
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
軽井沢町商工会（法人番号 2100005003820） 

軽井沢町（地方公共団体コード 203211） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目 標 

観光地における小規模事業者の経営力向上、販売促進、新商品・新サービス

の開発支援を通して「軽井沢ならでは」の商品・サービスを生み出し、既存商品の

品質向上を図ることで、「軽井沢ブランド」としての価値を高める。また、「おもてな

しの心」の向上と「ホスピタリティー」の醸成を図ることで小規模事業者が安定的に

事業活動を行えるよう支援を行い、地域産業の持続的な発展と活性化、商店街の

振興に寄与することを目標とする。 

①新たな需要の開拓により、更なる軽井沢ブランドの確立を目指す。 

②既存の小規模事業者の事業基盤の強化を目指す。 

③「創業塾」卒業生、創業支援を行った事業者の更なる発展を目指す。 

④創業予定者、新規創業者、第二創業者（経営革新）の持続的発展を目指す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の概要 

２．地域の経済動向調査に関すること 

・ ビッグデータ活用による地域観光動向調査、小規模企業景気動向調査 

３．経営状況の分析に関すること 

・ 分析ツールの活用による経営分析と分析結果の提供 

４．事業計画策定支援に関すること 

・ 創業・経営塾の開催並びに外部専門家を交えた事業計画策定支援 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

・ 創業計画策定事業者への巡回及び窓口でのフォローアップ 

    ・ 事業計画策定事業者への巡回及び窓口でのフォローアップ 

６．需要動向調査に関すること 

・ 軽井沢ブランド認定品を対象とした需要動向調査 

・ サービス業及び卸売業を対象とした需要動向調査 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・ ＢtoＣ及びＢtoＢ展示会・商談会出展による需要の開拓 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

・ 地域活性化、地域資源活用、地域ブランド確立、地域産業活性化の支援 

連 絡 先 

 

軽井沢町商工会 

〒３８９－０１１２ 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢９－３ 

ＴＥＬ：０２６７－４５－５３０７ ＦＡＸ：０２６７－４６－１４９８ 

ＭＡＩＬ：office@shokokai.karuizawa.nagano.jp 

 

軽井沢町役場 観光経済課 

〒３８９－０１９２ 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２３８１－１ 

ＴＥＬ：０２６７－４５－８５７９ ＦＡＸ：０２６７－４６－３１６５ 

ＭＡＩＬ：kankei@town.karuizawa.nagano.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目 標  

（１）地域の現状及び課題 

①現 状 

〈立 地〉 

北佐久郡軽井沢町（きたさくぐんかるいざわまち）は長野県の東側、東信（とうしん）と呼ばれる地域に

位置し、町の西は御代田町（みよたまち）、南は佐久市（さくし）、群馬県下仁田町（しもにたまち）、東は

群馬県高崎市（たかさきし）、安中市（あんなかし）、北は群馬県嬬恋村（つまごいむら）、及び長野原町

（ながのはらまち）に隣接している。 

軽井沢町の面積は１５６．０３㎢、東西１２．５㎞、南北１４．０㎞、周囲は５８．７㎞で、シンボル的な存在

である活火山、浅間山（あさまやま・標高２，５６８ｍ）の南東斜面に広がる、標高は９００ｍ～１，０００ｍ地

点の高原地域に位置している。 

年間平均気温９．３℃で夏は３０℃を超えることも少なく冬は最低気温が－１５℃となることもあるが、積

雪が３０ｃｍを超えることがほとんどない。夏は冷涼なことから避暑地として古くから親しまれ著名人が別

荘を所有しており、避暑地ならではの別荘文化が根付いた地域である。 
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〈人 口〉 

平成２７年度国勢調査結果による軽井沢町の人口は１８，９９４人、世帯数は８，２４７世帯である。年

齢別構成は、生産年齢人口（１５歳から６４歳）１０，７７２人、老年人口（６５歳以上）５，６１０人、年少人口

が２，２２９人であり周辺市町村同様に高齢化社会となっている。なお、３８３人が年齢不詳のため人口

総数と一致しない。 

軽井沢町役場の発表によると令和元年７月末現在で人口２０，３７８人、世帯数９，９８７世帯であること

から、世帯数は増えているものの１世帯当たりの人口は２．０４人となっており、核家族化、単身世帯の

増加が進んできている。 

 

軽井沢町人口及び世帯数の推移 

年次＼項目 
世帯数 

（世帯） 

人口総数 

（人） 

一世帯当たりの

人口（人） 

昭和６０年 ４，９６３ １５，０５１ ３．０３ 

平成２７年 ８，２４７ １８，９９４ ２．３０ 

平成３０年 ８，６９０ １９，１９３ ２．２１ 

令和元年７月末 ９，９８７ ２０，３７８ ２．０４ 

※軽井沢町役場ホームページ軽井沢町の統計２.人口より抜粋データ加工 

※昭和６０年及び平成２７年は国勢調査データより抜粋 

 

〈交 通〉 

軽井沢町は関東方面から長野県への東の玄関口として、陸上交通の要となっており、中山道（なか

せんどう）の宿場町として栄えた。 

その後、ＪＲ信越線、国道の整備がなされ、現在ではＪＲ北陸新幹線、しなの鉄道、上信越自動車道な

ど交通基盤も時代の移り変わりとともに変貌を遂げ、避暑地や別荘地として栄えてきた。 

 ＪＲ北陸新幹線軽井沢駅開業後は、東京から１時間程度、金沢から２時間程度のアクセスの良さが観

光客数の増加につながっている。 

浅間山（標高２，５６８ｍ） 
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〈産 業〉 

軽井沢町の基幹産業は第３次産業で、平成２７年国勢調査の結果では、町内の第３次産業への就業

者数割合は約７９％を占めている。 

町内には、観光関連施設や設備が整えられているほか多くの商業施設が存在しており、平成３０年

度の町調査では観光客数が８７０万人を超えた。  

代表的な観光施設は、国の重要文化財である「旧三笠（きゅうみかさ）ホテル」が挙げられる。旧三笠

ホテルは、「軽井沢の鹿鳴館（ろくめいかん）」とも称された日本で現存する唯一の木造純西洋式のホテ

ルで、設計から施行まで明治時代の日本人大工によって建設され、現在も保存状態が良好であること

から、国内観光客はもとより多くの外国人旅行客が訪れる人気の観光スポットとなっている。（※旧三笠

ホテルは、令和元年度～令和３年度まで建物保存修理工事が予定されている。） 

また、平成１０年の長野オリンピックでカーリング競技が開催された「風越公園（かざこしこうえん）」に

は、カーリングの国際大会が開催される「軽井沢アイスパーク」をはじめ、通年型屋内プールの「スカッ

プ軽井沢」、人工芝のグラウンド、総合体育館、アイスアリーナ、屋外スケートリンク、及び屋外テニスコ

ートを有し“スポーツツーリズム”の拠点となっている。 

この風越公園の近くには、平成２８年に建設された軽井沢町の６次産業化の拠点であり、観光と農業

を有機的に結びつけている「農産物直売施設軽井沢発地市庭（かるいざわほっちいちば）」があり、軽

井沢産の新鮮な野菜や加工品を買い求めに多くの方が訪れている。（以下写真４枚掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

軽井沢発地市庭 外観 軽井沢発地市庭 直売所入口付近 

 

軽井沢発地市庭 直売所

 

軽井沢ブランド認定品販売コーナー 
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代表的な商業施設として、ＪＲ北陸新幹線・しなの鉄道の軽井沢駅南口に直結している「軽井沢プリン

スショッピングプラザ」、しなの鉄道中軽井沢（なかかるいざわ）駅から約１．５㎞に位置する「星野リゾート

ハルニレテラス」、古くからの避暑地旧軽井沢の象徴ともいえる「旧軽井沢銀座（きゅうかるいざわぎん

ざ）」が挙げられる。 

軽井沢町には、これら観光・商業施設のほかに、中山道と北国街道（ほっこくかいどう）の分岐点、中

山道２０番目の追分宿（おいわけじゅく）にある文豪「堀辰雄（ほりたつお）文学記念館」、「追分宿郷土

館（おいわけじゅくきょうどかん）」をはじめ、著名な文化人の記念碑・文学碑が広く点在し多くの観光客

が訪れている。 

しかし、軽井沢町は夏期の繁忙期と夏期以外の閑散期の差が激しく小規模事業者の収入は安定し

ていない。観光客数・観光消費額ともに、平成２３年以降増加傾向で推移しているものの、後述のとお

り、一人当たりの観光消費額は、長野県平均に比べ低い数字となっている。通年営業は特に、小規模

な創業者にとっては難しい地域でもある。 

   

