難である。 

   そこで、進展する地域活力の低下や事業主の高齢化による小規模事業者の減少など共通の課題

を解消するには、単独で経営発達支援計画を申請するより共同申請することで、広域連携体制で

の人的資源の有効活用により経営支援に大きな効果をもたらすと判断する。 

ウ．環境要因  

 環境として小海南北相木地域の中心にはＪＲ東日本小海線小海駅や佐久総合病院小海分院、小

海駅前商店街といった南北相木村民の生活に欠かせないインフラが小海町にある。地域的にも隣

接しており、古くから連携を取り合い、経営セミナーなど事業を共同で実施し、そのつながりは

強い。また小海南北相木地域には湖、スキー、ゴルフ、温泉、ダム、キャンプ場など自然を活用

した観光資源が多く点在しており、規模のメリットを活かすことで、中心的な産業である観光事

業等の地域経済の活性化が期待できるため、本事業を共同で申請するのが効果的と判断した。 
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これら「組織体制」「人的資源」「環境要因」の活用により本経営発達支援計画を、より効果的に

実施できるものと考慮し共同申請する。 

商工会としては、小海町、南相木村、北相木村の三つの町村の「総合計画」を踏まえ、5 年後

10 年後を見据えた、事業者の継続的な発展に向けた支援を行っていく。これまで取り組んできた

経営改善普及事業による経営基盤の安定化への支援は継続しつつ、事業者が自社の継続的な発展の

ためには何が必要かを、自ら考え実践していくための事業計画の立案など、漫然とした経営から戦

略的経営に切り替えるための「伴走型支援」をさらに実施する。管内に「魅力ある企業」や「やる

気ある企業」を増やして地域全体の底上げと魅力アップに努め、結果として創業者の増加や企業誘

致につながるような地域貢献をしていく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

上記の小海南北相木地域の現状や課題、商工会の役割や長期的な振興の在り方をふまえ、経営発達

支援計画の目標を次のとおり設定する。 

 

① 伴走型支援の強化を図り小規模事業者の経営力向上に努める。 

八千穂高原 IC が開通し国道 141 号線の交通量が増している。このチャンスを活かすべく、観

光客の取り込みを図るため、主にこの 5年間は飲食サービス、宿泊、小売業に焦点を当て各個社

の売上２％増加を図る。 

② 小海南北相木地域に点在する観光資源や農産物を活用した地域活性化への取り組みを強化する。 

   小海南北相木地域の基幹産業である農業を活用し、農商工連携を通して商業者の売上１％増加

につなげていく。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①の目標を達成するための方針 

 小海南北相木地域 3 商工会ではこれまで以上に巡回訪問の強化に取り組むことを基本とし、経

営者と顔の見える関係を基本として、その中で得た経営情報や財務状況、強み、弱み等の生の情

報を基に事業者の抱える経営課題の把握に努め、経営分析や景況調査等の結果を踏まえて経営者

と課題を共有し、売上・利益の向上、経営改善、事業再生等、各事業者の課題に応じた事業計画

の策定を促し、経営力向上と持続的発展に向けた伴走型支援に取り組んでいく。 

 

②の目標を達成するための方針 

小海南北相木地域に点在する特色ある観光資源や農産物、サービスや技術など小規模事業者の

持つ経営資源の掘り起こしを行い、農商工連携を行いながら新たに観光、経営資源を組み合わせ

など提案し需要を発掘することにより地域経済循環の拡大を図る。 

そのためにも飲食業、宿泊サービス業、小売業を中心に HP や SNS 等の IT を使った情報の提

供や、展示会などの出展推進、専門家派遣を活用した特産品の改良なども行政と連携を取りなが

ら支援を行う。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和 2年 4月 1日～令和 7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 

（１）現状と課題 

（現状） 

これまでは全国商工会連合会の中小企業景況調査報告や国・県の各種統計調査、地元金融機関の景

況レポート等のデータを断片的に経営指導時に提供するだけのものであった。また、地域全体の経済

動向を把握する手段は巡回指導時のヒアリングが中心で調査項目や内容がかなり偏った曖昧なもの

であった。 

（課題） 

今後は、収集した情報を業種別の売り上げ動向や全国的あるいは広域地域的な経済動向など分野別

に整理・分析する。その結果を巡回指導時に小規模事業者や創業予定者に対し巡回、窓口指導時に提

供すると共に HP で公開することで広く地域内の商工業者に周知し、事業計画策定の基礎資料とす

る。 

 

（２）事業内容 

 ① 地域経済動向調査の情報収集・提供 

  （目的・狙い・小規模事業者に対する効果）  

小規模事業者がいつでも地域の景気動向等の外部環境を把握し、事業計画策定等に役立てるため、

年４回情報の収集提供を行う。 

収集した情報を定期かつ継続して情報発信を行い、小規模事業者の経営分析や事業計画策定の参考

資料として役立てる。 

各機関多公表している経済動向情報が、事業者にとってより身近で経営に役立つ情報となり、外部

環境を把握でき事業改善に役立てられる。 

【調査項目・調査対象】 

資料 調査範囲 公表頻度 
情報収集・分析項目 

  

関東財務局長

野財務事務所 

県内経済情勢

報告 

長野県 年４回 
個人消費、生産活動、雇用情勢、設備投資、企業収益、

企業の景況感、住宅建設 

長野県産業労

働部 

景気動向調査 

長野県 年４回 

製造業の業況、受注引合、生産量、製品販売価格、資

金繰り、収益率。 

非製造業（建設業、情報サービス業、小売業、卸売業、

飲食業、宿泊業、）の業況、客数（受注件数）、資金

繰り、売上高、販売価格、収益率。 

上田信用金庫 

中小企業景気

動向レポート 

長野県 

東信地区 
年４回 

製造・建設・卸小売・外食・サービス・輸送・不動産・

観光業の業況、収益、採算、雇用情勢。 
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（調査・分析手法） 

