
●「健康・医療」分野への期待（日本再興戦略）

●健康長寿への意識の高まり

●高齢化率の上昇に伴う健康・医療ニーズの高まり

●中部横断自動車道の整備に伴うアクセスの更なる向上

●アジア諸国の経済成長

●コロナ禍を背景としたテレワークの急速な普及

● 若者を中心とした地方移住への関心の高まり

●本社や一部機能の地方移転やサテライトオフィスの

設置の動き

●生産拠点の国内回帰の動き

●製造業において「生産用機械」、「食料」、「輸
送」、「電子」、「業務用機械」など複数業種に強
みを持つ業種構造

●製造品出荷額等の上位５業種のうち、「食料」、
「輸送」、「電子」は、県と比べ粗付加価値率が高い
●全国有数の「健康長寿のまち」
●医療・福祉施設が集積
●医療従事者が多い
●地域医療に根ざした健康意識の高さ
●ものづくり研究会など業種を超えた連携の機運
●大学等教育機関の存在
●中高年齢層の転入超過
●高速交通網の結節点としての優位性
●（一社）佐久産業支援センターSOICの設立

機会強み

課題（弱み） 社会的背景

１産業振興の基本方針

佐久市の強みを生かした産業の創出と育成 ～連携強化による新たな活力の創出～

２基本方針の設定に当たっての考え方
・本市は、長野県の中でも特に平均寿命が長く、「健康で長生き」なお年寄りが多い「健康長寿のま
ち」として知られており、さらに人口当たりの医師や看護師といった医療関係の従事者が多い「健
康長寿のまち」としての強みがある。

・国の方針でも「健康・医療」分野が経済成長を牽引する領域であると期待されている状況を踏まえ、
本市の産業振興に向け、ヘルスケア関連産業の創出や既存企業の育成を図り、新製品・新技術の開
発やサービス業など、他分野との連携による新事業の創出につなげていく。

基本方針

１策定の趣旨
本市の健康長寿という特徴を生かしたものづくりの産業振興策やヘルスケア関連産業の海外展開、産
業振興を担う支援機関の役割等について、中長期的な視点から目指すべき姿やその実現に向けた方向
性、具体的な行動等を明確にし、地域が持続的な発展を遂げることを目的として策定した。

２ビジョンの位置付け
市の最上位計画である「第二次佐久市総合計画」を上位計画とし、地方創生に向けた「佐久市まち・
ひと・しごと創生総合戦略」との整合性も確保しながら、産業振興分野の個別計画と位置づけるもの。

３計画の期間
平成29年度から令和８年度までの10年間が計画期間。「第二次佐久市総合計画」と整合を図り、令和
3年度に進捗の確認及び見直しを行う。

ビジョン概要

●事業所当たり製造品出荷額等・粗付加価値額が低い

●輸出出荷額が低位

●人材が確保しにくい（アンケート調査：26.6％）

●販売先の確保が困難（同：16.8％）

●仕入先が確保しにくい（同：9.1％）

●中核となる企業がない（同：8.4％）

●現在市が分譲する工場団地の空き区画が無い

●都市部からのワーカーと地元企業のマッチングが

不十分

●人口減少・少子高齢社会の進展

●労働力人口の減少

●若い女性を中心に若年層の市外への流出

●経営者の高齢化による後継者問題

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大による人流・

商流の制限

●東京一極集中リスクの顕在化

●激甚化する自然災害

●カーボンニュートラルの実現に向けた社会的要請の

高まり

佐久市健康長寿産業振興ビジョン改訂（素案）【概要版】

人口減少・少子高齢社会の進行 新型コロナウイルス感染症による経済の停滞

若者の地方移住や企業移転など、
新型コロナウイルス感染症がもたらした意識の変化

情報化・技術革新の進展

自然災害の激甚化と
カーボンニュートラル実現に向けた取組の加速

グローバル化の進展と
サプライチェーン強靭化に向けた動き

持続可能な社会づくりに向けた取組の広がり

社会経済情勢の変化

■調査の概要
ビジョンの改訂にあたり佐久市の現状を分析し、課題を把握するため、１ 統計データ分析、
２佐久市の産業の現状と将来の方向性に関するアンケート、３ 新型コロナウイルスによる影響に関
するアンケート、４ 有識者に対するヒアリング調査、を実施した。