〈第５次軽井沢町長期振興計画〉 

 軽井沢町は平成２５年度から令和４年度までの１０年間を目標年次とする「第５次軽井沢町長期振興

計画」を策定し、理念を『自然と文化が奏でる軽井沢』と掲げ、めざすべきまちの姿について示す、「基

本構想」と、基本構想で掲げる将来像の実現に向けて、具体的な施策の展開について示す「基本計

画」により、効果的に事業を推進するとしている。 

「第５次軽井沢町長期振興計画」における基本方針は、１「森と高原の快適環境」、２「交流を促す円

滑交通」、３「災害に強い安全・安心のまち」、４「軽井沢ブランドを活かした交流のまち」、５「安心して暮

らせる健康福祉のまち」、６「人を育てる教育・文化」、７「住民が主役の協働参画のまちづくり」、８「持続

と自立の地域主権」と定めている。 

現在は、平成３０年度から後期振興計画となっており、観光・商工業について書かれているのが、基

本方針４「軽井沢ブランドを活かした交流のまち」であり、観光と農業の連携を含めた商工業の振興とし

て目標と取組を計画している。 

 目標は「軽井沢文化を活かし、さらに磨いていく地域産業が発展するまち」としており、達成するため

の取組を軽井沢町商工会と連携し、地域産業並びに商店街の振興を以下のとおり行うとしている。 

 

地域産業の振興 

観光を軸とし、第１・２・３次産業の連携による６次産業化を進め、自然・歴史・文化の特性を活かした

個性ある特産品や商品の開発・販路開拓を支援し、民間企業の活力を引き出して、地域産業の活性を

図ることとしている。また、中小企業への融資あっせん、融資時の利子補給、保証料補給を実施する方

策を充実させるとしているほか、保養地・環境都市としての考え方を共有し、軽井沢町の産業の価値を

高めあえる企業の育成・誘致を進めるとしている。 

 

商店街の振興 

大型店の出店により、衰退・空洞化が進んでいる商店街に、広場やポケットパーク、駐車場の整備、

街灯の維持管理の助成と合わせ、軽井沢町商工会や地域と連携したイベント助成で、町民はもとより、

別荘客、観光客にも魅力的な商店街づくりを支援してきている。例えば、しなの鉄道中軽井沢駅に隣接

する「くつかけテラス」にはチャレンジショップを設け、軽井沢町と軽井沢町商工会が連携して中軽井沢

地区を中心に町内での新規出店者支援の取組を行っている。 
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第５次軽井沢町長期振興計画における目標指標 

指標 Ｈ２８年度（後期計画時現況） Ｒ４年度（目標） 

商工会員数 ６４１名 ６５０名 

チャレンジショップ出店

後に開業した店舗数 
５店舗 １１店舗 

軽井沢ブランド認定数 １２件 １９件 

※第５次軽井沢町長期振興計画よりデータ抜粋 

 

〈軽井沢町商工会の現況〉 

軽井沢町内の観光振興は（一社）軽井沢観光協会を中心として行っていることから、軽井沢町商工

会は軽井沢町内全域を管轄する地域の経済団体として、小規模事業者支援を核として、軽井沢町、

(一社)軽井沢観光協会、金融機関、関係団体と連携し、軽井沢町内を４つに分けた支部組織を中心と

して、地域の小規模事業者発展と商工業・地域振興のため、まちづくりの担い手となり役職員と共に事

業を行っている。 

 

軽井沢町商工会支部組織 

軽井沢町商工会支部名 支部構成地区 

軽井沢支部 旧軽井沢（きゅうかるいざわ）地区 

新軽井沢（しんかるいざわ）支部 新軽井沢・南軽井沢（みなみかるいざわ）地区 

中軽井沢支部 中軽井沢地区 

西軽井沢（にしかるいざわ）支部 西軽井沢・追分地区 

 

商工会員数は、平成３０年度末６５４名であり、廃業・任意等による退会者はいるが「第５次軽井沢町

長期振興計画」の中で目標とされている会員数６５０名を超える商工会員数の維持ができるよう、経営発

達支援事業、商工会支部事業、各種セミナー、経営改善普及事業、及び地域振興事業を通じ、積極

的な加入勧奨を行い組織率の増加に務めている。 
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商工業者数、小規模事業者数と商工会員数の推移 

項目／年度 H２３ H２４ Ｈ２５ H２６ Ｈ２７ H２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

商工業者数（人） １，１９７ １，１９７ １，１９４ １，２０１ １，２０１ １，２１３ １，２１６ １，２４５ 

小規模事業者数（社） １，０７９ １，０７９ １，０７２ １，１０３ １，１０３ １，１０３ １，１１３ １，１４２ 

商工会員数（社） ６１８ ６１８ ６１５ ６１６ ６３２ ６４１ ６５０ ６５４ 

※商工会実態調査より 小規模事業者数は商工会独自調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※商工会実態調査より 小規模事業者数は商工会独自調査 

 

地域小規模事業者支援のため、軽井沢町商工会は「第５次軽井沢町長期振興計画」に沿って、平成

２７年度から令和２年度末の５ヶ年計画で「経営発達支援計画」の認定、及び平成２８年度より「伴走型

小規模事業者支援推進事業」の補助金採択を受けて、事業を実施してきた。 

 

創業支援の経過と重要性 

平成２８年度から実施している「創業塾」は、町内外から軽井沢町で創業を目指す者が受講し、卒業

生は４年間で述べ６０名以上になった。 

「創業塾」のカリュキュラムは外部専門講師による、創業するためのノウハウ、金融、補助金について

の座学、ビジネスプランの作成、創業計画策定と最終日は個別相談会を実施してきた。 

個別相談会では、受講者からの相談事項や創業計画の実現性について、外部専門講師から経営指

導員へフィードバックがあり、創業塾終了後、経営指導員が創業計画策定を引き続き支援し創業融資

あっせんにつなげることができた。 

観光地軽井沢で、小売・サービス業（特に飲食店）を出店する希望者が多いため、「創業塾」を行うこ

とで創業前から創業以降も継続的な支援が可能となり、また、受講者も創業までのスケジュール、創業

計画が立てやすくなることで創業が実現した事業者が多くなった。 

 

既存小規模事業者向け支援の経過 

このほか、町内既存小規模事業者向けのセミナーとして、伴走型小規模事業者支援推進事業補助

金を活用し、平成２９年度はおもてなし、サービス力向上のため「おもてなしセミナー」を開催した。 

受講者はビジネスにおけるおもてなし・サービスで顧客獲得、リピーターの確保と他社との差別化を

図れるノウハウの習得ができた。 

平成３０年度は「経営塾」として、専門講師による「ラッピング講座」と、「写真撮影実践講座」を開催し

受講者は自社の商品・製品を他社よりも視覚的な要素で差別化が図れるノウハウの習得ができた。 
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②課 題 

上述のとおり、観光客数は、現在年間８７０万人と回復基調にある。その主要因は、大型アウトレット店

だけではなく、「軽井沢発地市庭」を取り上げるメディアが増えたことで、認知度が上がり観光地化がより

一層進んでいることや、新幹線が北陸まで延伸したことで交通の利便性が向上し、観光客数の増加に

つながったことにある。 

 

軽井沢町観光客数の推移 

年度 H２３ H２４ Ｈ２５ H２６ Ｈ２７ H２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

観光客数

（千人） 
7,678 7,821 7,938 8,370 8,43１ 8,465 8,547 8,717 

※軽井沢町役場「軽井沢町の統計」からデータ活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※軽井沢町役場「軽井沢町の統計」からデータ活用 

しかし、一人当たりの観光消費額は伸び悩んでいる現状があり、創業者は多いものの、決して楽観視

できるような事業環境にはない。 

創業者や、既存の小規模事業者が、安定的に事業活動を行えるよう軽井沢ならではの他地域には

ない、観光客に魅力的な商品開発や、既存商品の品質向上を図ることと、積極的な販売促進・販路開

拓を行い、地域産業、及び商店街の振興を図っていくことが課題である。 
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軽井沢町観光客一人当たりの観光消費額と長野県、佐久地域との比較          （単位：円） 

年度 H２３ H２４ Ｈ２５ H２６ Ｈ２７ H２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

軽井沢町 2,947 2,913 2,882 2,931 2,946 3,005 3,013 3,110 

長野県 3,632 3,655 3,681 3,533 3,538 3,453 3,497 3,510 

佐久地域 3,424 3,394 3,381 3,416 3,417 3,442 3,405 3,415 

※長野県「観光地利用統計調査」よりデータ抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※長野県「観光地利用統計調査」よりデータ抜粋 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間を見据えて 

上記の「第５次軽井沢町長期振興計画」の基本方針４に沿って、地域としての特徴や、課題を踏まえ

て軽井沢町商工会は地域の総合経済団体として地域内における小規模事業者の支援機関として長野

県･軽井沢町・区（自治会）・（一社）軽井沢観光協会･商店街・地域金融機関･その他支援機関と連携

し、個別企業の経営力向上、販売促進、新商品新サービスの開発などの支援を通して、「軽井沢ならで

は」の商品・サービスを生み出し、「軽井沢ブランド」として価値を高めていく。 

また、「おもてなしの心」の向上と「ホスピタリティー」の醸成を図ることで地域に「賑わい」を創出し、創

業者も含めて、既存事業者の支援を行い、小規模事業者の持続的な発展と活性化に寄与していく。 

以上のような取組を行っていくことで、個社をはじめとした地域産業、及び商店街の振興を実現して

いき、町全体としての賑わいを再興していくことを目指していく。 

 