 経営指導員等が各シンクタンク等のホームページより情報を取得し、各調査結果をまとめ、地域

の産業の現状が、好調・増加・拡大傾向化、好調・現象・縮小傾向化を端的に判断する。また、事業

者にとって分かりにくい用語には解説を加える。実施に当たり必要に応じて中小企業診断士等の外部

専門家と連携する。 

 

②観光客の動向調査の情報収集・提供 

(目的・ねらい・小規模事業者に対する効果) 

観光業については、今後の伸びが期待できる外国人観光客や国内観光客の動向を注視して調査し、年

１回、地域小規模事業者へ情報提供を行う。 

 事業者が行う販売促進や広告宣伝等の実施範囲の参考にするなど、地域経済に及ぼす影響が大きい

観光客の動向を知ることで、事業者が策定する事業枝企画や経営方針に役立てることが出来る。 

 

【調査項目・調査対象】 

資料 調査範囲 公表頻度 情報収集・分析項目 

地域経済分析システム 

ＲＥＳＡＳ 

観光マップ・外国人滞在分析 

小海町、南相木村、

北相木村 
年１回 外国人滞在者数 

地域経済分析システム 

ＲＥＳＡＳ 

観光マップ・From-to分析 

長野県 年１回 
指定地域における居住都

道府県別の延べ宿泊者数 

 

（調査・分析手法） 

 経営指導員が地域経済分析システム「RESAS」より情報を取得し、観光客数の増減やどの地域か

らの来訪が多いかを調べる。 

 

（３）成果の活用 

 収集・分析した情報は、連携する各商工会のホームページに掲載し、広く管内事業者に周知する。 

 小規模事業者の経営分析や事業計画策定の基礎データとして、経営指導員等による事業者への巡

回・窓口支援の参考資料とする。 
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（４）目標 

 
現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

①公表回数 0 延べ１２回 延べ１２回 延べ１２回 延べ１２回 延べ１２回 

小海町 0 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

南相木村 0 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

北相木村 0 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

②公表回数 0 延べ３回 延べ３回 延べ３回 延べ３回 延べ３回 

小海町 0 １回 １回 １回 １回 １回 

南相木村 0 １回 １回 １回 １回 １回 

北相木村 0 １回 １回 １回 １回 １回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

（現状） 

小規模事業者に対する経営分析は、マル経資金等の金融あっせんの相談時に分析されたデータを提

供する機会があった。しかし、多くの小規模事業者が感覚に頼った経営をしており、経営分析データ

を経営に活かしていく意欲が低く、分析データを理解することができず、深く掘り下げた指導までは

至っていない。 

独自に経営分析をするような意識の高い事業所はわずかであり、自社の商品・サービスや保有する

技術の強みや弱み、売れ筋の見極めなどについても、大半の事業所は実績に裏打ちされた事業主の感

覚に頼って経営をしている。事業主の感覚は強みである反面、現状との乖離が生じてくる。 

(課題) 

今後は小規模事業者の持続的経営発展に重点を置き、経営資源の棚卸を行う。広域巡回指導や経営

セミナー・個別相談会の開催を通じて、経営分析の重要性を理解してもらったうえで、小規模事業者

の現状と実態を勘案しながら、経営資源の強みを見出す。若手経営者（後継者含む）には、経営分析

の必要性を喚起し、経営者自身の経営分析・計数管理能力の向上を支援行う。（高齢で後継者のいな

い経営者には、今後いかに経営を持続させるかに焦点を当てながら支援を実施していく。） 

  

(２)事業内容 

① 計画的な経営の実現に向けた経営分析の実施（新規） 

（目的） 

聞き取りや事業所訪問で把握した経営資源の非財務情報と財務分析を加えた経営分析の結果を

事業主に提示し、事業主の感覚と現実の状況の乖離を認識させる。小規模事業者と経営指導員等が

同じ目線で現状の課題を認識すると共に、計画的な経営の重要性を啓蒙して事業計画の策定に結び

付けることを目的とする。 

（対象者） 

経営分析希望事業者を中心に分析を行う。また、本計画で支援したい観光に係る飲食業、宿泊サ

ービス業、小売業については希望をしていなくても、金融・税務・記帳指導や補助金申請時等に預

かる決算書を基にあらかじめ財務分析を行い、経営分析を行う端緒とする。 

（分析手法） 

非財務分析については、広域巡回（２名の指導員で小海南北相木３地域を巡回）でヒアリング調

査を実施する。ヒアリング時に使用する調査票は広域連携体制からなる「三商工会広域連携会議」

にて調査項目の検討を行い、作成する。 

財務分析については金融・税務・記帳指導や補助金申請時等に預かる決算書を基に、財務分析を
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行う。また分析ツールとして経営自己診断システム（中小企業基盤整備機構）を利用する。 

２人の経営指導員で小海南北相木３地域を支援対象とし、目標件数については南相木村、北相木

村は事業者数が少ないため、小海町の目標件数を高く設定している。 

 

（分析項目） 

非財務分析   

項目 内容 

経営者の意識 景況感、意欲、経営理念、経営目標、自社の存在価値 

人材について 後継者、従業員、事業承継の有無 

外部・内部環境 
経営資源、自社の強み弱み、事業機会、競合状況、 

事業継続の可能性、挑戦意欲 

需要と販路 顧客ニーズ分析、顧客ターゲット、販路開拓と販促 

商品・役務・製品 商品構成、在庫、品質、技術 

 

財務分析   

項目 内容 

財務分析 

収益性：自己資本利益率、売上高対純利益率、損益分岐点 

安全性：流動比率、自己資本率、固定比率、 

成長性：売上高成長率、総資本増加率、純利益増加率 

生産性：付加価値（販売高）／1人、労働分配率 

 

