
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
原村商工会（法人番号１１００００５００８３００） 

実施期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日 

目標 

１．伴走型支援による事業計画策定支援の実施 

２．創業及び事業承継支援の促進 

３．商工会が持つ情報の蓄積や人のネットワーク構築 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

(1) 地域経済動向調査の情報収集・提供 

 

２．経営状況の分析に関すること 

(1) 経営分析 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

(1) 事業計画策定セミナー 

(2) 事業計画策定の個別支援 

(3) 創業計画策定の個別支援 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1) フォローアップ 

 

５．需要動向調査に関すること 

(1) 個社アンケート調査支援 

(2) 県外工業メーカーの発注情報の活用 

(3) 製造業向け需要動向調査（BtoB）支援調査 

（4）観光客動向の情報提供 

（5）ウェブサイトを活用した外部環境分析・商圏分析を支援 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

(1) 工業展示会出展による販路開拓支援 

(2) 情報発信イベント開催による販路開拓支援 

(3) ＩＴを活用した販路開拓支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．八ヶ岳まるごと収穫祭実行委員会組織の発展 

 

連絡先 

原村商工会 

（所在地）〒３９１－０１０４ 長野県諏訪郡原村６５５５ 

（電 話）０２６６－７９－４７３８  

（ＦＡＸ）０２６６－７９－５７１８ 

（メールアドレス）harasyo@po9.lcv.ne.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）地域の概要 

原村は長野県の中央に位置し、西に南アルプス、東は八ヶ岳山麓に囲まれ、北に茅野

市、南に富士見町と接している。標高は 1,000～1,300mで気候は寒冷。 

 
資料：原村第５次総合計画 

 

村の人口は約 7,500 人。村の商工業者数は建設業 89、製造業 59、卸売業 9、小売業

58、飲食店・宿泊業 112、サービス業 78、その他 30、計 435。内、小規模事業者数 383

（平成 28年度）。 

交通網について、村内に鉄道の駅は無く、最寄り駅はＪＲ中央本線青柳駅、すずらん

の里駅、利用の多い茅野駅、富士見駅など、いずれも隣接する茅野市・富士見町の駅で

ある。村には中央自動車道を利用する高速バスのバス停中央道原パーキングエリアがあ

り、原村と富士見町の境に諏訪南インターチェンジがある。高速道路利用で東京都心ま

で約 2時間半、名古屋まで約 3時間である。 

 

（２）地域の課題 

村の人口は、今までは自然増減はマイナスであったが転入者による社会増減がプラス

であったため全体として人口が増加していたが、現在は鈍化傾向にあり、国立社会保障

人口問題研究所（以下、社人研）による人口推計では平成 22 年をピークに今後の減少

が予想されている。年齢構成では、老年人口（65歳以上人口）の増加、生産年齢人口（15

歳～64歳人口）及び年少人口（14歳以下人口）の減少が予想されている。 

地域商工業者及び小規模事業者数が減少している。 
 商工業者数 小規模 

事業者数 

建設 製造 卸売 小売 飲食店 

・宿泊 

サービス その他 合計 

H24年度 90 59 14 53 112 51 72 451 395 

H28年度 89 59 9 58 112 78 30 435 383 

資料：商工会実態調査・経済センサス 
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原村は八ヶ岳山麓の豊かな自然環境、セロリー等の高原野菜、美しい星空、首都圏か

ら比較的近い立地、別荘地やペンション等の観光資源があるが、観光客及び観光消費額

が減少傾向にあり、村の基幹産業である農業は農家の高齢化、後継者不在により担い手

が不足している。 

商業に関しては村内に大型店は無く、H27 年度長野県商圏調査によると一般家庭の日

用品の地元での購買は対人口比 2.8％、地元滞留人口 212人、流入人口 0人である。 

工業は工業団地を含む約 50 程度の事業所があり、地域の雇用創出の一端を担ってい

るが、工業統計調査では製造品出荷額が平成 19 年 840,009 万円から平成 26 年 678,615

万円と減少している。 

県外等からの移住を含めた創業が毎年一定数ある一方で、各産業に共通して事業主の

高齢化及び事業承継の遅れや後継者不在から廃業が進み、地域小規模事業者が減少して

おり、創業及び事業承継による店舗・事業者の維持が課題となっている。 

 

