
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 
松本商工会議所 （法人番号 ３１００００５００６１４５） 

松  本  市 （地方公共団体コード ２０２０２９） 

実施期間 令和２年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

目  標 

１．経営発達支援事業の目標 

（１）小規模事業者の経営基盤を強化するため、各事業者に自社の強み、弱みを

認識してもらい、新たな事業展開の検討を促す事業の展開 

（２）小規模事業者の新たな取引先の増加や売上増に繋がる事業の展開 

（３）市内で継続的に事業を行う小規模事業者数の増加に繋がる事業の展開 

（４）市内事業所で勤労する若年労働者数の増加に繋がる事業の展開 

事業内容 

[Ⅰ 経営発達支援計画の内容] 

２．地域の経済動向調査に関すること 

松本市景気動向調査と経営者コメントの分析、松本市経済課題特別調査、松本

市商店街歩行者通行量調査、松本市中心市街地空き店舗空き地調査の実施、及

び調査結果の幅広い情報提供 

３．経営状況の分析に関すること 

経営分析セミナー参加者やマル経利用者、持続化等補助金申請者、創業後５年

未満の事業者等を対象とした、経営状況を分析する取組みの推進 

４．事業計画策定支援に関すること 

事業計画作成セミナーの参加者、持続化等補助金の申請者、創業後５年未満の

事業者等を対象とした、事業計画を作成する取組みの推進 

５．事業計画策定後の支援に関すること 

  事業計画を策定した事業者へのフォローアップ支援の強化 

６．需要動向調査に関すること 

松本市来訪者動態調査の実施、及び売上やリピート率向上に向けた調査結果の

有効活用 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

当地域でのビジネス商談会や食料品商談会（ＢtoＢ）の企画実施、大都市圏で

の物産展の企画実施や出展支援（ＢtoＣ）を通じた経営力向上への取組み 

[Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組み] 

８．地域経済の活性化に資する取組み 

（１）企業の人材確保を支援する事業の企画開催 

（２）創業支援、事業承継支援に関わるネットワークの設立 

（３）魅力ある個店を育成する事業の企画開催 

連 絡 先 

松本商工会議所 中小企業振興部 

〒390-8503 長野県松本市中央 1丁目 23番 1号 

TEL 0263-32-5350 FAX 0263-32-1482 E-mail soudan@mcci.or.jp 

松本市役所 商工観光部 商工課 

 〒390-0874 松本市大手 3丁目 8番 13号（大手事務所 5階） 

TEL  0263-34-3110  FAX 0263-34-3008  E-mail shoukou@city.matsumoto.lg.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 

本計画を松本市と共同作成するにあたり、３回の経営発達計画共同作成会議を開催し、松本市と

当所が平成３０年３月に作成した「松本市工業ビジョン」、平成３１年４月に作成した「松本市商

業ビジョン」の施策に基づき、小規模事業者に対するビジョンや具体策のあり方や当所の役割等に

ついて協議し、松本市と一体となって小規模事業者をバックアップし、企業を成長・発展させ「元

気な企業を増やし、地域経済を活性化すること」を目指して、第２期松本商工会議所経営発達支援

計画書を作成した。 

１．目 標 

 

（１）松本市の現状及び課題 

① 現 状 

松本市は、本州及び長野県のほぼ中央に位置しており、平安時代には信濃国府が松本の地に置か

れ、中世には信濃守護の館の所在地として、また、江戸時代には、松本藩の城下町として栄えた。 

明治４０年５月１日に市制を施行し、その後、近隣の村との合併を経て現在の市域が形成され、

平成１９年には市制施行１００周年を迎えた。 

 明治期からは製糸業を中心とした近代産業が勃興し、大正初年には日本銀行松本支店が開業さ

れるなど長野県内の経済金融の中心地となった。近代工業化は第二次世界大戦中の工場疎開に端

を発し、さらに昭和３９年の内陸唯一の新産業都市の指定が契機となって、電気・機械・食料品等

の業種を中心に発展し、最近ではソフトウエア産業の振興が図られている。  

商業は『商都松本』とも称されてきたとおり、中南信の商圏の中心として大きな商業集積を形成

してきており、平成１４年１月に竣工した１２ヘクタールの中央西土地区画整理事業、蔵のまち中

町街なみ環境整備事業、縄手通り整備など個性ある商店街が出現している。 

 一方、高速交通網は、平成５年に長野自動車道が全線開通、北陸地方を通年で結ぶ安房トンネル

は平成９年１２月開通、平成６年の松本空港ジェット化整備により、交流拠点都市としての機能も

充実してきた。 

 また、本市は伝統的に教育を尊重する気風が強く、明治初年の開智学校の開校に始まり、大正期

には松本高校が招致された。近年ではスズキメソード、世界花いっぱい運動が発祥するとともに、

平成４年からは小澤征爾マエストロの「サイトウキネンフェスティバル松本」（平成２７年から「セ

イジ・オザワ 松本フェスティバル」へ改称）が毎年開催されている。また、平成１４年には市民

待望の美術館が開館、平成１５年９月には松本市文化芸術振興条例が制定された。さらに平成１６

年８月には、まつもと市民芸術館がオープンするなど、芸術

文化の息づく教育のまちづくりを進めている。 

日本アルプスを擁して多くのアルピニストを迎える 『岳

都』、まちかどにバイオリンの調べを聴く街、セイジ・オザ

ワ 松本フェスティバルの街『楽都』、古くから学問を尊び、

学生を大事にする都、進取で議論好きの市民気質から『学

都』。「『三ガク都』まつもと」～岳都・楽都・学都～と呼ばれ

ている。 

 平成１２年１１月１日には特例市の指定を受け、地方分権

の推進と個性豊かなまちづくりを進め、平成１７年４月１日

には、近隣の四賀村・安曇村・奈川村・梓川村と合併し、ま

た平成２２年３月３１日の波田町との合併により、新松本市

としての一歩を踏み出した。 
（資料：松本市ホームページ） 
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● 地図上の位置 

  松本市は、長野県のほぼ中央から西部に位置し、北は安曇野市、南は塩尻市、東は上田市、西は

岐阜県高山市などと接している。東西概ね５２㎞、南北概ね４１㎞にわたり、面積は９７８．４７

㎢で県内最大の市域である。 

 

● 総面積 ９７８.４７平方キロメートル 

 

● 総人口 ２３８,８３５人（内、当所管内人口 ２２３,１５２人、市全体の９３．４％） 
（令和元年１０月１日現在） 

● 人口推移と将来推計 

松本市の人口は、２０１５（平成２７）年まで増加が続いていたが、国立社会保障・人口問題

研究所の推計によると、今後は減少に転じると予測されている。 

 
（資料）平成３１年４月「松本市商業ビジョン」：2015 年まで 総務省「国勢調査」 

2020 年以降 国立社会保障・人口問題研究所 

 

● 松本市の商工業者数と小規模事業者数 

直近の長野県経済センサス活動調査に基づく当地域の小規模事業者数は８,３５４事業所（平成

２８年）であり、平成２４年との比較では４年間でマイナス４.７％、４１０事業者が減少している。 
 松本市の商工業者数 内、当所管内小規模事業者数 

平成２８年 １２，８４４ ８，３５４ 

平成２４年 １３，０２８ ８，７６４ 

増減数   ▲１８４ ▲４１０ 

増減率   ▲１．４ ▲４．７ 

    （内訳） 
産業（大分類） 商工業者数 内、小規模事業者数 

農林漁業 ５１ ３７ 

鉱業、採石、砂利採取業 １ 1 

建設業 １，０９１ ９５０ 

製造業 ７４８ ５７３ 

電気、ガス、熱供給・水道業 １０ ４ 

情報通信業 １７３ １４３ 

運輸業、郵便業 ２６７ １６２ 

卸売業、小売業 ３，３２１ ２，０１８ 

金融業、保険業 ２３７ １８６ 

不動産、物品賃貸業 １，１５４ １，０６４ 

学術研究、専門・技術サービス業 ５７６ ３２７ 

宿泊業、飲食サービス業 １，８５９ １，２７３ 

生活関連サービス業、娯楽業 １，０５１ ８５２ 



３ 

 

教育、学習支援業 ４０３ ２３９ 

医療、福祉 ９６７ １９０ 

複合サービス事業 ８５ ４１ 

サービス業（他に分類されないもの） ８５０ ２９４ 

合  計 １２，８４４ ８，３５４ 

（資料：長野県経済センサス活動調査 平成２４年、平成２８年） 
 

● 松本市の工業の現況 

 