（３）成果の活用 

 分析結果は後日の指導時に対象事業者に提示して説明を行う。 

事業者の思い込みによる自社の状況と自社と規模が似た他社や優良他社を基にした分析結果をベ

ンチマークすることで、そこから課題を抽出し、解決の優先順位をつけ、事業者と経営指導員等が共

通認識を持ち対応策の検討をするために活用する。 

個別課題解決へ向けた目標を設定し、事業計画の策定支援へと繋げていく。事業者又は経営指導員

等が、さらに詳細な分析が必要だと判断した場合は、よろず支援拠点・専門家派遣事業等を活用し、

より高度な分析の支援を行う。 

 

（４）目標 経営状況の分析件数 

  現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

小海町 未実施 28件 28件 28件 28件 28件 

南相木村 未実施 7件 7件 7件 7件 7件 

北相木村 未実施 5件 5件 5件 5件 5件 

合計  40件 40件 40件 40件 40件 

 

４．事業計画策定支援に関すること  

（１）現状と課題  

（現状） 

小規模事業者の多くは直感や経験で経営を行っており、数値的な経営の把握や事業計画作成に抵抗

を感じている。実際に事業計画を作成している事業者も少なく、事業計画策定後のＰＤＣＡサイクル

が機能していない状態であることが多い。経営指導員が事業計画を作成支援する機会もあるが、融資

相談や各種補助金申請支援時に必要な場合として作成したものが主であり、事業者が経営課題を解決

し、目標とする計画達成に有効とは言えない場合が多かった。 
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(課題)  

経営状況分析の結果を踏まえ、抽出された自社の強みを徹底的に強化し磨き上げる。また、現状の

経営課題の根本的原因の解消に向け、事業計画策定支援を実施する。当地域での課題である既存事業

者の高齢化や後継者不足による廃業を抑制するため、後継者のいない高齢事業者に対する支援を伴走

型で実施することにより経営の持続を図る。 

 

（２）支援に関する考え方  

 小規模事業者が、事業を発展的に継続していくためには、経済動向や自社の経営分析の結果を踏ま

えたうえで立案した戦略に沿った計画的な経営への移行が必要であるという事を巡回・窓口・記帳指

導時に啓蒙し、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。また、経営分析を行った事

業者の７割強が事業計画の策定が行えるよう支援する。 

 

（３）事業内容 

①経営分析を行った事業者を対象とした事業計画策定セミナーの開催 

（対象者） 

主に事業計画の作成経験の無い、または作成経験が浅い事業者。 

チラシ等の配布により応募してきた事業者と、経営分析により抽出された経営課題解決が必要な

小規模事業者（主に小売業、飲食業、宿泊サービス業）。 

（内容・講師） 

中小企業診断士等にセミナー講師を依頼する。最初から経営革新計画のような詳細な事業計画の

策定を目指してハードルを上げるのではなく、簡易的な事業計画の策定に向けた入門編としての位

置づけとし、年１回の開催を行う。 

内容としては事業計画の必要性、顧客ニーズと市場の動向把握、自社の強み、経営方針と今後の

プラン、PDCA の仕組みづくり、収支計画と資金繰り等。セミナーには経営指導員等も参加し、

受講者の理解度が上がるよう講師の補助をしつつ、簡易的な事業計画策定の方法やポイントを習得

し、参加していない事業者の計画書策定支援にもつなげる。 

・セミナー参加事業所数 

  現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

小海町 未実施 9社 9社 9社 9社 9社 

南相木村 未実施 4社 4社 4社 4社 4社 

北相木村 未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

合計   15社 15社 15社 15社 15社 

 

（成果） 

簡易的な事業計画策定を主眼としている。本格的な事業計画策定書へステップアップするための

入門編とする。また事業計画書を基本に、補助金申請を行う。 

②事業計画の策定 

（対象者） 

上記セミナー参加者から事業計画策定を促すとともに、経営分析により抽出された経営課題解決

を目指す小規模事業者。 

（手段・手法） 

今まで、融資や補助金を得るために事業計画を作るというスタンスの事業者が多く、融資や補助

金が実行されると事業計画が形骸化してしまうことが多々あった。原因として、フォローアップが

少なかったことや、融資や補助金のための事業計画であったため、実情と離れた実効性の低い事業

計画であったことがあげられる。また、事業計画作成経験の有無についても考慮しながら、経営状

況分析の際のヒアリング時に、一緒に経営計画つくるくんなどのツールを活用し、比較的に簡単な

計画を作成し、そこから時間をかけて計画をブラッシュアップしていく。 

経営指導員と事業主が主体となり計画を策定し、状況に応じて中小企業診断士や長野県よろず支
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援拠点のコーディネーターと共同で計画策定を行う。 

（支援内容） 

多くの小規模事業者が「販売促進」と「財務改善」に、同時に取り組む計画が必要になる。外部

講師に事業所の内情である財務状況を伝えるには抵抗のある事業主が多いことから、上記の事業計

画策定セミナーにおいては「財務改善」という事業所の内情に触れる部分ではなく、「販売促進」

に対する計画書作成支援が中心となる。 

地域に密着している経営指導員等であれば事業所の内情である財務的な相談もできるという事

業者も多いことから、商工会としては事業所に寄り添い「財務改善」部分の作成支援にも取り組ま

なくてはならない。 

経営分析により抽出されたセミナーに参加していない事業者の事業計画書の策定は、事業者と経

営指導員等が一体となって作成する。 

（効果） 

事業者と経営指導員等が一体となって事業計画を策定することにより、両社が共通の認識で経営

課題の解決に向けて行動することが出来る。 

 

（４）目標 

事業計画策定数 

  現状 R2 R3 R4 R5 R6 

小海町 未実施 20件 20件 20件 20件 20件 

南相木村 未実施 7件 7件 7件 7件 7件 

北相木村 未実施 3件 3件 3件 3件 3件 

合計  30件 30件 30件 30件 30件 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

(現状) 

小海南北相木３商工会では、事業計画策定は金融相談時や補助金申請時に作成する機会が多く、融

資や補助事業実行後は、本来事業者の経営課題解決のために策定されたはずの事業計画のチェック頻

度が徐々に少なくなっているのが現状であり、計画にずれが生じてしまうという課題がある。 

(課題) 

