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 実現への行動
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Ⅲ. 重点事業 ★★は新規事業

1. 佐久市産業の明るい未来設計と実現への行動
⑴佐久市産業の持続的発展を期して
① 佐久市との連携で医工を核に、地域に根差す産業の育成強化と新産業創出
支援の拠点形成を推進
工業・医療福祉・健康産業・情報サービス業・農業など医工を核とし佐久の強みを
活かした産業活性のための明るい未来づくり
　 （大学・国県の公的機関・医療機関・民間企業の技術開発機関等の研究室設置
や開発支援に必要な機能の整備、地元企業開発部門の入室）

②地元企業のための工業用地早期確保に向けた要求実現
★③新進気鋭塾パート３の開催 ～佐久型介護ビジネスの問題解決と連携構築事業～ 製造業部会

大学等の研究シーズや病院・介護施設の先進的な取り組み事例の調査研究を行い、介護・健康分野への
商品の企画開発を進める。（佐久ビジネスキャリアセンター）
　例）• 「人工酵素」や「介護ロボット」「素材技術」などのシーズの研究
 •介護先端機器の現場活用調査
④ものづくりビジネス・パートナーフォーラムの開催 製造業部会／ＡＲＥＣ連携事業
•ＡＲＥＣと連携し、企業間連携のきっかけづくりとなる会員企業の新製品・新技術の発表会を開催。
•同時に学術機関より産学連携に繋がる可能性のある研究シーズ・ニーズを紹介。

★⑤間接部門（設計・開発・総務など）効率化支援 中小企業委員会
工場の管理・間接部門の効率化・体質改善を図り、コスト削減・利益向上等により経営基盤の強化につなげる
講座の開催。
　例）ＩＴを活用した受発注管理システム・生産システム・在庫管理システム　など
⑥次世代リーダー基礎研修の開催 製造業部会
若手社員（入社後３～５年）をターゲットとした人材育成を図る。（佐久ビジネスキャリアセンター）
　ビジネスの基礎や報告書の書き方／コミュニケーション能力／原価とは／課題解決法　など

2. 商工会議所だからできる!　
 会員のチカラを繋いで消費喚起　新しい価値創造
★⑴ ～会員限定商品券～「佐久商工会議所会員ギフトカード」発行事業による会員間取引の
旺盛化と連携力・組織力の強化

★⑵佐久市プレミアム商品券発行事業による市民消費の喚起と産業活性
⑶商品券販売と併せた個店プロモーション支援 商業部会
⑷ 強みを活かした企業間による新たな販売・開発や新しい価値創造に
向けてのコーディネート支援
⑸全部会参加による「さく市」の開催 情報産業部会

有効期間：平成27年4月20日㈪～
平成27年8月31日㈪

SAKU CHAMBER S̀SAKU CHAMBER S̀
会員限定 佐久商工会議所ギフト

カード

★中小加盟店でご利用できます。

（大型店ではご利用できません）

GIFT CARDMembers
only

発行者：佐久市中込 2976-4  佐
久商工会議所

有効期間：平成27年4月20日㈪～
平成27年8月31日㈪

SAKU CHAMSAKU CHAMSSSAAAKAKKKUUU CCCHHHAHAAMMAMBERAMBERAAAMAMMMBMBBEBEERERRSS `̀RRR SSSSSS
会員限定 佐久商工会議所ギフト

カード

小加盟店でご利用できま小加盟盟店店でご利用できできます。できまますす。★中小加★中小小加
（大型店ではご利用できません）大型店ででははごご利用できませんん）（大型（大 ん）ん）

GIFT GIFFTTT CARDT CCAARRRDDDGIFTGGIIFFTMembers
only

発行者：佐久市中込 2976-4 佐
久商工会議所

発発行者：佐久市中込込 22976-4 佐佐
久久商商工工会会議議所所

千円

千円

千円

千円

会千円

中小
加盟
店用

佐
久
商

工
會
議

所
之
印

コピーコピーコピーコピーコピ
ー

コピーコピーコピーコピーコピ
ー

コピーコピーコピーコピーコピ
ー

コピーコピーコピーコピーコピ
ー

コピーコピーコピーコピーコピ
ー

コピーコピーコピーコピーコピ
ー

コピーコピーコピーコピーコピ
ー

コピーコピーコピーコピーコピ
ー

No.