■ 製造品出荷額等及び粗付加価値額の推移 

製造品出荷額等は、２００７（平成１９）年の６,３７４億円をピークに減少したが、２０１２

（平成２４）年以降は緩やかな回復傾向にある。粗付加価値額も、２００７（平成１９）年の   

２,４００億円をピークに減少したが、２０１２（平成２４）年以降は２,０００億円前後で推移し

ている。一方、粗付加価値率（粗付加価値額／製造品出荷額等）は、調査年によって大きく変動し

ている。２０１２（平成２４）年の急激な増加について業種別に見ると、製造品出荷額等の最も大

きい「情報通信機械器具製造業」の粗付加価値率が上昇したことが、全体の粗付加価値率の上昇に

寄与したものと考えられる。 

 
（資料）平成３０年３月「松本市工業ビジョン」：経済産業省「工業統計調査」、総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」 

（注１）従業者４人以上の事業所 

（注２）平成１８～平成２１年は合併前の波田町の値を含む 

 

■ 従業員規模別に見た事業所数・製造品出荷額等 

従業者規模別に事業所数を見ると、「４～１９人」で半数超の６４.５％を占めており、３００人

未満の事業所では、全体の９８.３％を占めている。松本市の製造業は、大半が中小企業者から構

成されており、中でも小規模企業者 が全体の６割超を占めていることがわかる。３００人以上の

事業所は、事業所数で見ると１.７％にとどまる一方、製造品出荷額等は４７.２％であり、数社の

大企業で松本市の製造品出荷額等の半分近くを占めている。 

 
（資料）平成３０年３月「松本市工業ビジョン」：経済産業省「平成２６年工業統計調査」 

（注） 松本市分を独自に集計したもの（松本市 総務部 情報政策課） 
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● 松本市の商業・観光業の現況 

 

■ 松本市（合併前）の商圏（全品目平均） 

長野県「商圏調査」によると本市の商圏は、中信地方を中心に、北は大町市（合併前）、旧美麻

村、南は王滝村、大桑村にまで広がっている。平成２７年度の本市の商圏人口 （全品目平均）は

５８７,６３３人であったが、平成３０年度には６１４，６３５人に増加している。しかし、松本

市と同様に、商圏に含まれている市町村の人口も今後、減少が予測されている。 

 

 
 

 
（資料）平成３１年４月「松本市商業ビジョン」：長野県「商圏調査」（平成２７年度） 
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■ 卸小売業、宿泊業及び飲食店の事業所数の推移 

  卸売業・小売業、宿泊業及び飲食店の事業所数は、リーマンショック後の個人消費の伸び悩みな

どの影響を受けて大きく減少した後は増加傾向にあるが、リーマンショック以前の水準にまでは

回復していない。 

 
（資料）平成３１年４月「松本市商業ビジョン」：経済産業省「商業統計」（平成１９年）、総務省・経済産業省

「経済センサス基礎調査」（平成２１年） 
総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（平成２４年、平成２８年） 

 （注） 平成１９年は経済産業省「商業統計」を、平成２１年以降は総務省・経済産業省「経済センサス」を利
用しているが、調査設計の変更等により、単純に比較することはできない。宿泊業及び飲食店は「商業
統計」の対象となっていないため、平成１９年の値はない。 

 

 

■ 卸小売業の年間商品販売額並びに宿泊業及び飲食店の事業収入の推移 

  卸売業・小売業の年間商品販売額は、リーマンショック後に大きく減少した後は増加傾向にある

が、リーマンショック以前の水準にまでは回復していない。一方、宿泊業及び飲食店の事業収入は

増加傾向にあり、特に宿泊業が大幅に増加している。 

 
（資料）平成３１年４月「松本市商業ビジョン」：経済産業省「商業統計」（平成１９年）、総務省・経済産業省

「経済センサス活動調査」（平成２４年、平成２８年） 

（注）平成１９年は経済産業省「商業統計」を、平成２１年以降は総務省・経済産業省「経済センサス」を利

用しているが、調査設計の変更等により、単純に比較することはできない。宿泊業及び飲食店は「商業

統計」の対象となっていないため、平成１９年の値はない。また、平成２１年の「経済センサス」は基

礎調査であり、年間商品販売額及び事業収入の値はない。 

 

 

■ 観光客数の推移 

観光客数は、平成１９年の約５６５万人に対して、平成２９年は約５１２万人であることから減

少傾向にあるが、上高地の入込客が減少しているのに対して、松本城は増加しているなど地点別の

傾向には違いが見られる。 
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（単位：千人）
H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年

松本市全体 日帰り 3,724.7 3,591.5 3,553.6 3,654.3 3,640.2 3,592.3 3,482.0 3,309.0 3,299.1 3,228.1 3,278.6
宿泊 1,928.6 1,836.6 1,784.3 1,755.6 1,852.5 1,816.2 1,908.7 1,871.4 1,909.5 1,888.0 1,844.3

合計 5,653.3 5,428.1 5,337.9 5,409.9 5,492.7 5,408.5 5,390.7 5,180.4 5,208.6 5,116.1 5,122.9

松本城 795.4 769.7 843.2 877.7 916.1 850.4 848.6 879.5 927.1 989.3 921.4
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（資料） 平成３１年４月「松本市商業ビジョン」：長野県「観光地利用者統計調査」 

※松本市全体の観光客数は松本城、浅間温泉、美ケ原温泉郷、美ケ原高原、美鈴湖、扉温泉、福寿草の里、

奈川温泉、奈川高原、上高地、乗鞍高原、白骨温泉、くだものと道祖神の里及び竜島温泉せせらぎの湯へ

の観光客数の合計である。 

※調査地点ごとに観光客数をカウントしているため、重複がある。 

※竜島温泉せせらぎの湯は平成２１年から集計されている。 

 

 

■ 外国人宿泊客数の推移 

外国人宿泊客数は増加を続けており、平成２９年は１６万２千人と、平成１９年に比べて１２万

８千人増加しており、インバウンド消費の増加が見込まれている。 

 

 
（資料）平成３１年４月「松本市商業ビジョン」：松本市「外国人宿泊客数」 
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② 課 題 

 

● 松本市の工業の課題（「松本市工業ビジョン ２０１８～２０２７年度」記載事項） 

  ア．企業間連携の機会創出・強化 

  イ．海外展開に向けた検討 

  ウ．健康・医療産業創出への取組みの推進 

  エ．新たな重点分野の検討 

  オ．工業団地の整備に関する今後の方針 

  カ．人手（人材）不足の克服 

  キ．事業承継に向けた対策 

  ク．ＩＣＴの活用による生産性の向上 

ケ．まつもと工業支援センターの在り方の検討（※） 

   （※）平成３０年４月、「（一財）松本ものづくり産業支援センター」を設立 

 

● 松本市の商業の強みと課題（「松本市商業ビジョン ２０１９～２０２８年度」記載事項） 

（強み） 

 ア．松本ならではの魅力（地域資源）がある 

  イ．新規創業が増加している 

  ウ．中心市街地における移動手段の充実が図られている 

   

（課題） 

 ア．消費者の減少が見込まれる 

  イ．消費者の購買行動が変化している 

  ウ．支援機関における支援内容が十分に周知されていない 

  エ．事業承継に対する取組みが必要 

  オ．個店の魅力を高めることで購買につなげる取組みが必要 

  カ．外国人観光客の受入環境の充実が必要 

  キ．来街者の増加が購買につながっていない 

  ク．まちづくりの視点から見た有効な土地利用が必要 

 ケ．大型店の進出により中心市街地の環境が変化している 

 コ．個店・商店街を越えた取組みが必要 

  サ．中心市街地に来街・回遊しやすい環境の整備が必要 

  シ．データの収集・分析が必要 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

 ① 松本市と共同で作成した「松本市工業ビジョン ２０１８～２０２７年度」、「松本市商業ビジ

ョン２０１９～２０２８年度」に記載の今後１０年間の各ビジョン 

 

● 松本市の工業の目指すべき方向性と実現に向けた施策の体系 

（「松本市工業ビジョン ２０１８～２０２７年度」記載事項） 

   

ア．目指すべき方向性 

『松本市の特性を生かした新たな活力の創造により高い競争優位性を持った地域』 

 

イ．目指すべき方向性の実現に向けた施策の体系 

 

 