今後は、四半期に１回以上の頻度で事業計画策定後の PDCA サイクルの進捗度のチェックを行い、

必要な助言・指導を実施し、経営者が持続的発展のできるよう支援する。 

 

（２）事業内容 

①事業計画策定後の定期巡回訪問 

（目的） 

経営指導員等の定期的な計画の進捗状況の確認や目標達成に向けた指導・助言を行うと共に

PDCA サイクルによる計画経営の実践に繋げていくことを目的とする。 

（対象者） 

本事業において事業計画策定を行った小規模事業者 

（手段・手法） 

事業計画策定支援した事業所には、経営指導員等が定期的な巡回・窓口相談を実施する。その際

にスケジュールチェックや財務状況などのヒアリングを行い、事業計画全体の進捗管理を行って、

計画の形骸化を防ぐ。また、新たに生じた経営課題や経営環境の変化に対して、対応策のアドバイ

スや、事業計画の修正などのフォローアップを行う。具体的な支援内容は下記の通りとする。 

ア 全ての事業計画策定支援事業者には、四半期ごとに１回の定期的なフォローアップを行う。 

イ 中小企業庁、長野県等の行う補助金・助成金施策等が公表される都度、積極的な活用を図る

ため、巡回・窓口指導等において周知し、制度説明・申請書作成等の支援を実施する。 
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ウ 事業計画と進捗状況がズレている場合の対処法としては、計画遂行上の問題点の洗い出しを

行い、対応策についてアドバイスする。課題解決に専門的な支援が必要な場合は、よろず支援

拠点や専門家派遣なども活用する。 

エ 事業計画作成に伴う必要な資金調達等の金融支援を、地元金融機関や日本政策金融公庫と連

携して行う。 

オ ２年目以降のフォローアップについては適宜ピックアップして行う。 

（効果） 

四半期毎に１回以上のフォローアップにより、着実な実施評価・見直し等が行える。このよう

に PDCA マネジメントの定着を目指し定期的な支援・提案を行うことで、事業者が自ら PDCA

サイクルを実施することができるようになる。 

（３）目標 事業計画策定者フォローアップ対象事業者件数と回数 

  現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

フォローアップ対象事業

者数（延回数） 

未実施 30社 

（120回） 

30社 

（120回） 

30社 

（120回） 

30社 

（120回） 

30社 

（120回） 

売上増加事業者数 
未実施 

10社 10社 10社 10社 10社 

利益率２パーセント以上

増加の事業者数 

未実施 
10社 10社 10社 10社 10社 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

（現状） 

これまでは、商工会において個社の需要に関する調査は行ってこなかったという現状がある。 

小規模事業者は、自身ができるサービス（役務や商品等）の提供への思いが強く、顧客のニーズやト

レンドの調査・分析を行って展開が図れていないことが課題である。 

（課題） 

今後は小規模事業者が想定する顧客の特性・ターゲットなど、顧客の目線にあったサービスが提供

できるように需要動向調査を行い、買い手のニーズに沿った、既存の商品・サービスの改善や新たな

商品・サービスの提供が行えるように販路開拓・拡大支援をすると共に、事業計画策定等の基礎資料

としても活用する。 

地域内の行政が特に力を入れている観光業者（土産品店等の小売業者、飲食業者、宿泊サービス業

者）を重点的に支援する事で、行政と一体となり当計画目標の達成を図る。 

（目的） 

小規模事業者が需要動向を把握し、需要に適した商品やサービス等、新たなトレンドを見据えた展

開ができるように、提供できる商品やサービスのニーズやトレンド、顧客の特性を調査・分析し、情

報提供を行い支援する。 

 

（２）事業内容 

①各個店の店頭での顧客ニーズ調査 

（目的） 

各個店において、それぞれが提供する商品・サービスや店舗の印象などについて、消費者がどの

ような感想や要望を持っているのか店頭において調査を行い、顧客のニーズとマッチしているのか

分析する。 

（対象者） 

既存商品・サービスの見極め・改善を検討している事業者や新商品・サービス開発を検討してい

る事業者の中で主に飲食サービス事業者と宿泊事業者を対象とする。 

（調査方法） 
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事業所毎に来店客に対するアンケートを事業者と経営指導員等が必要項目を打ち合わせの上作

成する。年に１回毎年９月の１カ月、事業主が来訪客にアンケート調査への協力を要請し、料金受

取人払いで後日小海町商工会までとし、来訪客からの本音のアンケート回答を引き出す。 

（サンプル数）1 社あたり 50 標本 

（調査項目） 

来店客の属性（性別・住所・年齢等）、店舗に対する評価（立地・ディスプレイ等）、購入した商

品・サービスに対する評価（満足度・容量・価格等）、その店舗での販売を希望する商品等のほか、

業種に応じて事業者と職員が上席専門経営支援員を交えて下記のような必要項目を検討する。 

・飲食事業者 

来店客の属性、店舗に対する評価、来店時間帯、1 回の外食に要する平均価格、味付け、盛り付

け、容量、価格、季節・行事等で取り入れてほしい商品等、上席専門経営支援員を交えて項目を検

討する。 

・宿泊サービス事業者 

施設機能の満足度、おもてなし、食事の盛り付け、食事の容量の評価等、上席専門経営支援員を

交えて項目を検討する。 

（活用方法） 

アンケートの回収先は小海町商工会とし、結果は３商工会の経営指導員等が集計・分析し、レポ

ートにまとめ事業者へフィードバックして事業計画策定や新たな販路開拓、サービスの改善や、新

商品開発の際の資料とする。提供方法は巡回等相談時にレポートとして直接対象事業所に提供す

る。 

小規模事業者が来店した消費者・顧客目線での需要動向を調査・分析することが出来るため、自

社の商品・サービスと現実の需要とのギャップに気づき、新たな販路開拓、新商品開発に活かし、

持続的な発展につなげていくことが期待できる。 

 

