
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
小諸商工会議所 （法人番号５１００００５００３６５２） 

小諸市     （地方公共団体コード２０２０８８） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目  標 

（１）商店街の活性化や観光客誘致に向け、小規模事業者が魅力あるサービ

ス・商品展開を図り、経営改善を目指す。 

（２）企業誘致を図り雇用の場を確保するとともに、企業と求職者のマッチン

グによる、人材確保及び人材育成を図る。 

（３）若手職員が多い当所においては、支援の資質向上に向けた職員向けの勉

強会の実施や、各関係機関や専門家と連携を強化し、小規模事業者への

充実した支援体制を整える。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．地域経済動向調査に関すること 

小規模事業者の経済状況を把握するための調査やＲＥＳＡＳ等を活用し

た専門的分析を実施し、情報提供及び事業計画策定等に活用していく。 

３．経営状況の分析に関すること 

経済産業省の「ローカルベンチマーク」等を活用したＳＷＯＴ分析や財務

分析を行い、各企業の経営課題を明確化させ、事業計画策定へと繋げていく。 

４．事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定の重要性を理解し、経営状況の分析を経て課題解決に向けた

支援を行い、小規模事業者の持続的発展を目指す。 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業進捗状況を確認するとともに、計画との差異状況により支援体制を変

更し、小規模事業者に寄り添った支援を継続していく。 

６．需要動向調査に関すること 

顧客ニーズを明確化させたうえで、ターゲットにダイレクトに届くような

広報支援、展示会出展支援等に繋げる。 

７．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

各業種に合わせた展示会・商談会への出展やプレスリリースなど、新たな

需要開拓の積極的な取組みを支援する 

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 

魅力あるまちづくりに推進に向け、小諸市や小諸観光局と連携し、企業誘

致・商店街サポート事業・特産品開発などの取組みを支援する。 

連 絡 先 

小諸商工会議所 中小企業相談所 

〒384-0025  長野県小諸市相生町 3-3-12 

TEL：0267-22-3355/FAX：0267-23-9030  E-mail：yanagisawa@kcci.komoro.org 

小諸市 商工観光課 

〒384-0025  長野県小諸市相生町 3-3-3 

TEL：0267-22-1700/FAX：0267-24-3570 

E-mail：shoko@city.komoro.nagano.jp 
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に広く世間に認められるようになり、長野県内をはじめ関東や中京圏にも「小諸商人ここにあ

り」と、その存在を知らしめてきた。明治期の小諸の商業的地位の高さを示すものとして、県

下の営業税等級は小諸・長野・上田・松本・飯田が一等地になっている。 

図３の通り、減少傾向にあるものの、現在も卸・小売業の割合が高いことが分かる。 

 

〈図３：産業大分類別の事業所数の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③交通 

昭和 55 年（1980 年）に開通した上信越自動車道が市内中部を横断しており、小諸ＩＣの

交通量は平成 16年から平成 25年まで微増を続けている。 

鉄道は、平成 9 年（1997 年）の長野新幹線開業とともに JR 東日本から経営移管された「し

なの鉄道」と、JR 鉄道最高地点の野辺山駅を有する高原鉄道「JR 小海線」が通っている。平

成 10 年冬の長野オリンピックに合わせ開通した北陸新幹線には小諸駅はできず、小諸駅の利

用者数は減少傾向にあるものの、近隣市町の軽井沢駅、佐久平駅、上田駅から短時間でのアク

セスが可能である。 

駅からは、平日の通勤通学時間に合わせた定時定路線バス「愛のりすみれ号」や、予約制愛

のりタクシー「こもろ愛のりくん」が運行しているが、市民サービスが主目的のため、観光客

には使い難い運用となっている。 

 

④人口の推移 

小諸市の総人口は、42,389 人（男性 20,789人、女性 21,600 人）で、世帯数は 18,883 世帯。

2000 年まで一貫して人口増加が続き、同年の約 4.6 万人をピークに、その後は減少。2015 年

にはピーク時より約 0.4万人減、今後推計上では 2040年に 3.2 万人まで減少すると推計され、

本市成立時の人口を下回るものと見込まれる。年少人口と生産年齢人口は 4割減少、老年人口

は約 1割増加する見込み。長野県内の他市町村と比較すると平均的な人口減少段階をたどると

考えられる。一方で、本市の近隣では御代田町のように周辺の傾向から外れて、将来的にも人

口維持が期待される自治体が存在する。 

現在本市では、市内各地域を結ぶ公共交通ネットワークを強化し、公共交通の利便性が特に

高い中心市街地へ、生活に欠かすことができない都市機能（施設）の立地を促す、「多極ネッ

トワーク型コンパクトシティ」の形成に取り組むことで、一度の外出で様々な日常の用事を済

ますことができるなどの”利便性の高いまちづくり”を進めている。市庁舎や図書館、交流セ

ンターなどの整備が行われ、一昨年には総合病院が市庁舎に隣接して新築され、ある程度の都

市機能集約は完了した。主要駅である小諸駅からも近く、利便性は高いものの、人口の増加に

は至らず、コンパクトシティの形成に向け、拠点となる地域への人口集約及び増加対策が課題
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であると考える。 

 

〈図４：小諸市の人口推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤事業所数の推移 

図５の事業者数の推移をみると、1996 年から 2012 年までの調査期毎に約 200 社ずつ減少し

ているものの、2016 年は減少のペースが緩やかになった。しかし、小規模事業者は依然とし

て減少のペースは衰えていない。 

特急全便が停車した小諸駅は、当区域内の主要駅であったが、長野新幹線が南隣の佐久市に

ある佐久平駅発着となり、小諸駅の乗降者数は激減するなど、経済環境や社会環境の変化によ

り地域経済は弱体化。更に事業主の高齢化、後継者不足、商店街共同ビルの老朽化など様々な

要因によって、小規模事業者は減少傾向にある。 

一方で従業員数を見ると、1996年から 2006年の間は大幅な減少がみられたが、2016年には

増加している。事業所規模別では、従業員数が 1～9 人までの事業所では、従業員数は減少傾

向にあるが、10～30 人以上の事業所では、事業所数並びに従業員数ともに横ばい若しくは増

加傾向にある。家族経営の個人事業主や一人親方のような小規模事業者は淘汰され、一部中小

企業及び大企業が拡大化していると推測される。 

また、雇用については隣接する佐久地域の求人倍率は 1倍を超えているが、企業と求職者と

のミスマッチが起き、人材不足が深刻化。働く場を確保するためには、企業誘致と合わせ市外
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移転や廃業等による減少を防ぐために既存企業への支援の充実、起業者となる人材の育成や経