基本戦略 基本方針 推進事項 
【基本戦略１】 

松本市ものづくり産業の

基盤強化と成長促進 

基本方針①  

経営基盤の強化 

推進事項１ 企業の実情に応じた課題の解決 

推進事項２ 各種支援制度の積極的活用 

推進事項３ 多様な資金調達方法の活用 

基本方針② 

産学官連携・産産連携に

よる技術の高付加価値

化、新技術・新製品の開

発 

推進事項１ 産学官連携の促進 

推進事項２ 企業間のコミュニケーション促進 

推進事項３ ニーズ・シーズのマッチング 

基本方針③  

国内市場の掘起こしと海

外市場への展開促進 

推進事項１  企業の情報発信力の強化 

推進事項 2   国内市場における受注機会の拡大 

推進事項３  海外展開の推進による新たな市場の開拓 

【基本戦略２】  

松本市の特性を生かした

新たな活力の創出基本方

針 

基本方針① 

新成長産業分野の創出 

推進事項１  健康・医療分野 

推進事項２  農商工連携による、食料品製造分野の重点的推進 

推進事項３  産業用ロボット等の高度な産業用機械分野の推進 

基本方針②  

松本市の特性を生かした

企業誘致の推進 

推進事項１ 企業誘致の推進 

推進事項２  工業団地の整備方針の検討 

【基本戦略３】  

松本市ものづくり産業の

未来を担う人材の育成・

人材不足の克服 

基本方針①  

持続的な発展に向けた担

い手の育成 

推進事項１  企業ニーズに応じた人材の育成 

推進事項２  次代を担うものづくり人材の育成 

基本方針②  

持続的な発展に向けた人

材不足の克服 

推進事項１  女性や OB 人材など多様な人材の活用 

推進事項２  求職者と企業のマッチング支援 

推進事項３  IJU ターンの促進 

推進事項４  事業承継支援の推進 

基本方針③  

誰もが働きやすい魅力あ

る就労環境の整備 

推進事項１  働き方改革の推進による誰もが働きやすい就労環境の整備 

推進事項２  健康経営の推進 

【基本戦略４】  

ICT（情報通信技術）の活

用による地域産業の振興 

基本方針①  

ICTの導入・活用による収

益性向上・新ビジネスの

創出 

推進事項１ 企業経営者に対する啓発による経営革新の促進 

推進事項２ ICT の導入による生産性の向上 

推進事項３ 
テレワーク業務受発注システム構築等による中小企業の間

接業務支援 

推進事項４  健康・医療産業や観光、農林業等への ICT の導入 

基本方針②  

ICTを活用できる人材、研

究開発に取り組む人材の

育成 

推進事項１  人材の育成による ICT の利活用の促進 

推進事項２  児童・生徒向けの ICT 教育の充実 

基本方針③  

ICT を活用した新たな働

き方・雇用の創出 

推進事項１ 女性・若者の育成によるテレワーカーや若手起業家の増大 

推進事項２ 
バックオフィスセンターの開設による ICTに関連した仕事の

創出 

推進事項３ 
サテライトオフィスの整備による首都圏等の事業者の誘致

及び集積 

推進事項４ イベント開催等による起業・創業希望者の育成支援 
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● 松本市の商業の目指すべき方向性と実現に向けた施策の体系 

（「松本市商業ビジョン ２０１９～２０２８年度」記載事項） 

   

ア．目指すべき方向性        

    『挑戦する商業者が創る、地域に愛される商業地』  

 

  イ．目指すべき方向性の実現に向けた施策の体系 
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② 松本商工会議所の役割 

松本商工会議所は、小規模事業者が、人口減少や海外製品との競合、中心市街地への大型商業施

設の出店などの環境変化に対応し、時代に合わせた持続的発展ができるよう、これまでの経営相談

におけるノウハウの蓄積の上に、売上向上や利益を伸ばすための新たな支援体制を構築する。 

加えて、事業計画の策定や創業後５年未満の事業者へのフォローアップなどの伴走型支援を充

実させることで、地域経済の活性化を図る。 

 

● 工業に対する取組み 

ア．松本市と共同で設立した「松本ものづくり産業支援センター」のコーディネーターと一緒

に企業支援を行うが、小規模事業者については棲み分けをして当所が中心になって必要な支

援を行う。 

 

イ．新たな需要の開拓に寄与する事業（商談会等）や若手人材確保事業については当所が中心

になって企画運営を行う。 

  

  ● 商業に対する取組み 

ア．施策体系の内、基本目標１の「商業を支える個店の経営力強化と創出」に記載の推進事業

を当所が中心になって実施する。 

 

イ．その他の施策についても松本市と協力して必要な事業を実施する。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

①小規模事業者の経営基盤を強化するため、各事業者に自社の強み、弱みを認識してもらい、新た

な事業展開の検討を促す事業の展開 

 

 ②小規模事業者の新たな取引先の増加や売上増に繋がる事業の展開 

 

 ③市内で継続的に事業を行う小規模事業者数の増加に繋がる事業の展開 

 

 ④市内事業所で勤労する若年労働者数の増加に繋がる事業の展開 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 

①小規模事業者の経営基盤を強化するため、各事業者に自社の強み、弱みを認識してもらい、新た

な事業展開の検討を促す事業の展開に対する方針 

ア．従前より当所が継続的に支援を行っている記帳機械化支援事業所等に、改めて自社の経営分

析を促し、事業計画作成の重要性を周知する。 

 

イ．マル経資金申込者に対しては原則的に経営分析を行い、その結果を融資決定判断の参考にす

る他、申込事業者にもフィードバックすることにより自社の経営に役立ててもらう。 

 

ウ．持続化補助金等の申込希望者に対しては、事前に自社の経営分析をしてもらうことを原則と

し、その結果を基に補助金申請のための事業計画書作成を支援すると共に、その後のフォロー

アップ支援事業を行う。 
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②小規模事業者の新たな取引先の増加や売上増に繋がる事業の展開に対する方針 

ア．全国各地の商工団体の協力を得ながら、製造業などの BtoB に繋がる商談会を当所主催で年

1 回以上開催する。 

 

③市内で継続的に事業を行う小規模事業者数の増加に繋がる事業の展開に対する方針 

ア．新規創業希望者に対して創業支援を行うと共に、創業後５年未満の事業所を対象にフォロ

ーアップ支援を行い、その際には必ず自社の経営分析や SWOT 分析支援を行う。 

 

イ．事業承継支援希望事業所には国や県の支援機関と協力して支援を行うが、事前に自社の経

営分析を行ってもらい、その結果に基づき今後の支援方針について各支援機関と協議する。   

 

 ④市内事業所で勤労する若年労働者数の増加に繋がる事業の展開 

ア．地域の若者に地域にある事業所を知ってもらうことと、高校生等のキャリア教育に協力する

ことを目的に年 1 回地域の事業所紹介イベントを開催する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

【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 

【経営発達支援事業の内容】 

Ⅰ 経営発達支援計画の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

  

[現状] ①と②の２項目の調査は、松本市からの委託を受け実施している。地域の経済動向及び

サービスの需要動向を調査分析することにより、小規模事業者の経営環境の実態把握を行

い、地域経済振興のための支援策を検討する事を目的として実施している。 

 

①「松本市景気動向調査」 

・調査内容：調査月と前年同月との業況比較、経営業績全般  

・調査項目：売上高・仕入高・営業利益・受注量・受注単価・販売数・販売単価 

向こう３ヵ月の業況見通し・業界の動き、地域の動き等の情報提供 

・調査対象：２００社（建設業・製造業・卸売業・小売業・飲食業・サービス業） 

・調査回数：年１２回（月１回） 

・回 収 率：月平均７５％ 

・公 表：調査結果 ア）冊子にしてアンケート調査先フィードバック 

         イ）当所の会報へ毎月掲載 

  

  ②「松本市経済課題特別調査」 

・調査内容：地域内の経営環境を把握するためのアンケート 

        アンケート調査時の中小企業を取り巻く重要課題について調査 

・調査対象：①の景気動向調査先に加え、アンケート内容により調査先の対象地域及び対象事業

所を選定して実施 

・調査回数：調査内容により年１回もしくは２回実施 

・回 収 率：調査内容により３５％～７０％ 

・公 表：当所の会報や中小企業振興部冊子「見たり聞いたり」へ掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【松本市景気動向調査】          【松本市経済課題特別調査】 
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また、下記③④の調査について松本市の助成を受けて実施している。 

  ③「松本市商店街歩行者通行量調査」 

・内  容：中心市街地の人の流れを把握し活性化策を検討する 

・調査地点：中心市街地の５０ヶ所 

・調査回数：年２回(６月・１０月)継続的に実施 

・調査対象：中学生以上の歩行者及び自転車 

・調査方法：調査員による人手調査 

・分析手段：大学教授が調査内容を分析 

・公 表：調査結果を当所の会報,関係者に配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【松本市商店街歩行者通行量調査】 

 

④「松本市中心市街地空き店舗空き地調査」 

  ・内  容：中心市街地商店街の空き店舗や空き地を継続的に把握し活性化策を検討する 

・調査地域：中心市街地における１８商店街通り 

  ・調査方法：調査員による目視調査 

  ・分析手段：調査結果は、調査会社が分析を行う 

  ・結果の活用：現状ではホームページなどで広く公表はしていない。調査結果の公表については

地権者及び不動産事業者の同意を得たうえで実施している調査でないことから、報告書を関係

者に配布するなどにとどめている。   

 