②商圏分析調査の実施 

（目的） 

事業計画の策定を検討している事業者に対して、経営指導員等が J-STATMAP と MieNa を活用

して取得した地図上での商圏分析に、家計調査年報のデータを組み合わせて商圏内での消費者購買

額を推定する。そこに長野県商圏調査の調査項目である地元滞留率、品目別買い物状況等を加えた

商圏分析レポートを作成・提供し、売上計画などの資料とする。 

（対象者） 

既存商品・サービスの見極め・改善を検討している事業者や新商品・サービス開発を検討してい

る事業者の中で主に小売事業者とサービス事業者を対象とする。 

（調査方法） 

事業者と経営指導員等でターゲットとなる商圏を想定し、J-STATMAP と MieNa による地図上

での商圏分析に、家計調査年報のデータを組み合わせることで 18 品目に分類された商品と飲食に

ついて商圏内での消費者購買額を推定する。そこに長野県商圏調査の地元滞留率、品目別買い物状

況等の動向を加えた簡潔なレポートを作成する。 

（調査項目） 

・J-STATMAP・MieNa：商圏年齢別人口・世帯数、産業別事業所数・従業者数 

・家計調査年報：1 世帯当たりの品目別支出金額 

・長野県商圏調査：地元滞留率、品目別買い物状況等 

（活用方法） 

結果は経営指導員等が集計・分析し、レポートにまとめ事業者へフィードバックして売り上げ計

画策定や新たな販路開拓、新商品開発及び新たな事業を開始する際の資料とする。提供方法は巡回

等相談時にレポートとして直接対象事業所（個社）に提供する。 

小規模事業者が自店の商圏にどれだけの購買力があり、提供する商品についてどの程度の売り上

げが見込めるのかを推定する資料となり、より詳細な事業計画策定と修正が可能となる。 
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③業種別・品目別の市場動向把握 

（目的） 

事業計画の策定を検討している事業者に対して、経営指導員等が当該事業所の属する業界の動向

やトレンド、売れ筋商品等の情報を業界紙や日経 POSEYES 等で入手し、簡潔なレポートにまと

めて提供する。事業者自身が収集している情報と合わせてより詳細な業界動向の把握につなげる。 

（対象者） 

上記②の商圏分析を行った事業者 

（調査方法） 

投入したい新商品・サービスや創業したい業種・業態に関する業界動向やトレンド情報を日経テ

レコンの記事検索により収集する。また、日経 POSEYES を活用して当該商品ジャンルの売れ筋

情報等を入手し、簡潔なレポートを作成する。 

（調査項目） 

ア 日経テレコン記事検索：販売動向、最新のトレンド、注目店・繁盛店等の記事        

イ 日経 POSEYES：売れ筋商品情報 

（活用方法） 

結果は経営指導員等が収集・分析し、簡潔なレポートにまとめ事業者へフィードバックして事

業計画策定や修正の際の資料とする。 

（提供方法） 

巡回等相談時にレポートとして直接対象事業所（個社）に提供する。 

（効果）  

ターゲットの市場や商品に関する情報を多岐にわたって提供することで、小規模事業者が投入

する商品や開業したいと考える業態について、もう一度自社の現状と照らし合わせることで、計

画をさらにブラッシュアップできる。 

 

（３）目標 

各個店の店頭アンケート調査対象事業者数 

  現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

小海町 未実施 2社 2社 3社 4社 5社 

南相木村 未実施 1社 1社 1社 1社 1社 

北相木村 未実施 1社 1社 1社 1社 1社 

合計  4社 4社 5社 6社 7社 

 

商圏分析調査対象事業者数 

  現状 R2年度 R３年度 R4年度 R5年度 R6年度 

小海町 未実施 4社 4社 4社 5社 6社 

南相木村 未実施 1社 1社 2社 2社 2社 

北相木村 未実施 1社 1社 1社 1社 1社 

合計  6社 6社 7社 8社 9社 

 

業種別・品目別市場動向調査対象事業者数 

  現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

小海町 未実施 4社 4社 4社 5社 6社 

南相木村 未実施 1社 1社 2社 2社 2社 

北相木村 未実施 1社 1社 1社 1社 1社 

合計  6社 6社 7社 8社 9社 
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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） 

これまで、需要開拓事業(展示会等)については行ってこなかった。 

また、相談事業者に対しては、経営指導員が持っている個々の情報を相談時に提供するのみで単発

的であり、効果的な支援であるとは言い難い状況であった。新たな需要や顧客ニーズ等の開拓に向け

た機会を創出していくといった取り組みにはつながっていないことが課題である。 

（課題） 

今後は、経営指導員等の巡回・窓口指導の中で「攻めの営業」に向けた小規模事業者自身の意識改

革に取り組み、需要開拓・販路開拓に向けた事業者自身の積極的取り組みをサポートするための支援

を行うことが重要である。事業者が、経済動向・需要動向等を加味して「売り上げを伸ばす」ために

改良・開発した商品・サービスを、積極的に販売していくための「販売機会」の提供を行う。さらに、

近年ホームページは看板やチラシ等と同様の役割があり、商売・事業をするうえで最低限必要なもの

となってきている。ネットでの情報発信の強化を進めたい。 

 

（２）事業内容 

①展示会・アンテナショップへの出展（BtoC） 

（目的） 

県内外で開催される展示会（全国商工会連合会主催のニッポン全国物産展（出展事業所 350 社・

来場者 15 万人）を想定）・アンテナショップ（長野県運営の長野県信州首都圏総合活動拠点「銀

座 NAGANO」（出展事業所 400 社・年間来場者 70 万人）を想定）への積極的な出店を促し、商

品の知名度を引き上げ、新規顧客の獲得を目指すことを目的とする。 

（対象者） 

新たな販路開拓を目指している事業者、事業計画策定事業者 

（支援方法） 

経営指導員等が WEB やチラシ等で情報を収集し、商工会に通知やメールで寄せられる展示会、

アンテナショップへの出展募集に関する情報を、対象業種である小規模事業者に巡回・窓口相談時

に提供して出店を促す。出店希望の事業者に関しては、エントリーにあたって必要な事項を整理し、

それぞれの課題に対する支援を行う。 

（効果） 

出展する事業者は、初対面のユーザーへの接客やプレゼンの反応から、自社商品への手ごたえや

改善事項が得られる。また、商品知名度の向上による販路の拡大も期待できる。 

 