②第５次軽井沢町長期振興計画との連動性・整合性 

「第５次軽井沢町長期振興計画」は平成３０年度からの後期振興計画が進められており、観光・商工

業について、基本方針４「軽井沢ブランドを活かした交流のまち」で、観光と農業の連携を含めた商工

業の振興として目標と取組を計画している。 

 目標は「軽井沢文化を活かし、さらに磨いていく地域産業が発展するまち」としており、達成するため

の取組を軽井沢町商工会と連携し、地域産業並びに商店街の振興を行うとしている。 
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「地域産業の振興について」 

軽井沢町長期振興計画の「軽井沢ブランドを活かした

交流のまち」に商工業者・小規模事業者が寄与できるよ

う、軽井沢の地域資源を利活用した「軽井沢ならでは」、

「軽井沢らしい」商品、サービスを「軽井沢ＢＲＡＮＤ（以

下、軽井沢ブランド）（商標登録第 5858411 号・第

6038288 号）」とするため、軽井沢ブランド認定審査委員

を軽井沢町、（一社）軽井沢観光協会で組織し、審査・認

定を、軽井沢町商工会は１期目の経営発達支援計画で

取り組んできた。 

現在、「軽井沢ブランド」には、１５品目が認定され、認

定品は伴走型小規模事業者支援推進事業補助金を活

用し、軽井沢町商工会が中心となり、展示販売、広告宣

伝を行うことで軽井沢ブランド認定品の販路開拓、販路

拡大につなげ小規模事業者の個社支援をしてきた。 

 軽井沢ブランド認定品は年に１度、更新認定審査があ

り、品質の低下につながりにくく、高付加価値となるた

め、自社製品、商品の認定を希望する事業者は年々増

加してきていることから継続して行っていく。 

 

 

 「商店街の振興について」 

軽井沢町が、しなの鉄道中軽井沢駅に隣接する「くつかけテラス」内に常設した「チャレンジショップ」

について、軽井沢町商工会としてチャレンジショップ出店者、出店希望者、出店を希望していたが採用

にならなかった事業者向けに、税務署への届出に関する税務の支援、軽井沢町商工会が行う、経営発

達支援事業の「創業塾」をはじめとする各種セミナーの案内、小規模事業者持続化補助金申請支援、

販路開拓支援を行ってきた。 

チャレンジショップでの営業は２年契約となっているため、契約満了後に町内で事業継続できるよう

に、町内不動産業者の紹介、空き店舗の活用の案内や、軽井沢町商工会職員が積極的な巡回・窓口

支援を行い、チャレンジショップで営業している間にノウハウの取得ができ、契約満了後、スムーズな起

業ができるよう支援を継続的に行ってきた。 

今後は、２年契約満了前から継続的な支援を行い、契約満了後に、町内で引き続き事業を行ってい

る小規模事業者もあることから、「チャレンジショップ」に出店をしている事業者に向けて軽井沢町商工

会は支援を引き続き実施し、町内で事業継続ができ、事業拡大、利益拡大となるよう事業計画策定、専

門家派遣による販路開拓・販売促進支援をしていく。 

 なお、この経営発達支援計画実施期間中に、「第５次軽井沢町長期振興計画」は期間満了となるが、

その後、第６次が策定される軽井沢町長期振興計画において、第５次と産業に関わる計画部分に大き

な変更がある場合には、経営発達支援計画の見直しを行い、常に軽井沢町長期振興計画に即した計

画にしていくこととする。 

 

③軽井沢町商工会としての役割 

軽井沢町商工会は小規模事業者支援を通じ、軽井沢らしい商品、サービスを認定する「軽井沢ブラ

ンド」の認定事業を継続実施し、第５次軽井沢町長期振興計画「軽井沢ブランドを活かした交流のまち」

に引き続き２期目でも寄与していく。 

さらに、需要動向調査事業、創業塾、経営塾セミナーを通じて、小規模事業者個社の経営力を向上

「軽井沢ブランド」認定品一覧 

（平成３０年度末現在） 
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させていく。 

また、個社支援において、引き続き、長野県や軽井沢町のみならず、金融機関、公益財団法人長野

県中小企業振興センター長野県よろず支援拠点との連携と、「長野県商工会連合会エキスパートバン

ク制度」、「中小企業庁ミラサポ」による高度な外部専門家派遣制度を活用し、軽井沢町商工会を中心

として、地域の小規模事業者個社にあった支援を行い、個社の経営改善や持続的な発展を促すことで

地域産業、及び商店街の振興を実現していき、町全体としての賑わいを再興していく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 以上、（１）、（２）で述べた、課題と小規模事業者の長期的な振興のあり方を達成するために、軽井沢

町商工会は、次の目標を定める。 

 

①新たな需要の開拓により、更なる軽井沢ブランドの確立を目指す。 

②既存の小規模事業者の事業基盤の強化を目指す。 

③「創業塾」卒業生、創業支援を行った事業者の更なる発展を目指す。 

④創業予定者、新規創業者、第二創業者（経営革新）の持続的発展を目指す。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①新たな需要の開拓により、更なる軽井沢ブランドの確立 

「軽井沢ブランド」の認知度を高め、ブランド力向上に向けたＰＲを行うとともに、高品質を実現し、商

品・サービスが認定された事業者の他社との差別化、同社の認定外商品・サービスとの差別化を図る。  

その上で、認定事業者の売上向上、収益向上に寄与する商品となるよう軽井沢ブランド認定品の品質

維持、向上と軽井沢ならではの高付加価値化、おもてなし・サービス力向上のためのセミナー、展示販

売、商談会出展を推進し、販売促進、販路開拓を実施する。 

 

②既存の小規模事業者の経営基盤強化 

１期目で行ったおもてなし、サービス力の向上のための「おもてなしセミナー」、既存商品の付加価値

向上を目的とした販路開拓に結び付けるための「ラッピングセミナー」、及び「写真撮影セミナー」を発展

的に実施する。 

１期目のセミナーは小規模事業者からの需要が高く、その後の個社支援につながったことから、今回

の計画では、「経営塾」を行い、集団セミナーから個社支援につなげ、経営分析、事業計画策定支援の

実行へとつなげていく。 

 

③「創業塾」卒業生、創業支援を行った事業者の更なる発展 

１期目の経営発達支援事業で行った、創業塾による卒業生が約６０名となった。小売・サービス業を

創業するための知識の向上、創業計画の策定支援、軽井沢らしさを表現できる事業者の新規創業を支

援したことで、創業するまでの準備、創業後の融資あっせん、小規模事業者持続化補助金申請につな

がった。 

今期は創業塾卒業後の創業者（創業後５年未満）の事業計画の見直しに注力し、創業計画と相違点

がある場合には、再度、経営分析の実施や事業計画の策定を行っていく。 

 

④創業予定者、新規創業者、第二創業者（経営革新）の持続的発展 

需要動向調査の結果を活用する等により、創業予定者、新規創業者、第二創業者と共に、実現性の

高い創業計画策定を行う。 
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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 【指針③】 

（１）現状と課題 

【現状】景況調査は対象事業者（調査報告書の提供）へのフィードバックはできているが 

景況調査対象事業者外への公開は不十分な現状である。 

また、ビッグデータ（ＲＥＳＡＳ）の活用は現在、活用方法、操作方法について経営指導員が 

研修に参加している。 

内部の委員会組織「産業振興研究会」では２９年度、軽井沢町小規模事業者を対象に「労 

働力不足に関するアンケート調査」を実施。アンケートに「調査結果をフィードバックする」と 

明記したところ、回答率が３０％近くとなり、非常に協力的であることがわかった。 

                        

   【課題】景況調査は景況調査対象事業者以外へ軽井沢町商工会として公開ができていないことか 

ら、軽井沢町商工会ホームページに調査結果を記載する。 

ビッグデータ（ＲＥＳＡＳ）の活用方法、操作方法について、本経営発達支援計画実施期間 

中に経営指導員は全員、更なる能力向上を目的に、長野県商工会連合会が主催する操 

作方法の研修を受講し分析を行い公開する。 

 

（２）事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用 

軽井沢町は観光が基幹産業であることから、観光に関するデータと地域の産業に関するデータを 

経営指導員が収集し、データを専門的視点からの分析も交えた結果を公表するために経営指 

導員と外部専門家（中小企業診断士、よろず支援拠点コーディネーター）で分析を行う。 

分析結果は軽井沢町商工会ホームページで公表するほか、経営指導員が巡回・窓口支援時に活 

用することによって、地域経済循環を目指す。活用するビックデータは地域経済分析システム「ＲＥ 

ＳＡＳ」、軽井沢町役場「軽井沢町の統計」とする。また、「ＲＥＳＡＳ」の活用方法、操作方法につい 

て、長野県商工会連合会が主催する操作研修を受講し経営指導員は更なる能力向上を図る。 

【分析方法】 

ⅰ.ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム） 

「観光マップ〈国内〉目的地分析」→平日・休日別、交通手段別（車または公共交通機関）の目 

的地の一覧、カーナビなどで目的地検索時に設定され 

た目的地と出発地から、町内のどこへ観光客がどのよう 

に来ているか分析を行う。 

      「観光マップ<外国人>滞在分析」→国・地域別平均滞在者数とその推移による、外国人観光 

客がどこの国から軽井沢町へ観光に来て、どのくらいの 

間滞在をしているか分析を行う。 

      ⅱ.軽井沢町の統計 

      「観光宿泊施設の状況、観光客数」→宿泊施設の状況（増減、収容人数）、観光客数（春夏秋 

冬別）の統計を活用し分析を行う。 

  ⇒上記の分析を総合的に経営指導員が外部専門家を交えて分析し個社支援に反映する。 
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②小規模企業景気動向調査 

