
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

東御市商工会（法人番号 3100005004495） 

東御市（地方公共団体コード 202193） 

実施期間 令和 2 年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

小規模事業者の持続的発展を図るため、地域の特性を生かしながら関係機関

と連携し、個社の経営力の向上、販売促進、新商品開発などを支援すると共に、

事業承継や創業支援を伴走型支援により積極的に取り組み、「地域経済を支え

る小規模事業者の経営力向上」を目指す。 

事業内容 

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

管内事業所を対象とした景気動向調査, RESASを活用した現状の調査

3. 経済状況の分析に関すること

ローカルベンチマーク、経営計画つくるくん等を活用した経営状況分析

4. 事業計画策定支援に関する事

セミナーの実施と経営指導員による事業計画、事業承継計画及び創業計画

の作成支援

5. 事業計画策定後の実施支援に関すること

事業計画策定者に対する PDCA管理による支援

6. 需要動向調査に関すること

商業、サービス業、建設業、観光業の需要動向調査

7. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

まちゼミの開催、産業展への出展、新メニュー・新プラン開発、ITを活用

した PR等による販路の開拓

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こと

「とうみブランド」「とうみイノベーション倶楽部（仮称）」の設置

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

10. 経営指導員等の資質向上に関すること

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

連絡先 

東御市商工会 

〒389-0516 長野県東御市田中 178-2 

TEL：0268-75-5536 FAX：0268-75-0875 

E-mail:info@tomi-city.jp

東御市

〒389-0516 東御市県 281-2

TEL：0268-64-5895 FAX：0268-64-5881

E-mail: syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp

mailto:info@tomi-city.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東御市の現状 

東御市(とうみし)は長野県の東部に     

位置し、平成 16年に旧東部町(とうぶまち)  

と旧北御牧村(きたみまきむら)が合併し 

てできた市である。人口は約 3万人、世 

帯数は約 1万 1千世帯。面積 112.37㎢ 

のうち、半分以上が山林、4分の 1が田 

畑という自然豊かな市である。 

 

交通網をみると、市内を上信越自動車 

道「東部湯の丸インターチェンジ」、しなの  

鉄道「田中駅、滋野駅」が通り、都心から 

最短で 1時間 30分、長野県内の主要都 

市である長野市、松本市、軽井沢町へも 

約 1時間で利便性がよい。 

 

地形・気候については、市の北側の浅間連峰(あさまれんぽう)と南側の蓼科山(たてしなや

ま)に挟まれ、市のほぼ中央を東西に千曲川(ちくまがわ)の清流が流れている。自然や山並

みの眺望に恵まれた風光明美な台地で、全国的にみても日照時間が長く、降水量が少ない

準高原的な気候である。標高は 470ｍから 2,228ｍと高低差がある。現在、市が中心となって

標高の高さと快適な気候を活かした高地トレーニング施設の整備を進めてきた。 

 

 産業構造の歴史をみると、江戸時代に開かれた田中宿(たなかじゅく)と海野宿(うんのじゅ

く)が、中山道と北陸道を結ぶ北国街道の宿場町として大いに栄えた。明治に入ると宿場機

能は次第に失われていったが、宿場時代の広い部屋を利用して始めた養蚕・製糸業が活況

となり、それに伴って商業も発達した。戦後は製糸業が減少する一方、工業団地の造成が進

み、現在は 4つの工業団地が造成され、製造業が東御市を牽引する産業となっている。 

 

 東御市商工会は、東御市誕生の翌年である平成 17年に東部町商工会と北御牧商工会が

合併して成立した。平成 30年 4月時点の管内の商工業者数は 1,147、うち小規模事業者数

は 983である。小規模事業者数は平成 20年と比べて 185事業所、15.8%の減少である。 

東御市 
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 管内の業種別商工業者数 

             

 

  
建設業 製造業 卸売業 小売業 

飲食業・ 

宿泊業 

サービ

ス業 
その他 合計 

内小規模

事業者数 

 

 

平成 20年 238  204  58  274  149  214  300  1,437  1,168  

 

 

平成 25年 216  173  50  158  160  165  163  1,085  1,020  

 

 

平成 30年 195  199  71  213  131  196  142  1,147  983  

             

 

出典：長野県商工会連合会「長野県下商工会の概況」 

  

②東御市産業の課題 

(ア) 人口 

東御市の人口は、東御市の「東御市人口ビジョン」（平成 27 年）によると、合併直後である

2010年の30,964人をピークに2018年は29,561人と1,403人減少した。減少の理由は、2002

年に全国平均より早く自然減（死亡者が出生数を上回る状況）に入ったためと、首都圏（とり

わけ東京都）への県外移動が増加しているためである。今後、老年人口は横ばいが続く一

方、年少人口と生産年齢人口は急速に減少すると推計されており、すべての事業者に影響

する深刻な問題となっている。 

         

 

東御市 年齢層別人口の推移（2020年以降は推計値） （単位：人） 

          

 

  1990年 2000年 2010年 2020年 2030年 2040年 

 

 

年少人口（0～14歳） 5,596  4,965  4,346  3,487  2,789  2,437  

 

 

生産年齢人口（15～64歳） 18,682  19,406  19,438  16,095  14,340  12,104  

 

 

老年人口（65歳以上） 4,676  6,572  7,180  9,321  9,460  9,344  

 

 

合計 28,954  30,943  30,964  28,903  26,589  23,885  

          

 

東御市「東御市人口ビジョン」を基に作成  

  

（イ）商業・サービス業 

商業・サービス業は、しなの鉄道田中駅周辺の商店街、国道 18 号線や浅間サンライン線

に沿ったロードサイド、東部湯の丸インターチェンジ周辺に集中している。独自の店づくりや

品揃えで市外からの買い物客の呼び込みに成功している小規模店もあるものの、大多数は

厳しい経営状態にある。理由としては、近隣の上田市・佐久市・軽井沢町の新幹線駅を中心

とした大型ショッピングセンターやアウトレットモールの存在が挙げられる。管内小規模店に

は環境変化に合わせた個店の魅力化や消費者の多様化に対応した営業方法の改善が求

められる。 

 

（ウ）製造業 

製造業は東御市を牽引する産業である。平成 28年の事業所数は 198、従業員数は 4,805

名（経済センサス）、製造品出荷額は 19,252,744万円（工業統計調査）である。 

明治から昭和にかけて製糸業の発展とともに、紡織工場等が進出し工業の基礎を築い

た。昭和 37年に「低開発地域工業開発地区」の指定を受け、他町村に先駆けて工業団地の
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造成を推進し、現在 4 ヵ所の工業団地を有し、優良企業の誘致にも成功している。このため

自動車部品、機械機器、プラスチック部品、金属部品等さまざまな分野の事業所がある。規

模は大きくないが、その分野で一流といわれる企業も存在する。 

ただし、製造品出荷額を他市と比較すると、県内 19の市の中で東御市は 10番目と大きい

金額ではない(平成 28 年工業統計調査)。管内の事業所の大半が下請けの小規模事業者

で、景気や親会社の動向に大きく左右され、受注は不安定である。営業力・資金力・収益力

が弱く、後継者不在や人材不足といった問題を抱えており、先行きは不透明である。 

 

（エ）建設業 

平成 28 年の経済センサスによると、事業所数は 198、従業者数は 893 名である。平成 14

年と比較すると、事業所数で約 3 割、従業者数で約 4 割と大きく減少している。平成 9 年に

開催された長野オリンピックの反動（公共工事の減少）及び経済環境の悪化による影響が大

きく、事業所を縮小し従業員を解雇するなどして事業所の生き残りを図ってきた。製造業と同

様に資金力や営業力の不足、若手人材不足、後継者の不在が問題である。 

 