営を維持していくための知識を高めていく必要がある。 

 

(年間観光客数 延 170万人・製造品出荷額 11,485,405 万円) 

 

〈図５：小諸市の事業者数の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥業種別の景況感 

 図６のとおり、令和元年７月～９月の３か月間における小諸市内の産業別景況調査を実施

（調査対象 200社、回答数 102社、回答率 51%）したところ、卸売業以外の業種において売上

受注額がマイナス、経常利益及び業況、来期の見通し売上受注額においては全業種でマイナス

となっており、多くの企業が厳しい状況にあることが分かる。また、経営上の問題点・課題点

について、建設業は価格競争の激化、その他の業種では需要の停滞を挙げている。新規取引先

の獲得に向けた経営革新計画策定支援等が必要であると考える。 

 

〈図６：産業別景況調査（令和元年７月～９月期〉（小諸商工会議所にて調査） 
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⑦産業別の現状と課題 

《商業・サービス業》 

北国街道周辺には多くの商店が軒を連ね商都として栄えたが、大型店の進出やネット販売の

普及などの消費動向変化、店主の高齢化、後継者不足などにより小規模小売サービス業者は依

然として厳しい状況であり、中心市街地では空き店舗が増加傾向にある。長野県の調査では、

商店街が衰退する要因として、店主の高齢化（後継者不足）、郊外大型店への顧客流出、商圏

内の人口・世帯数の減少、店舗の減少などが挙げられている。一方で、魅力ある店舗の増加、

駐車場・駐輪場の設置、商店が連続していることが繁栄している要因であると考えられること

から、空き店舗により多くの魅力ある店舗を出店・誘致することが課題としてあげられる。 

当会議所では、現在空き店舗対策として、会議所で中心市街地の空き店舗を活用しチャレン

ジショップを設置、新規創業出店者支援を行っている。その他にも、既存店舗を対象とした小

諸市独自の補助金を設けるなど、既存店舗の存続に対する支援を行っている。 

また、中心市街地商店街では、100 円商店街を定期的に実施。各商店が積極的に事業に取り

組み、魅力ある商店街づくりに向け活動している。 

 

《観光業》 

小諸市の観光には、小諸駅周辺を中心に懐古園や北国街道小諸宿などの歴史・文芸巡りエリ

ア、浅間山・高峰高原を中心にトレッキングや登山、サイクリングなどの自然体感アクティビ

ティエリア、千曲川・中山間地周辺を中心とした自然と生活文化の共存エリアと、大きく３分

類できる。特に日本 100名城の小諸城は、城郭が城下町より低い場所に位置する「穴城（あな

じろ）」で、日本に唯一と言われている。大正時代に近代公園として整備され、日本さくら 100

選、日本歴史公園 100 選にも指定されており、年間約 58 万人が来園する。観光局では、有志

を募り小諸センゴク甲冑隊を組織し、桜まつりなどのイベントにおいて殺陣や甲冑野点などを

披露し、来園客をもてなしている。また、浅間山・高峰高原エリアでは活火山からの恵みであ

る多様な地域資源や動植物が豊富に共存しており、国有林には登山道、宿泊施設などが整備さ

れ、山岳ガイドやプログラム等を NPO 法人や山岳観光業者が連携して実施している。 

それぞれ各方面のファンに一定の人気を得ているが、小諸ブランドとして日本の代表的な観

光地とはなっていないのが現状である。そんな中、平成 28年に一般社団法人こもろ観光局（日

本版ＤＭＯ）が設置され、今まで多くの観光関係団体がそれぞれで活動してきたが、その取り

まとめ役としてオール小諸で「観光を軸とした地域づくり」を使命として活動中である。 
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《製造業》 

図 7製造業の業種別事業所数及び従業員数をみると、事業所数では大きな差はなく、従業員

数では電子回路基板などを製造する電子部品製造業が多く、その他、プラスチック製品製造業

や生産用機械部品製造業などが主体となっている。製造品出荷額は、平成 12 年をピークに減

少傾向にあり、平成 20年には回復の兆しを見せたものの、リーマンショックや平成 23年の東

日本大震災の影響等により、平成 24 年には 982 億円まで減少した。その後は、徐々に回復傾

向にある。 

下請け孫請け企業が多く、元請け企業に大きく影響されやすい。海外での大量生産や元請け

企業の内製化による受注減少、さらに高齢化に伴う若手や中堅社員の人材不足、ノウハウの伝

承不足、新規顧客獲得などが課題であり、各関係機関と連携しノウハウの持ったシニア世代の

活用や、外国人労働者派遣などの支援が必要である。 

 

〈図７：製造業の業種別事業種数及び従業員数〉 

 
 

〈図８：製造品出荷額の推移（億円）〉 

 
 

 

《建設業》 

近隣の軽井沢町では、インバウンド需要やオリンピック景気に後押しされ、別荘の建設やリ

ゾート開発が盛んにおこなわれている。また、佐久市の佐久平駅（新幹線発着駅）周辺におい

ても、マンションや一戸建て住宅の建設が盛んにおこなわれている。市内建設業者も多くの受

注を請けていたが、大工や土木職人などの高齢化に伴う技術者不足により、請けられない状況

が続いていた。人材不足は深刻な問題となっており、大工や土木職人のなり手が少ない中で、

地域内の高校では土木科がなくなり、職人の育成も難しくなっている。 
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現在は、人材不足を補うために、同業者と協力連携して対応しているが、今後は職人の人材

確保・育成に向けた取り組みが必要である。 

 

 

（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 

急激な人口減少、少子高齢化は深刻であり、地域経済を支える小規模事業者の減少の要因の

一つにもなっている中で、小規模事業者の減少に歯止めをかけるための取組が必要である。現

在も、小諸市の総合計画の目標を「人口」として、企業誘致や移住定住、企業と求職者のマッ

チング、事業承継による世代交代、シェアオフィスの設置、創業による新たな事業者の創出な

どの事業を行っており、今後もより一層取組を強化し継続して事業を行っていく。 

また、地域内の小規模事業者への定期的な訪問により現状と課題を把握し、必要とされる支

援を明確化し、各関係機関・団体と連携して早急な対策をとることで、小規模事業者の持続的

発展を目指す。 

 

②小諸市総合計画との連動性・整合性 

平成 28 年度に策定された小諸市の総合計画［平成 28年～平成 39年度（12年間）］産業に

係わる計画は以下のとおりである。 

 