軽井沢町内の産業における景気動向について、より詳細な実態を把握するため、「全国商工会 

連合会」が行う「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、軽井沢町内小規模事業 

者の景気動向について調査と分析を年４回行う。 

 

【調査対象】軽井沢町内小規模事業者２０社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業 

        から１５社、軽井沢ブランド認定事業者から５社）経営指導員が選定 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資、ブランド認定事業者 

には認定品の売上について調査 

【調査手法】初回依頼の際、経営指導員が巡回を行い、調査対象企業へ趣旨説明と回答を 

依頼する。以降は、調査票を郵送し返信用封筒で回収することで、調査企業と逐 

次連絡がとれるよう企業ごとに担当者を決め、正確なデータが継続して取れるよ 

う配慮する 

【分析方法】経営指導員が外部専門家と連携し分析、レポート作成を実施 

 

（３）成果の活用 

①、②で行った情報収集・調査、分析結果は経営指導員が、外部専門家とともにレポートを作成 

し、軽井沢町商工会ホームページに掲載するほか、軽井沢町広報「かるいざわ」へ掲載することで 

広く町内小規模事業者に周知を行う。 

②の１５社は全国商工会連合会、長野県商工会連合会が作成する「小規模企業景気動向調査報 

告書」と合わせ、軽井沢町商工会で調査結果を基に作成したレポートを郵送にて配布をし、軽井 

沢ブランド認定事業者の５社には軽井沢町商工会で調査結果を基に作成するレポートを郵送にて 

配布を行う。ほか、経営指導員が窓口・巡回指導を行う際の参考資料とし、創業支援、事業計画策 

定、補助金申請支援時の参考資料とする。 

地域の経済動向調査の実施の中で外部専門家と連携することで、経営指導員の調査分析に関す

る更なる能力向上が図れる効果も期待できる。 

 

（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 － １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 － ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 ※②は現在、調査対象者のみに公表しているが軽井沢町商工会ホームページ等では公開していな

いため―とした。 
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３.経営状況の分析に関すること 【指針①】 

(１)現状と課題 

【現状】マル経融資相談、県制度融資、町制度融資の相談や小規模事業者持続化補助金、もの 

づくり・商業・サービス補助金、経営革新計画申請、経営力向上計画申請の支援で分析を 

実施してきた。 

                 

【課題】分析は融資相談・補助金申請時、必要に応じて行っていたが、詳細な分析は不十分であ 

る。分析には専門的な部分もあり、外部専門家派遣の活用により、専門的知見からの経営 

分析が必要であることとあわせて、分析結果を個社へフィードバックが十分にできていない 

ので、分析結果の見える化をし、個社へフィードバックを実施する。 

 

（２）事業内容 

①経営分析を行う事業者の発掘 

既存の小規模事業者の経営力向上を目的とした「経営塾」受講生、創業者・第二創業者・創業 

してまもない事業者向け「創業塾」受講生の中から創業予定者を除いた事業者、「軽井沢ブランド」 

認定事業者、景況調査を実施した事業者、巡回・窓口支援から掘り起しを行う。 

 

②経営分析の内容 

   【対象者】上記、①の中から、経営力向上、販路開拓、販路拡大に意欲的な個社を経営指導員が 

６０社選定 

   【分析項目】定量的な分析は「財務分析」で行い、定性的な分析は「ＳＷＯＴ分析」で行う。 

            〈財務分析〉売上高の伸び率、経常利益率、損益分岐点売上高、粗利益率 

            〈ＳＷＯＴ分析〉分析を行う企業の強み、弱み、脅威、機会 

   【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」の経営分析ソフトを活用し、経営指導員が 

入力・分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

経営分析の結果は個社にフィードバックする。また、事業計画策定の際に活用する。 

経営分析により経営課題が顕在化された場合は、経営指導員が解決策を提案する。経営指導員 

個人で解決が困難な場合は、専門家派遣や長野県よろず支援拠点コーディネーターを活用し、 

課題解決を図る。なお、この場合は、経営指導員等も専門家派遣等に同席し、次回、同様の課 

題解決が必要な場合に経営指導員が単独で課題解決を提案できるようにノウハウを吸収する。 

さらに、分析結果は、軽井沢町商工会内で毎週行う、職員会議で共有を図る。これにより、経営 

指導員ごとの分析レベルの差をなくすとともに、他の職員へもノウハウを共有する。 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

経営分析件数 ４０社 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 

目標件数の設定について、軽井沢町商工会経営指導員３名の現行経営分析件数は年間４０社で 

あり、上記の事業で今後、積極的に経営分析に取組める件数として、経営指導員１名につき２０件を 

年間目標とした。 
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４.事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

(１)現状と課題 

【現状】創業支援時の融資相談や補助金申請の際、事業計画策定支援を行ってきており、実際に 

申請時の事業計画策定支援につながっている。 

また、平成２８年度から開催している「創業塾」の受講生は毎年２０名程度おり、創業計画書 

の作り方についてコマを設けている。 

講座最終日には作成した創業計画書で講師による個別相談会を実施しているが、終了時 

に、創業計画書が完成する受講者は少ないことから、個別相談会での状況を講師からの 

フィードバックを基に、経営指導員が継続策定支援を行ってきた。 

創業計画以外の事業計画を策定する事業者は、上記のとおり、融資関連や、創業関連を 

除くと、件数が顕著に少なくなってしまっている。 

 

【課題】事業計画の策定に関心を持ってもらえる事業者数を増加させるためにも、開催セミナーに 

工夫をし、事業計画策定に重点をおいたセミナーを開催する。 

 

（２）支援に対する考え方 

   １期目で行った、「創業塾」・「経営塾」で事業計画策定を重点に置いた内容を工夫しセミナーを実

施する。経営分析を行った者に対して実施することで、事業計画策定の意義、重要性の理解を基

に事業計画策定につなげる。 

「創業塾」ではカリュキュラム内では完成に至らないため、最終日に講師による個別相談を実施し、 

経営指導員も同席をする。また、講師からの個別相談の内容と計画書に対する意見を参考にし、 

「創業塾」受講者に対し経営指導員がその後の創業計画策定支援を行い、受講者と共に完成さ 

せる。ただし、受講者の中にはすぐ創業を計画していない者もいることが想定されることから、創 

業計画策定は５者とする。 

その他、小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、経営 

力向上計画、経営革新計画申請支援やマル経融資、長野県融資制度、町制度資金など経営指 

導員が日頃の支援を行う中で、事業計画策定につなげていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

（３）事業内容 

①「創業・経営塾」による事業計画策定セミナーの開催 

 創業塾 経営塾 

対象者及び参加者数 軽井沢町で創業を希望する者、

創業してまもない事業者、第二

創業者を対象とする 

参加者・２０名 

経営分析を行った事業者６０社

参加者・４０社 

募集方法 軽井沢町内新聞折込チラシ 

軽井沢町役場、町内金融機関

置きチラシ 

軽井沢町広報「かるいざわ」へ

の掲載 

経営分析を行った事業者を経営

指導員が巡回訪問時に直接案

内をするほか通知を郵送 

開催回数／年 １回 １回 

カリキュラム １日３時間×３日間 

事業計画策定とは 

事業計画策定ワーク 

事業計画発表会 

 

最終日個別相談（１日） 

休日の午前開催 

１日３時間×２日間 

事業計画策定とは 

経営分析から事業計画策定へ 

事業計画策定ワーク 

 

最終日個別面談 

平日の夜開催 

講師 創業時の創業計画、事業計画

策定に特化した派遣会社講師 

事業計画策定、経営分析から作

成する事業計画に特化した派遣

会社講師 

  

  ②事業計画の策定 

【支援対象者】「創業塾」の受講者、経営分析を行った６０社 

 

   【手段・手法】セミナー受講生に対し、経営指導員による担当を決め、専門的な知識が必要な場合

は外部専門家を交えて事業計画策定につなげる。 

また、セミナーカリキュラムにある講師による個別相談のフィードバックを参考に、確 

実に事業計画策定へとつなげる。ただし、経営分析を行った経営塾参加者のうち分

析が不足していると思われる者に対しては、３．の手段・手法により再分析を実施して

からセミナーへ誘導する。 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

創業計画策定件数 ３件 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

事業計画策定件数 １５件 ２５件 ２５件 ２５件 ２５件 ２５件 

  創業計画策定目標件数は経営指導員の支援により、現行３件（年間）であるため、創業塾を計画策

定に重点を置いた内容にし、創業塾受講生の中にはすぐに創業に至らない受講者もいるが、創業塾終

了後、経営指導員の支援により創業計画策定件数を５件と設定。 

事業計画策定目標件数は、現行よりも詳細な経営分析を行い、積極的に計画策定に経営指導員が

つなぐため２５件とする。なお、経営指導員３名に対し、創業・事業計画ともに割り切れないのは、経営

指導員として経験年数が浅い者がおり、支援能力に差があるため５年間で資質向上を図りながら実施

をしていくためである。 
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５.事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