[課題] 

①「松本市景気動向調査」、「松本市経済課題特別調査」 

・調査項目の内、経営者のコメントを分析し有効活用を検討する。 

 

②「松本市商店街歩行者通行量調査」 

・大型店の出店や消費行動の変化などにより、消費者の来街・回遊パターンは変化が生じている

ので、調査地点の追加など環境変化に即した改善をする必要がある。 

 

③「松本市中心市街地空き店舗空き地調査」 

 ・通りの再開発や環境変化などの影響により、調査地域の変更や追加など改善する必要がある。 

 

④ 調査結果の公表方法について 

・これらの調査結果の公表は、当所の会報への掲載、アンケート調査先・松本市役所関連部署

へのフィードバックが主であるため、今後はより広く知ってもらうために、配布先の拡大や分

かりやすいホームページ作りなど、公表方法を工夫していく必要がある。 
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（２）事業内容 

①「松本市景気動向調査」、「松本市経済課題特別調査」の実施、経営者のコメント情報の分析 

・現状の実施方法に加え、今後は調査項目にある経営者コメントを分析することで、支援ニーズ

を掘り起こし、既存施策の改善や今後必要とする施策の企画立案に役立てる。 

 

②「松本市商店街歩行者通行量調査」 

・現状の実施方法に加え、今後は経営指導員等が大学教授等学識経験者と共同で調査内容を分析

することで、支援事業所の経営環境を分析するツールとして役立てる。 

 

 ③「松本市中心市街地空き店舗空き地調査」 

・調査員による目視調査の方法をとっているため、空き店舗の有無だけでなく、調査対象の既存

店舗がどのような業種であるのか調べることにより、分析ツールとして活用する。 

・現状の実施方法に加え、今後は経営指導員等が調査機関と意見交換をしながら分析をする。 

 

（３）成果の活用 

①「松本市景気動向調査」及び「松本市経済課題特別調査」 

・分析結果の公表について、当所の会報への掲載、松本市役所内関連部署に加え、ハローワーク、

長野県松本地域振興局、市内金融機関、報道機関等へ幅広く配布し周知する。ホームページは、

掲載方法を改善し利用者に分かりやすいものにする。 

・分析結果は、経営指導員等が巡回指導を行う際の情報提供資料とするほか、経営分析や事業計

画の策定、フォローアップ等の支援ツールとして活用する。 

 

②「松本市商店街歩行者通行量調査」、「松本市中心市街地空き店舗空き地調査」 

・分析結果の公表について、当所の会報への掲載、松本市役所内関連部署、商店街連盟に加え、

長野県松本地域振興局、市内金融機関、報道機関等へ幅広く配布し周知する。ホームページは、

掲載方法を改善し利用者に分かりやすいものにする。 

・分析結果は、補助金申請時のマーケティング分析、新規創業者や第二創業者の出店時の参考資

料、顧客動向を把握するための支援ツールとして活用する。 

 

（４）目標 

 実績 目標 

Ｈ30 年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①景気動向調査・特別調査 

分析結果の公表回数 
１２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

②上記調査の経営者コメン

トの分析と公表回数 
－ １回 １回 １回 １回 １回 

③通行量調査の分析結果の

公表回数 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

④空き店舗調査の分析結果

の公表回数 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 
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３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 記帳機械化事業所、マル経資金利用事業所、持続化等各種補助金活用事業所、創業５年未

満の事業所等の巡回・窓口相談を行う中で、経営意欲の高いと感じられる事業所や相談者

からの依頼に対応して経営分析を行ってきた。しかし、その反面小規模事業者の多くが現

状に甘んじるなど様々な理由から、自社の経営状況を正しく把握して分析できていないた

め、経営改善や新たな取組みを先送りにしてしまう傾向がある。そのため管内小規模事業

者の持続的発展に繋がる取組みを積極的に働きかけてこなかった。 

 

[課題] 経営分析の重要性を伝えるセミナー受講を通じて、巡回・窓口相談を行う中から経営分析

を行う事業者の掘り起こしを行い、小規模事業者が自社の経営状況を正しく把握し、次へ

のステップとして持続的発展に向けた事業計画策定へと繋がるよう経営指導員等が事業

者に積極的に働きかけ、伴走型支援のきっかけづくりとする必要がある。 

 

（２）事業内容 

①経営分析を行う事業所の発掘方法 

（従前からの支援事業所） 

〇記帳機械化支援事業所       ２２４社 

〇過去５年マル経資金利用事業所   １０４社 

〇持続化等補助金申請事業所     ３５９社 

〇創業後５年未満事業所       ２９４社 

〇まちゼミ参加事業所        １０４社 

合計         １，０８５社 

   ・「経営分析セミナー」（年２回）を、従前からの支援対象事業所 1,085社の他、広く管内小規

模事業者を対象に開催する。募集方法は巡回・窓口相談を通じて勧奨する他、当所ホームペ

ージへの掲載、当所会報への記事掲載やチラシ折込み、ダイレクトメール等の情報発信によ

って行う。各回とも１５～２５社程度を目標に募集する。 

   ・セミナー終了後、経営指導員等が参加事業所へ巡回を行い、改めて自社の経営分析を促し、

事業計画策定の意義や重要性を認識してもらう。 

・マル経資金申込事業所対しては原則的に経営分析を行い、分析結果を推薦判断の参考にする

と共に、申込事業所へ分析結果をフィードバックし、今後の自社の経営に役立ててもらう。 

・持続化補助金等の申請希望事業者については事業計画策定支援の前提として、当所が行う経

営分析を行い、その結果を踏まえて事業計画策定支援へと繋げる 

・創業後５年未満の事業所を対象に、フォローアップ支援として SWOT 分析等の経営分析を

行う。 

   

②経営分析の内容 

・セミナー参加者の中から経営分析に前向きで意欲のある事業者やマル経資金申込事業者に

対して、経営支援基幹システム（BIZ ミル）を活用してローカルベンチマーク等による経

営分析を行う。 

ア）定量的な分析として決算書等から６つの指標、売上高増加率（売上持続性）、営業利益

率（収益性）、労働生産性（生産性）、EBITDA有利子負債倍率（健全性）、営業運転資本

回転期間（効率性）、自己資本比率（安全性）を中心に財務分析を行う。 

イ）定性的な分析として SWOT 分析の他、将来のビジョンについてヒアリングを行い、今後

の展開に向けてやるべきことを検証することで非財務分野についての分析を行う。 

・事業者と経営指導員等が財務、非財務分析を行った結果をもとに、当所経営指導員等で月１
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回経営課題抽出検討会を実施し、分析結果の検証や将来に向けての対応策を付加して事業者

にその結果をフィードバックするとともに事業計画策定へと繋げる。 

 

A：経営指導員事業所把握面接ポイント項目チェック表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B：ローカルベンチマークを経営者に作成してもらい現状を知ってもらう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指導員等

が巡回による

経営課題抽出 

経営課題抽出

に取り組む経

営者による現

状把握 

現状：簡単な現状把握シートによるヒアリングであった。 
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C：経営支援基幹システム（BIZ ミル）を活用した経営分析シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）成果の活用 

①セミナー参加者の分析結果は、全事業者へフィードバックすると共に後の事業計画策定に活用

する。 

②マル経資金の推薦判断の参考とする。 

③BIZ ミルを活用し、経営指導員等が情報を共有できる体制を構築し、経営指導員等や若手職員

のスキルアップへと繋げる。 

 

（４）目標 

 
実績 目標 

Ｈ30 年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 
経営分析セミナー 
開催回数 

― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

経営分析セミナー 
参加者数 

― ３０社 ４０社 ４０社 ５０社 ５０社 

経営分析セミナー 
参加者に係る経営分
析件数 

― １６社 ２３社 ２５社 ３０社 ３５社 

マル経資金利用者に
係る 
経営分析件数 

１９社 ２３社 ２３社 ２３社 ２３社 ２３社 

持続化等補助金活用
支援に係る 
経営分析件数 

５５社  ６０社 ６５社 ７０社 ７０社 ７０社 

創業後５年未満の事
業所フォローアップ支援
に係る経営分析件数 

６０社 ６５社 ７０社 ７５社 ８０社 ８０社 

経営課題抽出検討会 
に係る経営分析件数 

３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 

【経営分析件数合計】 １６４社 １９４社 ２１１社 ２２３社 ２３３社 ２３８社 

  

経営指導員等

が把握し作成

する経営分析

シート 
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４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 当所は、松本市における事業所数の増加を目的に、重点事項として新規創業者に向けた