（オ）観光業   

東御市最大の観光地は、標高 1,700ｍ超の高地にある湯の丸高原（ゆのまるこうげん）であ

る。春から秋にかけては「花高原（60 万株のレンゲツツジは国の天然記念物に指定されてい

る）」として親しまれ、冬は首都圏に最も近いスキー場として賑わう。 

平成 29 年からの新たな取り組みとして、市が中心となってアスリート向け高地トレーニング

場が整備が進んだ。2020 東京オリンピックを見据えて、400ｍトラック、体育館、屋内プール、

トレイルランロード、アスリート向け食堂等を整備。首都圏からアクセスのよい高所トレーニン

グの場として招致活動を行っている。 湯の丸高原の来訪者は減少傾向にあったが、平成 28

年の 53万人から平成 30年は 55万人に増加しており、今後も増加傾向が続いて一定の経済

効果をもたらすと期待される。 

しかし、課題もある。アスリートの受け入れを始めてから日が浅く、宿泊者の要望を十分に

把握できていない。湯の丸高原の宿泊施設に限りがあり、宿泊を断る状況が生じている。ま

た、湯の丸高原は東御市街地から車で約 30 分の距離があり、アスリートや関係者へいかに

市街の店舗をＰＲして利用に結びつけるかも課題となる。 
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(400m トラック)                     （屋内プール） 

他にも主な観光地として、海野宿(うんのじゅく)と芸術むら公園がある。海野宿では、江戸

時代のはたご屋造りと明治時代の蚕室(さんしつ)造りの伝統的な家並みを見ることができる。

また、芸術むら公園は、一帯に絵画館や本格的な登り窯といった文化施設と宿泊可能な温

泉施設があり、アートと自然を楽しむことができる。ただし、両施設とも観光客は減少傾向にあ

り、体験型観光の形成、ブドウ・ワイン・クルミといった食・物産のブランド力を活かした観光ル

ートの形成、移動手段の整備、効果的な情報発信による誘客が課題である。 

 

（２） 小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

① 10年程度の期間を見据えて 

当会はこれまでも東御市の総合計画を視野に入れて商工会事業を推進し、東御市商工

観光課との連携を図ってきた。当経営発達支援計画の策定・実施においても、市の総合計

画の趣旨を反映し、向こう 10 年程度の期間見据え、東御市商工観光課や多様な関係機関

と連携しながら小規模事業者の支援を行う。 

 

(ア)  関係機関との連携による小規模事業者の経営力強化 

本会は、事業者が各々の強みを前面に打ち出して「オンリーワン」の個店となる支援を行 

う。関係機関との連携の基で経営資源に乏しい小規模事業者に対して経営実態に即した支

援を行い、競争優位となる強みを活かして集中・差別化を図る。 

 

(イ)  起業・創業の促進  

創業者・第二創業者のスムーズな事業スタートやその後の成長につながる支援を実施し、

地域や社会のニーズに即した新たな産業の創出を図る。 
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(ウ)  地域資源を活かした観光地づくり 

地域資源を掘り起こし、地域の特徴を活かした商品・サービスの開発を支援することで、東

御市の観光地としての魅力を引き出し、集客・ブランド化を図る。 

 

② 東御市総合計画との連動性・整合性 

 東御市が策定した「第 2次東御市総合計画 とうみ 夢・ビジョン 2014」では、将来都市像

である「人と自然が織りなすしあわせ交流都市とうみ」を実現するため、下記の目標を掲げ

てまちづくりを進めるとしている。 

ｱ. 豊かな自然と人が共生するまち 

ｲ. 安全、安心の社会基盤が支える暮らしやすいまち 

ｳ. 子供も大人も輝き、人と文化を育むまち 

ｴ. 共に支え合い、みんなが元気に暮らせるまち 

ｵ. 地域の魅力を活かし、活力とにぎわいを生むまち 

ｶ. 市民と共に歩む参画と協働のまち 

この中で産業振興の項目は「ｵ．地域の魅力を活かし活力とにぎわいを生むまち」であり、

この項目に関連して「第２次東御市総合計画･後期計画(2019～2023)」で下記の政策を掲げ

ている。 

ｱ. 地域特性を活かす農業の振興を目指す 

     ・東御ブランドの確立と新規特産品の振興 

     ・農地流動化の促進及び耕作放棄地の再生 

     ・農業の担い手の育成・支援と安定的な農業経営の確立 

ｲ. 元気で活力ある産業が育つまちを目指す 

     ・商工業の支援と育成 

     ・中心市街地のにぎわい創出 

     ・新規起業者への支援と企業立地の促進 

   ｳ. 定住人口を増加させ、にぎわいのあるまちを目指す 

     ・Ｕ・Ｉターン移住者の誘導による定住の促進 

   ｴ. 交流を広げる魅力ある観光地をつくる 

     ・観光拠点の整備と情報発信の強化 

     ・地域資源を活用した体験型、滞在型観光の推進 

 

   商工会としてはこれらの中で、「商工業の支援と育成」「中心市街地のにぎわい創出」「新

規企業者への支援と企業立地の促進」のための事業所支援の他、「東御ブランドの確立と新

規特産品の振興」、「Ｕ・Ｉターン移住者の誘導による定住の促進」「観光拠点の整備と情報

発信の強化」の観点からも商工会事業を推進してきた。 
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③ 東御市商工会の役割 

 これまで本会では、地域活性化の一助となるべく「らいでん祭り」「子供相撲大会」「火の

アートフェスティバル」など地域イベントや各種団体活動の実施・協力を行ってきた。一方、

小規模事業者の支援機関として、経営改善普及事業（金融、税務、経営、労働等）の実施

や共済・保険制度の提案を通じて小規模事業者の経営安定支援や福利厚生に取り組ん

できた。これらの活動により、多くの事業者から信頼を得ているが、支援の大半は求められ

た案件に対する単発的なものであった。 

    これからは、事業者に求められるニーズが多様化する中で、小規模事業者個々の技術

力やサービス、市場環境などを分析し、顧客にとって付加価値の高い商品開発やサービ

スの提供を行えるよう、事業者の自立的かつ継続的な発展に向けた支援策を小規模事業

者に寄り添いながら継続的に行う必要がある。また、近年は事業継続においても事業承継

や技術伝承といった課題もあり、後継者向けの経営講習会や地元技能者を活用した技能

講習会等経営の安定を図るための支援も求められている。 

これらの問題や課題に対応するため、小規模事業者の一番身近にある支援機関とし

て、行政を始め、経営支援グループ上小グループ 5 商工会（上田市商工会、真田町商工

会、長和町商工会、青木村商工会、東御市商工会で構成）、県中小企業振興センターな

どの公的支援機関、中小企業診断士等の専門家等と連携を図ると同時に、職員個々がそ

の役割を認識し資質向上を図る等支援機関としての役割を更に強化していくことが今後必

要である。 

 

（３） 経営発達支援事業の目標 

上記「小規模事業者に対する長期的な振興のあり方」を踏まえ、経営発達支援計画につい

て以下の目標をたて、伴走型支援を行なうことにより、小規模事業者の持続的な発展を目指

す。 

① 事業計画の策定と実行を支援することで計画経営策定への取り組みを定着させ、小規

模事業者の経営力向上を図る。特に東御市の産業を牽引する産業である製造業にお

いては工業展示会に出展することによる受注確保、商業・サービス業においては中心

市街地にある田中商店街を中心に個店の売上増加を図るための「まちゼミ」の開催や

需要動向調査の結果を基に個店の魅力アップや、ＨＰ等の開設等販路拡大を図るた

めの支援を行う。 

② 創業支援を強化し、地域・社会に即した産業の創出を支援する。 

③ 今後の成長が期待される観光に関連する小規模事業者の発展に寄与するため、地域

の特徴を活かした商品やサービスの開発や観光地としての魅力を引き出すための体

制づくりを支援する。 
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（４） 目標の達成に向けた方針 

(3)の経営発達支援改革の目標達成に向けた本会の方針は以下のとおりである。 

① 各種動向調査を基にした消費者のニーズの把握、経営分析と事業計画の作成、計画

の進捗状況に合わせた施策活用、計画の検証まで一貫した支援体制を整える。そし

て、小規模事業者の強みを活かした商品・サービスの提供による販路拡大、収益力向

上による経営基盤の強化・安定化につながる支援をする。また、支援にあたっては、長

野県よろず支援拠点のコーディネーターや長野県商工会連合会の行うエキスパートバ

ンク事業の専門家や、同連合会に所属する上席専門経営支援員と連携し実施する。 

(ア) 製造業 

工業展示会、ビジネスマッチング、技術キャラバン隊等に参加し、小規模事業者の受

注確保、営業力の強化を図るための個社支援を行う。 

(イ) 商業・サービス業 

  需要動向調査の結果を基に品揃えやサービスの見直し、PDCA を回すことで個店の

売上額の増加を図るための支援を行う。 

(ウ) 建設業 

  元請・下請業共に地域密着型企業が多いため、地域住民へのＰＲと、小規模工事や修

繕工事については、域内の企業が請け負うためのシステムを商工会が主体となって構築

する等個社の売上増加のための支援を行う。 

 