(１)現状と課題 

【現状】事業計画策定後の実施支援は、計画策定後、長野県融資制度、軽井沢町中小企業振興 

資金、日本政策金融公庫の融資あっせんにつなげている。また、創業したばかりの事業者 

でも、事業計画を経営指導員と行うことで小規模事業者持続化補助金申請ができている。 

 

【課題】事業計画策定後の支援について、計画の実行性、進捗状況は、確認はできていても見直 

しが必要な事業者に集中的に支援ができていないので、支援機会を増やし、計画の見直 

し支援にも力を入れて実施する。 

 

（２）事業内容 

創業計画・事業計画策定件数３０社に対し、策定後の支援を実施する。 

３０社の中でも事業計画の進捗状況により、状況を確認しながら、中から集中的に支援が必要 

である事業者、比較的事業が計画どおりに進んでいる事業者の見極めを行い、フォローアップ 

の回数を調整し支援を実施する。 

月に１回巡回訪問を実施し、現地にて経営指導員が小規模事業者に対し、策定した計画と 

照らし合わせ、当初の予定より計画が順調な場合、目標売上の上方修正を行い、その都度必要 

な支援を実施する。 

また、計画より遅れていると判断される場合、必要な運転資金の再設定等経営改善普及事業を 

行いながら事業計画の見直しを行う。そこから、３年間を目途にフォローアップを行う。 

ただし、すぐに創業にならない場合や個社が創業後すぐに支援を必要としない申し出があった 

場合には支援回数を調整し対応をする。 

 

①創業計画策定５社について、創業後、計画の進捗状況を確認しながら、巡回・窓口でフォロー 

アップを行う。 

創業時には計画通りに事業が進まないことが多々あるので、事業の安定を図るために、経営指 

導員の担当を１社ずつ決め集中フォローアップを月１回実施する。創業計画が計画どおり進ん 

でいない場合、外部専門家派遣、よろず支援拠点コーディネーター派遣を活用して、課題の掘 

り起し、課題解決提案を実施し、計画当初との差を見極め、計画の見直し支援を行う。ただし、 

創業計画策定後、すぐに創業にならない場合や個社が創業後すぐに支援を必要としない申し 

出があった場合には支援回数を調整し対応をする。 

 

②事業計画策定２５社について、計画の進捗状況を確認しながら、巡回・窓口でフォローアップを 

行う。 

事業計画策定支援をした個社には、月１回フォローアップの中で、販路開拓、販売促進に力を 

入れるべきと判断される事業者に「小規模事業持続化補助金」・「ものづくり・商業・サービス生産 

性向上促進補助金」申請について積極的に支援を実施。他にも、経営力向上計画申請、経営 

革新計画申請、先端設備等導入計画支援につなげる。事業計画通り進まない個社もあるので、 

その事業者に対しては、計画の見直しを促す必要がある。まずは、経営指導員が見直しを 

行い、課題解決のためには専門的な知見が必要であると判断した場合は、外部専門家派遣、 

よろず支援拠点コーディネーター派遣などを活用して、再度、経営分析、事業計画策定などの 

フォローアップを行う。 

ただし、事業計画策定をした個社からの要望があれば、支援回数を調整し、必要なフォロー 

アップを行う。 
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（３）目標   

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①創業計画策定フォロ

ーアップ対象事業者数 
１社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

フォローアップ回数（延

べ回数） 
６回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 

売上増加事業者数 １社 ２社 ２社 ２社 ３社 ３社 

利益率増加の事業者数 － １社 １社 １社 ２社 ３社 

②事業計画策定フォロ

ーアップ対象事業者数 
１５社 ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 

フォローアップ回数（延

べ回数） 
６０回 ３００回 ３００回 ３００回 ３００回 ３００回 

売上増加事業者数 ２社 ５社 ５社 ５社 ７社 ７社 

利益率２％以上増加の

事業者数 
－ ３社 ３社 ５社 ５社 ７社 

  創業計画・事業計画策定事業者すべてに策定後のフォローアップを実施するが、策定支援事業者

の意向にあわせてフォローアップ回数を調整するため上記の目標値を設定した。 

  売上増加事業者数は過去に経営指導員が事業計画策定支援を実施し、申請を行った「小規模事

業者持続化補助金」の採択事業者に、補助事業期間のみならず、その後も継続的なフォローアップを

行った結果、２社売上の増加が申告決算支援時にあったため、本計画期間内に従前より積極的、かつ

継続的なフォローアップを実行するため、初めの３年間は５社と設定し、残る２年は更なるフォローアップ

により７社増加を目標とした。 

  利益率は小規模事業者の回答が得られにくい可能性があるので、日ごろのフォローアップで経営指

導員が小規模事業者との良好な関係を築くことでまずは３社とし、年を重ねるごとに小規模事業者へ巡

回訪問時に聞き取りやすくなるため５社、７社と目標を増やしていく。 

  なお、創業計画策定フォローアップ対象事業者の売上増加、利益率増加事業者数についてはそれ

ぞれ、計画策定後のフォローアップ実施後すぐに創業にならない場合や事業が安定せず結果が出な

いことが予想されるため上記の目標事業者数とした。 
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６.需要動向調査に関すること 【指針③】 

（１）現状と課題 

【現状】１期目では軽井沢中学校の協力を得て、中学校２年生の家庭に対し、消費動向調査を実 

施した。 

対象を中学２年生とした理由は、その家庭においては、小中学生、高校生、大学生及び保 

育園児がいる可能性が高い年代であるため。（以前、長野県の行う商圏調査に軽井沢町商 

工会が協力した経過があり、その時の調査対象が同様であった。）調査の結果、軽井沢の 

地域ブランドを活用した集客や販売企画を推進し、ブランド資産の向上を軽井沢町商工会 

で図っていく必要があるとわかったことから、「軽井沢ブランド」認定事業が始まった。 

 

【課題】「軽井沢ブランド」認定品について、認定品を対象とした需要動向調査を１期目では実施で 

きなかったので、２期目では実施をする。 

また、「軽井沢ブランド」認定品に含まれない業種もあることから、別途、需要動向調査を実 

施し小規模事業者へ調査内容を公表することで新たな需要の開拓に寄与する。 

 

（２）事業内容 

①「軽井沢ブランド」認定品を対象に毎年３社１認定品を選定しお客様アンケートを実施 

アンケートは、返信用ハガキで作成し、調査対象事業者は会計時に配布を行うほか、経営指導員 

等が軽井沢プリンスショッピングプラザ出展事業の際、直接来場者へ配布を行う。 

アンケート返信先は軽井沢町商工会とし、実施期間について、軽井沢町が夏、秋が観光シーズン 

となる５月～１０月の間実施する。 

調査結果は専門機関、業者に集計、分析依頼をし、結果を調査対象事業者へ経営指導員が 

フィードバックするほか、「地域資源活用運営委員会」で今後のブランド認定事業について協議を 

行う際活用する。 

【サンプル数】１社当たりアンケートハガキ回収３０件 

回収件数は令和元年度に軽井沢プリンスショッピングプラザで実施した、「軽井沢 

ブランド」認定品展示販売会の際、経営指導員が行った、販売品に関するアン 

ケートを実施し、２０名から聞き取りの回答を得ることができた。 

令和元年度に実施したアンケートは展示会で販売する「軽井沢ブランド」認定品 

全てにおいて調査しており、本計画では特定の「軽井沢ブランド」認定品について 

調査するため３０件とした。 

【調査手段・手法】５月～１０月の間は観光シーズンとなるため、調査対象認定品事業者店舗に 

アンケート用ハガキを配布し、「軽井沢ブランド」認定品購入者にアンケート用 

ハガキを渡すほか、経営指導員等が展示会来場者にアンケートハガキの配布 

を行う。アンケートハガキの返信先は軽井沢町商工会とする。 

【調査項目】①量②大きさ③価格④見た目⑤ラベルデザイン⑥パッケージデザイン⑦用途⑧商 

品に対するイメージ⑨購入の決め手⑩再度購入したいか⑪「軽井沢ブランド」に 

あったらいいなと思う商品について調査を行う。ただし、認定品は原材料の変更 

（味、材料について）は認定から外れてしまう可能性があるため調査項目から除外。 

【分析結果の活用】分析結果は調査対象認定品事業者へ文書でフィードバックする。アンケート 

の内容を認定事業者は「軽井沢ブランド」認定品としてのブランド力向上に 

活用する。経営指導員は需要動向調査の結果を基に、新たな「軽井沢ブラ 

ンド」認定品の発掘に活用する。 
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②サービス業及び卸売業について経営指導員による需要動向調査の実施 