事業計画の作成支援を積極的に行ってきた。一方、既存の小規模事業者に対しては、「小

規模事業者持続化補助金」や「ものづくり・商業・サービス補助金」、経営力向上計画、

先端設備導入計画等の申請や融資を受ける際に、事業計画の策定を支援してきた。また、

従前より「事業計画作成セミナー」を開催してきた。 

 

[課題] これまで以上に、小規模模事業者の持続的な発展に向けた事業計画の策定を推進するた

め、巡回・窓口相談時に中長期的な視点に立って事業計画策定の意義や重要性を積極的

に訴求すると共に、事業計画策定の意義や重要性についての気づきをもってもらうため

の事業計画作成セミナーを開催することで、持続的発展に向けた事業計画策定の取組み

に繋がる小規模事業者を発掘していく。 

 

（２）支援に関する考え方など 

①小規模事業者に向けて事業計画作成の意義や重要性を訴えて続けているが、具体的な行動へ移

す事業者は少ないため、従前から開催している「事業計画作成セミナー」のタイトル、カリキ

ュラムを工夫し、事業者の意欲を高めるセミナーを開催して、受講者にはセミナー受講後、講

師から個別相談を数回受けてもらい、事業計画の素案を策定する。事業計画の素案を経営指導

員等が伴走型支援にてブラッシュアップを行い事業計画策定につなげる。 

②マル経資金や経営課題抽出支援を通して経営分析を行った事業所へ事業計画作成セミナーへの

参加を促す。 

③持続化補助金等の申請事業者については、経営指導員等による経営分析後、事業計画策定支援

を行う。 

④創業後５年未満の事業所を対象としたフォローアップ支援として経営指導員等による経営分析

を受けてもらい、これをきっかけに事業計画策定に進むよう働きかける。 

⑤上記①～④により経営分析件数の 80%以上を目標に事業計画策定を目指す。（創業計画策定を除く） 

⑥創業は地域の雇用機会の増加や新しく魅力的な商品やサービスを生み出し、地域の活性化に繋

がると考える。そのため積極的に新規創業者支援を行っていく。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定に向けて実践的な内容の「事業計画作成セミナー」を（年

２回）開催する。募集方法は経営分析を行った事業者の他、管内小規模

事業者を対象に開催して、募集は巡回・窓口相談を通じて勧奨する他、

当所ホームページへの掲載、当所会報への記事掲載やチラシ折込み、ダ

イレクトメール等の情報発信によって行う。各回とも２０～２５社程

度を目標とする。 

 

②セミナー参加者を対象にセミナー講師の個別相談を受けてもらった

後、経営指導員等が経営分析の結果や、地域の「経済動向調査」や「需

要動向調査」「市場情報評価ナビ MieNa」等の結果を踏まえて、伴走型

支援にて経営指導員等が事業者とともに事業計画策定を目指す。（セミ

ナー参加者で経営分析を行っていない事業者については経営分析を行

った上で事業計画策定の支援を行う。） 
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③新規創業者に対する事業計画策定支援として、松本

市商業ビジョンや産業競争力強化法に認定された

松本市創業支援等事業計画に基づき、「松本地域創

業セミナー」（３時間コース）を年 1 回開催し、潜

在的創業希望者の動機づけと創業マインドの醸成

を目的とし、後の創業スクールへの参加を促す。ま

た創業希望者に向けて「創業計画書」を立案する上

で必要な知識を伝える「松本地域創業スクール」 

（４０時間コース）を年１回開催する。終了後は「創

業計画書」の作成及びブラッシュアップを経営指導

員等が個別に行う。 

 

④計画策定に際しては、セミナー講師の他、必要に応じてミラサポ、（公財）長野県中小企業振興

センター、長野県よろず支援拠点、エキスパートバンク、松本市独自に委嘱する商業アドバイザ

ー等の専門家と協力して支援を行う。 

 

（４）目標 

  ①セミナーの開催 

   
実績 目標 

Ｈ30 年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画作成セミナー
開催回数 

１回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

事業計画作成セミナー
参加事業所数 

２３社 ４０社 ４０社 ４５社 ４５社 ５０社 

事業計画作成セミナー
後の個別相談開催数 

２回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

創業セミナー 
開催回数 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

創業セミナー 
参加者数 

２７人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

創業スクール 
開催回数 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

創業スクール 
参加者数 

２０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

   

  ②事業計画の策定 

   実績 目標 

Ｈ30 年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画作成セミナー

参加者の事業計画策定 
 １１社 ２０社 ２３社 ２５社 ２８社 ３０社 

持続化等補助金申請に

向けた事業計画策定 
５５社  ６０社 ６５社 ７０社 ７０社 ７０社 

創業後５年未満の事業

所の事業計画策定 
６０社 ６５社 ７０社 ７５社 ８０社 ８０社 

経営課題抽出検討会等

からの経営計画策定 
８社 １０社 １０社 １３社 １３社 １５社 

創業計画策定 ７５社 ７５社 ７５社 ７５社 ７５社 ７５社 

【事業計画策定合計】 ２０９社 ２３０社 ２４３社 ２５８社 ２６６社 ２７０社 
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５．事業計画策定後の支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] これまで管内小規模事業者にとって事業計画策定は持続的発展のための策定という意識

が薄く、当所の支援についても創業支援、持続化、ものづくり補助金やマル経資金を利用

する等、事業計画書が必須となる案件にのみを行い、計画策定後の支援については要請が

ある場合にのみ対応していた。 

 

[課題] 事業計画策定後の支援を行っていなかったため、本来のあるべき姿である PDCAの内、PD

までの支援となっている。今後は伴走型支援による PDCAサイクルを実践するために定期

的な巡回・窓口相談を実施して、BIZミルを活用して支援対象事業所の進捗状況を把握す

るとともに、一元管理する体制を構築し、経営指導員等が積極的に事業計画策定後の支援

を行う仕組みを構築する。 

 

（２）事業内容 

事業計画を策定したすべての事業者の他、当所を通じて１年以内に創業したばかり事業者に対

し、経営指導員等が事業者の進捗状況に応じておおむね３～６ヶ月に一度の頻度で定期的に巡

回し、進捗状況を確認して当該事業者の状況に応じた適切なフォローアップを行う。 ただし、

事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。進捗状況が思わしくなく、事業計画との間に

ズレが生じていると判断する場合には、原因と対策を検証し、課題解決や計画の見直しについて

の支援を行う。その際に、専門家の意見が必要な案件については、ミラサポ、（公財）長野県中

小企業振興センター、長野県よろず支援拠点、エキスパートバンク、松本市独自に委嘱する商業

アドバイザー等の専門家と協力して当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を検討のうえ、フ

ォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

（３）目標 

 
実績 目標 

Ｈ30 年度 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 

２０９社 ２３０社 ２４３社 ２５８社 ２６６社 ２７０社 

①事業計画作成セミナ
ー参加者の事業計画策
定後ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

 ２２回 ３６回 ４６回 ５０回 ５６回 ６０回 

②持続化等補助金申請
に向けた事業計画策定
後ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

５８回  ９０回 ９８回 １０５回 １０５回 １０５回 

③経営課題抽出検討会
等からの経営計画策定
後ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

１６回 ２０回 ２０回 ２６回 ２６回 ３０回 

④創業後５年未満の事
業所の事業計画策定後
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

１２０回 １３０回 １４０回 １５０回 １６０回 １６０回 

⑤創業計画策定後ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟ 

１５０回 １８８回 １９８回 ２０７回 ２１６回 ２２５回 

頻度（延回数）合計 ３６６回 ４６４回 ５０２回 ５３８回 ５６３回 ５８０回 

売上増加事業者数（新
規創業者支援を除く） 

２５社 ４６社 ５０社 ５５社 ５７社 ６０社 

経常利益率３％以上 
増加の事業者数 

― ３８社 ４２社 ４６社 ４８社 ４９社 
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６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 

[現状] 松本市を訪れる観光客やビジネス客、コンベンション参加者等を対象に、観光動向、消費

動向を調査して松本の観光の現状や傾向を把握する松本市来訪者動態調査を実施してい

るが、調査結果の活用方法については、当所の部会や委員会での報告、松本商工会議所会

報や当所ホームページでの周知に留まっている。 

 

 [課題] 松本市来訪動態調査の結果を、観光、飲食、宿泊、サービス業者等に対し、経営分析の実

施や事業計画の策定に向けた取組みを働きかけ、売上やリピート率の向上に繋がるよう有

効活用する。 

 