￥1,000－ プレミアム

000000

見
本 ★中小加盟店でご利用できます。★中小加盟店 用できます。

（大型店ではご利用できません）型 でははご利用できません）

者：佐久市中込発行者 佐久市中込 2976-4  佐久商工会
議所976-4 佐佐久久商商工会議所所

期間：平成27年4月20日㈪ 平成2 年

小小小小加加加加加小加 店盟店盟店盟店店店でで店店でごでごごででごご利ご利ご利利ご利利用利用用用利用利用用用用用用でききででききま小加盟盟店店でごごごごご利用用用ででででききききききます。できできききききききききますす。★★中中小小加★中小小加
（（大大型型店店でではご利用用用用で用でききでききままききまませせせせんんせん）ん））ん））ん）大型店でははご利利利利利ご利用用用用用できませんん）大型（（大（大 ）ん））んんん））））ん）

発発発発発行行者：佐佐久： 市市中中込込 299776-4 佐佐久商商工工久 会会会議会議議所会
発発行者：佐久市中込込 22976-4 佐佐

久久商商工工会会会会会会会会議会議会議議所所 千円千円
佐佐佐佐佐
久久久久久久久久久
商商商商商商商商商商商

工工工工工
會會會會會會會會
議議議議議議議議議議議議議

所所所所所
之之之之之
印印印印印印印印印印印印印

本本

有効期間：平成27年4月20日㈪～平成27年8月31日㈪

SAKU CHAMBER S̀SAKU CHAMBER S̀

会員限定 佐久商工会議所ギフトカード

★「ギフトカード」取扱店であれば、どこでもご利用できます。

GIFT CARD
Members
only

発行者：佐久市中込 2976-4  佐久商工会議所

￥1,000－ プレミアム

佐
久
商

工
會
議

所
之
印

有効期間：平成27年4月20日㈪～平成27年

SAKU CHAMSAKU CHAMSSSASAAKAKKKUUU CCCHHHAHAAMMHAMBERHAMBERHAHAAMAMMMBMBBEBEERERRRSS `̀RRR SSSSSS

会員限定 佐久商工会議所ギフトカード

であれでああれれ★「ギフトカード」取扱店であ★★「ギギフフトカード」取扱店でであ ばば、、ばば どどどここ きままでもご利用でもご利ご利用できまご利用用ででききますす。すす

GIFT GIFFFTTT CARDT CCAAARRRDDDGIFTGGGIIFFFT
Members
only

発行者：佐久市中込 2976-4 佐久商工会議所
発発行行者：佐久市市中中込込 229766-4 佐佐久久商商工工会会議議所所

プレミアム

工工
會會
議議

所
之
印

所
之
所
之
印印

所
之
印

千円

千円

千円

千円

千円

大型
店・中
小加
盟店

年8月31日㈪
佐
久
商

佐
久
佐
久
商
久
商

佐
久
商

工工工
會會會
議議議

千円大型
店・中
小加
盟店

コピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピー

コピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピーコピー

No.

000000

見
本

3. 「ひと・もの・こと」地域資源で織りなす感動のプロデュース
⑴北陸新幹線開業に伴う佐久への観光の誘い
★①JR小海線トロッコ列車運行、小海線全線開通80周年イベントへの協力
②中山道街道観光の広域連携推進
中山道ガイド養成／街道ウォーキング／オカーゴ／
おんたま君／安養寺ら～めん
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③ 蕎麦と器が旅情を醸す中山道街道蕎麦「煮こじ蕎麦」事業
　 地域資源開発委員会

★④外国人観光客を意識した商店街育成　消費税免税店を増やそう
⑤小海線沿線観光組織および中山道街道観光推進団体との広域連携

★⑥佐久平駅利用の観光客を対象とした観光行動調査の実施
★⑦キャラバン隊北陸派遣事業 青年部との連携事業

• 北陸新幹線沿線市町村でのキャラバン隊による佐久のＰＲ。
　 地酒の試飲／地場産品の試食／地場産品紹介パンフの制作・配布／
　観光・ご当地グルメの宣伝／観光や土産品等のアンケート実施など
•北陸と佐久 新幹線が繋ぐ「広域婚活」事業の実施
　佐久の魅力に触れるイベントを折込んで佐久も私も好きになる