（３）原村商工会の役割 

商工会は地域の総合経済団体として、地域経済の発展と振興に尽力してきた。税務、

金融、労務など基礎的な経営改善普及事業を中心に取り組む一方、秋祭りや商品券販売

などの地域貢献、地域振興事業も展開してきた。 

近年では平成２４年度に経営革新等支援機関に認定され、平成２７年度からは特定創

業支援事業の認定を受け、小規模事業者持続化補助金の申請や各種創業支援等に従事

し、行政の負託に応えてきた。 

商工会は、今後、地域の総合的経済団体として、また小規模事業者支援機関として、

商工会の強みである地域小規模事業者や創業者との接点が近いことを活かし、従来の基

礎的な経営支援を踏まえ事業者に寄り添って進む伴走型支援が求められている。 

 

（４）中長期的な振興のあり方 

村では平成 28年から 37年度までの１０カ年計画「第５次原村総合計画」を策定して

いる。 

当商工会では、村の計画の中でも特に「観光を中心にした、各産業間の連携」、「原村

ブランドを活かした観光振興」、「商業・サービス業の振興」、「工業振興と企業誘致」に

おいて、移住を含めた創業・事業承継を促進により地域商工業を維持し、小規模事業者

が事業を持続的に発展するために、地域における商工業者及び関係機関との連携強化や

伴走型の経営支援により、事業者が事業を改善し続ける環境を整備する役割を果たす。 

地域小規模事業者の減少は、商工会の組織、財務、事業者支援体制に多大な影響を与

え、支援力の低下を招く。この悪循環を絶ち、事業者の持続的発展を支援するため、長

野県内の商工会及び長野県商工会連合会で策定した「商工会中期マスタープラン」によ

るグループ指導体制を確立し、着実な事業者支援を推し進める。 

商工会中期マスタープランとは、事業者支援機関として、地域経済団体として、高度・

専門化する経営課題を抱える事業者や国・県・市町村等の行政の負託に応えるべく、経

営相談内容に応じ地域を越えたグループによる事業者支援、創業予定者への支援、地域

事業者と関係者の連携をコーディネートし推進する地域振興等により、支援の事業者満

足度を向上させ、地域商工業の総合的な改善発展を図り、地域経済の健全な発展に寄与

するために策定した 10カ年計画である。 
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（５）小規模事業者振興の目標及び目標達成のための方針 

中長期的な小規模振興のあり方を踏まえ、５年間の本計画の目標は以下のとおりであ

る。 

Ⅰ．伴走型支援による事業計画策定支援の実施 

各支援機関等と連携し、地域ぐるみで総力を挙げた事業者支援体制を整備し、取り

分け商工会は小規模事業者にとって最も身近な支援機関として、小規模事業者の視点

に立ち、伴走しながらきめ細かく丁寧に事業者の求めに応える。 

 

Ⅱ．創業及び事業承継支援の促進 

行政や金融機関等の関係者と連携し、特定創業支援事業※などにより地域の開業を

増やし、事業承継を進めるとともに、雇用を生み出すことで、産業の新陳代謝を促進

させる。 

 

※特定創業支援事業とは、産業競争力強化法に基づき市町村と認定連携創業支援事業

者（商工会等）が創業希望者に行う経営等の知識習得や継続して行う個別相談など

の支援 

 

Ⅲ．商工会が持つ情報の蓄積や人のネットワーク構築 

商工会中期マスタープランにより、県内の商工会及び長野県商工会連合会や専門家

とのグループ指導体制を確立し、小規模事業者支援の情報を蓄積するとともに支援策

のブラッシュアップを図る。 

 

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（平成３０年４月１日～平成３５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 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

ア 現状と課題 

商工会では今まで、地域の経済調査としてアンケートの作成・配布・回収・分析

まで全て行っていたが、調査時期が原油・株価等の経済や政策の大きな変化・変動

時に限定されており、調査結果の報告も商工会の理事会に限定していた。 

また、地域経済動向を把握し、事業計画策定に取り入れている事業者は少ないの

が現状である。 

課題は、小規模事業者に対する直接的な支援としての活用と、調査項目と情報量

不足の解消、調査の継続実施である。 
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イ 改善方法 

商工会で不定期に単発で一から行っていた調査をやめ、シンクタンク等が公表し

ている情報を収集し、定期かつ継続して情報発信する。 

また、収集した情報は小規模事業者の事業計画策定支援に活用する。 

 