② 自身の強みを活かして新たな取り組みに挑戦する事業者に対し、創業・第二創業を支

援する。商工会館内に設置した「コワーキングスペース」を、創業者が仕事を行い、交

流し、情報交換を行う場として提供することで創業を促進する。また、支援にあたって

は、東御市、長野県の創業コーディネーター、よろず支援拠点のコーディネー、長野県

商工会連合会に所属する創業を専門に担当する上席専門経営支援員と連携し実施

する。 

 

③ 高地トレーニング施設の整備を進める湯の丸高原をはじめとした観光関連の小規模事

業者に対し、東御市ならではの地域資源を活かした体験プログラムや特産品、サービ

スの開発を支援し、販路拡大・売上増大につなげる。また、支援にあたっては、東御

市、長野県よろず支援拠点のコーディネーター、長野県商工会連合会の行うエキスパ

ートバンク事業の観光の専門家や、観光関係の団体と連携し実施する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（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 

  現在地域経済動向については巡回・窓口相談時の聞き取りや全国商工連の実施している

「小規模企業景況調査」を行っているが、結果についての整理、分析や情報発信を行って

おらず、また職員間での情報共有が不十分で、事業者への情報提供も一部に限定されてい

る状況である。今後は巡回訪問時等に経済状況や事業者の課題やニーズを聞き取るととも

に、ビッグデータを活用して地域の経済動向に関する情報を収集・分析し、事業者への経営

支援に活用するとともに、経営計画策定の基礎資料とするほか、商工会ホームページや商

工会会報などで小規模事業者に周知し、必要に応じて専門家と連携し、経済動向の調査分

析を行うことで小規模事業者の経営強化を図る必要がある。 

 

（２） 事業内容 

(ア) 景気動向調査の実施 

＜調査対象＞ 

製造業（20事業所）、非製造業（30事業所（建設業 10、小売・卸売業 10、飲食業 5、サービ

ス業 5））とし、合計 50事業所を対象にする（指導員１名あたり 25事業所）。 

＜調査項目・調査方法＞ 

   年 2 回（半期ごと）定期的に経営動向、受注・引き合い、生産量、資金繰り、収益率、経営

上の課題、ニーズ、業況見通しなどを織り込んだ「情報収集シート」を作成して、巡回訪問

等により情報を収集する。様式は全国商工会連合会で行う「中小企業景況調査」を参考

にする。 

＜分析手法＞ 

収集したデータは産業全体と業種毎に整理・分析し事業者へフィードバックし経営計画策

定の基礎資料とする。経営支援員等が外部専門家等と連携し分析を行う。 

 

(イ) 国が提供するビッグデータの活用 

「RESAS」（地域経済分析システム）を活用した当地域の経済動向分析を行うことで、当

地域の現状と実態を把握する。当地域の人の流れや産業を分析して小規模事業者に分

かりやすく提供することで、小規模事業者が外部環境を把握し事業計画を策定するための

基礎資料として活用してもらう。 

    

  ＜分析手法＞ 

   以下の内容で地域の経済動向分析を行い、年 1回(将来的には年 2回)、公表する。 
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    ・「まちづくりマップ・From-to分析」による人の動きの分析 

    ・「地域経済循環マップ・生産分析」によるお金の流れの分析 

    ・「産業構造マップ」による産業の現状の分析 

    ・「観光マップ・From-to分析」による観光客の動向の分析 

     

（３）  成果の活用 

情報収集・調査、分析した結果は、小規模事業者の経営分析や事業計画策定の基礎資

料として利用するとともに、商工会報や商工会ＨＰにて公表する。また、経営指導員等が巡

回指導を行う際の参考資料とする。これらの情報は職員全員が共有して、小規模事業者

の経営革新（生産性を上げ、利益が確保できる体質づくり）、小規模事業者の経営体質の

強化・事業転換等の相談・支援に役立てる。 

 

（４）  目標 

(ア) 景気動向調査 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度  R5年度 R6年度 

調査回数 － 2回 2回 2回 2回 2回 

調査企業

数 
－ 50件 50件 50件 50件 50件 

  

(イ) RESASによる経済動向分析 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度  R5年度 R6年度 

公表回数 － 1回 1回 2回 2回 2回 

 

3. 経営状況の分析に関すること 

 

（１） 現状と課題 

    金融・経営などの巡回相談や窓口相談などで小規模企業から取得する財務データによ

り、財務分析を行っているが口頭によるものであり、小規模企業の財務分析データ結果を

報告書としてまとめ、全国や長野県、同業種の指標と比較分析するなど、経営改善支援

に役立っていない。また、近年は巡回している事業所は会員数の半数以下に留まってお

り、企業や地域経済の状況把握が不十分である。 

 

（２） 事業内容 

小規模企業巡回をきめ細やかに実施して、企業の現況や課題についてヒアリングを行

う。また、事業者の経営問題・課題・ニーズを把握するとともに、決算書等を提供してもらい

「財務分析」を行うとともに定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を行い、その結果を見なが

ら小規模事業者と話し合い、経営の問題・課題などを絞り込み、事業計画の作成につなげ

る。なお、創業者や創業間もない者、事業承継者についても創業セミナーや巡回・窓口相

談から誘導し、経営状況の分析を行う。 
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【対象者】 

    本計画で目標達成に向けて方針で示した事業者（創業者や創業間もない者、事業承継

者を含む）、ネット de 記帳等の会計ソフトを利用して記帳代行を行っている事業者、巡回・

窓口相談を通して掘り起こした事業者のうち意欲的で、販路拡大の可能性のある２０社を

選定する。 

   

   【分析項目】 

    定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う 

    「財務分析」・・・売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益、貸借対照表・損益計算書の

期間比較、自己資本比率、流動比率、当座比率など 

    「ＳＷＯＴ分析」・・・強み、弱み、脅威、機会 

     小規模事業者の現状を数字で認識させるとともに事業機会の強み、弱み，機会、脅威

などの項目を整理しておき、相談される小規模事業者の経営方針や事業計画の策定

などで活用する。 

 

   【分析手法】 

     経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の「経営計画つくるくん」、信用保証

協会の経営自己診断システム（業界基準値との比較や業界標準、デフォルト企業値と

の比較により経営危険度の診断ができる）等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

（３） 成果の活用 

（ア）分析を行った対象個社に対しフィードバックし、事業計画策定の経営分析資料として  

活用する。 

（イ）設備投資、経営不振企業の資金繰りなどの支援が必要な事業者に対し、収益計画 

立案や資金繰り分析（資金の調達、運用の推移など）を行う、また金融機関や行政が

保有している経営指標（収益性、生産性、安全性、成長性）を収集して小規模事業者

の経営体質の評価や経営改善の方策作りに活用する。 

（ウ）分析結果はデータベース化して内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに 

活用する。 

 

（４） 目標 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

経営分析

件数 
10件 20件 25件 30件 35件 40件 

 