★⑵佐久大学との連携事業
　全国初! 地域ぐるみで取り組む「患者学」

• 患者の立場から、効率的な受診・検診を可能とするために、病気への備えや
罹患時の症状の記録等、賢い患者になるための市民講座。

• 健康に対する意識を高揚し、市民の健康意識のレベルアップを通じた健康増進と医療効率の維持・向上を目指す。
ＤＶＤの作成／市民啓発チラシの発行／より良い「患者手帳」の製作配布。
• その他、大学の持つ機能・感性等の強みを活かした連携事業。

⑶佐久の暮らし、抜群の魅力を打出し移住促進を図る 建設業部会・住宅関連産業部会
• 長野県や佐久市で開催する田舎暮らしセミナー等へ参加し、移住希望者との交流を通じて佐久の魅力を伝え、
リフォーム等の受注機会につなげる
•ラッピング高速バスの運行

3. 「ひと・もの・こと」地域資源で織りなす感動のプロデュース

４． 企業の基礎体力を強靭化　未来の市場を開く
⑴ 小規模事業者の持続的成長に向け、事業計画策定から実行（経営分析・市場分析・事業計画
策定・販路開拓支援等）までの支援

★⑵アベノミクス成長戦略の各種補助事業の活用奨励と申請支援
小規模持続化補助金・ものづくり等革新的補助金などを活用し、経営基盤の強化を図る。

⑶企業支援／創業者クラブ支援 創業後５年未満／第２創業支援
★① 創業時に必要となる「経営に関する知識・ノウハウ」及び、「起業・事業運営に伴う各種手続き」「資金調達」
や「ビジネスプランの作成」支援と開業までの実行支援 中小企業委員会
②「創業者クラブ」を通じて、事業の安定化支援を実施  創業者クラブ
　•販売促進のプロモーション支援
　• 広報媒体をターゲットや配布先等を整理し、専門家の支援のもと

効果的なプロモーションを行う。
ＳＮＳ（facebook、ツイッター、Line@等）の情報発信網の整備支援。

　• その他経営課題の抽出と解決支援／経営の定期健診の実施／
創業者同志の連携推進

★⑷広域専門指導員設置による支援体制の強化
東信地域(佐久・上田・小諸)に広域専門アドバイザーを設置し、広域連携での販路開拓、商談会、事業継承、
ビジネスマッチング等の支援をおこなう。

煮こじ蕎麦キャラクター
仕合わせの「にこじぃ～」「そば～ば」
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★⑴商店街機能の強化　高齢者・買い物弱者対策支援
①佐久市買い物弱者現状把握調査 商業部会
②ケーブルテレビを利用したテレビショッピングの調査・研究

★⑵まちの資源「客観的評価の高い美味しい飲食店・顧客に支持され続ける店」
　プロモーション強化支援 料飲旅館業部会
★⑶外国人観光客向けの販促支援

免税店（インバウンド消費）の取組み 商業部会
地方を訪れる外国人旅行者向けに、地場産品などの販売に結びつける為に免税店について研究し取組む。
また中山道街道観光へもつなげる。
（外国人向けパンフレット、メニューやPOP等の表記、店舗サイン、看板）

⑷佐久経営者みらい塾Part３の開催
 商店街元気再生員会／全国商店街支援センター支援事業

平成２６年度実施のビジョンづくりコースの次のステップを実施。
全国商店街支援センター支援事業を活用し岩村田・中込・野沢の
各商店街で開催（トータルプラン作成支援事業の継続）