ウ 目的・小規模事業者に対する効果 

小規模事業者がいつでも地域経済動向の情報を把握できるとともに、事業計画策

定に役立てることを目的に、シンクタンク等が公表している地域経済動向調査の結

果に用語や経営に役立つ視点の解説を加え、小規模事業者に分かりやすく伝える。 

これらの効果として、各機関のＨＰ等で公表している経済動向情報が、小規模事

業者にとって、より身近で経営に役立つ情報となり、事業を見直すうえで事業者を

取り巻く環境を把握できる。 

 

エ 事業内容 

(1) 地域経済動向調査の情報収集・提供（新規事業） 

情報収集はシンクタンク等のホームページより行い、本会ホームページにリンク

設定するとともに、各調査結果の用語等に解説を加える。 

諏訪信用金庫、一般財団法人長野経済研究所、財務省関東財務局長野財務事務所

等が発表している各種経済動向に関するレポートから以下の情報を収集し、各機関

の分析結果をまとめ、窓口・巡回訪問時に提供。また、商工会ホームページで公表

する。 

 

レポート名 入手先 調査範囲 公表頻度 

情報収集項目 

諏訪の景気動

向 

諏訪信用金庫 諏訪地域 年 8回 

業種別業況ＤＩ（製造業：規模別受注状況、商業：客単価・

来店数、観光・サービス業：客単価・宿泊客数、建設業：受

注状況・外注発注量）収益性ＤＩ、経営課題 

諏訪地方の経

済概況速報 

諏訪信用金庫 諏訪地域 年 4回 

有効求人倍率、手形交換高、電力使用量、車庫証明取扱件数、

新設住宅着工戸数 

長野県経済動

向（総括判断） 

一般財団法人長野経済研究所 長野県 年 12回 

景気動向指数、生産動向、個人消費、公共投資、住宅投資、

雇用情勢 

経済情勢報告 財務省関東財務局長野財務事務所 長野県 年 4回 

個人消費、生産活動、設備投資、雇用情勢、住宅建設、企業

収益、企業の景況感 
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オ 目標 

事業内容 
29年度 

（現状） 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域経済動向調査 

情報収集 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

ＨＰによる公表 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

ア 現状と課題 

現在は、主に融資や補助事業申請支援の際に、申請の項目に合わせた分析をする

など、経営分析をする場面が限定されていた。課題は、小規模事業者のビジネスプ

ランを再構築することを目的に経営状況を分析すること、事業者にその必要性を啓

蒙すること、組織として事業者を継続して支援するために、経営分析の項目や書式

を整備するなど手法を統一・確立することである。 

 

イ 改善方法 

小規模事業者との接点となる巡回指導、窓口相談、セミナー等で、全ての事業者

に対し事業計画策定及び経営分析の必要性を啓蒙するとともに、意欲的な事業者の

掘り起こしを行う。 

小規模事業者の経営状況の分析には、経済産業省が提供している経営診断ツール

「ローカルベンチマーク」を利用し、分析結果を事業者に示すとともに、組織内に

情報や手法を蓄積する。 

 

ウ 目的・小規模事業者に対する効果 

小規模事業者の持続的発展には自社の経営状況の分析を踏まえた事業計画の策定

が必要であるが、経営状況の分析を行っている事業者は少ない。商工会では小規模

事業者が実施する事業計画策定に役立てることを目的に、事業者の経営状況を分析

するとともに、事業者自らが経営分析を行えるよう支援する。これにより事業者が

事業の強みと弱みを把握でき、経営分析手法を習得し事業計画策定に繋げることが

できる。 

 

エ 事業内容 

(1) 経営分析 

小規模事業者の財務諸表とヒアリングから事業実態の把握、事業者自身が気づい

ていない強み等の発見、経営課題の抽出等の経営分析を行う。 

経済産業省が提供している経営診断ツール「ローカルベンチマーク」を利用し、

財務、経営理念、後継者の有無、事業の沿革、技術力・販売力の強み・弱み、ＩＴ

の能力、企業を取り巻く環境・関係者、内部管理体制、業務フローと差別化ポイン

ト、流通等のビジネスモデルについてまとめ、経営状況を明らかにする。 

財務について詳細に分析する必要がある場合には、中小企業基盤整備機構が提供
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するＷＥＢシステム「経営自己診断システム」を活用し、収益性、効率性、生産性、