②EC サイトへの登録やホームページ作成ツール・SNS の操作支援（BtoC） 

（目的） 

事業者自らが PDCA サイクルを活用して、ホームページのみならず自社商品の改良につなげる

よう支援する。 

（対象者） 

主に自社ホームページにショッピング機能が付いていない事業者やホームページを開設してい

ない事業者、事業計画策定事業者 

（支援方法） 

ネット上に存在する EC サイト（全国連が運営する EC サイトニッポンセレクト.com を想定）

やホームページ作成ツール（KDDI の運営する JIMDO を想定）、SNS（フェイスブックを想定）

といったサービスで、操作・登録が比較的簡単なものについては経営指導員等が随時その支援を行

い、高度な専門的知識を要する案件についてはよろず支援拠点のコーディネーターと共同で支援を

行う。また、登録しただけで満足しないように、事業者自身がページビューの分析等のスキルを身

に着け、自ら管理し、改良・更新するのはもちろんのこと、商品自体のブラッシュアップやキャッ

チコピーの作成なども行いながら売り上げの増加やページビューの増加につなげるよう促す。 
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（効果） 

簡易的なホームページ作成ツールや SNS は、自社ホームページを持たないネット初心者的な事

業者の入門編として有効である。操作が比較的簡単であるため、登録運営していくうちに自身で試

行錯誤を繰り返して PDCA サイクルを回し、よりよいものに改良しやすい。また、EC サイトへ

の登録自体は簡単だが、競合品に埋没することを避けるため、ある程度完成された商品を選定して、

より注目度の高い場所で紹介・販売することで知名度のアップと売上増が望める。 

  

（３）目標 

小海南北相木地域合計の目標値  

実施内容 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

展示会出展者数 未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

展示会売上（１社あたり） 未実施 50千円 50千円 50千円 50千円 50千円 

アンテナショップ出品者数 未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

アンテナショップ月商 

（1社あたり） 

未実施 
100千円 100千円 100千円 100千円 100千円 

ECサイト登録 未実施 2件 2件 2件 2件 2件 

ECサイト月商 

（１社あたり） 

未実施 
30千円 30千円 30千円 30千円 30千円 

自社 HPの立ち上げ 

（売上増加率） 

未実施 2社 

（2％） 

2社 

（2％） 

2社 

（2％） 

2社 

（2％） 

2社 

（2％） 

※南・北相木村には小規模事業者が少なく、また新たな需要の開拓に寄与する事業については３地域

全体で行っていくため、目標値については３地域を合計した目標とする。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

８．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（１）現状と課題 

（現状） 

以前から小海南北相木地域の活性化に関する事業提案や検討を目的に町村長と商工会正副会長及

び職員による懇談会を開催し、地域通貨の利用、交流人口の増加策や観光事業での連携、早急に改善

が必要なインフラ設備要望など地域活性化の方向性を検討している。毎年開催しているイベントにつ

いては運営協力にとどまっているほか、実行委員会を設け協議を行っているもののイベントの多くが

例年と変わらない実施内容となっており、地域外の顧客にとって魅力不足であるため交流人口の増加

が見込めず、地域小規模事業者への効果が薄い状態である。 

（課題） 

今後は、小海町・南相木村・北相木村各行政と金融機関の 3 地域の担当者を集め小海南北相木地域

の活性化に関する事業提案や方向性の検討を行い、また、当地域の課題である少子高齢化や人口減少

に対応するため、小海南北相木 3 商工会広域連携を核としながら、観光・イベント事業での連携や交

流人口の増加策を検討する。特に各地地域振興イベントで互いの特産品の販売や紹介をする場を創出

することで、管内や近隣での特産品の認知度向上と地産地消を促進し、小規模事業者の利益向上につ

なげる。 

 

（２）事業内容 

①小海南北相木地域の振興ビジョン検討協議会の開催（年３回） 

（目的） 

小海南北相木地域の総合的な振興ビジョンを検討・確立する 

（方法手段） 

小海南北相木地域の町村長、商工会役員や行政担当者、各町村観光協会などの関係者が参画する

協議会を定期的に年３回開催し、地域の課題と活性化策について振興ビジョン協議検討を行う。関

係者間で意識の共有が図れる仕組みを検討協議会により構築する。 

（効果） 

小海南北相木地域で協議検討を行うことで、町村という行政区画を超えた振興ビジョンを検討・

確立することが出来る。 

 

② 高速交通網に対応するまちづくりへの取組 

（目的） 

中部横断自動車道が隣町の八千穂高原 IC まで延伸したことに伴い、小海町の中心を通る国道

141 号線の交通量が増している。入込客の増加や輸送環境の改善による町内産業への好影響が期待

できる反面、無料区間で佐久市や小諸市まで移動できるため、ストロー効果による購買力の流出も

懸念される。今後のまちづくりに関して商工業者の意見を吸い上げ、前述の年３回開催する振興ビ

ジョン検討協議会において商工業者の代表として新たな活性化策を意見具申していく。 

（方法手段） 

前述の年３回開催する振興ビジョン検討協議会において、管内商工業者から吸い上げた高速交通

網に対するまちづくりへの考えや思いを、直接町村長に意見具申する。 

（効果） 

商工業者の生の声を同検討協議会において町村長に直接届けることが出来るため、そこで意見交

換を重ねて実現可能で有効な施策を行政と共に創出することができる。 
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③ 農業者と商工業者による異業種交流事業 

(目的) 

小海南北相木地域の基幹産業でもある農業と商工業との連携を強化し、相乗効果を発揮できるよ

う支援を行い、農商工連携ができる体制を整える。本事業ではそのきっかけと作りとして農業者と

商工業者による異業種交流事業を行う。 

(方法手段) 