4. 事業計画策定支援に関すること 

（１） 現状と課題 

    現状では、「マル経」などの金融支援や「ものづくり補助金」、「小規模事業者持続化補助

金」などを申請する時や新たに創業を志す事業者の経営計画の策定を中心に支援を行って

きたが、小規模事業者の持続的発展に繋がるような、収益計画、資金計画などを織り込んだ

総合的な事業計画策定の支援は少ない。また、小規模事業者は日々の業務に追われ、経
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営計画を作成している事業者はほとんどない。加えて商工会が「事業計画策定」の意義や重

要性を小規模事業者に積極的に周知してこなかったため、持続的な発展に向けて生産性向

上等を図るためにも経営計画が必要であるという認識が不足していると考えられる。 

 

（２） 支援に対する考え方 

補助金や融資申請等のように一過性の計画で終わらせないために、「事業計画策定」の

意義や重要性を小規模事業者に周知し、窓口・巡回相談等折に触れて計画策定の必要性

を訴え、事業計画の策定につなげていく。 

 

（３） 事業内容 

   小規模事業者が、販路開拓、人・もの・資金・ＩＴ活用などの面で困っている経営上の課題

を解決するために、経営分析・需要動向調査などの結果を活用しながら事業者と一緒に有

力な解決策などを検討する。そして、その検討結果を踏まえて経営の安定と持続的発展が

可能な事業計画策定の支援を行う。支援に当たっては、必要に応じて東御市、中小企業診

断士や長野県商工会連合会の上席専門支援員等の専門家、地元金融機関、県などの支援

機関などと連携を行い、小規模事業者の経営課題を共有して課題解決に向けて、伴走型の

指導、助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展に貢献する。 

 

（ア）事業計画の策定支援 

【対象者】 

     経営分析を行った事業者及び事業計画策定セミナー参加者を対象とする。 

 

【手段・手法】 

ｱ.小規模事業者の窓口・巡回相談時に経営課題などを聞き取り、その課題を解決す

るために事業計画の策定を必要とする事業者を掘り起こす。 

ｲ.経営・営業・市場・技術などに関する講演会やセミナーを中小企業診断士等の専門

家に依頼し開催するとともに、環境激変時の経営革新の必要性を訴える機会などを

作り、事業計画策定を目指す小規模事業者を募集する。 

また、上記経営セミナーとは別に「事業計画策定セミナー」を開催する。講師は中小

企業診断士等の専門家に依頼し、その意義や重要性を認識させ、生産性向上等経

営革新に繋がる事業計画のポイント等を講義内容とする。 

ｳ.事業計画策定については、必要に応じて、県・市などの行政機関、中小企業診断士

等の専門家、地元金融機関等と連携し、中小企業庁の「ローカルベンチマーク」や

「経営計画つくるくん」などのアプリを有効活用し事業計画策定の支援を行う。 

ｴ.「稼ぐ力」を強化するため、平成２８年７月１日に施行された中小企業強化法に基づ

く「経営力向上計画」の作成を支援する。自社の現状を分析した上で、設備投資や

顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した管理会計の導

入、人材育成といった自社の「経営力」の向上を通して、自社の労働生産性などの

指標向上を目指す。 

ｵ.「事業計画策定」の意義や重要性を商工会報や商工会ホームページによって周知

し、小規模事業者の意識向上を図る。 

 



１２ 

 

  （イ）事業承継計画の策定支援 

     県連帰属の上席専門支援員または専門家を派遣して支援を行ってきたが、人材、資金

面での課題など個々の案件ごとに内容が異なっているため一般的な支援に留まってお

り、小規模事業者への計画的な事業承継支援ができていない。小規模事業者の巡回相

談や窓口相談の中で事業承継ニーズを早い段階から把握するために、事業者にセミナー

などで啓発啓蒙を行い継続的に支援していく。 

 

＜支援を行う対象者＞ 

経営分析を行った事業者及び長野県連が実施した事業承継調査で行った調査（製造業

のみ）に基づき、事業承継相談を希望する事業所及び事業承継セミナー参加者。 

 

＜手段・手法＞  

ｱ.承継セミナー及び事業承継相談会の実施 

・小規模事業主向けと後継者向けの二本柱でセミナーを開催する。講師は専門家

に依頼する。 

・「事業主向け」セミナーは事業主の資産管理、経営資源の承継方法、贈与・相続の

手続き、承継のタイミング等を内容とする。 

・「後継者向け」セミナーは経営の基本、経営戦略の立て方、組織の活性化、人材活

用と確保等を内容とする。 

・事業承継は小規模事業者ごとに課題点が相違していることから、セミナー終了後に

個別の相談会を設け、相談希望者に対応する。 

・セミナー開催に当たり、地元金融機関と共催することで、周知の拡散と参加者の確

保を図る。 

ｲ.小規模事業者への経営・技術支援を行うため、経営・技術など豊富な経験を持つ企

業ＯＢを募集し登録してもらい、小規模企業の経営・販売・品質管理などの相談や生

産現場の改善等にアドバイスしてもらう仕組みを作る。またこれらの人材を活用して、

商工会がコーディネート役となって事業承継を希望する事業者の相談や創業を希望

する人とのマッチング支援を行う。 

ｳ.小規模事業者の事業承継を円滑に進めるため、商工会が支援拠点となり、長野県事 

業引き継ぎ支援センター、中小企業診断士、県連帰属の上席専門支援員等の専門

家、地元金融機関等との連携を図り、事業承継計画の策定や法的手続きなどにつ 

いて相談・支援を行う。 

ｴ.Ｍ＆Ａ型による事業の継続や事業廃止等においても、専門家や地元金融機関、事業

引き継ぎ支援センターなどと連携して相談・支援を行う。 

 

（ウ）創業計画の策定支援 

      新規創業希望者には、創業計画書の作成、融資相談を中心に、記帳、申告手続きな

どで支援しているが、創業後のフォローアップについては不十分であった。また、創業者

が仕事を行い、交流し、情報交換を行う場（コワーキングスペース）を平成２７年度に商工

会館内の空きスペースを利用して設置したが、周知・広報が行き届かなかったため十分
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な利用がなされていない。長野県では「日本一創業しやすい県づくり」を目指し、融資制

度や優遇税制など各種施策を充実させている。当会としても東御市と連携し独立開業

（創業）融資制度や利子補給制度の創設などに携わってきた。東御市とは今まで以上に

連携を深め、他支援機関との連携も取りながら「長野県一創業しやすい市づくり」を目指

し、創業支援窓口として創業から経営が安定するまで創業者への知識の付与、情報の

提供、経営意識の高揚、仲間作り等に資する学習の機会と交流の場等を提供してきめ

細かな支援を行う。 

 

＜支援を行う対象者＞ 

   経営分析を行った事業者、創業塾に参加した者及び創業に興味をもつ者。 

 

＜手段・手法＞  

ｱ.創業塾等の開催 

創業予定者、創業に興味を持っている人を対象に経営知識や経営計画の策定等を

支援する創業塾等を開講する。創業後は巡回指導による定期的なフォローアップを行

い、課題の解決に向け伴走型の支援をしていく。 

ｲ.創業希望者の掘り起こし 

創業塾やセミナーの開催、小規模事業者への巡回訪問等から創業希望者の発掘を

行うとともに、地域にも創業に関する情報を積極的に発信して創業風土の醸成を行う。 

ｳ.経営革新を誘発するための環境の整備（コワーキングスペース“ｅbeya”えべやの活用） 

    様々な業種の創業者（小規模事業者）や創業希望者が同じ場所で仕事を行い、創業

者同士の交流・情報交換など行う環境（コワーキングスペース）を商工会館内に新設し

た。ここでは情報の交換や交流から誘発される事業機会の創出や、人的ネットワークの

構築等が期待され、また、経営指導員等が同一建物内に常駐しているため、創業や経

営に対する支援が受けやすいというメリットもある。東御市と連携を図り、今まで以上に環

境を整えていきながら創業の創出を行い、テレワークやサテライトオフィスの誘致を推進

していく。 

 