安全性、成長性に係る財務指標を算出し、必要に応じて更に株式会社ＴＫＣの「Ｔ

ＫＣ経営指標」や株式会社日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」結果から同業

他社の平均値や黒字企業の平均値と比較し分析する。 

財務以外の経営状況のヒアリングには、当初は中小企業基盤整備機構が提供する

「経営問診票」を活用し、順次、より事業者から事業実態、特に事業者が意識して

いない事業の強みなどを引き出しやすい質問内容になるよう問診票を磨き上げてい

く。 

分析内容は上記だけでなく、季節指数やＡＢＣ分析、商圏分析等、分析を行う事

業所に合った項目・手法を柔軟に取り入れるとともに、事業者が持つ各種データが

各種経営分析に活用できるデータにするよう、部門別売上や顧客等のデータ管理の

支援を行う。 

また、経営分析には必要に応じ、各種専門家派遣制度を活用し専門家と連携して

支援にあたる。 

分析結果は事業者へ提供し事業計画策定に役立てるとともに、計画策定後のフォ

ローに継続・発展した支援に繋げるため、長野県商工会連合会が提供するＷＥＢシ

ステム「小規模事業者支援システム」に記録し、商工会の組織内に情報を蓄積し共

有する。 

また、抽出した経営課題は事業者向けセミナーのテーマ設定の参考とする。 

 

オ 目標 

事業内容 
29年度 

（現状） 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析（事業者数） 0社 6社 8社 8社 8社 8社 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

ア 現状と課題 

地域事業者向けアンケートの調査結果では、事業計画を策定したことがある事業

者の利益実績が事業者全体より良い結果が出ている一方、策定したことがない事業

者が全体の 70.7％と多く、計画策定の重要性を理解していない、もしくは作成でき

ない事業者が多い状況である。商工会では補助金申請の必要書類の作成支援で事業

計画策定支援を行っているが、事業計画策定支援の場面が少ないのが現状であり、

小規模事業者への事業計画策定の啓蒙と、事業者の経営分析から事業計画策定、策

定後のフォローまで行う伴走型の支援の実施が課題である。 

 

イ 改善方法 

  今後は巡回・窓口・各種セミナー等で計画策定の重要性を理解してもらい、事業

計画策定セミナーの開催や専門家派遣等による個別事業所支援により、事業者の計

画策定支援や事業者自らが計画を策定できるようになる支援を行う。 
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ウ 目的・小規模事業者に対する効果 

小規模事業者に事業計画策定が、創業・融資・補助金申請・事業承継といった限

定した場面だけでなく、事業を継続・発展させるために必要であることを気付き事

業者自ら意欲的に計画を策定してもらうため、様々な場面で啓蒙する。また、事業

者にとって身近な支援機関として伴走しながらきめ細かく丁寧に計画策定の支援を

行う。これにより事業所が自らのビジネスモデルを再構築し持続的に発展すること

ができる。 

    

エ 事業内容 

(1) 事業計画策定セミナー 

創業・第二創業を含め事業計画策定を目指す小規模事業者を対象に事業計画策定

セミナーを年 4 回程度開催する。ホームページや会報での広報、巡回指導、窓口相

談の折に、セミナー開催の通知と併せて計画策定の啓蒙を行う。 

セミナーは中小企業診断士や金融機関等各種専門家を講師に、経営、財務、人材

育成、販路開拓の内容で実施し、事業計画策定の啓蒙及び手法の習得を図る。 

 

(2) 事業計画策定の個別支援 

セミナーによる集団を対象とした手法等の知識の習得から、具体的な事業計画策

定に一歩踏み出す事業者に対しては、本経営発達支援事業に係る地域の経済動向調

査、需要動向調査、事業者の経営状況の分析を基に、小規模事業者個別にＳＷＯＴ

分析等を行い、事業計画策定の助言等の支援を実施する。 

必要に応じて、各種専門家派遣制度の活用、地域グループ「長野県商工会連合会

経営支援センター伊北諏訪グループ（注１）」や専門分野別グループ（注２）と連携

し、経営課題の深掘りや計画づくりの支援を行う。 

また、支援内容や進捗状況を長野県商工会連合会が提供するＷＥＢシステム「小

規模事業者支援システム」に記録することで、商工会の組織内に情報を蓄積し職員

間で共有し、継続・発展支援に繋げる。 

 

（注１）原村商工会（諏訪郡原村）、富士見町商工会（諏訪郡富士見町）、箕輪町

商工会（上伊那郡箕輪町）、辰野町商工会（上伊那郡辰野町）、南箕輪村

商工会（上伊那郡南箕輪村）の５つの地域に属する５つの商工会の各経

営指導員及び補助員で構成する組織 

（注２）長野県内の商工会の経営指導員と長野県商工会連合会の上席専門経営支

援員で組織された、事業所の経営課題１１分野（商業、製造業、建設業、

サービス・飲食業、観光業、創業、事業承継、販路開拓・新規取引、海

外展開・輸出入、新製品開発、農商工連携）別に組織されたグループ 

 