Ⅳ. 具体的事業 ★★は新規事業

１. 商工会議所の組織運営に関する事業
⑴出張三役会の実施
⑵地域経済の総合的な発展を図るため、地域社会の意見を集結し、行政その他関係機関へ建議具申をする
⑶会員感謝祭の開催
⑷女性会・青年部の事業活動への支援
⑸ 組織力低下に対する有効な歯止め対策を講じ役議員・小規模企業振興委員・女性会・青年部・職員一体となった会員増強の
実施
⑹財政基盤強化のため収益事業（事業収入・手数料）及び提案型事業補助金獲得
⑺専門知識をもち会員サービスの質の向上を図る。
⑻会員ニーズを掘り起こし時宜に合った事業実施のため、商工会議所組織の根幹である部会・委員会の活性化を図る。
　（他部会との交流／他の商工会議所同業部会との交流／部会内の業態別懇談交流会の開催／部会内広報発行）
⑼職員の資格取得による商工会議所機能の強化
⑽長野県・佐久市・議会・関係機関との連携強化

２. 総合振興に関する事業
⑴高速交通網の整備進展による周辺の土地開発利用等情報の早期収集と迅速な対応
⑵東信三商工会議所及び佐久地域商工団体との広域観光等連携事業
⑶商工会議所としての地域貢献あり方研究
⑷東日本大震災復興支援事業の継続

3. 商工業振興に関する事業
⑴商業環境を取り巻く変化に対応する商店街活動への研究・提言
⑵食文化の活用と創造で地域に活力を！！
　・「佐久鯉」「佐久の地酒」「安養寺ら～めん」「煮こじ蕎麦」等の食資源のブランド力強化
　•佐久はケーキのまちＰＲ事業（信州佐久ケーキ職人の会）
⑶長寿につながる健康食の土産品や食事メニューへの活用

５． ～個の強みの集積は新商店街創生に繋がる～
 個が光る商店街・繁盛店づくり
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⑴新規開業及び起業後間もない小規模事業者へのきめ細やかな温かい伴走型の支援
⑵上級アドバイザー（専門家）等との連携による経営計画策定と経営革新への支援並びに経営支援員の資質向上
　新たな業態転換・事業展開・サービス開発・販路開拓等への支援（企業の存続・発展を支えるための迅速伴走型支援）
⑶会員間の異業種交流会開催によりコラボレーションした商品開発やビジネスの創出
⑷「元気ＵＰ！会員企業応援室」ビジネスキャリアアドバイザーの拡充と会員企業への支援
⑸小規模事業者経営改善資金（マル経）の利用拡大
⑹経済情勢を的確に見極めるための講演会や講習会の開催、会報への情報掲載
⑺ 弁護士や会計士の専門委員とともに会員企業の倒産を未然に防止するべく、商工調停士会の開催を含め経営安定特別相談室
を機動的に開催する
⑻企業の経営安定に資するためのセミナー、懇談会等の開催
⑼長野県事業引継ぎセンター等と連携した転廃業（第二創業）を円滑に行えるための支援
⑽地域の経済動向や各種需要動向調査の実施
⑾民間を含めた様々な支援機関・団体との積極的な連携
⑿小規模企業振興委員の機能強化と新規会員加入勧奨、異業種交流会の実施
⒀女性会事業
★①創立３０周年記念式典の開催と記念事業の実施
　②環境活動への取組み・啓発事業の実施
　③商工会議所事業・各商店街事業への協力
　④バラ公園清掃ボランティアの継続
⒁青年部事業
★①ビジネスコミュニケーションスクール（職業体験）の開催
　　青年部会員が講師となり、小学生と保護者を対象にした職業紹介・体験教室を開催
★②北陸と佐久 新幹線が繋ぐ「広域婚活」事業の実施
　　佐久の魅力に触れるイベントを折込んで佐久も私も好きになる
　③なごみ横丁屋台キットの利用促進
　　青年部で開発した「なごみ横丁キット」の貸出し（レンタル）や商店街等への設置など利活用を検討
　④交流事業
　　「佐久あんと」「家族交流会」「青年部ＯＢひまわり会との交流会」「東信三商工会議所青年部スポーツ交流会」など
　⑤社会貢献事業
　　「さく市」「バルーンフェスティバル」「アダプトシステム事業」などの実施協力
　⑥地域経済人や後継者としての資質向上のため講演会や視察研修の開催