（４） 目標 

(ア) 事業計画策定 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業計画策定セミナー １回 1回 1回 1回 1回 1回 

事業計画策定件数 5件 8件 10件 13件 15件 18件 
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(イ) 事業承継 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業主向けセミナー 

及び個別相談会 
１回 １回 １回 １回 １回 1回 

後継者向 けセミナー 

及び個別相談会 
1回 1回 1回 1回 1回 1回 

事業承継支援数 1件 2件 5件 6件 7件 8件 

事業承継計画策定件数 1件 1件 2件 3件 3件 4件 

 

(ウ) 創業 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R４年度 R5年度 R6年度 

創業塾 １回 1回 1回 1回 1回 1回 

創業計画策定件数 1件 3件 4件 5件 5件 5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 

   現状では新規創業者の事業計画の策定や小規模事業者持続化補助金等の申請者に対

して、巡回訪問や窓口相談により支援しているが、小規模事業者に対して定期的・継続的に

支援をしているケースはまれである。また、定期的なフォローアップが不足しており、新たに

生じた経営課題に対して対応することが出来ず、事業計画が形骸化することもあった。事業

計画（事業計画、事業承継計画、創業計画など）を策定した小規模事業者には、所期の目

的を達成できるようフォローアップを行う。定期的な巡回訪問等により、事業活動の状況と策

定計画との整合性の確認、新たな課題の把握などを通じて、ＰＤＣＡにより伴走型の支援を

する必要がある。 

 

（２） 事業内容 

ｱ.策定した事業計画については四半期に一度、事業承継計画、創業計画においては、原

則として半期に1度以上の巡回訪問を行い、事業計画の進捗状況を確認し助言を行う。 

ｲ.経営上の課題を抽出し、その解決方法を事業者と共に考え、必要に応じて中小企業診

断士や長野県商工会連合会の上席専門指支援員等を活用して事業の改善や安定方

策について助言・支援を行い、Ｐ（事業計画策定）Ｄ（事業計画の実行）Ｃ（事業計画の

状況確認・課題抽出）Ａ（課題解決の検討）サイクル機能が果たされるよう伴走型支援強

化を図る。 

ｳ.事業計画と進捗状況を比較し、計画した目標を実績が大きく上回っている場合、上席経

営支援員や専門家とともに原因を分析し、目標を高く再設定する。 

ｴ.事業計画と進捗状況を比較し、計画した目標を実績が大きく下回っている場合、もともと

誤った前提をもとに事業計画が策定されている、事業者を取り巻く環境が大きく変化した
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といった可能性がある。上席経営支援員や専門家とともに、下回った原因を分析し、適

切な前提や現在の環境に合った目標を再設定する。また、フォローアップの頻度を増や

すことも検討する。 

 

（３） 目標 

（ア）事業計画策定後の実施支援 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業計画フォローアップ

事業者数 
― 8件 10件 13件 15件 18件 

頻度（延べ回数） ― 32回 40回 52回 60回 72回 

売上増加事業者数 ― 3社 5社 5社 7社 7社 

利益率 3%以上増加

事業所数 
― 3社 5社 5社 7社 7社 

 

（イ）事業承継策定後の実施支援 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業承継計画フォロ

ーアップ事業者数 
－ 1件 2件 3件 3件 4件 

頻度(延べ回数) － 2回 4回 6回 6回 8回 

売上増加事業者数 ― 1社 1社 2社 2社 2社 

利益率 3%以上増加

事業所数 
― 1社 1社 2社 2社 2社 

 

（ウ）創業策定後の実施支援 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

創業計画フォローア

ップ事業者数 
－ 3件 4件 5件 5件 5件 

頻度(延べ回数) － 6回 8回 10回 10回 10回 

売上増加事業者数 ― 1社 2社 2社 3社 3社 

利益率 3%以上増加

事業所数 
― 1社 2社 2社 3社 3社 

 

６.需要動向調査に関すること 

 

（１） 現状と課題 

小規模事業者が販売する商品又は役務が、顧客である「消費者」や「取引先」の需要動向

について調査・分析し、その結果を販売計画などの「事業計画」に落とし込み計画を実施し
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ていくことが必要であるが、その必要性を認識した上で事業計画を策定し実行している事業

者は少ない。たいていの小規模事業者は過去の経験を中心にして「感覚的」に消費者等の

需要動向を把握しているのみである。 

  当商工会としても巡回や窓口で消費者等の需要動向を事業主から聞き取ることはあるが、

その情報を分析し小規模事業者へフィードバックすることは行っていない。小規模事業者の

販売する商品又は役務が、刻々と変化する消費者ニーズを踏まえたものなのかは不透明で

あり、消費者や取引先の需要動向を収集し、整理・分析を行った上での販路開拓支援が課

題である。 

小規模事業者が新たな販路の開拓や新商品開発を行うためには、消費者・取引先のニー

ズや、市場動向等の需要動向を把握することが重要である。小規模事業者が「新たな販路開

拓を行う」「売れる商品を作る」ため、また「事業計画策定に活かす」ために、事業計画及び事

業承継計画を策定した小規模事業者を対象に、商品又は提供する役務に対する需要動向

調査の実施を支援する。 

  ミクロ的な消費者ニーズの情報収集は以下の方法で行い、収集後分析を行う。 

 

（２） 事業内容 

(ア) 消費者動向調査の実施（商業・サービス業） 

消費者の需要動向を把握するには、来店する顧客へのアンケート調査が最も適当と思

われる。当商工会では、主に事業計画の立案を行う小規模事業者を対象として需要動向

調査の個社支援を行う。 

【調査手段・手法】 

 アンケート内容については小規模事業者と商工会で協議し内容を考え、来店した顧客向

けにアンケート調査を行う。サンプル数は 1 事業所あたり 30 名。調査結果の整理、分析に

ついては指導員が中心となって行い、分析については必要に応じて中小企業診断士など

の専門家を活用する。 

【調査項目】 

住居地、年齢層、世帯人数、来店頻度、購買頻度、満足度、良く買う商品・サービス、今

後ほしい商品・サービス、改善点など。（個社ごとに調査項目は異なると思われるので、事

前に協議し項目の加除を行う） 

  【調査結果の活用】 

分析結果は、経営指導員等が当該小規模事業所に直接説明する形でフィードバック

し、更なる改良等を行う。 

 

(イ) 展示会におけるアンケート調査（製造業） 

【調査手段・手法】 

 製造業などの小規模事業者は展示会等に出展した折に、自社ブースを訪れた取引先や

バイヤーに対してアンケート調査を実施する。サンプル数は 1出展事業所あたり来場者 30

名。 

【分析手段・手法】 

 アンケート内容については小規模事業者と商工会で協議し内容を考える。整理、分析に

ついては指導員が中心となって行い、分析については必要に応じて中小企業診断士など

の専門家を活用する。 
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【調査項目】 

 会社名、住所、担当者名、求めている製品（部品）や技術、品質、価格、納期 

【分析結果の活用】 

 取引先やバイヤーがどのような製品や加工技術などを求めているのか把握した上で、事

業計画策定や販路開拓、製品開発に活用していく。 

 

（ウ）需要動向ヒアリング調査の実施（建設業） 

   建設業は職種別工事業で多数分かれており、個社の需要は元受け・下請の取引関係に

ついて個社ごとにヒアリング調査が必要である。 

【調査手段・手法】 

長野県商工会連合会に在籍の建設業専門の上席専門経営支援員帯同による直接ヒアリ

ングにより元請・下請の現状と経営課題と把握する。分析は専門家と経営指導員が行う。 

【調査項目】 

 業界動向、業務内容・特性、建設業許可のための審査項目・ポイント。 

  【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員等が当該小規模事業所に直接説明する形でフィードバック

し、更なる改良等を行い、新規顧客の開拓と利益率の向上を図る。 

 