(3) 創業計画策定の個別支援 

創業予定者に対しては、地域資源の活用の仕方、ターゲット市場の見つけ方、ビ

ジネスモデル構築の仕方、売れる商品・サービスの作り方、適正な価格の設定と効

果的な販売方法、資金調達の方法等を指導し、創業計画策定の支援を実施する。 

また、策定した創業計画は、村・県制度、日本政策金融公庫等各金融機関の創業
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融資の申請に繋げる。 

 

オ 目標 

事業内容 
29年度 

（現状） 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定 

セミナー 

未実施 15人 15人 15人 15人 15人 

事業計画策定支援 2社 3社 4社 4社 4社 4社 

創業計画策定支援 1社 4社 4社 4社 4社 4社 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

ア 現状と課題 

今まで本会で行ってきたフォローアップは、内容や回数は各経営指導員個人の判

断で行ってきた。課題は支援の回数や内容等の標準ルールを定め、事業計画実現に

向けて経営指導員等が伴走型で支援できる仕組み作りである。 

 

イ 改善方法 

事業計画及び創業計画を策定した事業者を対象に、四半期に 1 回定期・計画的に

巡回等で進捗状況と現状把握を行う。 

 

ウ 目的・小規模事業者に対する効果 

策定した事業計画を着実に実行するために、事業者に寄り添い継続して支援にあ

たることで、早期に課題を見つけ改善策を講じ、ＰＤＣＡサイクルを回すことで事

業目標を達成することができる。 

 

エ 事業内容 

(1) フォローアップ 

事業者が策定した事業計画及び創業計画は、財務、顧客、業務プロセス、学習と

成長の視点で目標設定及び達成状況の評価をし、未達成の目標については事業主や

従業員に対するヒアリングにより課題を抽出した上で、緊急度と重要度で優先順位

を付けて改善にあたる。 

高度・専門的な課題については、必要に応じて、経営支援センター伊北諏訪グル

ープや専門分野グループとの連携や各種専門家派遣制度を活用し、事業承継につい

ては長野県事業引継ぎ支援センターと連携して支援を行う。 

また、融資が必要となる事業計画においては小規模事業者経営発達支援資金を利

用する。 

フォローの進捗は随時、長野県商工会連合会が提供するＷＥＢシステム「小規模

事業者支援システム」に情報を蓄積し組織内で共有する。また、本支援システムに

蓄積された他商工会の経営指導員や専門分野グループで扱われた類似の支援案件を

課題解決の参考にすることで、全県の商工会組織の力を活用した事業所支援を行う。 
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オ 目標 

事業内容 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定者

フォローアップ 

（事業者数） 

0社 3社 4社 4社 4社 4社 

事業計画策定者

フォローアップ 

（回数） 

0回 12回 16回 16回 16回 16回 

創業者フォロー

アップ 

（事業者数） 

0社 4社 4社 4社 4社 4社 

創業者フォロー

アップ 

（回数） 

0回 16回 16回 16回 16回 16回 

小規模事業者経

営発達支援資金 
0社 1社 1社 1社 1社 1社 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

ア 現状と課題 

小規模事業者が新規に販路開拓や商品開発を行う際には、消費者ニーズや市場動

向の把握が必要だが、販路開拓につながる需要動向に関わる情報収集に取り組んで

いる事業者が少ないのが現状である。小規模事業者が需要動向調査の手法を習得し、

販路開拓に活かすことが課題となっている。当会においても、地域全体の事業者の

課題整理が不十分であるとともに、需要動向を正確に把握することは出来ていなか

ったため、需要動向調査から販路開拓、事業計画策定につながる支援が不足してい

る。 

 

イ 改善方法 

小規模事業者に顧客ニーズを把握することの必要性とその手法を教えるととも

に、事業計画策定を行う事業者には需要動向調査の支援を行い、事業所の外部環境

の基礎データとし販路開拓及び新商品開発に活かす。 

また、元請け・下請け、川上・川下といった企業間取引が主であった事業者も、

エンドユーザーを意識した内容で調査を実施する。 

 