「軽井沢ブランド」認定品以外の理・美容店、飲食店、宿泊などのサービス業及び卸売業につい 

て、経営指導員が年１回２業種を選定し、「日経テレコン」、「業種別審査事典」を活用し、業種・ 

業界最新動向調査をまとめ、レポートを作成する。 

作成したレポートは、調査を行った業種の小規模事業者へ経営指導員の巡回・窓口支援により 

配布を行い、「軽井沢ブランド」認定になりうる「軽井沢らしい」・「軽井沢ならでは」の商品、サービス

の発掘と、新商品・サービスの開発や新たな需要の開拓につなげる。 

【調査対象事業者】理・美容店、飲食店、宿泊などのサービス業及び卸売業 

 

【調査手段・手法及び項目】 

ⅰ．日経テレコンの活用 

業界情報・・・レポート市場シェア、国内市場 500超、グローバル市場 35業種を対象に概要 

や市場動向、競合状況などの視点での解説 

業界ニュース・・・動きの激しい業種向けに、最新ニュースを取得 

業界サマリ（業界解説）・・・最新の業界解説のレポートを取得する 

ⅱ．業種別審査辞典の活用 

業種の理解、業界の動向、業務内容・特性審査のポイント、取引推進上のポイント関連法 

規制、業界団体 

 

【分析結果の活用】分析結果は経営指導員がレポートを作成し、調査対象事業者へ経営指導 

員の巡回・窓口支援によりフィードバックする。 

レポートを活用し、事業者は「軽井沢ブランド」認定になりうる「軽井沢らし 

い」・「軽井沢ならでは」の新商品・サービスの開発や新たな需要の開拓に 

つなげる。 

  

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①調査対象事業者 － ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

②調査対象事業者 － ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

目標について、①は毎年３社１品目とし５年間で１５社とする。２０１８年度末で認定事業者数１１社、

認定品１５品となっているが、毎年、「軽井沢ブランド」としてブランド力を維持するため、更新認定を認

定審査委員により実施しており、品質劣化、原材料変更などにより、更新認定ができない場合や、認定

事業者から更新認定を希望しないことも予想される。また、同一事業者で複数の認定品があることも加

味し、３社１品目とする。 

②は「軽井沢ブランド」認定となりにくい業種を２業種から１社ずつ経営指導員が判断をし、選定を 

行う。なお、毎年、違った業種を選定することから２業種とする 
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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 【指針④】 

（１）現状と課題 

【現状】１期目で「軽井沢ブランド」認定品について積極的に販路開拓支援を行ってきた。 

軽井沢町商工会が事業連携を組んでいる富山県小矢部市（おやべし）商工会のイベントへ 

出向き、展示販売会を平成２８・２９年度の２年実施のほか、町内外からの集客が見込める 

軽井沢プリンスショッピングプラザで展示販売会を平成３０・３１年度の２年実施した。 

そのほかにも、町内外のイベントで、主催者より「軽井沢ブランド」認定品の出展販売につ 

いて軽井沢町商工会へ問い合わせがあり、認定事業者が直接販売する機会を得たこと 

で、ブランド認定品となると売上が伸びるとの認定事業者からの声がある。 

 

【課題】展示販売は土日でのイベント開催となるため、小規模事業者にとって、事業者店舗への来 

店客も多く、従業員不足からイベントへの出店ができないなどの課題がある。 

展示販売会前と後の支援をどのようにすべきか、当日だけでなく、再度見直しを図り支援実 

施を行う必要がある。 

現在の展示会出展事業は「軽井沢ブランド」認定品としているため、認定品以外の商品、 

サービスについて販路拡大・販路開拓支援を行う必要がある。 

 

【支援に対する考え方】軽井沢プリンスショッピングプラザのイベント担当者からは「軽井沢ブラン 

ド」展示販売会を実施すると展示販売会場周辺店舗の売上も伸びるので 

ぜひ、継続・発展的に実施して欲しいとの要望があり、軽井沢プリンス 

ショッピングプラザとの相乗効果による売上増が期待できるため１期目から 

の継続実施をする。 

ただし、展示販売は土日でのイベント開催となるため、小規模事業者にと 

って、事業者店舗への来店客も多く、従業員不足からイベントへの出店が 

できないなどの課題があるため、展示販売会前と後の支援をどのようにす

べきか、当日だけでなく、再度見直しを図り支援実施を行う。 

また、長野県及び長野県中小企業振興センターが行う県内食品加工企 

業の販路拡大と県産品の消費拡大を図ることを目的として開催する「長野 

県産品商談会」への参加支援を行うことで販路拡大、販路開拓へとつな 

げる。 

 

（２）事業内容 

①「軽井沢ブランド」認定品展示会出展事業（ＢtoＣ） 

ⅰ．「メルヘンおやべ源平火牛まつり（げんぺいかぎゅうまつり）」出展事業 

町外では、軽井沢町商工会が事業連携協定を結んでいる、富山県小矢部市商工会が毎年７ 

月に開催している「メルヘンおやべ源平火牛まつり（げんぺいかぎゅうまつり）」において、展 

示販売をするため、経営指導員等が出展ブースの確保を行い、「軽井沢ブランド」のＰＲと展 

示販売を行う「軽井沢ブランド」認定事業者を支援対象者とし商品ＰＲを一緒に行う。 

出展時には、軽井沢町と小矢部市の小規模事業者同士の更なる交流が見込め、新たな販路 

開拓につなげることができる。 

【参考】富山県小矢部市商工会「メルヘンおやべ源平火牛まつり（げんぺいかぎゅうまつり）」 

毎年７月最終土曜日に開催、来場者数４１，０００人（Ｈ２９主催者発表） 

主催が小矢部市商工会のため、小矢部市商工会の小規模事業者との交流ができる。 

ⅱ．「軽井沢プリンスショッピングプラザ」出展事業 

町内では、約２６万㎡の広大な敷地を活かして約２４０店舗を展開している日本でも有数の 
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リゾート型商業施設「軽井沢プリンスショッピングプラザ」で毎年、９月の３連休に開催される 

「オータムサンクスセール」において展示販売をするため、経営指導員等が出展ブースの確 

保を行い、「軽井沢ブランド」のＰＲと展示販売を行う「軽井沢ブランド」認定事業者を支援対象 

者とし商品ＰＲを一緒に行う。 

【参考】軽井沢プリンスショッピングプラザ「オータムサンクスセール」 

毎年９月３連休に開催、来店者数３日間で３，５００人（Ｈ３０主催者発表） 

出展ブースには観光客をはじめとする町外からの集客が多いため、町内外に「軽井

沢ブランド」認定品のＰＲを行い、来場の消費者から直接、「軽井沢ブランド」認定品に

対する生の声を聞くことが出来る機会と新たな需要の開拓を支援する。 

   出展にあたっては出展事業者に経営指導員、専門家派遣で効果的な販売の仕方や、展示会出 

展時の接客方法についての支援を行い、県内展示会の場合はチラシ、新聞広告を活用して「軽 

井沢ブランド」認定品のＰＲと展示会ＰＲ支援を実施する。 

 

②「長野県産品商談会」商談会参加事業（ＢｔｏＢ） 

「軽井沢ブランド」認定品は長野県産としての土産品ともなりうるので、軽井沢町長期振興計画 

「軽井沢ブランド」の確立の観点と、品質面からも認定品は保持され、軽井沢町を代表する、土産 

品となることから長野県及び長野県中小企業振興センターが行う「長野県産品商談会」へ「軽井沢 

ブランド」認定事業者を支援対象者とし参加支援を行う。「軽井沢ブランド」認定事業者の多くは、 

ＢtoＣで販売を行ってきている小規模事業者が多いため、ＢｔｏＢの商談の仕方やノウハウが少な 

く、軽井沢町商工会の支援によって、商談会へ参加することで、新規取引先との商談が可能とな 

り、大型取引につながり、閑散期となる夏場以外の収入も確保が可能となる。また、「軽井沢ブラン 

ド」認定品が含まれない業種について、サービス業及び卸売業について経営指導員による需要動 

向調査を行った２社へ経営指導員の巡回・窓口支援により結果を配布する際に「長野県産品商談 

会」案内をあわせて通知する。 

なお、「長野県産品商談会」では、出展者の商品について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・商談会シートの作成が義務付けされているため軽井沢町 

商工会では商談会出展希望事業者向けに、専門講師による、「ＦＣＰシート作成セミナー」を開催し 

経営指導員が作成支援を行い事業者が作成。ＦＣＰシートは「商品特性と取引条件」、「商品写 

真」、「出展企業紹介」、「生産・製造工程アピールポイント」、「品質管理情報」、「アレルギー情報」 

などを全て記入するため、事業者が売りたい情報、バイヤーが買いたい情報と商品の詳細が一目 

でわかり、安心、安全が担保されることにつながり商品の名刺代わりになる。そのため、商談会に来 

場したバイヤーとの取引を有利に進める事ができ、大口取引にもつながる可能性があることから更 

なる販路拡大が期待できる。よって、FＣＰシートが完成した事業者から「長野県産品商談会」への 

出展を経営指導員が支援する。あわせて、ＦＣＰシート作成の商品について、長野県商工会連合 

会が行っている「信州匠選」への登録支援を経営指導員が実施することで、更なる販路拡大と「軽 

井沢ブランド」のブランド力向上につなげる。 

【参考】「長野県産品商談会」 

高速道路のサービスエリア・パーキングエリア及びイオングループの県内スーパーに 

おいて、県内食品加工企業の販路拡大と県産品の消費拡大を図ることを目的として 

長野県、長野県中小企業振興センターが毎年マッチング方式と展示会方式の２方式で 

長野県内にて開催している。 

・マッチング方式（個別商談会）令和元年１０月２３日開催（伊那市） 

 サプライヤー４０社・バイヤー２０ブース 

・展示会方式令和元年６月１４日開催（佐久市） 

 来場者８０人（出展事業者１社平均４人～５人来場） 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①展示会出