（２）事業内容 

 ①「松本市の来訪者動態調査」の実施、活用 

 （実施内容） 

・調査対象  観光客、ビジネス客、コンベンション参加者等松本に訪れた人 

  ・調査項目  来訪者の属性（職業、地域、年齢） 

来訪の形態、目的、立ち寄った観光スポット、来訪のために役立った媒体 

松本の印象（全般、宿泊施設、バス・タクシー、飲食店について） 

１人あたりの市内での消費額（宿泊費、交通費、娯楽費、飲食費、土産代） 

・調査方法  松本市内のホテル、旅館、観光案内所、観光施設にアンケート(２万枚、往復 

はがき)を設置して、利用者に回答いただく（アンケート回収件数：２,０００件） 

 （活用方法） 

・調査結果は、経営指導員等の巡回による説明、旅館組合や温泉協会の会議等での説明を通じて

フィードバックすることで、事業所が観光客向けの飲食・宿泊等メニューの改善に役立て、売

上額、宿泊者数やリピート率の向上に繋がるような活用方法をする。（参考：「１人当りの松本

市での消費額３７,８８１円、平成３０年度調査） 

 

 

（３）目標 

 実績 目標 

Ｈ30 年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

来訪者動態調査 

実施・分析回数 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

来訪者動態調査 

実施対象事業所数 
４０社 ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 

 



２２ 

 

 

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] 当所が主催して、販路開拓を目的とした商談会事業（BtoB）、及び売上増加やブランド力

向上等拡販を目的とした物産展事業（BtoC）を実施している。尚、地域の事業者（製造業者）

が行政や商工団体などに望む支援策ベスト５は下の表とおりであった。 

順位 製造業者の要望 現在実施している支援施策 

１位 人材の育成・研修に対する支援 次世代現場ﾘｰﾀﾞｰ研究会、IoT・５S・溶接技術等研修会 

２位 人材確保に関わる情報提供 高校生に対する企業説明会 

３位 税制の優遇処置 先端設備導入計画認定による固定資産税の特例 

４位 融資・助成制度の充実 国・県・市の制度資金および補助制度あっせん 

５位 販路開拓・マーケティング支援 長野県中南信「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」 

信州まつもとビジネス商談会 
（資料：｢松本市の工業現況調査｣ 平成２９年８月 松本市・松本商工会議所） 

 

① 当市におけるビジネス商談会の企画開催（BtoB支援） 

   食料品製造業者（売り手企業）が、買い手企業（百貨店、スーパー、飲食、通販、ホテル・旅

館など）に対し自社商品を売り込む「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」を、長野県中南信の１７

商工団体が協力し、長野県松本地域振興局等を会場に年１回企画開催している（令和元年度７回

目）。また、長野県内外の広域かつ全業種を対象とした、事前エントリー・事前マッチング型の

「信州まつもとビジネス商談会」を令和元年度、塩尻商工会議所、安曇野市商工会等と協力して

松本商工会館にて初めて開催した。 

 

② 大都市圏（新宿、名古屋）における物産展の企画開催・出展支援（BtoC支援） 

地酒、おやき、松本スイーツ、信州みそや漬物、松本一本ねぎや信州産りんごなどの食料品を

はじめ、松本家具（木工芸品）など特徴のある地場産品を対象に、大都市圏（新宿、名古屋）の

消費者に対し広く PR 販売し、認知度を高める物産展の企画開催と出展支援を、松本市と連携し

年１回実施している。 

 

[課題] 松本市工業ビジョンでは、国内市場の掘り起こしのための、受注機会の拡大や食料品製

造分野の高付加価値化や収益性向上を課題に挙げている。当所が実施してきた食料品商談

会は令和元年度で７回となり、新しい参加者の掘起こし、商談成立に繋がる更なる支援の

充実や企画運営面の改善などが課題である。また、令和元年度に第１回目を開催したビジ

ネス商談会は、一定の評価を受けたため、参加者アンケートなどをもとに年１回の定期開

催を目指す。松本市と連携して実施している大都市圏における物産と観光展の企画実施や

出展支援は、売上目標を定量化し、売れる商品づくりや販売技術、商品力やブランドイメ

ージの向上に貢献する支援の充実を図る。 
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（２）事業内容 

 

商談会の企画開催を通じた販路拡大支援（BtoB支援） 

 

①「信州まつもとビジネス商談会」（長野県内外の広域、全業種対象）の企画開催 

県内外の２０商工会議所の管轄エリアで全業種を対象に参加企業を

募り、当日の商談相手を事前調整するビジネス商談会の定期開催を目指

すとともに、商談後のアプローチ方法など成約に繋がる支援を検討す

る。（以下実施例） 

  ・開催場所 松本商工会館 

・参加エントリー企業 ５８社（事前商談マッチング数 ４４件） 

・協力先  塩尻商工会議所、安曇野市商工会、長野商工会議所、上田

商工会議所、飯田商工会議所、岡谷商工会議所、諏訪商工会議所、

下諏訪商工会議所、須坂商工会議所、伊那商工会議所、小諸商工会

議所、信州中野商工会議所、駒ケ根商工会議所、大町商工会議所、

茅野商工会議所、佐久商工会議所、飯山商工会議所、千曲商工会議

所、浜松商工会議所、支援機関等 

 

②「長野県中南信 自慢の逸品発掘・売込逆商談会（食料品製造業者 BtoB支援）」の企画開催 

   令和２年度で８回目を迎え、企画運営面の改善に取り組むとと

もに、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支援や、ブラシュア

ップ支援を、経営指導員のほかミラサポや長野県よろず支援拠点

の専門家を活用するなど、これまで以上に重点的に実施。また、

売れる商品づくりに関するセミナーを開催し、商品力や提案力が

向上し商談成約に繋がる支援を実施する。（以下実施例） 

・開催場所 長野県松本地域振興局等 

 ・参 加 数 売り手企業７０社 買い手企業２０社 

・協 力 先 長野県中南信１７商工団体、長野県松本・北アルプ

ス・諏訪・木曽・上伊那・南信州の各地域振興局、

（公財）長野県中小企業振興センター、長野県商工

会連合会中信経営支援センター、（一財）松本ものづ

くり産業支援センター 

 

大都市圏（新宿・名古屋）における物産展の企画開催・出展支援（地場産品 BtoC支援） 

 

③「信州・松本の物産と観光展 in地域のちからコレクション」への出展 

平成３０年度まで、新宿駅西口広場イベントコーナーにおいて、物産

と観光展を独自に開催していたが、令和元度以降は、日本各地の事業者

が地元特産品や地域開発商品の販売、観光 PR を行い話題性の創出と情

報を首都圏に発信するイベント「地域のちからコレクション」へ出展し、

一般消費者に自社商品を広く販売・PRする。また、事前にブランディン

グについて研修会で学び、出展当日は展示方法指導やセミナー、商品評

価会、相談会等を通じた出展者支援を行う。（以下実施例） 

・開催場所 新宿駅西口広場イベントコーナー 

・出展社数 当地域１５社 

・来場者数 約５５,０００人（３日間延べ数） 
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・主  催 地域のちからコレクション実行委員会 

・協 力 先 松本市、松本広域連合、アルプスの風観光推進協議会、松本特産品振興協会、松本

観光名産品協会 

 

④「金山物産展」の企画実施 

中京圏の消費者に向けて、名古屋市第二のターミ

ナル駅で、１日約４３万人が利用する金山総合駅の

連絡通路橋において、松本地域の特産・名産品の販

売・PRの拡大と観光宣伝による誘客を目的とした物

産と観光展を実施する。また、自社商品について、

消費者の声を把握することで、今後の商品開発や商

品改良に活かす。（以下実施例） 

・開催場所 金山総合駅 

・出展社数 １０社 

・1日当たりの駅総利用者数 約４３万人 

・協力先  松本市、松本広域連合、松本農業開発センター、松本特産品振興協会、松本観光名

産品協会 

 

（３）目標 
 実績 目標 

Ｈ30 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

商談会（BtoB）の企画開催数（①②） 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

・商談案件化率（小規模事業者） 15％ 15％ 15％ 15％ 15％ 15％ 

物産展（BtoC）の企画開催・ 

出展支援数（③④） 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

・売上高目標対比（小規模事業者） - 105％ 105％ 105％ 105％ 105％ 

※商談案件化率＝商談成約（見込み含む）数/（商談件数）、調査方法：参加者アンケート 

※新宿および金山物産展については、開催年度によって開催時期・日数等が異なるため、開催年度毎

に事前に売上高目標を設定し、その達成率を目標値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２５ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

８．地域経済の活性化に資する取組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】地域経済の活性化に資する事業に関し、現在、下記事業に主に取り組んでいる。 

 ① 企業の人材確保を支援する事業の企画開催（松本・塩尻・安曇野企業見学会） 

 

② 創業支援、事業承継支援に関わる、松本地域の行政、金融機関、専門家等支援機関によるネッ

トワークの設立（松本地域事業者支援ネットワーク） 

 

③ 魅力ある個店を育成する事業の企画開催（松本まちなかゼミナール） 

   