ウ 目的・小規模事業者に対する効果 

小規模事業者の事業推進に顧客の視点を取り入れ、マーケットインの考え方を浸

透させ消費者ニーズ把握の重要性を理解し需要動向調査を実施することで、販路開

拓や新商品開発を効果的に実施し、既存顧客の購入単価や来店頻度の増大、新規顧

客の獲得に役立て、結果、小規模事業者の売上増加につなげることができる。 
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エ 事業内容 

（1）個社アンケート調査支援（調査票作成支援、集計、分析）【新規事業】 

（例）地域農産物を活用した加工食品を販売しようとしている小規模事業者 

目  的 ：消費者のニーズを把握して、新たな販路開拓や商品開発に活かす。 

調査項目 ：味・見た目(色・デザイン)・分量・香り・設定された価格に対する   

感想・満足した点・残念な点・利用シーン・類似品との相違点など 

調査方法 ：自社店舗での試験販売、販売店舗が無い事業者は、村内で開催され

る八ヶ岳まるごと収穫祭や原村高原朝市などのイベント会場にて

アンケートを実施する。 

標本数は１商品当たり５０件を目標とし実施する。 

集計・分析：集計には表計算ソフトエクセルを想定する。集計は各個社で行える

よう商工会指導員が支援する。調査項目の分析はクロス集計などを

行い、商工会経営指導員、商工会連合会の上席専門経営支援員、外

部専門家などを活用し分析する。分析から見える各個社の商品に対

する方向性、課題、改善点についても付記し分析結果は個社へ返す。 

活用方法 ：集計を各個社が行うことで、個社自らが消費者の生の声に触れるこ

とができ、商品の大まかな方向性を確認できる。商工会で分析した

結果を個社に返すことで、新商品の開発、既存商品の見直しのブラ

ッシュアップに活かし完成度を高めることができ、今後の販売戦略

や事業計画の整合性・見直しの資料として活用する。 

※調査項目は、小規模事業者が販路開拓を図ろうとしている商品、サービスなど

の内容により支援対象企業と十分検討し決定する。 

 

（2）県外工業メーカーの発注情報の活用【既存事業改善】 

   （例）新たな取引先開拓を希望する金属加工業者が業界ニーズを把握するために

県外メーカーや商社などの発注情報を収集・整理し提供する。 

目  的 ：バイヤーやメーカーが望む需要（加工内容、精度など）の傾向を把

握し販路開拓に活用する。 

提供項目 ：発注地域、企業規模、加工種類、品質基準、精度、納期、材質、 

      サイズ、発注ロット、発注頻度、取引条件等 

    収集・整理：長野県中小企業振興センターの※受発注相談員から提供される県外

メーカーなどの発注案件を商工会経営指導員が加工内容（プレス加

工、旋盤加工、マシニング加工など）により分類・整理する。 

複雑な加工や専門用語などの加工内容の整理は必要に応じて、長野

県商工会連合会の上席専門経営支援員、ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推

進機構の専門アドバイザーを活用する。個社の加工内容に応じてレ

ポートを作成し提供する。 

    活用方法 ：発注情報を整理しまとめる事により、市場から要求されている加工

精度・材質・納期や品質基準などの取引条件などのニーズを把握、

自社の加工・製品レベルと比較することで、技術レベル改善・向上

に役立て新規受注先獲得に繋げる。 
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          ※長野県中小企業振興センターでは、随時（不定期）関西・中京圏、

と関東圏からの発注情報を提供している。内容は発注情報で、そ

の中から製造業の親会社が求める傾向も読み取れる。 

           【納期・能力・材質・精度・必要設備・希望する認定(ISO等)】 

 

(3) 製造業向け需要動向調査（BtoB）支援調査 【新規事業】 

    諏訪圏の高い技術力を情報発信し、販路開拓、新技術・新産業の創出を図るため、

諏訪地域の行政、商工団体、金融機関等が連携し、約４００社が出展し３日間で

延べ２７，０００人のバイヤー等が来場する地方開催では最大規模の工業専門展

示会「諏訪圏工業メッセ」へ、当商工会では共同出展（小規模事業社４社）ブー

スの借上げを行い「原村商工会工業部会ブース」として出展している。 

    目  的：諏訪圏工業メッセに来場する完成品メーカーの研究開発、製品設計、

生産技術、購買の担当者に対して来場者アンケートを実施し、業界標

準の把握や求められる加工技術や製品を把握する。 

    調査項目：求めている加工技術…精度・材質・品質管理体制など 

         求めている能力…保有設備の能力と数量（ロット）など 

         その他…納期・コスト・地域など 

調査方法：原村商工会工業部会ブースを訪れる来場者に対して、出展者企業担当

者及び商工会役職員が個別アンケート形式で実施する。標本数は１日

当たり５０件を目標とし実施する。 

収集・整理：商工会経営指導員と長野県商工会連合会の上席専門経営支援員、ＮＰ

Ｏ諏訪圏ものづくり推進機構の専門アドバイザーが連携して行う。 

    活用方法：市場から要求される技術力、製品、品質、コスト、納期などを整理し

個社の新製品・新加工技術の開発に活かし需要開拓に結び付ける。 

 