１統計データ分析の概要
佐久市の人口動態及び佐久市と県内他市を比較した産業動向に関する統計データを分析。特に製
造業については、１事業所当たりや業種別の製造品出荷額などに対する分析を実施した。

２佐久市の産業の現状と将来の方向性に関するアンケート実施概要
市内の事業者が抱えている経営上の課題や、佐久市で事業を行う上でのメリット・デメリット、
現在の人材確保状況等などを把握・分析するためにアンケート調査を実施した。

３新型コロナウイルスによる影響に関するアンケート実施概要
売り上げや来客数の低下など、新型コロナウイルス感染症による影響について把握することで、
今後の市の産業振興のあり方を定め、経済対策に活かすためにアンケート調査を実施した。

佐久市の現状と課題の把握

調査対象 各商工団体に所属する会員及びSOIC会員企業500社

調査方法 郵送による送付、郵送回収

調査期間 令和3年7月1日～令和3年7月30日

回収結果 アンケート調査依頼数：500 有効回答数：143（回収率：28.6％）

調査対象 各商工団体に所属する会員及びSOIC会員企業

調査方法 郵送による送付、郵送またはインターネットによる回収

調査期間 令和3年9月1日～令和3年9月30日

回収結果 アンケート調査依頼数：2,507 有効回答数：776（回収率：31.0％）

４有識者に対するヒアリング調査結果
医療機関や学術機関等の有識者に対するヒアリング調査を実施した。

ヒアリングにより得られた主な意見（抜粋）

○都市部からのワーカーの有する専門的知識やスキルと、地元企業や地域の抱える課題とのマッチ
ングを図り、課題の解決や新たなビジネスの創出につなげていくことが求められる。

○さまざまな場面でのデジタル技術の活用可能性が高まる中、新たな技術を活用した変革を進めて
いくため、SOICの活用やIT関連事業者との連携を促進していく必要がある。

○ヘルスケア産業は今後も注目される分野と考えられ、国などの支援策も用意されている。

実施期間 令和3年8月～10月

実施対象 医療機関２先、学術機関２先、民間企業２先、産業支援機関２先、行政機関１先

佐久市の産業を取り巻く環境

社会経済情勢の変化や各種調査結果を踏まえ、佐久市の産業を取り巻く環境について以下のとおり整理した。

令和３年度改訂版



【基本戦略 ２】佐久市の特徴を生かした製造業の活性化

基本施策２-１新製品・新技術の創出

・佐久市の特長を生かした新たな製品や新技術の創出にさらに取り組んでいく必要がある。

基本施策２-２企業立地の促進

・企業誘致は新たな雇用を生み出すほか、地域内の需要喚起につながるなど、地域経済の活性化が期待されるが、
現在市が保有する工業団地に空きがないため、新たな工業団地の整備を進める。

【基本戦略 １】既存製造業の経営基盤の強化

基本施策１-１産業支援機関SOICの活用促進

・SOICの認知度向上に向けた情報発信を強化し、利用促進を図ることで、地域企業の経営基盤の強化や次世代
産業の育成を目指す。

基本施策１-２情報発信力の強化による受注機会の創出・拡大

・社会変化の動向に対応しつつ、企業や技術・製品について情報発信力の強化に取り組み、受注機会の創出・拡大に
つなげていく。

基本施策１-３経営の安定化に向けた資金面の支援

・社会・経済情勢の変化に対応し、安定した経営を維持するためには、円滑な資金運用を図ることが重要。
・新たな資金調達方法や各種補助金制度に関する情報提供により、経営基盤の強化を図る。