（エ）宿泊者動向調査の実施（観光業） 

 【調査手段・手法】 

湯ノ丸高原にスポーツ施設が充実したことにより年々合宿による宿泊数が増加している

が、更に新たな顧客の開拓とリピート率を増やすため、訪れたアスリートや関係者を中心に

アンケート調査を行う。サンプル数は 1事業所当たり来訪者 30名。アンケート内容は、小規

模事業者と商工会が中心に内容を考え、必要に応じて観光協会や上席経営支援員などの

専門家を活用する。 

【分析手段、手法】 

 アンケート内容は 3項目とする。 

・宿泊者の属性に関する項目（年齢、性別、居住地、同行者、来訪目的、観光情報の入  

手方法等） 

・宿泊施設の役務に関する項目（接客・設備・価格の満足度、スポーツ施設の満足度（陸

上トラック、トレイルランニングコース、林間ジョギングコース、屋内プール）、料理の内容

（味・量）、宿泊施設に望むこと等） 

・東御市に関する項目（東御市のイメージ、訪れたエリア、訪れた先の満足度、土産物の内

容・購入額、東御市に望むこと等） 

【調査結果の活用】 

 湯ノ丸高原ではアスリートという新たな客層を受け入れ始めてから日が浅く、今後より多く

のスポーツ選手を受け入れていくうえで、重要な調査となる。アンケート回収後、経営指導

員が集計・整理を行い、専門家や上席経営支援と連携して分析を実施する。結果は各事

業所へフィードバックし、個別に流行・し好・消費動向についてアドバイスを行う。 
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（３） 目標 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

調査対象事業者数       

(ア)商業・サービス業 ― 4社 6社 8社 9社 10社 

(イ)製造業 ― 4社 6社 7社 8社 10社 

(ウ)建設業 ― 2社 2社 3社 3社 3社 

(エ)観光業 ― 2社 2社 3社 3社 4社 

合計（※） ― 12社 16社 21社 23社 27社 

  ※目標値の合計は事業計画策定件数、事業承継策定件数、創業計画策定件数の合計と 

一致する。 

 

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 

   東御市の人口は平成１７年をピークに減少傾向にあり、将来にわたりその傾向は続いてい

くものと予想されている。消費人口の減少と共に、域内の大型店やインターネット通販の影

響、また長野新幹線開通によって誕生した近隣の上田市、佐久市、軽井沢町の商業集積地

への流出が加速しており、商業・サービス業関係の経営は厳しい状況が続いているが、消費

者の需要動向を把握し、展示・即売会やＩＴを活用したインターネット販売など積極的に新た

な需要の開拓に取り組んでいる小規模事業者は少ない。 

製造業関係では、上田・諏訪や東京・大阪・名古屋などの首都圏で工業製品や技術の展

示会・商談会等の情報提供を行っているものの、参加する小規模事業者はほとんどなく新規

の需要開拓等の成果も上がっていない。 

また、小規模事業者はインターネット販売や自社製品・技術のＰＲなど、ＩＴを活用した販路

開拓の遅れが顕著である。パソコンの操作がままならない小規模事業者も存在し、ホームペ

ージなどを利用した情報発信の重要性を認識していない事業者も多い。さらに、商工会のホ

ームページを利用しての地場産商品や製造業の技術紹介などの PR も不十分である。 

観光業（宿泊業）ではアスリート向けの合宿が増加しているが、受け入れるノウハウが不足

している。来訪者の満足度を高め、リピート率の増加、新規顧客の開拓を図る上で、受け入

れ態勢の充実が課題である。 

 

（２）事業の内容 

   商業・サービス業の小規模事業者には需要動向調査の分析結果等を踏まえて、消費者

の需要動向と自社の強み（商品やサービス）を認識させ、その強みを活かした品揃えや新た

な商品・サービスの開発などを行い小売り機能の強化を図り、安定した経営が可能になるよう

に伴走型支援を強化していく。 

小規模製造業や特産品取り扱い事業者等には製品・技術に関する展示会や商談会等の
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開催案内を、巡回等を通して出展勧奨を行い、販路開拓及び個社の知名度向上を側面的

に支援していく。 

商業・サービス業、製造業共にＩＴを活用して販路開拓を行っている小規模事業者は少な

いため、セミナーの開催により認識を深め、個社におけるホームページやＳＮＳの開設支援

により販路開拓に繋げていく。 

また、小規模事業者の新たな需要の開拓支援を行うため、商工会ホームページを充実さ

せる。ホームページの内容については専門家や県商工連の上席専門支援員と現状を把握し

問題点・課題を抽出した上で、リニューアルに向けて準備を進め、令和２年度には本格稼働

を目指す（商業・サービス業、観光業、製造業、建設業）。 

 

（ア） 商業・サービス業（BtoC） 

ｱ.需要動向調査を提供することにより消費者の需要動向・商品動向を把握し、品揃えや接

客サービスの見直しを図り、販路拡大につなげる経営への脱皮を支援する。また、品ぞ

ろえや接客サービス見直しの成果を個社と共に検証し、ＰＤＣＡを回すことで更なるレベ

ルアップを図る。検証においては、必要に応じて専門家、商工連上席専門支援員と連携

する。 

ｲ.商店街協同組合やスタンプ会と連携して、販路開拓、新規顧客の確保、魅力ある商店

街づくり、商店街の賑わいづくりに寄与するため、商業セミナーを開催する。 

また、新規顧客の来店動機付けや、販路拡大に繋げるためのツールとして平成 31 年

2月「まちゼミ」 を開催した。17店舗(25講座)の参加店があり、お客様の受講は延べ 150

名ほどであった。今年度以降は昨年度の問題点、課題を抽出し、改善点をふまえて参

加店、講座数の充実を図りながら、個社の活性化と新たな顧客の開拓及び地域のにぎ

わいづくりに貢献する。 

まちゼミの場所は原則として個社所在地で行うが、個社にその場所を確保できないな

ど、やむを得ない事情がある場合は、当会で運営している「コワーキングスペースえべ

や」を開放する。 

ｳ.販路開拓や知名度向上のためにホームページを開設している小規模事業者は少なく、

その仕組みを分かっている事業者も少ない。ホームページは第 3 の営業マンと位置づ

け、24 時間働いてくれる頼もしいツールであることを理解させ、ホームページやＳＮＳを

活用して個社の情報発信やネット販売を積極的に推進するため、ＩＴ専門家を招いたセ

ミナー（製造業と共催）を開催し、個々の事業者のＩＴ能力向上を図る。個社におけるホ

ームページやＳＮＳの開設については、専門家や長野県商工会連合会の上席専門支

援員等と連携し、個社ごとに支援を行う。また、開設後は店舗情報やサービス、商品情

報、ネット通販等、新規顧客の獲得に向けた情報発信の支援を行う。 

 

（イ）製造業（BtoB） 

ｱ.隣市の上田商工会議所主催で行われる「上田地域産業展（注 1）」や長野県内で最大級

の「諏訪圏工業メッセ（毎年 10 月に開催され、400 社超の企業・団体が出展する産業

展。3 日間で、来場者は約 3 万人。）」、また、首都圏で開催される展示会・商談会に出

展するため、対象となる小規模製造業者をリストアップし、巡回や文書配布等の機会に

個別に参加勧奨を行い、小規模事業者の受注・営業力の強化を図る支援を行う。 

また、上田地域産業展の前日に行われている、出展者と関東 ・関西 ・中京圏企  
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業バイヤーとの受発注個別マッチング事業 「ビジネスマッチングデイ」への参加勧