（4）観光客動向の情報提供 【新規事業】 

    原村が位置する八ヶ岳中央高原への観光客数は、長野県観光地利用者調査による

と過去５年間多少の変動はあるものの年間２０万人前後で推移している。 

    目  的：以下の様な情報ソースから、提供項目に例示するような観光客及び観

光業界の動向についての情報を収集し、分析した上で、個社の営業形

態に応じて提供する。 

    提供項目：・観光客のセグメント別動向（増減） ここでのセグメントは性別、

年齢層別等の他に、人数別、居住地、なども含む。 

・月毎、季節毎の観光地別入込予測 

・観光客の客単価や滞在日数、交通手段等の統計データ 

・全国、県内、村内の観光業、旅行業の動向（業者数の増減等も含む） 

・県内外の原村同様の高原観光地での観光業者のベストプラクティス 

や先進的取り組み 

情報ソース：長野県・業界団体等の統計資料の収集 

・日本旅行業協会－旅行市場動向調査 

・観光庁－宿泊旅行統計調査 

・長野県－観光地利用者調査 
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・原村－村の統計・村内観光施設の利用状況調査 

         民間調査レポートのトレンド情報の収集 

            ・日本旅行業協会－旅行のトレンド 

・ブッキング・コム－旅行業界トレンド予測 

・Ｈ・Ｉ・Ｓ－旅トレンド調査 など 

収集・分析：商工会経営指導員、長野県商工会連合会の上席専門経営支援員と連携

して行い、外部専門家も活用する。 

    活用方法：観光客の顧客特性やトレンドを把握し、事業計画策定の基礎資料とし

新たな販路開拓を求める小規模事業者・創業予定者（観光関連事業者

／宿泊施設、土産品店、飲食店など）に提供する。ホームページに掲

載し巡回時に詳細説明を行う。 

 

 （5）ウェブサイトを活用した外部環境分析・商圏分析を支援【新規事業】 

    （例）新たな地域への出店を検討している小規模事業者及び新規創業の出店を検

討している創業予定者。 

目  的：人口、世帯の増減や競合店数などの定量的分析と消費者動向、地域特

性、経済状況などの定性的分析を行う。 

調査項目：業種により商圏範囲を設定した上で、人口、世帯の増減や競合店数な 

どの定量的分析と消費者動向、地域特性、経済状況などの定性的分析

を実施する。 

調査方法：独立行政法人統計センターの「ｊＳＴＡＴ Ｍａｐ（注１）」と「Ｒ

ＥＳＡＳ（地域経済分析システム）（注２）」を活用する。 

     （注１）独立行政法人統計センターが提供している、インターネット上

で利用できる統計データと地図を組み合わせた地理情報システム。（注

２）まち・ひと・しごと創生本部事務局が提供している、産業構造や

人口動態、人の流れなどを可視化するシステム。 

分  析：上記システムを活用し商工会経営指導員が行い、ケースによっては商

工会連合会の上席専門経営支援員と連携する。分析結果は個社へ返す。 

活用方法：購買力予測、商圏の成長性、人口や年齢層の時系列の推移などを事業

者に合わせて解り易くデータ化する商圏分析支援を行い、新たな地域

への販路開拓や創業者支援に活用する。 

オ 目標 

事業内容 
29年度 

現状 

30 

年度 

31 

年度 

32 

年度 

33 

年度 

34 

年度 

（1）アンケート調査支援 未実施 7社 8社 8社 8社 8社 

（2）県外発注情報提供 未実施 12社 12社 12社 12社 12社 

（3）製造業向け需要動向調査

（BtoB）個社支援調査事業者数 
未実施 4社 4社 4社 4社 4社 

（4）観光客動向の情報提供 未実施 5社 5社 5社 5社 5社 

（5）商圏分析支援（BtoC） 未実施 5社 5社 5社 5社 5社 
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６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