推進施策

具体的施策 主な取組

①ビジネス商談会への参加
支援

（公財）長野県産業振興機構など、各種支援機関が実施する事業に関する情報提
供およびビジネス商談会への参加を支援する。

②各種展示会への出展支援
各種展示会への出展を促進することで、本市企業の知名度向上を図る。また、出
展企業同士の情報交換により、技術力向上や新たな連携企業の発掘を促進する。

③地域企業交流会の開催
東信地域内の異業種の企業が、自社の事業内容や強みに関する情報交換を行う交
流の場を設け、地域内での需要創出につなげる。

④SOICホームページによる
会員企業情報の発信

SOICのホームページにて、本市事業者の製品・技術や強みなどのアピールポイ
ントを紹介し、企業の受注機会の創出・拡大につなげる。

具体的施策 主な取組

①企業の資金調達力の向上
地域の金融機関と連携を図り、クラウドファンディングなど新たな資金の調達方
法に関する情報提供を行うことで、企業の資金調達力の向上を図る。

②各種支援制度の活用促進
国や県の各種補助金の積極的な活用に向け、情報提供や補助申請の支援を行うと
ともに、新たなニーズに応じた市制度資金の充実と改善を図る。

具体的施策 主な取組

①SOICの利用促進に向けた
情報発信

SOICの利用促進に向け、ホームページやSNSでの発信を強化するなど、情報発
信をより一層行う。

②SOICによるさまざまな支援
事業戦略や販路開拓、新事業に向けた製品開発、人材育成、ICT化による技術革
新への対応など、企業のさまざまな課題解決に向けた支援を行う。

具体的施策 主な取組

①企業が求める立地条件に
対応した工業団地の整備

市が保有する工業団地の空き区画が無くなっているため、新たな工業団地の整備
を推進する。

②企業誘致の推進
企業立地や新たな設備投資に伴う補助制度等の充実・見直しを図るほか、令和2年
度に開設したコワーキングスペース「ワークテラス佐久」の利用促進を図ります。

具体的施策 主な取組

①新製品・新技術の開発に
向けたヘルスケア関連分
野のニーズ収集

ヘルスケア関連分野における新製品・新技術の開発を推進するため、医療・介護
現場のニーズ収集を支援する。また、（公財）長野県産業振興機構や長野県次世
代ヘルスケア産業協議会などとの連携を促進する。

②新製品・新技術の開発力の
強化

SOICのワーキンググループの活動など共同事業体制を活性化・推進する取組を
支援し、企業間の連携促進と新製品・新技術の開発における課題解決を図る。

③技術革新への対応による
生産性の向上と新技術の
導入

ものづくりとIT両面の知識を兼ね備えたSOICのコーディネーター等による市内
企業へのコンサルティング業務を促進し、企業の技術革新への対応を支援する。
また、SOIC等との連携によりセミナー等の開催・参加を支援する。

実施施策の体系



【基本戦略５ 】グローバル化の推進による新たな市場の開拓

基本施策５-１製品・商品・サービスの輸出の拡大

・本市には、ヘルスケアに関連する製品の製造・販売を行う企業が複数存在しているが、引き続いて海外輸出体制
の確立および海外のヘルスケア関連のニーズに合った製品・サービスの開発体制の確立が必要である。

・コロナ収束後を見据え、現地の医療機関や学術機関、業界団体等との連携可能性について検討を深める必要がある。

基本施策５-２海外展開に向けた支援体制の強化

・ターゲットとする国のニーズを満たすための新製品・新技術の開発支援や、現地の学術機関、自治体、業界団体
との連携促進を図る必要がある。

１事業推進していくための実施体制・推進体制
・本ビジョンを着実に推進していくため、行政や事業者、各種関係団体、市民等がそれぞれの役割を果
たすとともに、互いに連携・協働を図る。