【将来像】住みたい 行きたい 帰ってきたい まち 小諸 

～自然と文化と人々が織りなすハーモニーで 

みんなにやさしい 活気あふれる 高原の城下町に～ 

 

《産業・交流の目標》地域の宝、地域の資源を有効活用し、活気ある豊かなまち 

 ○企業誘致・創業支援・事業者支援により経済活動が活発化し、雇用が充実すること 

目標値：企業誘致を年間 3件めざす。 

事業者の役割： 

・企業誘致等に活用可能な土地情報を提供する。 

・市民を積極的に雇用し、人材育成を図る。 

    ・地域貢献活動に積極的に取り組む。 

 

○観光・交流人口が増加することで、地域経済が活性化すること 

目標値 1：交流人口を 12 年間で 10％、年間 1％程度の増加をめざす。 

目標値 2：懐古園有料入園者数 年間 2,000 人増加をめざす。 

事業者の役割： 

・観光人口を増加させるため、事業者間の連携を図るとともに、個々の魅力を

高める努力をする。 

・着地型観光を推進する。 

・小諸市ならではの土産品を開発する。 

・懐古園と他の観光資源を結ぶルートを開発・設定する。 

 

○空き家の活用や住宅の新築等により、移住・定住者が増加すること 

目標値：新築住宅着工数 年間 200件をめざし、以降は社会資本整備による宅地分譲の活

発化等により 175～185 件をめざす。 

事業者の役割： 
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・移住者を積極的に雇用し、人材の育成を図る。 

・積極的に宅地開発をする。 

 

③小諸商工会議所としての役割 

小諸商工会議所は、使命である「経営支援」と「地域支援」を達成するため、企業や行政、

市民、関係団体との連携により地域の取り組みを熟知し、地域に必要とされ強いリーダーシッ

プが発揮できる「身近で信頼される商工会議所」を目指す。そのために、以下の役割を果たし

ていく。 

＜要望提言活動と企業への情報提供等のための幅広い情報収集の強化＞ 

○多くの事業主、幅広い業種、団体、専門機関などからアンケート調査や巡回調査、各

種会議や各関係機関から情報提供を受けて、業界動向調査、需要動向調査、意見要望

などを集約し、専門家による研究分析を行い幅広いデータを蓄積した中で、企業や地

域の課題を把握し、経営計画策定や企業への情報提供、地域での要望提言を行う。 

 

＜小諸の企業を元気にする活動の強化(経営支援)＞ 

○会議所と商店街組織･業種団体･行政･金融機関･専門員等の連携を強化して、地域一体

となって創業者の支援、既存企業の成長･発達･持続のための支援に取組む。 

○企業と指導員の信頼関係構築による、一歩踏み込んだ伴走型支援(経営課題の抽出・

経営分析・戦略計画策定・実施・市場調査・販路開拓・税務記帳指導相談などの経営

改善普及事業)を継続的に行う。 

○企業雇用拡大に結び付く経営支援と企業人材育成事業を積極的に行う。 

 

＜地域活性化の中核としての機能強化(地域支援)＞ 

○小諸市コンパクトシティ構想を見据えた事業展開支援、賑わい創出事業の実施、地域

の魅力発掘発信による交流人口・定住人口増加策に積極的に取組む。 

 

＜組織・財政基盤の強化＞ 

○職員・指導員一人一人がスキルアップ(専門的知識・豊富な情報・広域的繋がり)によ

り、多くの事業主との信頼関係を得て、地域で必要な存在となることを目指す。 

○組織力強化のため会員増強、巡回支援の徹底による廃業・移転の未然防止に努める。 

○地域振興支援のために、新な自主財源を確保し財政基盤を強化していく。 

 

＜連携による活動効果の拡大＞ 

○地域企業活性化のための、様々なネットワーク形成の構築とパイプ役となるコーディ

ネートを行い積極的に利用していく。 

○企業需要開拓に寄与するため、広域的な連携に積極的に参加し、商談会、展示会など

を開催･参加して、また IT・ソーシャルメディア・マスメディアを大いに活用した事

業(プレスリリース発表会、広報など)に積極的に取り組む。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

上記の現状や経営課題内容、また小諸市の総合計画や当所の役割を踏まえ、小規模事業者の

持続的発展に向けた、経営発達計画の目標を以下の通り設定する。 

 

①商店街の活性化や観光客誘致に向け、小規模事業者が魅力あるサービス・商品展開を図り、
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経営改善を目指す。 

 

②企業誘致を図り雇用の場を確保するとともに、企業と求職者のマッチングによる、人材確保

及び人材育成を図る。 

 

③若手職員が多い当所においては、支援の資質向上に向けた職員向けの勉強会の実施や、各関

係機関や専門家と連携を強化し、小規模事業者への充実した支援体制を整える。 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①事業主の高齢化が進む中で、商売意欲低下に対する意識改革、事業承継の積極的な推進、

核になる人材を中心としたイベントなどによる地域活性化支援を行い、個店の魅力アップ

を図っていく。 

 

②人口減少対策として企業誘致の推進を図る。また、県外での企業説明会や就職相談会の実施、

企業とのマッチング、シニア層の活用や外国人材の斡旋、事業所間の連携強化など、行政や

各関係機関・団体と連携して、人材確保・人材育成支援を行っていく。 

 

③会議所は転換期であり、職員は使命感と積極性を持って高いスキルを身につけるとともに、

小規模事業者への支援能力向上を目指す。そのために、当所専属の専門家やコーディネータ

ーなどによる勉強会の実施、ミラサポ、よろず支援拠点等を活用した専門的支援を行い、小

規模事業者の課題解決に向けた支援体制を強化する。 
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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．地域経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

当地域の景況調査については、中小企業 200社を対象として年 4回の独自調査を実施し、併

せてその時の情勢や経済動向について簡単なアンケート調査も行っている。その他、全会員企

業への訪問によるアンケート調査や国や県からの依頼による調査を必要に応じて実施してい

たのみであり、小規模事業者を対象とした地域経済の動向調査は行っていないの現状である。

また、独自の景況調査についても、当所会報等による情報提供のみであり、一部情報を活用す

ることはあっても、情報を基にした調査分析はしてこなかった。 

多くの小規模事業者は、経済動向を主観としてとらえ、代表者の感覚で経営を行っているこ

とが多く、当所も明確な情報を提供できていなかったことが課題であり、今後は、現在行って

いる景況調査の情報集約や分析に加え、地域内の小規模事業者の経済状況を把握するための調

査やビッグデータ等を活用した専門的な分析を実施し、情報提供を行うとともに事業計画策定

等に活用していく。 

 