奨も併せて行う。展示会の出展者には前項のアンケート調査を実施することにより今後

の新規取引先の獲得を図るとともに、バイヤーのニーズを把握することで、新商品開発

などに役立てる。 
   注 1：上田地域産業展は毎年 10 月に開催され、近隣 8 市町村から 100 超の企業・団体が出

展する産業展。開催期間は 2日間で来場者は約 3,000人。 

    注 2：諏訪圏工業メッセは毎年 10 月に開催され、大手先進企業をはじめ 400 社超の企業・

団体が出展する産業展で、全国からバイヤーが訪れる。開催期間は 3 日間で来場者

は約 3万人。 

ｲ.個社でホームページを開設している小規模製造業者は少ないため、ＩＴセミナー（商業と

共催）を開催し、個々の事業者の能力向上を図る。個社におけるホームページやＳＮＳ

の開設については、専門家や長野県商工会連合会の上席専門支援員等との連携によ

り、個社ごとに支援を行う。開設後は、製造業の技術力、設備力、管理力などの状況を

公開して、受注開拓・販路開拓を促進し、経営体質の強化ができるように支援を行う。 

ｳ.地域の特産品などを生産している小規模事業者には、巡回などにより長野県が運営す

る「銀座ＮＡＧＡＮＯ」や「全国物産展」への出展を呼びかけ、新たな販路拡大支援を行

う。 

 

（ウ）建設業 (BtoC) 

ｱ.前項で行なった需要動向ヒアリング調査の結果を分析することにより、需要動向を把握し

新規顧客の開拓や経営管理体制の見直しにより売上増加と利益率の向上を図る。 

ｲ.地域住民へ「お困りごと何でも相談」と銘打ってチラシを作成・配布し、工事の受注確保

を目指す。また、地域内の住宅のリフォームや小規模工事を受注・確保するための体制

整備を行う。 

ｳ.個社でホームページを開設している小規模建設業者は少ないため、ＩＴセミナー（商業と

共催）を開催し、個々の事業者の能力向上を図る。個社におけるホームページやＳＮＳ

の開設については、専門家や長野県商工会連合会の上席専門支援員等との連携によ

り、個社ごとに支援を行う。 

  

（エ）観光業 (BtoC) 

ｱ.前項で実施したスポーツ合宿者の宿泊者動向調査の結果を分析することにより、需要

動向を把握し、事業者にとって具体的な成果となるよう支援する。例えば食事に関する

要望は多いと考えられる。厳しいトレーニングと節制を行っている分、食事の内容で楽

しみたいスポーツ選手は多い。そこで、専門家や上席経営支援員と連携してメニュー

開発に取り組むことで、満足度の向上を図り、リピーター率の向上、売上の向上につな

げる。同様に、宿泊プランについても動向調査の分析結果を反映させたプランを作成

して誘客を図る。 

ｲ.スポーツ合宿を行うようなハイレベルの選手や監督、マネージャーは、所属するチーム

以外の選手等とも活発に情報を交換して、優良な合宿地を選定していることが多い。湯

の丸高原の来訪する選手の満足度向上が評判となって、新たな顧客の獲得にも直結

する。 

ｳ.近隣の「高地トレーニング場」と連携を図る。湯の丸高原が標高 1,750ｍの陸上施設を
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有しているのに対し、近隣の上田市は標高 1,400ｍ、小諸市は標高 1,000ｍ、佐久市は

標高 700ｍの陸上施設を有している。特に上田市の菅平高原はスポーツ合宿を中心に

年間 100 万人超が訪れる合宿地である。各市の商工団体を通じて高地トレーニング場

や宿泊施設の情報を共有し、来訪者の動向の把握やサービスの向上に活かすことで

誘客を図る。 

 

（３）目標 

年 度 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度  

商 

 

業 

商業セミナー 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

                      

まちゼミ講座参加事業者数 １７社 20社 25社 30社 30社 30社 

 ＩＴ活用セミナー 
― 1回 1回 1回 1回 1回 

（観光業・製造業・建設業と共催） 

個社ＨＰ・ＳＮＳ 
― 1社 2社 3社 4社 5社 

開設事業者数 

売上増加事業所数 ― 3社 5社 7社 8社 10社 

1事業所あたり売上増加額 ― 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

製 

 

造 

 

業 

上田地域産業展 
― 4社 5社 6社 6社 6社 

出展事業者数 

  
内商談数 

― 2件 3件 4件 5件 5件 
（ビジネスマッチング含） 

諏訪メッセ・その他展示会        

出展事業者数 
― １社 2社 3社 4社 5社 

  内商談数 ― １件 1件 2件 3件 4件 

個社ＨＰ・ＳＮＳ 
― 1社 2社 3社 4社 5社 

開設事業者数 

銀座ＮＡＧＡＮＯ・全国物産展出展

出展事業者数 
― １社 1社 2社 3社 4社 

成約件数 ― 1件 2件 3件 4件 5件 

建 

 

設 

PRチラシ登録参加事業者数 ― 10社 10社 15社 15社 20社 

個社ＨＰ・ＳＮＳ 
― 1社 2社 3社 4社 5社 

開設事業者数 

売上増加事業所数 ― 1社 1社 1社 2社 2社 

1事業所あたり売上増加額 ― 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

観 

光 

業 

新メニュー開発支援 ― 1社 2社 2社 3社 3社 

宿泊プラン開発支援 ― 1社 2社 2社 3社 3社 

売上増加事業所数 ― 1社 2社 2社 3社 3社 

1事業所あたり売上増加額 ― 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 
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Ⅱ．地域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 

東御市はその地形、気象条件を生かし、生産量日本一を誇る「胡桃」や「ブドウ」の生産地

となっている。市は平成 20 年に「ワイン特区」として認可され小規模なワイナリーが 3 社営業

を開始、平成 25 年には長野県により信州ワインバレー構想が策定された。これらが追い風と

なり、現在ワイナリーは 10 社に増加し、今後ワイン関連事業の伸長が期待できる。しかし、ワ

イン等農産物加工品や農産物の「とうみ」ブランドとしての認知度は低い。 

 ※ワイン特区：年間最低製造量 2 キロリットル（通常は同量 6 キロリットル）の小規模ワイナリー

を設立できる。 

 

（２）事業内容 

（ア）「とうみブランド」の創出と販路拡大 

東御市、胡桃・ぶどうの生産者、ワイナリー事業者、金融機関、信州とうみ観光協会、 

ＪＡなどと連携し、生産協業、共同販売、広報などについて協議して「とうみ」ブランドを創

出する。この多彩な「とうみ」ブランド商品は長野県の特産品を扱う「銀座ＮＡＧＡＮＯ」で

販売するほか、ここに集まる料理人、販売事業者の人的ネットワークを活用して販路を拡

大する。 

ｱ.四半期に 1 度、東御市、農産物生産者、ワイナリー事業者、金融機関、観光協会、Ｊ

Ａ等 との情報交換会を開催し「とうみ」ブランドの強化策について検討する 

ｲ.市内農産物加工品の販路拡大を支援するため、国内で開催される展示会・商談会

などの開催案内を情報提供する。 

ｳ.長野県が設立した「銀座ＮＡＧＡＮＯ」と年に 1 度会合を開き、情報交換・交流を深 

場とする。 

ｴ.ＷＥＢを活用して各種特産品の紹介を行う。 

 

（イ）「とうみイノベーション倶楽部(仮称)」の設置 

東御市は長期的にみると他町村と同様、高齢化と人口減少が予測されており、景気状

況の悪化及び後継者難による事業所数の減少と相まって地域経済の衰退が心配される。 

多彩な加工分野を有する製造業者が集積しているという好条件を活かし、これら事業者

の加工、技術を活かしながら技術の連携・融合を図り、加えて、関係機関と連携を取りなが

ら、当地に新しい産業を創造することで事業所数や雇用者の増加を図ることにより地域経

済の活性化を図る。 

ｱ.東御市に新産業を創造するため、東御市、長野県商工会連合会、信州大学、長野 
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県工業技術総合センター、東御市工業振興会等関係機関と連携を取り、市内事業者

に呼びかけ、20社ほどで組織する「とうみイノベーション倶楽部(仮称)」を立ち上げる。 

ｲ.四半期に 1 度、勉強会を開催し経営能力の醸成と経営革新を図りながら、新しいビジ

ネスや産業のシーズを探る。 

ｳ.試作、開発の受注（国内外の消費者、販売者、工業社、医者、大学など）や新製品開

発・新分野に挑戦する技術集団を構築する。 

 