飲食店や宿泊サービス業者等への巡回指導時に SWOT 分析を行い、強みと弱み、機会と脅威の

把握をしたうえで、強みをさらに強化でき、弱みを補完できるような農業者を探し、マッチングを

行う。異業種交流会は毎年１１月に１度行い、年３つのマッチングを目標とする。 

農林業者の探し出しについては各地域の役場農政担当課に協力要請を行う。構想を作る段階から

よろず支援拠点のコーディネーターにも協力要請を行い、農林業者、商工業者、商工会、よろず支

援拠点コーディネーター、役場農政課担当者の５者にて連携を図る。 

（効果） 

小海南北相木 3 地域には特色ある農産物、美しい景観など、長い歴史の中で培ってきた貴重な資
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源があり、このような資源を有効活用するために、農業者と商工業者が互いの技術やノウハウを持

ち寄り、新しい商品やサービスの開発・提供、販路拡大などに取り組むことで、地域経済活性化が

図られる。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

９．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） 

現在も日本政策金融公庫や長野県信用保証協会との情報交換を目的とした会議を開催しているが、

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。 

（課題） 

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、連携によって支援力向上を図

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な支援方法など

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つなげる。 

 

（２）事業内容 

①「経営支援センター南佐久グループ」との連携 

（目的） 

商工会中期マスタープランに基づき、近隣の７商工会（臼田町商工会、佐久穂町商工会、小海町

商工会、北相木村商工会、南相木村商工会、南牧村商工会、川上村商工会）の連携支援グループで

ある「経営支援センター南佐久グループ」（以下「南佐久グループ」）検討会議において、支援事例

の共有や相談案件への共同対処、OJT 等によってそれぞれの経営指導員等の得意分野をカバーし

合い、グループの経営指導員等全体の支援能力の向上を図る。 

（方法手段） 

「南佐久グループ」管内の商工会の職員が集まる検討会議（月 1 回開催）において、各地域の小

規模事業者の需要動向・支援ノウハウ等について情報交換し、相談案件に対してグループの経営指

導員等が共同支援する事により、不得意分野の解消を目指して支援能力の向上を図る。 

（効果） 

身近な小規模事業者に対する支援事例の情報交換であるので、地区内での応用が利きやすく即効

性が高い。 

 

② 県信用保証協会佐久支店、日本政策金融公庫小諸支店との連携 

（目的） 

県信用保証協会佐久支店及び日本政策金融公庫小諸支店と定期的な連携事業を行い、金融機関の

審査方法や事後のフォローアップのノウハウなどを吸収し、支援能力の向上に役立てる。 

（方法手段） 

現在、県信用保証協会佐久支店とは共同で企業訪問と金融懇談会を年 1 回ずつ、日本政策金融公

庫小諸支店とはマル経協議会と金融懇談会を年 1 回ずつ開催している。企業訪問については、保証

協会側の視点に立ったヒアリング方法を吸収し、金融支援の際に役立てていく。金融懇談会やマル

経協議会については、経済動向や融資制度についての情報交換と共に、金融機関の審査方法や事後

フォローアップのノウハウについても吸収し、支援能力向上に役立てていく。 

（効果） 

金融支援は、小規模事業者にとっての生命線であり、商工会が最も頼りにされる支援である。的

確かつ迅速な支援を行うための能力向上に必要な事業である。 

 

③ 長野県よろず支援拠点との連携 

（目的） 
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長野県よろず支援拠点が行う研修会に参加することで長野県よろず支援拠点のエクセレントパ

ートナーとなり、パートナーとして連携し、小規模事業者の課題解決にあたる。 

（方法手段） 

長野県よろず支援拠点が行う研修会への参加や専門コーディネーターと事業計画策定に必要な

ノウハウ等の情報交換を行い、必要に応じて専門コーディネーターと連携して事業計画の策定を行

っていく。(ノウハウ等の情報交換会、年２回) 

（効果） 

長野県よろず支援拠点には中小企業診断士などの資格を持つ２３名の専門コーディネーターが

所属しており、情報交換会を通して得たノウハウを館内小規模事業者への巡回指導に役立てことが

できる。 

 

10．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） 

資質向上に関して、中小企業基盤整備機構や長野県商工会連合会が主催する研修会が中心となっ

ていることが現状である。そのカリキュラムに沿ったスキルの向上しか図られていないという課題

がある。 

（課題） 

中小企業基盤整備機構や長野県商工会連合会が主催する研修会の参加を始め、経営支援センター

南佐久グループに於いての相談案件の共有・検証、専門家派遣制度利用時の OJT を行うことにより

資質の向上を図っていく。 

（２）事業内容 

①経営指導員等の資質の向上 

（目的） 

経営指導員等（事務局長、一般職員含む）の資質の向上を図り高度な解決方法を見出すため 

（方法手段） 

職員個々のスキルに応じて、中小企業基盤整備機構や長野県商工会連合会が主催する研修会に積

極的に参加し、金融や財務、税務だけでなく、事業計画、経営革新計画認定、経営力向上計画認定、

事業承継、中小企業支援施策などの専門的分野を受講する。研修で学んだノウハウは組織内で共有

できるよう PC の共有ファイルにファイリングし職員間で共有する。 

また南佐久グループにおいて、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を蓄積する。    

データの蓄積については長野県商工会連合会で活用している小規模事業者支援システムを利用

する。経営カルテ、財務・非財務分析のデータ保存可能であり３商工会で閲覧できる。 

（効果） 

様々な専門分野の研修会を受講することで、各分野に精通した知識を成熟させ、経営指導員等の

能力向上が図れる。ノウハウの共有を行うことで、職員に人事異動などがあっても他の職員が対応

できるようになる。 

南佐久グループでのデータの蓄積は小規模事業者支援システムを活用する。今後も同様の相談に

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。月 1

回行われる検討会議を開催することで、現在進行形の案件についても情報の共有や検証が行いやす

くなり、より正しい支援ができる。 

 