（２）事業内容 

①中小企業向を対象とした景況調査（既存事業拡充） 

〈対象〉市内の中小企業 200社 

（製造業 45社、建設業 40社、卸売業 25社、小売業 40 社、サービス業 50社） 

〈頻度〉四半期毎/年 4回 

〈調査方法〉調査票を郵送または巡回により配布し、返信封筒で回収 

〈調査項目〉５業種に分類して今期の状況と来期の見通しについて、売上、経常利益、業況、

資金繰り、借入頻度、借入金利、雇用人員について前年同期比で増減しているか 5

段階選択方式で行う。また、調査時期に話題となっている経営に関する事項を記述ア

ンケートで実施する。 

〈分析方法〉各調査項目について、「増加」「好転」したなどとする企業割合から、「減少」「悪

化」したなどとする企業割合を引いたＤＩ値として数値化する。 

また、小諸市とも情報共有し、今までの調査実績と比較するなどの分析を行い、必要

に応じて施策による支援策等の検討を行う。 

また、小規模事業者の景況感を把握するために、調査結果の中から小規模事業者の情

報を引き出して分析する。 

〈活用方法〉調査結果は、当所ＨＰや会報等へ掲載するとともに、経営課題や地域の課題・要

望に関しては、調査先 1件 1件に対して、対策や支援策をフィードバックするととも

に、事業計画策定等の支援に繋げる。また、小諸市の施策への繁栄、経営計画策定支

援など幅広く活用していく。 

 

 ②国が提供する地域分析システム「ＲＥＳＡＳ」の活用 

当地域の現状と実態を把握し効率的な地域経済活性化を目指すために、地域分析システム



１１ 

「ＲＥＳＡＳ」を活用した、地域の経済動向を分析する。 

〈頻度〉年 1回 

〈調査内容〉 

・「人口マップ（人口推移・人口構成）」 

・「まちづくりマップ（From-to 分析）」→滞在人口等の人の動き等を分析 

・「地域経済循環マップ・生産分析」→産業別の経済の流れ等を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

・「観光マップ・目的地分析」→顧客層や重点観光資源や宿泊観光動向等を分析 

この他、必要と感じる調査分析を行う。 

〈活用法用〉年に 1回に調査結果を、当所会報やＨＰなどに掲載して情報提供するとともに、

上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

（３）目標 

内 容 現状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①調査結果の公表 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

②RESASの活用・分析・公表 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

経営分析に関しては、マル経融資や制度融資の斡旋、記帳指導、また小規模事業者持続化補

助金の申請時に、訪問調査及び経営分析、資金繰り計画支援等は行ってきたが、小規模事業者

の持続的発展を視野に入れた、経営改善や経営革新に向けた経営分析はほとんど行っていない

のが現状である。 

実情として、企業の代表者は厳しい経営状況であることは認識していながら、第三者である

経営指導員等などには情報提供拒むことも多い。また、経営改善対策に向けた経営分析を提案

しても「めんどくさい」「大変だ」という感情から、個人で解決しようと奮闘したり、とりあ

えず借入でしのぐ等の対応をしており、当所は実態をつかめていない。当所としては、日ごろ

の支援から一歩踏み込んだ話題に触れていき、悩みを聞き出し、支援対策を早急に検討・提案

し、まず身近で信頼される存在になることが必要と考える。その上で、広域専門指導員やよろ

ず支援拠点などと連携し、専門家協力を得て積極的な経営支援を進め、事業者の発掘・経営分

析を行っていく。 

 

（２）事業内容 

①経営課題を明確化するための経営分析支援（セミナーの開催） 

〈目的〉 

専門家を講師として招聘し、現状の把握及び経営課題を明確化するための経営分析セミナ

ーを開催する。何のために経営分析をするのか、必要性を伝えセミナーだけに留まらず、実

際の経営分析支援事業者へと繋げていく。 

〈募集方法〉募集チラシを作成の上、小規模事業者巡回時の手配り、当所会報への折込（掲載）、

小諸市及び当所ＨＰへのアップ、地域の新聞への掲載、各会議や関係団体への配

布等を行う。 

〈開催回数〉年 2 回 

〈参加見込み数〉1回あたり 15人 
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②経営分析を行う事業者の発掘・支援 

セミナーの開催や事業所訪問をする中で、各種施策内容を PR しながら、周囲の事業所に活

性化を促す影響力があり、また持続的発達が特に必要な事業所を発掘する。各種補助金申請や

融資実行のための支援を含め、事業主の「やる気」を促して、事業所の発達を目指す。 

〈対象者〉 

セミナーや企業訪問により意欲的で影響力のある企業（経営指導員等 3名×20社=60社）

を選定 

〈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、粗利益率 等 

「SWOT分析」・・強み、弱み、脅威、機会 等 

〈分析方法〉経済産業省の「ローカルベンチマーク」等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

③経営分析ミーティングの開催 

全指導員及び広域専門指導員と創業コーディネーター・当所専属中小企業診断士と税理士等

により、上記事業者の経営分析状況を確認し、的確な課題の抽出を行っていく。また、経営分

析ミーティングの開催により指導員同士のスキルアップも図っていく。 

 

 

（３）成果の活用 

①経営分析結果は、当該事業者へフィードバックし、経営課題の明確化、経営計画の策定等に

活用する。 

 

②経営分析結果は、データベース化し内部共有することで、各種支援や指導員等のスキルアッ

プに活用する。 

 

（４）目標 

内 容 現状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①経営分析セミナーの開催 随時 2回 2回 2回 2回 2回 

①経営分析セミナー参加者数 ― 15/回 15/回 15/回 15/回 15/回 

②経営分析件数 6件 60 件 60件 60件 60件 60件 

③経営分析ミーティング 2件 60 件 60件 60件 60件 60件 

 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

小規模事業者に対しての事業計画策定支援については、小規模事業者持続化補助金申請者向

けにセミナーを開催し、実際の策定については各指導員が個別対応して作成してきた。また、

小諸市の補助金申請や資金調達時に必要に応じて対応する程度で、それ以外の啓蒙活動等は特

に行っておらず、支援件数は少数であった。 

これまでは、補助金申請に向けたセミナーを行っている程度であり、事業計画策定の意義や

重要性が浸透してないため、セミナー等を通じて必要性を周知し、補助金のためだけの事業計

画ではなく、今後の事業を見据えた計画策定の取り組みが必要である。 
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（２）支援に対する考え方 