４. 小規模事業対策に関する事業

５. 環境に関する事業
⑴「エコステッカー」配布による環境都市佐久のＰＲと意識の醸成
⑵環境意識の高い企業及び社員の輪を広げる。ＥＣＯ検定の実施
⑶｢ＬＬＰ佐久咲くひまわり｣が実施する地域の環境啓蒙活動・環境教育推進事業への支援
⑷ 美しいまちづくりへの行動拡大（商店街の花壇整備と清掃活動／建設業・住宅関連産業部会のボランティア清掃／イベント時
の市民ゴミ持ち帰り運動など）
⑸女性の感性が活きる環境活動（女性会）
　エコキャップ運動の推進／リサイクル商品の製作普及／清掃美化・エコ活動の推進／エコ講演会の開催ほか

3. 商工業振興に関する事業
★⑷革新的技術への対応（マルチコプター、自動車ハイテク化等）
⑸信州大学や佐久大学・信州短期大学、長野高専との産学官連携の推進
⑹職人技・伝統技術の凄技魅せます！ 育てます！（建設業部会、住宅関連産業部会）
　佐久高等職業訓練校のカリキュラムを体験する「オープンキャンパスinさく市」の開催
⑺店はお客様がつくる！　お客様視点の店づくり臨店支援の実施（小規模企業振興委員）
　お客様（特に女性）視点での商品計画・開発・新メニュー・店舗改善・接客サービスなどの改善・提案
⑻佐久市商店会連合会・各商店会・ポイントカード事業並びに市内料飲組合等が実施する顧客拡大事業への支援
⑼商店街のコミュニティ情報発信への支援

★⑽ 本年10月より通知される「マイナンバー（個人番号）」に関する仕組みや内容、事業所に必要な対応などについて会報等による
周知やセミナーを開催
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９. 労働・福祉に関する事業
⑴新卒者未就職者等人材育成事業への支援（佐久職業安定協会協力）
⑵雇用安定に関する各種助成金・奨励金活用の推進と申請手続き支援
⑶雇用創出に関する関係機関との連携
⑷労働保険未適用事業所の加入促進
⑸職業紹介並びに人材派遣事業（㈲いきいきワーク佐久）への支援
⑹各種共済制度の充実と普及促進
⑺健康スクリーニング・生活習慣病検診の実施

★⑻改正が見込まれる労働者派遣法等の周知・PR

10. 商工技術に関する事業
⑴企業の信用力強化のため社員の国家資格等取得支援
⑵資格取得のための受験対策講習会の開催
⑶各種検定試験の受験者層の積極的掘り起こしに関する対策
⑷簿記・珠算・ＰＣ・福祉住環境コーディネーター・ビジネス実務法務・ＥＣＯ検定の実施

11. 調査広報に関する事業
⑴読まれる会報作り
　 より多くの企業にスポットを当てる／目のつけどころが違う記事／セミナー等は参加意欲を高めるような仕掛け／商工会議所
ブランドの維持管理／新しい情報の入手・発信／会員事業所の新商品・新サービス等の紹介／読者が元気になれる様な話題
の提供
⑵商工会議所事業の市民への情報発信
⑶有効活用されるホームページの更新
⑷中央・地方メディアの活用（パブリシティ効果創出）

８. 金融・税務に関する事業
⑴国税、地方税の現行課税の研究と改正要望・陳情
⑵経済情勢にあった制度資金の改正と中小企業が制度資金を円滑に活用できるための要望
⑶金融機関並びに信用保証協会との連携強化
⑷消費税転嫁対策講習会の開催

★⑸終活と相続・事業継承対策事業（理財部会）
　 弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士と金融機関が専門分野を担当して、改正相続税法に対応した終活セ
ミナーと質疑応答、個別相談等を実施
⑹士行種交流会の開催（理財部会）
　 転勤のある金融機関担当者と地元に根差した士業とその従業員・スタッフを対象としたコミュニケーションの場「士行種交流
会」を開催し、相互の親密な連携を図る事で地元企業へのサポート強化につなげる。

７. 観光振興に関する事業
⑴商工会議所ネットワークを活用した広域連携による観光戦略化事業の提案
　中山道を蕎麦で繋ぐ中山道街道蕎麦／北陸新幹線沿線商工会議所交流会など
⑵地産地消・商品開発等に関する講習会の開催
⑶佐久ポールウォーキング協会による「ぴんころウォークｉｎ佐久平」への支援