Ⅲ．経営発達支援計画の円滑な実施に向けた支援能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 

  経営支援グループ上小グループ 5 商工会（上田市商工会、真田町商工会、長和町

商工会、青木村商工会、東御市商工会）の経営指導員、補助員及び、長野県商工会

連合会東信支所長、上席専門支援員で構成する「検討会議」を月 1 回行っている。当

初は単なる情報交換会であったが、H28 年度頃から個社の支援方法のノウハウや専門

家派遣に帯同した支援経過の発表、支援上の問題点・課題などが提起され、参加者同

士で意見を出し合い解決策を探る方法に変わってきている。 

また、日本政策金融公庫・長野県信用保証協会との情報交換会はそれぞれ年 1 回

行われているものの、地元金融機関（八十二銀行田中支店、上田信用金庫とうみ支店）

との情報交換会は定期的に行っておらず、金融機関の担当が営業に来た折に情報交

換するか、支店に赴いた折に担当や支店長と情報交換するに限られている。 

検討会議では支援ノウハウの共有や習得に対する活発な意見交換の場所になるに

はまだまだ十分といえず、また、新たな需要の開拓を進めるための、各地域の需要動向

などの意見は少ない。 

地元金融機関との定期的な情報交換の場がないため、小規模事業者の現状や課題

の共有が不十分である。 

 

（２）事業内容 

経営発達支援計画を円滑に実施するために、他の支援機関、専門家と定期的な情

報交換会を開催し、小規模事業者の現状や支援ノウハウ、需要動向を共有し、支援能

力の向上を図るとともに、得られた情報を小規模事業者の支援にフィードバックする。 

 

① 経営支援センター上小グループで行っている、月１回の定期的な検討会議は引

き続き行い、支援ノウハウの共有や習得、新たな需要獲得のための地域需要動向の

情報を得られる場として有効に活用し、個々の支援能力の向上を図る。また、必要に

応じて中小企業診断士等の専門家やよろず支援拠点等の他支援機関の担当者を
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招き、情報交換を行う（年間 1回～2回）。 

② 金融機関には商工会で得ることの出来ない金融に特化した情報や、国内・県内

の支店が持つ需要動向情報があると思われる。日本政策金融公庫、長野県信用保

証協会との情報交換会は引き続き年 1回実施し情報交換を行う（10月～11月中）。ま

た、地元金融機関との情報交換会を年 1 回開催し、当地区における小規模事業者の

現状や課題、金融機関サイドからの支援ノウハウ、また商工会サイドからの支援ノウハ

ウ、需要動向、融資制度などの情報を出し合い、共有し支援力の向上を図る。 

 

１０．経営支指導員等の資質向上に関すること 

 

 （１）現状と課題 

   週 1 回月曜日に行われる朝礼時に職員間で個々のスケジュールや事業実施についての

確認や調整を行うとともに、全職員の業務日誌（毎日就業後に事務局長へ提出）や指導員

研修会等で得た各種資料を全職員に回覧し情報の共有化を図っている。朝礼では、小規模

事業者の支援状況や支援ノウハウについて発言することはなく、必要に応じたときに限定さ

れている。しかもそれらの情報は事務局長、経営指導員間に留まり全職員間での情報の共

有には至っていない。 

 

 （２）事業内容 

   ①毎週月曜日に行われる朝礼を利用し、全職員間で小規模事業者の支援事例、ノウ

ハウ、経営分析状況や地域の経済状況等についての情報交換・検討を行う。 

 

②小規模事業者の課題解決に専門家や商工連上席専門支援員を派遣する際には職

員の中から必ず 1 名以上は帯同し、ＯＪＴの機会を設け支援能力の向上を図る。ま

た、専門家支援内容については朝礼の折に報告を行い職員間での情報共有を図る

ほか、上小グループ検討会議でも事例として報告し、５商工会の経営指導員とも情

報を共有し、支援能力の向上を図る。 

 

③商工会で利用しているグループウェアや小規模事業者支援システム、事務所内ネッ 

トワーク等のＩＴを積極的に活用し職員間の情報共有に努める。 

・グループウェア：電子メール、掲示板の活用による情報共有、職員間のスケジュール

共有など 

・小規模事業者支援システム：日々の巡回・窓口相談の支援結果（経営の状況、企業

の強み・弱み、課題、支援内容等）を支援システムに入力し、職員全体が閲覧するこ

とにより支援情報の共有化を図る。また、このシステムでは長野県内の小規模事業者

への先進的な支援事例が閲覧できるため、これを活用し職員の支援能力の向上を
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図る。 

・事務所内ネットワーク構築：事務所内ネットワーク上にＮＡＳ（ネットワーク上で接続で

きるハードディスク）を導入し、職員間での文書やファイルの共有を図り、情報の共有

及び業務の効率化を推進する。 

 

④ 支援能力向上のため、長野県連等が主催する経営指導員研修会の他国・県・各種

団体の行う各種研修会へ積極的に参加し、その内容を文書で回覧するほか、必要

に応じて参加した者が講師となり勉強会を開催する。 

 

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 

  商工会の事業評価については、理事会や通常総会で報告し意見を求める形式で行っ

ている。事業は理事会及び総会において報告をしているが、評価、見直しをするまでに

は至っていない。また、商工会の理事、総代が評価者であるため、活発な意見交換に

は至らず、報告のみで終わってしまうことが多い。 

 

（２）事業内容 

毎年度、本計画に記載の事業実施状況及び成果について以下の方法により評価及び

見直しを行う。 

① 年１回、外部有識者である中所企業診断士、共同実施者である東御市産業経

済部商工観光課長、法定経営指導員、経営指導員、及び商工会理事数名から

なる事業評価委員会（10 名程度）を組織し、事業実施状況の確認、成果を評価

し、必要な見直し案を提示する。 

② 委員会の意見を参考にして職員全員で次年度の事業計画を立案する。 

③ 計画の実施状況と事業計画は理事会へ報告し、承認を受ける。 

④  事業の成果、評価、見直しの結果を東御市商工会のＷＥＢページ

（http://tomi-city.jp/）で計画期間中公表し、地域の小規模事業者が常に閲覧可

能な状況にする。 
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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 10月現在） 

（１） 実施体制 

 

  

   

  

 
事務局長 

  東御市産業経済部      

商工観光課 

  

  

  

 
 

  

   

  

 
 

  

   

  

 事務局         

経営指導員 ２名   

補助員   ２名       

一般職員  １名 

   

  

  

法定経営指導員 

２名 

  

  

  

    

  

    

  

              

 

（２）商工会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：小山俊行 

    所 属：真田町商工会 

    連絡先：上田市真田町長 7199 ☎0268-72-4050 

 

     氏 名：鳴澤力 

    所 属：上田市商工会 

    連絡先：上田市上丸子 910 ☎0268-42-2213 

 

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に係る助言、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 

  〒389-0516 

  長野県東御市田中 178-2 
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  東御市商工会 

TEL : 0268-75-5536  /  FAX : 0268-75-0875 

    E-mail : info@tomi-city.jp 

 

 ②関係市町村  

   〒389-0592 

  長野県東御市県 281-2 

  東御市 商工観光課 

  TEL : 0268-64-5895  /  FAX : 0268-64-5881 

    E-mail : syoko-kanko@city.tomi.nagano.jp 

 

 

 

tel:0268-75-5536
mailto:info@tomi-city.jp
tel:0268-75-5536
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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） 
 

現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

必要な資金の額 0 2,200 2,300 2,300 2,300 2,300 

 

小規模企業対策事業費 0 2,200 2,300 2,300 2,300 2,300 

 

 

 

調査事業費 0 300 300 300 300 300 

事業計画策定事業 0 800 900 900 900 900 

地域ブランド創出 0 200 200 200 200 200 

セミナー開催費 0 500 500 500 500 500 

まちゼミ開催費 400 400 400 400 400 400 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、県補助金、市補助金、事業受託費 

 

（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 

 

 