展事業者数 
８社 ８社 ８社 ８社 １０社 １０社 

売上額／社 ３０，０００円 ４０，０００円 ４０，０００円 ５０，０００円 ５０，０００円 ５０，０００円 

②商談会出

展事業者数 
― １０社 １０社 １０社 １５社 １５社 

成約件数／

社 
― １件 １件 １件 ２件 ２件 

 目標の設定は、１期目で実施した展示会出展事業者、売上額から設定をした。展示会のＰＲ、当日の

販売方法に工夫をし、売上増加を目指す。 

商談会出展事業者目標件数は、食品関係の出展についてＦＣＰシートを作成が義務づけられてお

り、作成について経営指導員が支援できる件数を目標とした。成約件数は、現在、商談会の実績はな

いが、通常の経営指導員による支援業務の中で毎年１件は新規取引の支援を実施しているため、当初

は１件とし、窓口相談や巡回訪問時に商談会出展支援を継続していくことで成約件数を増やしていくこ

とを目標とする。 

 なお、毎年の目標として設定しているが、①、②の事業について経営指導員は日頃の小規模事業者

支援を行う際、対象事業者に意向を確認し、小規模事業者の意向に沿った出展事業を行う。 

 

 
※長野県中小企業振興センター「長野県産品商談会」ホームページより引用 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 ８.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期目で設置予定をしていた「軽井沢町地域活性化会議」は設置ができなかったが、商工 

会各支部から推薦の委員で組織する、地域の産業の課題を調査研究する委員会「産業振 

興研究会」を立ち上げた。 

地域資源を発掘、活用することで地域経済の活性化を目的とした「地域資源活用運営委 

員会」を立ち上げ、「軽井沢ブランド」認定事業を中心となって行った。「軽井沢ならでは」、 

「軽井沢らしい」商品、サービスを「軽井沢ブランド」として認定するために有識者や行政、 

農協で構成される軽井沢ブランド認定審査委員を組織し、審査会を年２回開催し、認定品 

は５年間で１５品になった。 

 

【課題】「軽井沢町地域活性化会議」を、２期目で設置する。 

１期目で計画にはなかったが、経済動向調査、需要動向調査の結果を受け、地域の産業 

の課題の有無、産業の中心はサービス業であるが、人手不足、施設老朽化、人材不足、事

業主の高年齢化、６次産業についてなど実態の把握をし、必要な調査、研究及びセミナー

の開催を行うため「産業振興研究会」を立ち上げたので、経営発達支援計画に盛り込み、

積極的な事業展開を実施する。２期目でも軽井沢町長期振興計画に記載されている「軽井

沢ブランド」の確立、向上の面からも「地域資源活用運営委員会」の設置と、「軽井沢ブラン

ド」認定事業は継続する。 

 

（２）事業内容 

①「軽井沢町地域活性化会議」の設置 

軽井沢町、（一社）軽井沢観光協会、佐久浅間農協、町内金融機関、軽井沢町商工会で組織し、 

商工業、観光業、農業の連携を図るために「軽井沢町地域活性化会議」を設置し、年２回会議を 

定期開催し、関係者間で意識の共有を図り、地域の活性化に寄与する仕組みを構築する。 

 

②「地域資源活用運営委員会」の設置 

軽井沢町商工会として、産業の振興発展に力を入れていくために「地域資源活用運営委員会」を 

引き続き軽井沢町商工会支部推薦委員から組織し、地域資源の掘り起しと活用について検討を 

実施する。 

会議開催は年５回とし「軽井沢ブランド」の活用を中心とした検討会議のほか、「軽井沢発地市庭」 

における「軽井沢ブランド」認定品の常設販売について、軽井沢町、軽井沢発地市庭関係者と連 

絡調整役を果たす。このほか、「軽井沢ブランド」認定品をはじめとする地域資源を町内外へアピ

ールするために、若葉(わかば)まつり、紅葉（もみじ）まつり、ウインターフェスティバル、さわやかバ

ザールなど地域イベントを認定事業者へ参加案内し、小規模事業者が積極的に出展できるよう当

委員会が連絡調整役を果たす。 

 

③「軽井沢ブランド」認定事業 

軽井沢町長期振興計画にある「軽井沢ブランド」の確立に向けて、商工業の観点から軽井沢町商 

工会は引き続き、「軽井沢ブランド」認定事業の実施を行う。 

「軽井沢ブランド」は「軽井沢ならでは」・「軽井沢らしい」商品、サービスを有識者、行政、農協で構 

成される「軽井沢ブランド認定審査委員」による審査会を年１回開催し審査、認定を行い地域資 

源の活用による地域活性化を図る。 
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④「産業振興研究会」の設置 

１期目の経営発達支援事業で計画していなかったが、「地域経済の動向調査」の結果を受け、軽 

井沢町商工会は産業振興・地域産業の課題の掘り起しを行い、産業の連携、活性化を図るため、 

軽井沢町商工会支部から推薦の委員で組織する「産業振興研究会」を設置し、年３回の会議と、 

必要なセミナーの開催及び調査をし、課題解決のために寄与する。 
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Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

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】軽井沢町商工会は、長野県（佐久地域振興局観光商工課）、軽井沢町（観光経済課）、 

長野県信用保証協会、町内金融機関との金融業務担当者会議の実施による、金融業務と 

円滑化と金融情勢の情報交換のための「金融業務担当者会議」を年に１回開催している。 

他の商工会との連携では、長野県商工会連合会経営支援センター北佐久グループ検討 

会議での北佐久管内商工会（立科町商工会・佐久市望月商工会・浅科商工会・御代田町 

商工会）経営指導員等との支援ノウハウの共有、情報交換（月１回）を実施している。 

また、長野県信用保証協会と長野県商工会連合会経営支援センター北佐久グループ所属 

経営指導員等による合同企業訪問時における情報交換（年１回）で、管内の小規模事業者 

の経営状況を知ることができており、管内小規模事業者支援に役立てている。 

このほかに、佐久地域商工団体指導員協議会実施の研修時による情報交換（年２回）、 

長野県商工会連合会専門分野支援グループ検討会議で行う、所属経営指導員等との情 

報交換（年２回）などを実施することで、長野県商工会連合会経営支援センター北佐久グ 

ループ以外の支援ノウハウの情報交換ができている。 

また、マル経資金連絡協議会では日本政策金融公庫小諸支店、小諸支店管内の商工会、 

商工会議所の経営指導員等との情報交換（年１回）ができ、公庫金融支援についてのノウ 

ハウ等の情報交換を行っている。 

 

【課題】上記、現状に記載の支援ノウハウ等の情報交換ができる会議への積極的な出席による、 

支援ノウハウの習得と支援能力の向上が課題である。 

よろず支援拠点コーディネーター、長野県中小企業振興センターとの支援ノウハウ等の 

情報交換の機会がないので年に１回実施し、支援ノウハウの情報交換を行う。 

 

（２）事業内容 

①軽井沢町商工会主催「金融業務担当者会議」 

長野県（佐久地域振興局商工観光課）、軽井沢町（軽井沢町観光経済課）、長野県信用保証協 

会、町内金融機関との金融業務担当者会議の実施による、金融業務と円滑化と金融情勢の情報 

交換の実施。 

軽井沢町商工会が主催し年に１回、事務処理・情報共有・伝達事項などの話し合いを行う会議を 

実施する。 

   この会議を行うことで小規模事業者支援における金融業務が円滑になり、小規模事業者への融資 

   実行がスムーズになる効果が得られる。 

   会議の内容は、出席した経営指導員が議事録を作成し、事務所内で回覧し他の経営指導員等と 

情報の共有を図る。 

 

②「長野県商工会連合会経営支援センター北佐久グループ検討会議及び専門分野支援グルー 

プの検討会議」への積極的な出席 

最低月に１回開催される、北佐久グループ検討会議に経営指導員等は積極的に出席し、小規 

模事業者支援における事例の発表や現在抱えている案件の支援方法、疑問点などグループ内の 

他の商工会に所属する経営指導員等に質問することで、支援ノウハウ、支援に関する情報交換を 

行う。 

このほか、長野県商工会連合会が高度専門的支援を目的とし、製造業・観光業・新製品開発・ 

サービス業・農商工連携・創業・商業・事業承継・販路開拓・海外展開・建設業の１１分野に専門職 
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員となる上席専門経営支援員を設置し、経営指導員と小規模事業者支援行うための、専門分野 