６. 情報に関する事業
⑴情報活用能力の向上支援（ホームページ作成／ネット販売／メール活用）
⑵個人情報保護法に伴う情報漏えいに対するリスク管理の推進と個人情報漏えい賠償責任保険の普及
⑶エフエム佐久平・佐久ＣＡＴＶ等情報関係機能の活用による会員事業所の情報発信

★⑷From軽井沢To佐久プロモーション事業（料飲・旅館業部会）WEB、SNSを活用
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※補助金申請や人材育成等にお役立て下さい。

・経営計画策定のためのセミナーや個別相談会
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携帯に便利な時刻表です。
北陸新幹線、小海線、しなの
鉄道が掲載されています（無料）

3人の地元歴史研究家が書き
綴った信濃路に秘めた歴史
ロマン（172P/1,000円＋税）

検　定 試 験 日 級 受 付 期 間 受 験 料
簿記検定★
個人経営から法人企業まで、経済
活動における経理の基礎知識を身
につける。

平成27年 6月14日㈰
平成27年11月15日㈰
平成28年 2月28日㈰

1～4級
1～4級
2～4級

 4月20日～ 5月14日
 9月24日～10月15日
 1月12日～ 1月28日

1級 7,710円
2級 4,630円
3級 2,570円
4級 1,640円

珠算検定（そろばん）★
計算力のほか記憶力、集中力など
を高め、ひらめき力もアップ。

平成27年 6月28日㈰
平成27年10月25日㈰
平成28年 2月14日㈰

1～10級
1～10級
1～10級

 4月20日～ 5月27日
 8月17日～ 9月23日
12月 7日～ 1月13日

1級 2,100円
2級 1,570円
3級 1,360円

4級～6級  940円
7級～10級  840円

日商PC検定（パソコン）★
パソコンで的確・効率的に仕事を
こなし、プレゼン能力も高める。

平成27年10月 4日㈰
平成28年 2月21日㈰

1～Basic級
1～Basic級

 8月 4日～ 9月 4日
12月21日～ 1月21日

1分野あたり
1級10,290円
2級 7,200円
3級 5,140円

Basic級 4,120円

福祉住環境コーディネーター検定●
医療、福祉分野から建築・住環境
分野まで、幅広い業界で力を発揮。

平成27年 7月12日㈰
平成27年11月22日㈰

2～3級
1～3級

個人： 4月28日～5月29日
（団体は5月27日まで）

個人：9月8日～10月9日
（団体は10月7日まで）

1級10,800円
2級 6,480円
3級 4,320円

eco（環境社会）検定●
環境を守りながら豊かに暮らせる
社会づくりに役立ちます。

平成27年 7月26日㈰
平成27年12月13日㈰

個人： 5月12日～6月12日
（団体は6月10日まで）

個人：9月29日～10月30日
（団体は10月28日まで）

5,400円

ビジネス実務法務検定●
さまざまな取引や契約で必要な法
律知識を身につけて仕事もスムー
ズに。

平成27年 7月 5日㈰
平成27年12月 6日㈰

2～3級
2～3級

個人： 4月21日～5月22日
（団体は5月20日まで）

個人：9月24日～10月23日
（団体は10月21日まで）

2級 6,480円
3級 4,320円

受験申込　★ マークの検定は当所窓口の他下記にて受付しております。 ●マークの検定の
　お申込み、お問合せは
東京商工会議所検定センター
URL:http://www.kentei.org/
TEL03-3989-0777へ

　（土日・祝日・年末年始を除く
午前10時～午後6時）

店　名 住　　所 T E L 営 業 時 間 休　日
西澤書店 佐久市野沢262-8 62-0240 9:00～22:00 年中無休
住吉屋書店 佐久市岩村田782-2 67-4331 9:00～19:00 日・祝
大阪屋書店(大戸屋内) 佐久市岩村田3589 67-5454 11:00～21:00 年中無休
平安堂佐久 インターウェーブ店 佐久市小田井613-1 77-7744 10:00～24:00 年中無休

佐久商工会議所　佐久市中込2976-4　TEL62-2520
郵送申込も可能です。詳しくお問い合せください。（土日・祝日・年末年始を除く午前9時～午後5時）