・本ビジョンの実効性を高めるため、「佐久市健康長寿産業振興推進協議会」が母体となり、
計画に位置づけた施策の具体的な実施方法や時期、関係機関等の役割などを具体的に検討し、施策を
実行することにより、ビジョンの実現に向けて取り組んでいく。

２進行管理
・本ビジョンの推進においては、PDCAサイクルの考え方に基づき進行を管理する。
・ビジョンの取組状況については、「佐久市健康長寿産業振興推進協議会」が確認、評価・検証す
るとともに、社会・経済情勢の変化や達成状況等に応じて計画の見直しを行うことで、より施策の推
進力と実効性が高まるように取り組む。

３管理指標と目標値
・本ビジョンの進捗状況や達成状況を測るために、以下の管理指標と目標値を設定する。

ビジョンの実現に向けて

指標名 前期（平成29年度～令和3年度） 後期（令和4年度～令和８年度）

製造品出荷額等
【工業統計調査】

基準値
1,951 億円/年
（H26年）

実績値
2,175億円/年

(R１年)
基準値

2,218 億円/年
(H30年)

目標値
2,000 億円/年
（R3年）

進捗状況
順調に推移 目標値

2,300億円/年
(R8年)

製造業の従業者数
（従業者４人以上の事業所）

【工業統計調査】

基準値
8,257 人

（H26年）
実績値

9,038 人
(R１年)

基準値
9,120 人
(H30年)

目標値
8,750 人
（R3年）

進捗状況
順調に推移 目標値

9,300 人
(R8年)

ヘルスケア関連産業における
新製品・新技術等の開発件数

（計画期間の累計）【商工振興課調】

基準値
―

（H27年度）
実績値

21 件
(H29-R2年度累計)

基準値
2.66 件

(H28-30年度平均)

目標値
20 件

（H29-R3年度累計）
進捗状況

順調に推移 目標値
15 件

(R４-R８年度累計)

新たな企業等の立地件数（計画期間の累計）
※サテライトオフィスの立地、既存企業の新
設または増設を含む【商工振興課調】

基準値
4 件

（H23-27年度累計）
実績値

３件
(H29-R2年度累計)

基準値
３件

(H28-R２年度累計)

目標値
5 件

（H29-R3年度累計）
進捗状況

順調に推移 目標値
４件

(R４-R８年度累計)

具体的施策 主な取組

①製品・商品・サービスの海
外展開

本市企業が海外展開を行うための最適な展開先および展開方法を検討するための
ニーズ等の情報収集やネットワーク構築を促進する。

②ヘルスケア関連分野での製
品・技術ニーズへの対応

本市企業が有する技術等を踏まえ、現地のヘルスケア関連の製品・サービス・技
術ニーズに合った製品・サービスの開発体制の構築を支援する。

③人材育成事業を通じての製
品開発及び販売促進

本市における海外研修生の実習等において、介護従事者等の製品・サービスに対
するニーズを抽出して、本市企業の製品・サービスの開発を促進する。

具体的施策 主な取組

①海外展開の包括的な支援の
推進

本市企業と海外展開を図る際のネットワークづくりの窓口をSOICが担い、海外
向けの新たな製品・技術開発等の情報の集約化を図る。

②現地関係機関との連携の
推進

現地医療機関への保健・医療・福祉システム導入に伴う本市企業の製品やサービ
スの導入のため、現地の自治体、大学、医療機関等との連携を支援する。

③「健康長寿のまち」佐久市
の国際的な認知度の向上

本市が「健康長寿のまち」であることを認知してもらうため、国内外に本市の取
組に関する情報を発信し、認知度の向上及びネットワーク拡大を図る。

【基本戦略４ 】組織・分野・地域を越えた連携の促進
基本施策４-１組織を超えた連携の促進

・新たな事業や製品、新しい産業を創出するためには組織を超えて連携をすることが重要。
・SOICの機能や県内支援機関等との連携を生かし、本市のものづくり企業の課題解決力の強化を支援する。