支援グループでは、年１回検討会議が開催されている。 

支援経験の少ない若手経営指導員やベテラン経営指導員が所属していること、また、他の商工会 

地域の支援ノウハウの情報交換ができることから軽井沢町商工会経営指導員は積極的に所属して 

いる検討会議へ出席することで、小規模事業者支援につながる情報交換を行なう。 

検討会議に出席の経営指導員等は事務所に戻ってから、会議資料の回覧と毎週行われている 

職員会議で報告をすることで他の経営指導員等と共有を図る。 

 

③日本政策金融公庫小諸支店主催「小規模事業者経営改善資金（マル経資金）協議会」  

マル経資金連絡協議会では日本政策金融公庫小諸支店、小諸支店管内の商工会、商工会議所 

の経営指導員との情報交換（年１回）ができ、公庫金融支援についてのノウハウ等の情報交換を 

行なう。 

情報交換を行うことで、マル経融資の実施における問題点や注意点がわかるため、小規模事業者 

がマル経資金を有効活用できるよう経営指導員の能力向上が図れる。 

出席の経営指導員等は事務所に戻ってから、会議資料の回覧と毎週行われている職員会議で報 

告をすることで他の経営指導員等と共有を図る。 

  

④その他、支援機関との情報交換 

長野県商工会連合会主催職員研修で、研修講師になったその他支援機関、中小企業診断士、 

長野県よろず支援拠点コーディネーターと積極的な支援に関する年２回情報交換を行う。 

経験年数の浅い者がいる軽井沢町商工会にとって、小規模事業者支援における情報交換は経営 

指導員の資質向上につながり、小規模事業者支援の現場で効果的な（現状分析、コーチング）支 

援が行えるようになる効果を狙う。 

出席の経営指導員等は会議資料の回覧と毎週行われている職員会議で報告をすることで他の経 

営指導員等と共有を図る。 
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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】長野県商工会連合会主催の研修会への出席による資質向上、伴走型支援事業を活用し 

た資質向上研修の実施のほか、中小機構主催の支援能力向上に資する研修へ参加、中 

小企業大学校の支援能力向上に資する研修に積極的に出席を行っている。このほかに 

も、長野県商工会連合会経営支援センター北佐久グループ主催の資質向上研修へ積極 

的に出席し資質向上を図っている。また、長野県商工会連合会経営支援センター北佐久 

グループ内の町外商工会支援、及び長野県商工会連合会専門分野グループ支援時に同 

席し支援能力の向上を図るためＯＪＴを実施している。事務所内職員による、軽井沢町商工 

会での資質向上として、毎週月曜日、職員全員による朝礼を兼ねた事務所内情報共有と 

支援に関する検討会議を実施している。 

 

【課題】資質向上が図れる研修に職員が出席しても、出席をしていない職員への情報共有が十分 

ではないので、出席した職員が毎週ある検討会議（朝礼）で、職員自ら進んで情報共有を 

図り、事務所内職員全員の資質向上につなげる。 

また、長野県商工会連合会が提供する「小規模事業者支援システム」を有効活用し、軽井 

沢町商工会職員が町内の企業情報を入力。日ごろの支援に活用することで、更に情報の 

共有、職員の資質向上図る。  

 

（２）事業内容 

①長野県商工会連合会経営発達支援事業研修、中小企業大学校研修の積極的活用 

経営指導員等の小規模事業者支援能力のより一層の向上のため、長野県商工連合会が開 

催する「経営発達支援事業研修会（ＲＥＳＡＳ活用研修含む）」を受講し、経営指導員等の資質 

向上を図るほか、中小企業大学校が行う小規模事業者支援における若手経営指導員向け「経 

営診断基礎コース（商業・サービス業コース）」や中堅以上経営指導員向け専門研修の「地域経 

済活性化支援研修」、「新規創業支援研修」、「新たな事業展開の支援研修」、「経営戦略の強 

化研修」、「流通・サービス業支援研修」、「相談能力の強化研修」から経営指導員の能力に合 

わせ、自ら選択し、不足している支援能力を補える研修へ参加。 

 

②小規模事業者支援時におけるＯＪＴ制度の活用 

長野県商工会連合会経営支援センター北佐久グループ内商工会で実施される小規模事業者 

支援時にＯＪＴ制度を活用することで経営指導員等は支援力の向上を図る。 

 

上記①、②については、週１回業務の進捗状況を共有することで、支援上の課題解決につながり、職 

員の資質向上にもなる。業務の進捗状況だけでなく、他の職員がどのような支援を行っているかがわ 

かり、担当職員が出張でいなくても支援を行う。研修時配布資料の回覧も実施する。 

このほか、長野県商工会連合会提供の小規模事業者情報が共有できる、「小規模事業者支援シス 

テム」を活用し、積極的にデータベース化することで、事業者情報、支援状況などの情報共有とデー 

タの蓄積ができ、経営指導員等の支援能力に関する資質向上等が可能となることで、一定の支援能 

力の向上を図る。 
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１１.事業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】１期目では３名の評価委員（選出３名は、軽井沢町商工会監事２名、軽井沢町観光商工課 

長に軽井沢町商工会長が委嘱）による経営発達支援事業について評価委員会（年１回）を 

実施した。評価委員会実施後、理事会で結果報告を経て、軽井沢町商工会ホームページ 

に掲載してきた。 

             

【課題】１期目の評価委員からは、軽井沢町商工会監事任期は２年、軽井沢町観光商工課長は人 

事異動により、場合によっては１年ごと変更となってしまうことから、軽井沢町商工会の経営 

発達支援実施事業の説明を行う前に経営発達支援計画について説明が必要となり、委員 

から評価委員会開催時に事業に関しての評価がしづらいとの指摘を受けていることから、 

評価委員の選出方法について見直しを図り、事業評価の結果を反映して次年度以降実施 

できるよう体制を構築する。 

本計画期間は事業の見直しと実行が繰り返しできる体制を整えることで、経営発達支援事 

業をより小規模事業者支援に役立つものとする。 

           

（２）事業の内容 

「経営発達支援計画事業評価協議会」の設置 

外部有識者（長野県佐久地域振興局担当課長、よろず支援拠点地域外コーディネーター、中 

小企業診断士）、長野県商工会連合会経営支援課、軽井沢町観光経済課（課長、課長補佐、 

主任）と法定経営指導員、軽井沢町商工会（事務局長、経営指導員）による経営発達支援計画 

に関する事業評価を年１回実施し、評価については理事会へ提出するとともに、毎年５月に開 

催する軽井沢町商工会総代会で報告を行う。 

事業評価協議会で、評価が低かったものについては事業内容を精査し、見直しを図り、次年度 

実施する、経営発達支援事業へ反映させる。 

事業評価協議会で事業評価・見直しについて協議会終了後、経営指導員が協議内容をまと 

め、年１回、協議会終了後１か月後から翌年度末まで軽井沢町商工会ホームページで町内小 

規模事業者に公開する。 

あわせて軽井沢町商工会事務所ではいつでも閲覧可能となるようにファイルを作成し、小規模 

事業者は書面でも自由に閲覧できるものとする。 
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軽井沢町商工会 

（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４年７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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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：小林 恭兵 

連絡先：〒３８９-０１１２ 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢９‐３ 

軽井沢町商工会 

電話：０２６７-４５-５３０７ FAX：０２６７-４６-１４９８ 

E-mail：office@shokokai.karuizawa.nagano.jp 

 

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 

軽井沢町商工会 

〒３８９－０１１２ 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢９－３ 

ＴＥＬ：０２６７－４５－５３０７ ＦＡＸ：０２６７－４６－１４９８ 

事務局長 

軽井沢町役場 

観光経済課 

法定経営指導員１名 

経営指導員１名 

補助員２名 
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ＭＡＩＬ：office@shokokai.karuizawa.nagano.jp 

 

②関係市町村 

 軽井沢町役場 観光経済課 

〒３８９－０１９２ 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２３８１－１ 

ＴＥＬ：０２６７－４５－８５７９ ＦＡＸ：０２６７－４６－３１６５ 

ＭＡＩＬ：kankei@town.karuizawa.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 

                                      （単位 千円） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

必要な資金の額 ６，５５０ ６，５５０ ７，２００ ７，２００ ７，９００ 

 

○専門家派遣費 

○協議会運営費 

○セミナー開催費 

○チラシ作成費 

○アンケート調査費 

○展示会・商談会出展費 

○事務・通信費 

○職員外部研修費 

 

５００ 

３００ 

３，５００ 

５００ 

１５０ 

６００ 

５００ 

５００ 

 

５００ 

３００ 

３，５００ 

５００ 

１５０ 

６００ 

５００ 

５００ 

 

６００ 

３００ 

４，０００ 

５５０ 

１５０ 

６００ 

５００ 

５００ 

 

６００ 

３００ 

４，０００ 

５５０ 

１５０ 

６００ 

５００ 

５００ 

 

６５０ 

３００ 

４，５００ 

６００ 

２００ 

６５０ 

５００ 

５００ 

 

（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 

国補助金、県補助金、町補助金、会費等 

 

 

（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。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