【課題】 

① 松本・塩尻・安曇野企業見学会 

   多くの企業や学生が参加しやすい開催時期、会場や対象とする学生の範囲拡大などについて

改善実施を検討していく。 

 

 ② 松本地域事業者支援ネットワーク 

地域の事業所を増やすための「創業から創業後の経営支援」と地域の事業所を継続させるため

の「事業承継支援」に関する各支援機関の事業活動について、定期的な連絡会議の開催、一支援

機関でなく支援機関全体で支援できる体制づくりに取り組む。 

 

 ③ 松本まちなかゼミナール 

過去１０回の開催を検証し、消費者ニーズの把握や顧客満足度の向上やリピーター獲得に繋げ

るような改善実施を検討する。また、参加者へのアンケート調査などを実施し、経営指導員と事

業改善に向けた取組みを通じて、消費者から選ばれる商品・サービスの付加価値の向上も図って

いく。 

 

（２）事業内容 

① 企業の人材確保を支援する事業：「松本・塩尻・安曇野企業見学会」の企画実施 

人材確保を希望する企業の出展を募り、将来地元への就職を考えている高校生等に対して、自

社の特徴や強み、会社での活動を幅広く知ってもらうイベントを、まつもと広域ものづくりフェ

ア実行委員会で年１回企画開催する。 

 

（実施内容）松本・塩尻・安曇野企業見学会 年１回開催 

 

（構成団体）松本市、塩尻市、安曇野市、松本広域連合、長野県松本地域振興局、(公財)長野県テ

クノ財団アルプスハイランド地域センター、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部、ポ

リテクセンター松本、長野県松本技術専門校、（一財）松本ものづくり産業支援センター、松本

地域産学官連絡会、松本地区雇用福祉協議会、松本商工会議所、塩尻商工会議所、安曇野市商工

会、松本機械金属工業会、塩尻機械金属工業協同組合、安曇野工業会、松本機械金属工業会青年

部、松本市西南工場団地協議会、松本市大久保工場公園団地管理組合、松本臨空工業団地管理組

合、信州大学、松本大学、長野工業高等専門学校、中信地区高等学校校長会、松本工業高等学校、

東京都市大学塩尻高等学校、松本市技術・家庭科教育研究会 
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企業見学会の様子 

 

② 松本地域事業者支援ネットワークの設立 

 創業支援、事業承継支援に携わる松本地域の行政、金融機関、専門家等支援機関で「松本地域事

業者支援ネットワーク」を設立し、地域の事業所を増やすための「創業から創業後の経営支援」と

地域の事業所を継続させるための「事業承継支援」に関する各支援機関の事業活動について、定期

的な連絡会議を開催し、創業・事業承継支援事業に関する情報共有を行いながら、一支援機関でな

く支援機関全体で支援できる体制づくりに取り組む。 

（実施内容） 

  松本地域事業者支援ネットワーク連絡会議 年２回開催 

（構成団体） 

松本市、松本商工会議所、日本政策金融公庫、長野県よろず支援拠点、長野県信用保証協会、長

野県弁護士会、長野県税理士会松本支部、㈱八十二銀行、㈱長野銀行、松本信用金庫、長野県信

用組合、NextStep信州、協力経営革新等支援機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 松本まちなかゼミナール（まちぜみ）の企画開催 

（事業内容） 

・年１回開催（過去１０回開催） 

・事業者やまちゼミ参加者へのアンケート調査 

・まちゼミの結果を活かした経営指導員による個別支援 

・事業改善に向けた取組みを事業者の間で共有する仕組

みづくりを検討していく。 
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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]県内の経営指導員との情報交換できる機会は多かったが、他の支援機関との情報交換す

る機会が少なかった。 

 

[課題]他の支援機関と情報交換できる機会を増やす。また、その情報交換で得た内容を毎週金

曜日の打ち合わせ会議で発表し、経営指導員等職員で共有する。 

 

（２）事業内容 

① （公財）長野県中小企業振興センター等によるセミナー、連絡会議への出席 

長野県内の商工会議所・商工会、金融機関、弁護士、中小企業診断士等支援機関が構成し、

長野県中小企業振興センターが主催する「ながの産業支援ネット連携推進会議」（６６団体）や

長野県商工会連合会が主催する「信州ビジネスサポートプラットホーム」（３６団体）におい

て、国・県の中小企業施策やＩＴクラウドを活用したシステムによるコミュニティー及び情報

活用支援事業（ミラサポ）の事例発表、経営課題等の相談に応じる専門家派遣・支援機関の事

例発表を通して、経営に関わる情報や補助金の情報取得を得ることができる。また、会員同士

のコミュニティーに参加でき、幅広く情報交換することができる。 

 

○ながの産業支援ネット連携推進会議（年２回） 

 第１回 第２回 

令和２年度～令和６年度 毎年６月中旬 毎年２月中旬 

 

○信州ビジネスサポートプラットホーム（年２回） 

 第１回 第２回 

令和２年度～令和６年度 毎年１０月中旬 毎年２月中旬 

 

② （一財）松本ものづくり産業支援センター事務打ち合わせ会への出席（原則月１回） 

  松本市と松本商工会議所では、松本市工業ビジョンに基づき、旧まつもと工業支援センター

の組織を改編し、支援力の強化と松本地域における「ものづくり産業」の振興、ICTの支援体

制強化と ICT人材の育成を推進するため、平成３０年４月に（一財）松本ものづくり産業支援

センターを設立。同センターのコーディネーターやアドバイザーによる支援事例やものづくり

企業の経営情勢などの情報交換を通じて、経営指導員の知見や支援ノウハウの向上に努める。 

（構成団体）松本市、松本商工会議所、（一財）松本ものづくり産業支援センター、（公財）長

野県テクノ財団アルプスハイランド地域センター、信州大学 

 

③ 松本地域産学官連絡会における連絡会議への出席（年１回） 

松本地域産学官連絡会（事務局：松本市）において、産学官が一体となった企業支援の研究

や取組み事例の情報交換を通じて、経営指導員の知見や支援ノウハウの向上に努める。 

 

（構成団体）松本市、信州大学、松本大学、松本歯科大学、㈱信州 TLO、長野県松本地域振興

局、長野県工業技術総合センター環境・情報技術部門、（公財）長野県テクノ財団アルプスハ

イランド地域センター、松本機械金属工業会、松本商工会議所、（一財）松本ものづくり産業

支援センター 
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④ アルプス広域コーディネーター連絡会議への出席（原則月１回） 

（公財）長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センターが主催し、松本市をはじめ、塩

尻市、安曇野市による広域からのコーディネーターが参加する「アルプス広域コーディネータ

ー連絡会議」における企業情報や支援事例、行政機関や支援機関での取組みに関する情報収集

により、経営指導員の知見や支援ノウハウの向上に努める。 

 

（構成団体）（公財）長野県テクノ財団アルプスハイランド地域センター、長野県松本地域振興

局、松本市、塩尻市、安曇野市、松本商工会議所、塩尻商工会議所、安曇野市商工会、（一

財）松本ものづくり産業支援センター、（一財）塩尻市振興公社、（一社）あづみ野産業振興

センター、信州大学、長野工業高等専門学校、松本技術専門校、長野県工業技術総合センタ

ー環境・情報技術部門、長野県中小企業振興センター、長野県よろず支援拠点、ポリテクセ

ンター松本、長野県発明協会 

 

⑤ 経営指導員による研究会の開催 

中信ブロックの商工会議所（松本、塩尻、大町、岡谷、下諏訪、諏訪、茅野）が参加する「中

信ブロック経営指導員研究会」において、他の支援機関や行政、専門家等を招いて、支援ノウハ

ウ、支援の現状等について情報交換を行い、各地域の小規模事業者や需要の動向、支援のノウハ

ウ等に関して新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図る。 

 

（構成団体）茅野商工会議所、諏訪商工会議所、下諏訪商工会議所、岡谷商工会議所 

塩尻商工会議所、大町商工会議所、松本商工会議所 

 

○研修事業の開催日程 

     特別コース（経営指導員研修）※毎年度２回開催 

 研修時間 第１回 第２回 

令和元年度実績 ５時間 塩 尻 １１月１５日 下諏訪 １１月２１日 

令和２年度 ５時間 岡 谷 １０月 中旬 茅 野 １１月  中旬 

令和３年度 ５時間 大 町 １０月 中旬 諏 訪 １１月 中旬 

令和４年度 ５時間 塩 尻 １０月 中旬 下諏訪 １１月 中旬 

令和５年度 ５時間 茅 野 １０月 中旬 岡 谷 １１月 中旬 

令和６年度 ５時間 諏 訪 １０月 中旬 大 町 １１月 中旬 

 