小規模事業者は、感覚やイメージで目標数値を設定していることが多く、実際に小規模事業

者持続化補助金を申請するために計画策定した事業者からは、作成したことで「事業の見直し

ができた」や「頭の中でイメージしていた事業が、文章化したことで分かりやすくなり、事業

に取り組みやすくなった」などの声も上がっている。実際に上がった声を、できるだけ多くの

小規模事業者に伝え必要性を感じてもらいやる気になってもらうための活動を行い、事業計画

策定に結びつけていく。３．で経営分析を行った事業者の 3 割程度/年の事業計画策定を目指

す。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定の重要性を伝えるための、事業計画策定セミナーの開催 

〈募集方法〉３．で経営分析を行った事業者を対象とした事業計画策定セミナーを開催する。 

〈開催回数〉年 1 回 

〈参加見込み数〉30人 

 

②経営分析を行った事業者、特に事業計画策定セミナーに参加した事業者に対しては、経営指

導員等が担当制で張り付きアフターフォローを重点的に行う。外部専門家も交えて支援体制

を整え、事業計画の策定に繋げる。 

 

③当所では、チャレンジ起業相談室を設置し専属コーディネーターを１名雇用して指導員と連

携しながら、創業者予定者や第二創業を希望する事業主に対してのワンストップ窓口できめ

細かな指導･支援を行っている。創業者に対しての事業計画策定支援も継続して実施してい

く。 

 

（４）目標 

内 容 現状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

事業計画策定件数 5件 20 件 20 件 20 件 20件 20件 

創業者の事業計画策定件数 5件 5件 5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 

事業計画策定支援後の対応については、フォローアップ体制などはなく、必要に応じて対応

する程度であった。一方で、創業者に対しては、専門のコーディネーターが定期的に訪問し状

況確認や必要に応じて専門家による相談対応、資金繰り支援を行うとともに、創業に至ってい

ない方に対しても、創業塾への斡旋などアフターフォローも行っている。 

創業者だけでなく、持続化補助金等の補助金申請による事業計画策定を行った事業者に対し

ても、事業実施状況の確認や必要な支援を行う必要がある。 

 

（２）事業内容 

事業計画策定した全ての事業者を対象として、事業計画の進捗状況を確認し経営改善効果を

調査する。併せて必要な指導・助言を行いＰＤＣＡの徹底に努める。フォローアップの頻度に

ついては、3 か月に 1回を目安として、順調である事業者に対しては頻度を減らし、そうでな
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い事業者は頻度を増やし、必要に応じて外部専門家を派遣し、第三者の視点を投入し、原因の

調査や今後の対応を判断していく。また事業主の満足度も確認して、信頼関係を構築する。国、

県、市、日本商工会議所、関係支援機関の行う支援策などの広報･案内により周知し、フォロ

ーアップを実施する。 

 

（３）目標 

内 容 現状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

事業計画策定後の支援件数 5件 80 件 80件 80件 80件 80件 

アフターフォローの回数 0回 60 回 60 回 60 回 60回 60回 

創業者計画策定事業者に対す

るアフターフォロー件数 
5件 5件 5件 5件 5件 5件 

創業者計画策定事業者に対す

るアフターフォローの回数 
20 回 20 回 20 回 20 回 20回 20回 

 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

小規模事業者の販売する商品や、製品、提供するサービスの需要動向については、インター

ネットなどに掲載されている情報を簡単に確認している程度に過ぎず、調査・分析は実施して

いない。新商品開発や商品をＰＲするための広報活動についても、代表者の感覚を頼りに行っ

ているのが現状である。 

本来であれば、需要動向調査を実施し、顧客ニーズを明確化したうえで、商品開発を行い、

ターゲットを捉えたメディアでの広報活動が必要である。また、創業者に対しても業種に合っ

た場所での出店支援が求められており、ターゲットをとらえきれいていない場合には、創業後

非常に苦戦している事業者も見受けられる。 

 

（２）事業内容 

①中心市街地活性化に向けた需要動向調査 

小諸市では、コンパクトシティ構想の実現に向けた事業を進めているところであり、現在

は中心市街地にスーパーと福祉施設、保育施設、バスターミナルを含めた複合施設を建設中

である。中心市街地では、今まであったスーパーが複合施設内に新設するために休業中であ

り、高齢者などが買い物に困っている状況にある。また、中心市街地への来訪者も減少傾向

にある。複合施設の完成は、令和 3年 8月ごろの予定であり、各商店街や実業会と協力して

「完成前の実態調査」及び「完成後の動向調査」を実施し、中心市街地の商業・サービス業

関係者約 100社へフィードバックし、今後の事業展開に活用する。また、調査分析結果は事

業計画に反映させる。 

 

《サンプル数》対象地区の商店利用者 200人 

《調査方法》中心市街地の現状を把握するためにヒアリングシートを作成し、経営指導員等は

対象となる地域の事業者に対して訪問してヒアリングを行う。事業者は、利用者

の実態を把握するために、利用客に対してヒアリングを行う。ヒアリングするた

めの参考資料は、当所で作成。 

調査は、年 1回実施し、調査結果をまとめる。 
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《調査項目》事業者と検討の上、時期や状況に応じて検討する。 

（例：中心市街地に訪れる理由・方法、利用客が必要としているもの、買い物する

場所、施設の利用勝手、事業承継 など） 

《活用方法》分析結果は、中心市街地の該当事業者にフィードバックするとともに、事業者の

経営改善、空き店舗への企業誘致、当所チャレンジショップ運営の参考資料とし

て活用する。 

 

②展示会・商談会におけるニーズ調査 

事業者に対して需要動向調査の必要性を説明し、そのための展示会・商談会への出店を支

援する。その際に、事業者が出展する商品を消費者やバイヤーがどのように感じるかについ

て試食・アンケート調査等を事業者と経営指導員が協力して実施する。 

 

《展示会・商談会》スーパーマーケット・トレードショー、うまし逸品商談会 

《調査項目》味・雰囲気などの好み、価格、パッケージデザイン、他社商品との比較、商品に

対する 満足度、改善点等 

《サンプル数》来場者（バイヤー）50件 

《活用方法》出展者にフィードバックし、商品の改善、今後の商品開発等に活用していく。 

 

（３）目標 

内 容 現状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①調査対象事業者数 0件 100 件 100件 100 件 100件 100件 

②調査対象事業者数 3件 5件 5件 5件 5件 5件 

 