②専門家等や上席専門経営支援員との連携による資質向上 

（目的） 

専門家派遣事業を有効に活用して支援ノウハウの吸収を図ると共に、県商工連が設置する上席専

門経営支援員と連携し、OJT により専門分野毎の課題に対する支援事例のファイリングを行い蓄

積して支援能力向上を図る。 
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（方法手段） 

個社支援の際の専門家派遣事業や上席専門経営支援員による支援の際に、自らの知識となるよう

その支援方法の習得に努める。習得した知識は商工会でデータ化し PC 共有ファイルにファイリン

グし他の職員と共有する。 

（効果） 

専門的・技術的な支援に同席することで、間近で方法を学び、ある程度までは習得することが出

来る。繰り返すことにより更なる支援能力向上が図れる。他の職員と知識を共有することで、職員

に人事異動などがあっても、他の職員で対応ができるようになる。 

 

11．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） 具体的な計画に沿って経営発達支援事業を行っておらず、相談があったときにスポット

的に個社対応をしている。 

（課題） 事業評価や見直しなどは個社ごと個々の職員の感覚に任せて行っているため、定量定性

的な評価が出来てない。 

（２）事業内容 

毎年度末に一回、本事業計画の実施状況及び成果について下記の視点で評価を行う。 

・毎年度末に行っている広域連携協議会の経営支援会議において、定量・定性的分析を行い評価と見

直を行う。 

・前述の広域連携協議会においては事業評価部門を設置し、外部有識者（中小企業診断士・よろず支

援拠点）三町村役場の産業建設課課長、法定経営指導員による評価及び提言を行う。 

・広域連携協議会、各単会理事会においての評価と見直し案の集約。 

・各商工会通常総会、ＨＰ等で常に閲覧可能な状態とする。 
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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 

（令和元年 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） 

① 人員体制 
     

  
事務局長 

（事業統括責任者） 

経営指導員 

（事業遂行責任者） 
補助員 一般職員 合計 

小海町商工会 1 1 1 1 4 

南相木村商工会 0 1(法定経営指導員) 1 1 3 

北相木村商工会 0 0 1 0 1 

合計 1 2 3 2 8 

  

           

② 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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当該経営指導員の氏名、連絡先 

氏名  中島寿男 

連絡先 南相木村商工会 TEL0267-78-2956 

  氏名  中島丈俊 

  連絡先 佐久穂町商工会 八千穂支所 TEL 0267-88-2215 

小海南北相木商工会広域連携協議会 

（総会・役員会・会長会） 

三商工会広域連携協議会 

事業企画立案 

専門的指導・案件発掘 

情報共有・広域巡回 

事業評価 

小海町商工会【広域幹事】 

（事務局長・経営指導員・補助員・一般職員） 

南相木村商工会 

（法定経営指導員・補助員・ 

一般職員） 

北相木村商工会 

（補助員） 

小海町役場(産業建設課) 

・南相木村(振興課) 

北相木村(経済建設課) 

 

法定経営指導員１名 



２５ 

 

②当該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。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒３８４－１１０３ 長野県南佐久郡小海町豊里５７－１ 

   小海町商工会  ＴＥＬ ０２６７－９２－２３９７ 

ＦＡＸ ０２６７－９２－２３４６ 

           Ｍａｉｌ  koumi@oboe.ocn.ne.jp 

〒３８４－１２１１ 長野県南佐久郡南相木村３５２５－１ 

   南相木村商工会 ＴＥＬ ０２６７－７８－２９５６ 

ＦＡＸ ０２６７－７８－２２６５ 

Ｍａｉｌ  mi-aiki@ytg.janis.or.jp 

〒３８４－１２０１ 長野県南佐久郡北相木村２７４４ 

   北相木村商工会  ＴＥＬ ０２６７－７７－２５４３ 

ＦＡＸ ０２６７－７７－２６３６ 

            Ｍａｉｌ   aikick@ytg.janis.or.jp 

 

②関係市町村 

〒３８４－１１０３ 長野県南佐久郡小海町豊里５７－１ 

   小海町役場  産業建設課 ＴＥＬ ０２６７－９２－２５２５ 

                ＦＡＸ ０２６７－９２－４３３５ 

                Ｍａｉｌ  koumi@koumi-town.jp 

〒３８４－１２１１ 長野県南佐久郡南相木村３５２５－１ 

   南相木村役場 振興課   ＴＥＬ ０２６７－７８－２１２１ 

                ＦＡＸ ０２６７－７８－２１３９ 

Ｍａｉｌ  info@vill.minamiaiki.nagano.jp 

〒３８４－１２０１ 長野県南佐久郡北相木村２７４４ 

   北相木村役場 経済建設課  ＴＥＬ ０２６７－７７－２１１１ 

                ＦＡＸ ０２６７－７７－２８７９ 

                Ｍａｉｌ   info@vill.kitaaiki.nagano.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 

広域連携３商工会全体                          （単位 千円） 

    
R2 年度 

（R2年 6 月

以降） 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

必要な資金の額 500 500 500 500 500 

 

 

2 地域の経済動向調査 

3 経営状況の分析 

4 事業計画策定支援 

5 事業計画策定後支援 

6 需要動向調査 

7 新たな需要開拓 

8 地域経済の活性化 

 

 

50 

50 

80 

80 

80 

80 

80 

 

 

50 

50 

80 

80 

80 

80 

80 

    

 

50 

50 

80 

80 

80 

80 

80 

 

 

50 

50 

80 

80 

80 

80 

80 

 

 

50 

50 

80 

80 

80 

80 

80 

 

（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。 

                                   （単位 千円）  

調達方法 

国補助金、県補助金、町村補助金、３商工会からの負担金 

  R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

調達合計額 500 500 500 500 500 

  

小海町商工会 351 351 351 351 351 

南相木村商工会 88 88 88 88 88 

北相木村商工会 61 61 61 61 61 

（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） 

 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 

 

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 

 

 