基本施策４-２分野を超えた連携の促進

・製造業でも異分野を手掛ける企業同士の連携、農業や観光業など産業の枠を超えた連携、および市庁内の横断的
な組織内連携の強化を通じて、新規事業や新製品の開発を促進する。

基本施策４-3地域を超えた連携の促進

・本市以外の産業支援機関等や東信州エリアなど広域での連携を促進することで、地域内外における産学官連携や
産産連携等を促進し、新産業の創出を図るほか、本市産業の弱みや課題を補うための施策展開を検討する。

【基本戦略 ３】持続的な発展に向けた人材の育成・確保

基本施策３-１若年層と地元企業のマッチング支援

・コロナ禍でテレワークの普及が進み、都市部から地方への新たな人の流れの広がりが期待される中、本市企業の情報
を市内外へ積極的に発信し、UIJターン就職の推進を図るほか、若年層と地元企業とのマッチングの機会を提供する。

基本施策３-２誰もが働きやすい就労環境の整備

・勤務場所や時間に捉われない多様な働き方の実現により、誰もが働きやすい就労環境の整備を進めていく必要が
ある。

具体的施策 主な取組

①産産連携の推進
SOICのワーキンググループの活動など、共同事業体制を活性化・推進する取組
を支援し、特長的な固有技術を持つ企業間の連携促進と新製品・新技術の開発
における課題解決を図る。

②農業・観光など他分野と連携
した新たなブランド品の開発
促進

農業や商業等との連携を図り、本市の伝統的な地場産品の高付加価値化や地元
農産物を用いた新製品の開発を促進する。また、ヘルスツーリズム等の開発を
検討し、本市の新たなブランド品の開発も促進する。

③医療機器業界に詳しい団体・
機関とのネットワーク整備

医療・介護・福祉機器開発の情報を収集するため、医療機器業界の関係機関及
び団体とのネットワークの構築を促進する。

具体的施策 主な取組

①広域連携事業への参画
「東信州次世代産業振興協議会」を通じた広域連携を図り、先進的な産業の創
出・集積に向けた産学官連携・産産連携や、人材確保に向けた合同就職説明会
等に取り組む。

具体的施策 主な取組

①誰もが働きやすい環境の実現
に向けた支援

子育てや介護を行う就業者や障がいのある人が働きやすい労働条件の整備を促
進するため、関係機関等と連携し、企業の意識啓発に取り組む。

②ワークライフバランスの導入
とキャリアアップ支援

長時間労働の是正やワークライフバランスの取組の重要性について、企業に対
する意識啓発に努める。

③テレワークの導入・活用促進
場所や時間に制約されない就労機会の創出や、通勤時間の削減等を通じた生産
性向上のため、テレワーク導入を促進する。

④地域包括ケアシステムの充実
子育てや介護に取り組んでいる人の社会進出の支援と、安心・安全な暮らしを
実現するため、地域包括ケアの活動の充実を図る。

具体的施策 主な取組

①UIJターン就職の促進
首都圏における本市企業のPRイベントの開催や、各種合同就職説明会、企業ガ
イダンス等を通じ、UIJターンによる本市企業への就職を促進する。

②佐久市企業の情報発信 インターンシップ受入企業を支援し、地域に根差した優秀な人材確保に努める。

③都市部のワーカーと地元事
業者の交流を通じた新たな
ビジネスの創出

高いスキルを持った移住者・二地域居住者等のワーカーの方々と、地元事業者
とを結びつけるプラットフォームを構築し、両者の交流を創出することで、事
業者の抱える課題解決や地域課題の解決に取り組んでいく。

具体的施策 主な取組

①産学官連携の推進
製造品の高付加価値化や新事業へ取り組む企業を支援するため、SOICの機能を
生かし、企業や大学等の産学官連携を促進する。

②長野県の支援機関・活動組織
と連携

医療機器分野における事業動向等の情報収集・発信のため、ヘルスケア事業を推進し
ている(公財）長野県産業振興機構などとの連携を促進する。