 

７．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

現状としては、、住宅の相談会の実施による新築及びリフォーム顧客の開拓、食品製造業者

に対しては幕張メッセで開催される「スーパーマーケット・トレードショー」への出展支援、

また製造業者向けのテクニカルショウヨコハマ（工業技術見本市）や上田地域産業展などへの

出展支援を行うなど、その他にも各種展示会・商談会の情報提供など行ってきた。 

出展支援後も、反省会や情報交換会などは開催してきたが、商談成立までのアフターフォロ

ーは行ってこなかった。実際に、各企業の商品や製品のＰＲは出来たものの、商談成立という

実績は上がっておらず、今後は商談成立を目指した支援を行っていく。 

 

（２）事業内容 

①プレスリリース発表会等の開催 

小規模事業者の販路開拓のため販売商品や技術･サービスなどの「売り」や「強み」を上

記取組の中で見出し、商工会議所全国組織を利用した個別売込みを推進する。当所発信で「小

諸商工会議所推奨」と信頼性を与えるための認定を行い幅広く売込んで行く。小諸市や当所

での広報活動(合同売込チラシ・ソーシャルメディア・HP・会報等)と併せてプレスリリース

発表会などを開催しマスメディアを大いに利用し有効的に PRして行く。 

 

②展示会・商談会への出展支援 

独自商品を開発してもＰＲ費用をかけられず、販路拡大につながらないケースがあるた
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め、展示会への出展を支援し、広くＰＲすることで販路拡大に繋げる。また、独自に商談会

を開催し地元での需要開拓も目指す。 

大きな展示会に出展する場合は、多くの商品が出品されるため、展示方法や商談方法など

にも工夫が必要であり、事前に専門家を交えて講習会を開催する。出展後も商談状況の確認

を行い、成約件数アップに向けたアフターフォローも行う。 

 

【出展予定の展示会・商談会（案）】 

○スーパーマーケット・トレードショー（ＢtoＢ） 

スーパーマーケット・トレードショーは、スーパーマーケットを中心とする食品流通業

界に最新情報を発信する商談展示会。小売業をはじめ、卸・商社、中食、外食、海外など

から多数のバイヤーが来場する。3 日間の開催で、出展企業約 2,200 社、来場者数は約

88,000人。 

 

○テクニカルショウヨコハマ（工業技術見本市）（ＢtoＢ） 

テクニカルショウヨコハマは、神奈川県下最大級の工業技術・製品に関する総合見本市。

素材・部品・研究開発・製造及び福祉・環境問題といったハードとソフトの総合的な工業

見本市として首都圏に確固たる地位を築いている。3日間の開催で、出展企業約 800 社、

来場者数は約 35,000 人。 

 

○新築・リフォーム相談会 

建設業者の地元での需要開拓のための相談会。小規模事業者単独では、住宅メーカーの

営業力に敵わない。そこで、地域住民や移住者への家の相談役として末永く利用してもら

えるよう、当所が取りまとめ役となって相談会を開催する。 

 

○その他、当地域の小規模事業者に必要と考えられる展示会を模索していく 

 

(３)目標 

内 容 現状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

①プレスリリース発表会 

出品数 
0件 5品 5品 5品 5品 5品 

成約件数／社 0件 1件 1件 2件 2件 2件 

②展示会・商談会出展企業数 3社 5社 5社 5社 5社 5社 

商談成約件数／社 ― 1件 1件 2件 2件 2件 

 

 

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 

小諸市では、人口減少や少子高齢化等の影響により、「後継者がいない」、「後継者が居ても

今の事業を継がせたくない」などの理由から、小規模事業者の廃業が年々増加している。小諸

市としても、人口減少に歯止めをかけるため、企業誘致や移住定住対策、多極的ネットワーク

型コンパクトシティによる都市再生などに取り組んでいる。当所としても、新たな地域の特産

品開発やチャレンジショップによる新規創業者の開拓、テレワーク（サテライトオフィス）の



１７ 

推進による市外からの企業誘致などの地域活性化対策に取り組んでいるが、目に見えた効果を

得られていないのが現状である。 

小諸市は、「住んでよかった」「住みたい」「行ってみたい」と思える魅力あるまちづくりを

推進しており、今後も継続して事業を進めるとともに、小諸市及び個々の事業所の魅力アップ

に向けた地域活性化策に、小諸市をはじめとした各関係機関との連携を強化して取り組んでい

く。 

 

（２）事業内容 

①小諸市観光ビジョンに沿った観光誘客事業の展開 

小諸市は、歴史的な観光資源と自然(懐古園・北国街道小諸宿・島崎藤村・千曲川・浅間

山など)に恵まれた観光都市であるが、小諸の魅力を上手に活用出来ていない部分があり、

あらためて小諸の歴史･文化･環境･自然の魅力をブラッシュアップした「こもろ風土ブラン

ド」の開発や発信、広域連携による観光ルート開発等、持続的な長期滞在型観光振興を推進

していく。 

現在、一般社団法人こもろ観光局が中心となって策定した、「小諸市観光地域づくりビジ

ョン」をもとに以下の事業等を推進しており、当所としても、積極的に参加・連携していく。

こもろ観光局は、小諸市、小諸商工会議所、ＪＡ、農業青年クラブ、小諸フィルムコミッシ

ョン、こもろ観光ガイド協会、しなの鉄道、小諸商店会連合会、小諸市金融団等で構成され、

160企業・団体が会員として所属。5つのワーキンググループ（ＷＧ）【次世代ＷＧ、土産品

ＷＧ、インバウンドＷＧ、滞在プログラムＷＧ、観光まちづくりＷＧ】により、それぞれ月

1回程度開催している。 

 

○観光資源を磨きあげ、活かすストーリーづくりと滞在プログラム造成 

・インバウンド誘客のため、県内外を含めた広域周遊・滞在ルート造成の検討 

・市内各地域のコミュニティ維持や観光交流客の受け入れのための、情報などの拠点整備

検討 

 

○観光基盤の充実・強化 

・小諸城址 懐古園（動物園、遊園地含む）の魅力を磨き上げるための、あり方・方向性

の検討 

・小諸駅舎および周辺エリアの在り方に関する検討項目・行動目標の具体化 

・まちなか（駅周辺や北国街道）の景観、文化的財産の管理、保護保全についての検討 

・観光地における公共 Wi-Fi やトイレ、バリアフリーの整備など受け入れ態勢の見直し 

・ピクトグラムや多言語表示などを取り入れ、統一感のある案内看板・誘導看板の整備の

検討 

・小諸市の経済活性化と観光客誘致に資する新たな土産品、物産品の開発 

・市内全域における二次交通の在り方についての検討 

・観光情報発信や体験型観光の予約手配を行う拠点施設の整備についての検討 

 