○連絡会議の開催 ※毎年度２回開催 

 第１回 第２回 

令和元年度実績  松 本   ６月 １８日 岡 谷  １２月 ６日 

令和２年度  松 本  ６月 中旬 大 町  １２月 上旬 

令和３年度  松 本   ６月 中旬 塩 尻  １２月 上旬 

令和４年度  松 本   ６月 中旬 茅 野  １２月 上旬 

令和５年度  松 本  ６月 中旬 諏 訪  １２月 上旬 

令和６年度  松 本   ６月 中旬 下諏訪  １２月 上旬 

 

 

 

 

 

 



２９ 

 

１０．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 職員スキルアップ研修会（年６回）や毎週金曜日の打ち合わせ会議を通し中小企業大学

校等で研修した内容を他の経営指導員等職員へ情報提供・共有を行っている。 

 

[課題] 支援能力の向上を図るために資格取得を目指していく。 

 

（２）事業内容 

①日本商工会議所が主催する研修会の参加に加え、中小企業大学校の主催する研修会に積極的

に参加することで、経営支援の基礎能力習得や地域の課題に対応する支援能力の向上を図る。

（令和元年度 中小企業大学校研修５人参加） 

 

②長野県商工会議所連合会が主催する経営指導員等義務研修（一般コース、特別コース）に参加

し、商工労働行政の一般的情報を得るとともに小規模事業者支援事業の実施に当たって必要と

なる専門的な知識の習得を図る。（令和元年度 一般コース ２回 特別コース ２回） 

 

③長野県商工会議所連合会が主催する経営指導員等専門研修（年５回開催）に参加し経営指導員

に専門分野に特化した研修を受講し、スキルアップを図るとともに職場でのＯＪＴに役立て

る。（令和元年度２人参加） 

 

④中信ブロック経営指導員研究会が主催する研修会（特別コース）に参加し、地域の小規模事業

者を中心とした中小企業を取り巻く経営環境、支援の取組み等、経営指導員の資質向上を図

る。（令和元年度 ２回） 

  

⑤当所中小企業振興部が主催する「職員スキルアップ研修会」を年６回隔月で開催。経営指導員、

補助員や小規模企業支援に関わる補助対象外職員も参加し中小企業大学校等の研修会に参加

した経営指導員等が講師となり経営支援への取組み方等について意見交換等を行い「職員の

支援能力の向上」を図ることや「企業支援内容の共有」「プレゼンテーション能力の向上」「対

話力の向上」を図る目的で実施する。（令和元年度 ６回） 

 

⑥担当経営指導員等が経営支援基幹システム（BIZ ミル）のデータ入力を適時・適切に行い、

支援中の小規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職

員でも一定レベル以上の対応ができるようにする。 

 

 ⑦経営指導員等が小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・経営革新につな

がる提案型指導ができるよう、経営指導員等の専門化や資質向上を目的に中小企業診断士等

の資格取得に取り組む。 
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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] 毎年６月と２月に事業評価委員会を開催し、６月は前年度の実績報告、２月は事業年度

の中間報告を行っている。事業内容を３９項目に区分し①事業内容、②成果指標、③前

年度から見直した内容、④事業の問題点・課題、⑤問題解決や目標達成のための取組

み、について事務局からプロジェクター等を活用して事業報告し、事業評価委員からア

ドバイスを受けている。資料は事業評価委員会開催日の一週間前に事業評価委員へ送付

している。 

 

[課題] 事業評価委員会で事業評価委員からの指摘事項、アドバイスを経営指導員等へ周知した

が理解が不足しているため、理解し行動できるよう改善していく。 

 

（２）事業内容 

①事業の成果・評価・見直しのしくみ 

・名称を事業評価委員会から事業評価協議会に改め、毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及

び成果について検証を行う。 

・当所役員及び外部評価委員により組織された事業評価協議会が、事務局より報告された本事業

の実施状況、成果報告及び見直し案ついて評価及びアドバイスを行う。 

・事業評価協議会の事業評価及び見直し案については常議員会の承認を受けた後、当所議員総会

に報告し承認を受ける。 

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

（https://www.mcci.jp/） 

 

②事業評価協議会 

・事業評価委員には当所役員の他、長野県及び松本市の商工観光担当部署職員、中小企業診断士

などの専門家、法定経営指導員、その他学識経験者等５～８名程度で構成する。 

・事業評価委員の選任については当所常議員会及び議員総会の承認を受ける。 

 

 ③事業評価の手順 

  ・令和２年３月  常議員会、通常議員総会にて事業評価委員を選任 

  ・令和２年６月   第１回事業評価協議会  令和２年度事業について説明 

  ・令和３年１月   第２回事業評価協議会  令和２年度事業中間報告・評価 

  ※令和３年６月  第１回事業評価協議会  令和３年度事業報告・評価及び令和３年度見直し

案評価・アドバイス 

 

（注１）※事業評価協議会は本事業の国への報告期限等により、開催月を変更する場合がある。 

（注２）事業評価協議会の報告は、当所常議員会及び議員総会の承認を受ける。 

（注３）令和３年度以降は上記日程に準じて行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mcci.jp/
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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１日現在） 

（１） 実施体制 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営発達支援計画実施者：２０名】 

法定経営指導員７名 経営指導員２名 補助員７名 広域専門指導員２名 支所長２名 

 

（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 連絡先 

松本商工会議所 中小企業振興部 

赤羽元秀、中島 健、金子秀世、田村啓昭

栗林俊幸、山田 聡、横山正興 

〒390-8503 

長野県松本市中央 1丁目 23番 1号 

TEL：0263-32-5350 FAX：0263-32-1482 

E-mail：soudan@mcci.or.jp 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言 

  経営発達支援計画の実施、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を行う。 

 

（３）連絡先 

①松本商工会議所 中小企業振興部 〒390-8503 長野県松本市中央 1丁目 23番 1号 

  TEL：0263-32-5350 FAX：0263-32-1482 E-mail：soudan@mcci.or.jp 

②松本市 商工観光部 商工課 〒390-0874 松本市大手 3丁目 8番 13号 

 TEL 0263-34-3110 FAX 0263-34-3008 E-mail：shoukou@city.matsumoto.lg.jp 

 

専務理事 

中小企業振興部 
(下記) 

地域振興部 
➢ 地域振興グループ 

経営指導員１名 補助員２名 

➢ 経営支援グループ 
法定経営指導員３名 

➢ 経営情報グループ 
法定経営指導員１名 経営指導員１名 補助員３名 

➢ ものづくり支援グループ 
法定経営指導員２名 補助員１名 

➢ 支所振興センター 
支所長２名 法定経営指導員１名 補助員１名 

➢ 広域専門支援センター 
広域専門指導員２名 

理事・事務局長 

松本市 

商工観光部 

商工課 

松本ものづく

り産業支援 

センター 
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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） 

 令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

必要な資金の額 14,140 14,190 14,190 14,245 14,245 

 

地域の経済動向調査 

・松本市景気動向調査、特別調査 

・松本市商店街歩行者通行量調査 

・松本市中心市街地空き店舗空き地調査 

 

経営状況の分析 

・経営分析セミナー 

 

事業計画の策定支援 

・事業計画作成セミナー 

・事業計画作成セミナー後の個別相談会 

・創業セミナー、創業スクール 

 

事業計画策定後の支援 

・事業計画作成後のフォローアップ 

 

需要動向調査に関すること 

・松本市の来訪者動態調査 

 

新たな需要の開拓に寄与する事業 

・食料品製造業販路開拓支援事業 

・ビジネス商談会販路開拓支援事業 

・首都圏物産展販路開拓支援事業 

・中京圏物産展販路開拓支援事業 

 

1,050 

700 

250 

 

 

380 

 

 

380 

280 

1,000 

 

1,200 

 

 

400 

 

 

1.200 

500 

5,600 

1,200 

 

1,050 

700 

250 

 

 

380 

 

 

380 

280 

1,000 

 

1,200 

 

 

450 

 

 

1.200 

500 

5,600 

1,200 

 

1,050 

700 

250 

 

 

380 

 

 

380 

280 

1,000 

 

1,200 

 

 

450 

 

 

1.200 

500 

5,600 

1,200 

 

1,050 

700 

250 

 

 

380 

 

 

380 

335 

1,000 

 

1,200 

 

 

450 

 

 

1.200 

500 

5,600 

1,200 

 

1,050 

700 

250 

 

 

380 

 

 

380 

335 

1,000 

 

1,200 

 

 

450 

 

 

1.200 

500 

5,600 

1,200 

（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 

国伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 

長野県補助金 

松本市補助金、負担金、委託費 

松本商工会議所会費収入 

国、県、市以外の構成団体の負担金 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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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 

（記載事項はありません） 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