○市民と事業者・団体と行政との協働 

・観光地域づくりの意義や「地域ぐるみのおもてなし」の意義を認識してもらうために、

住民を対象とした勉強会などの実施 

・滞在プログラムの担い手として多くの人が参画できるように住民を対象にしたワークシ

ョップの開催 
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②高地トレーニングの推進 

浅間山麓に広がる標高 2,000 メートルの高峰高原を中心とした高地トレーニング拠点化

を目指し、小諸市、こもろ観光局、市内総合病院、小諸商工会議所、ＪＡ，各関係企業で「小

諸市エリア高地トレーニング推進協議会」を設立。アスリートを育む高地トレーニングのベ

ストスポットを目指して活動している。現在も、多くのアスリートがトレーニングに訪れて

おり、「小諸から表彰台へ！常に高みをめざすアスリートを応援します！」をテーマとして、

アスリートの誘致だけでなく、健康プログラム等の開発による観光客や利用者の誘致にも取

り組んでいく。 

当所内部にも、高地トレーニング特別委員会が設置されており、上記推進協議会と連携し

て積極的な活動を行っている。 

 

③浅間山麓産業振興推進協議会の開催 

小諸市と東御市、軽井沢町、御代田町の 2市 2町の商工団体と観光協会で構成する「浅間

山麓産業振興推進協議会」は、加盟団体の協調のもとに、地域商工業の総合的な改善発達を

はかり、兼ねて、広域的な交流・連携をもって地域の産業振興の発展に寄与することを目的

に活動しており、年 2回の会議を設けている。 

現状として、当地域は日照時間や地形的な点からもぶどう栽培に適した土地であることか

ら、日本を代表する生産地として評価が高まっているワインの生産・普及、立地や景観を生

かした滞在型観光プログラムの推進、インバウンドへの対応、テレワークへの取組み、高地

トレーニングの推進等が挙げられており、行政の枠組みを超えて人的交流や情報交換等をす

すめ、地域の発展に繋げていく方針である。 

 

④6 次産業化推進協議会の開催 

小諸特産の「白土馬鈴薯」を活用したレトルト用の土産品「御牧ケ原ポタージュスープ」

と全国丼グランプリ金賞のご当地食「コもロッケ丼」を開発(10 年以上経過)して、全国展

開を図っている。更に新たな食として、黒豆で作った「こもろん味噌」を開発。市内飲食店

ではこの味噌を使った各店オリジナルメニューを提供している。また、当所では「こもろん

味噌焼そば」を開発し、各種イベントで販売し普及に努めている。ゆくゆくは全国展開でき

る小諸の食となるように事業展開を行っている。 

小諸市では、小諸市、ＪＡ、農業委員会、会議所などで構成する「6次産業化推進協議会」

を設立し、地産地消も含めた農産物の加工品の開発や商品展開に向けた取組みについて情報

交換を年 1回程度行っている。今後も、農業者と商工業者のマッチングを目的とした懇談会

等を開催して、新たな商品開発の検討を行っていく。 

 

⑤ものづくり支援の強化による小諸オリジナル産業開発 

当小諸市には、大学などの研究機関が無い事から、現在、信州大学との産学官連携事業を

行い、製造業者を主とした新商品開発研究などの支援を行っている。 

信州大学、小諸市、小諸商工会議所で組織しており、年 4回の会議や信州大学の技術開発

発表会、サロンなどを開催。今後は、業種にとらわれず生産性向上や経営革新・付加価値創

出・新商品開発などで小諸独特のものづくりができるよう、小諸市や企業 OB・シニア人材

と連携していく。 

 

⑥シニア世代を活用した企業支援及び人材育成 

急速に少子高齢化が進行する中、労働力人口の減少で人材確保に支障をきたしている小規

模企業者も多数見受けられる。また、企業の課題も多様化する中で、専門的な知識も必要と
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されている。 

こうした状況を背景に、佐久公共職業安定所、小諸市、小諸商工会議所、管内の企業で組

織する「小諸職業安定協会」では、年 3回程度の会議や就職ガイダンス、事業所見学会等を

開催し、安定した人材確保のために活動している。また、まだまだ働ける、働きたいアクテ

ィブなシニアの方で、優れた能力や資格・技術・経験等を有する人材や外国人労働者を有効

活用し、人材や知識を必要とする企業とのマッチングやアドバイザーとしての派遣、人材や

後継者の育成、技術向上対策、コストダウン対策等の各企業に寄り添った課題解決支援につ

いても検討していく。 

 

 

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 

現在、長野県の東信地域で作る支援機関のプラットホームでは、信州大学の研究機関(AREC)

が中心となり参加支援機関の支援ノウハウ、支援状況、支援の現状、企業需要動向、プラット

ホームの新たな活用方法などについて、年 2回情報交換を行っている。その他にも、金融機関、

近隣の商工会議所との情報交換や連携事業を行っているが、小規模事業者に対してではなく、

中小企業が中心となっており、今後は広域での、小規模事業者に対する支援を強化して、地域

で小規模事業者が連携を強めて、商圏範囲拡大や販路開拓に取り組むシステムづくりを行って

いく。 

 

（２）事業内容 

①長野県東信地域プラットホーム会議への出席（年 1回） 

一般社団法人浅間リサーチエクステンションセンター（ＡＲＥＣ）を中心として、東信 3

商工会議所及び上田信用金庫、上田市で組織している中小企業者への支援策や支援体制の検

討会を行っている。 

 

②長野県東信エリア広域連携支援事業会議の開催（年 4回） 

長野県東信地域にある 3商工会議所（上田商工会議所、佐久商工会議所、小諸商工会議所）

に長野県から東信地域を担当とする広域専門指導員 2名を含めた「東信エリア広域連携支援

事業会議」を年 6回開催。各会議所の活動に関する情報交換や東信地域全体で連携した小規

模事業者に対する支援内容についての検討を行っている。また、広域専門指導員による、広

域でのビジネスマッチングや事業計画・ＢＣＰ策定支援、事業承継支援（東信ビジネスリレ

ーセンター）活動に取り組んでいる。 

 

③市内金融機関との金融懇談会の開催（年 2回） 

佐久地域振興局（商工観光課）、長野県信用保証協会、日本政策金融公庫、八十二銀行、

長野銀行、長野県信用組合、上田信用金庫及び小諸市、小諸商工会議所で組織する金融懇談

会を年 2回開催。長野県の制度資金や小諸市独自の制度資金の利用状況の確認、市内企業の

情勢等についての情報交換を行っている。 

また、融資を利用する企業と接している金融機関からの制度資金に対する要望を聞き取

り、より使い勝手がよく企業支援につながるための制度見直しを行っている。 

 

④よろず支援拠点との連携（年 6回） 

よろず支援拠点のコーディネーターによる月 1回のサテライト相談会を開催。現在は、キ



２０ 

ャッシュレス決済消費者還元事業や統一ＱＲ（ＪＰＱＲ）の活動を進めているため、ＩＴ専

門家による相談会を開催している。今後も、ものづくり補助金の申請書作成支援対策など、

その時期に合わせた相談体制を整えていく。 

 

⑤なが産業支援ネット連携推進会議への参加（年 2回） 

県内の各支援機関が集まり、支援機関による連携協力事業について、活動状況や課題等の

報告、支援内容等の研究会に参加。日ごろの経営支援に生かしている。 

 

⑥日本政策金融公庫との勉強会の開催（年 2回） 

当所会館には、日本政策金融公庫が入居しており、常に連絡は密にとっているが、年 2

回ほどマル経資金の申請方法や各種制度について勉強会を行い、指導員の経営支援スキルア

ップを図るとともに、連携を強化していく。 

 

⑦その他、関係機関との連携 

地区の商工会議所・商工会の指導員で組織する長野県商工会議所連合会や佐久地区指導員

協議会などにおいても小規模事業者の現状や動向、支援ノウハウの共有や支援体制の広域

化、企業のマッチングなど協力体制を強化して、小規模事業者の連携を図る。 

地域企業の活性化のため、ネットワークを活用し様々な分野と積極的に連携して、多くの

可能性を探り出していく。 

 

 

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 

経営指導員は、日本商工会議所や長野県商工会議所連合会等が主催する研修会に参加し、支

援スキルの向上を図っているが、支援スキルは実際に各種支援を行いながら実績を積むこと

で、得られる知識が重要であると考える。当所指導員は、経験値が浅い若手指導員が多く、小

規模事業者の相談に対して、スムーズな対応が難しく信頼関係の構築まで結びついていないの

が現状である。各研修会への参加はもちろんのこと、1件 1件の経営支援を積極的かつ丁寧に

行うとともに、実績を積みスキルアップにつなげていく。 

また、今年度長野県が行っている統一ＱＲ（ＪＰＱＲ）事業などＩＴ関連の新たな事業が増

えてきている。経営指導員が常にアンテナを高く張り、情報収集し、個々のスキルアップを図

りながら、小規模事業者にタイムリーな情報提供を心掛ける。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会への積極的参加 

日本商工会議所や長野県商工会議所連合会、地区指導員協議会が主催する「経営支援能力

向上セミナー」に加え、中小機構や中小企業大学校などの主催する「事業計画策定セミナー」

等に指導員等は積極的に参加して、特に不足している能力の向上に向け自己スキルアップを

図り、研修成果を事業所の利益アップのため活用し事業主に的確なアドバイスや支援をする

ことで、事業主との信頼関係を築いていく。 

 

②職員間の定期的ミーティング等による情報共有（月 1回、年間 12回） 

研修会終了後、必ず指導員・補助員・職員による経営支援のための勉強会を開催して、自

己の復習も含めレクチャーする。組織内で知識や情報共有･ノウハウの共有をすることで切

磋琢磨してお互いに能力を伸ばして行く。 
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また指導員同士での情報共有も積極的に行い切磋琢磨しあい、支援能力や道徳心の向上を

図る。 

 

③データベース化 

担当経営指導員等が基幹システム上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。 

事業計画策定や融資業務、補助金申請時に得た小規模事業者の情報やデータ、また過去に

得たデータも含めて BIZミルに落とし込み、多くのデータ収集し早急に活用できるように取

り組む。 

 

 

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 

現状としては、外部有識者（中小企業診断士やコンサルタント・弁護士会と税理士会・保

証協会と市内金融団）による報告会を年 1回行い、事業の実施状況と成果を報告しているが、

評価や指摘事項についての事業の見直し、改善策の検討は出来ておらず、検証・検討したう

えで次の事業に生かしていくことが必要と考える。 

 

（２）事業内容 

①外部有識者による報告会の実施 

小諸市、法定経営指導員、外部有識者（中小企業診断士やコンサルタント・弁護士会と税

理士会・保証協会と市内金融団）による報告会を年 1回行い、売上・利益の増加の有無も踏

まえた評価・見直しを行うことで、経営発達支援事業を効率的に実施する。 

 

②ホームページでの情報公開 

事業の成果・評価・見直しの結果は、当所ホームページ(http://www.kcci.komoro.org)で

計画期間中公表して行く。また、国、県、市、日本商工会議所、関係支援機関の行う支援策

などの広報･案内により周知し、フォローアップを実施する。 
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（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】  柳沢 英子 

【連絡先】  小諸商工会議所 中小企業相談所 

ＴＥＬ／0267-22-3355  ＦＡＸ／0267-23-9030 

E-mail／yanagisawa@kcci.komoro.org 

 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援事業の実施・実施に係る支援及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業評価・

見直しをする際に必要な情報提供等を行う。また、これらの内容を他の経営指導員等にも引き継

ぎ、当商工会議所全体で小規模事業者の支援に当たる。 

 

 

 

（３）商工会議所、関係市町村連絡先 

①小諸商工会議所 中小企業相談所 

〒384-0025  長野県小諸市相生町 3-3-12 

TEL：0267-22-3355  FAX：0267-23-9030 

E-mail／yanagisawa@kcci.komoro.org 

 

②小諸市 産業振興部商工観光課 

〒384-0025  長野県小諸市相生町 3-3-3 

TEL：0267-22-1700  FAX：0267-24-3570 

E-mail／shoko@city.komoro.nagano.jp 

 

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 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 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

 

○専門家派遣費 

○専門家旅費 

○セミナー開催費 

○展示会等出展費 

 

 

700 

100 

200 

2,500 

700 

100 

200 

2,500 

700 

100 

200 

2,500 

700 

100 

200 

2,500 

700 

100 

200 

2,500 

（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 
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会費収入、各種事業収入、国補助金、県補助金、市補助金  

 

（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 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