ア 現状と課題 

当商工会では、これまで販路拡大に向けて、会員企業の取扱品目・営業内容をま

とめた「原村企業ガイドブック」を作成し、諏訪圏工業メッセ、御柱祭観光宣伝事

業等の展示会や観光イベントなどで配布している。 

また、原村の情報発信イベントとして、「八ヶ岳まるごと収穫祭」を主催しており、

その内容は、村内産の高原野菜の直売、地元クラフト作家による工芸品の制作体験

や作品販売、地元販売店による農機具・除雪機などの展示商談会などである。 

工業部会では、地方で開催される最大規模の工業展示会「諏訪圏工業メッセ」へ

の共同出展や商工会ＨＰ内に村内製造業データベースを掲載している。建設業部会

では、建設業ガイドを作成し村内イベントでの配布と住宅リフォーム相談会などを

行っている。 

このように小規模事業者の受注拡大・販路開拓支援を実施してきたが、いずれも

その場での販売や展示など単発的な支援での限定的な売上増加効果となっており、

効果的・継続的な販路開拓支援の実施方法が課題となっている。 

 

イ 改善方法 

即売会等の販路開拓等の機会の提供と併せ、ＰＯＰ広告の書き方、展示ディスプ

レイの見せ方、商品写真撮影の撮り方、新規顧客獲得のための営業手法、ＳＥＯ対

策などの実践的なセミナーを実施し、事業者の販売促進力を向上させる。 

また、各関係機関と連携し各種施策、ツールを活用することで、多面的に事業者

の新規需要開拓を支援する。 

 

ウ 目的・小規模事業者に対する効果 

事業者の需要開拓の機会提供と併せ、販促力向上支援を実施することで効果的な

受注を促す。 

 

エ 事業内容 

(1) 工業展示会出展による販路開拓支援 【既存事業改善】 

諏訪圏の高い技術力を情報発信し、販路開拓、新技術・新産業の創出を図るため、

諏訪地域の行政、商工団体、金融機関等が連携し、約４００社が出展し３日間で延

べ２７，０００人のバイヤー等が来場する地方開催では最大規模の工業専門展示会

「諏訪圏工業メッセ」への事業者の出展支援や共同出展ブースの借上げを実施して

おり、日頃商談できない大手企業との商談機会を提供している。また、出展企業に

対して保有技術や製品の概要を記載した※「企業ひと技ＰＲシート」の作成支援を

継続実施する。 

  ※「企業ひと技ＰＲシート」とは 

    自社製品・加工技術の特徴や他社との相違点を写真・図を用いて解り易くＡ４サ

イズ１枚に集約したもの。このシートは冊子化（約 400P）され毎年リニューアル

を行い 9,000冊発行している。配布先は諏訪圏工業メッセ来場者、機械要素展な

どの展示会、大手企業（トヨタ自動車、マツダ自動車、日産自動車）への出張展

示会にて配布している。 
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目  的 金属加工等の製造業者に対しＢｔｏＢ取引の拡大。 

支援内容 ①出展企業に限り個社ごと作られている「企業ひと技ＰＲシート」を

域内の全金属加工業者に作成勧奨を行う。 

②諏訪圏工業メッセ実行委員会が開催する「展示活用セミナー」への

積極参加を促す。 

支援方法 ①ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構の専門アドバイザーと連携し作

成を支援する。個社の各シートは会期前から諏訪圏工業メッセＨ

Ｐ、商工会ＨＰに掲載する。 

②他の展示会でも活用可能な効果的な製品展示方法、接客方法、プレ

ゼン方法を習得する。 

期待される 

支援効果 

①「企業ひと技ＰＲシート」を作成し、小規模事業者が保有する製品、

技術、能力をＰＲすることで、新たな販路開拓が期待できる。また、

展示会の来場者も事前に小規模事業者の情報を把握することがで

き、取引目的も持った企業・バイヤーにブースへの誘客を促すこと

ができ、商談の可能性が高まり、新規受注獲得、販路開拓に繋がる。 

②「展示活用セミナー」にて、展示・接客方法を習得することにより、

より効率的な商談を実施することができ商談成立率の向上が期待

できる。また、事業者や事業者の担当者が製品展示方法、接客方法、

プレゼン方法について自信を付けることで、他の展示会、商談会等

への積極的参加にもつながる。 

 

(2) 情報発信イベント開催による販路開拓支援 【既存事業改善】 

    商工会・原村・原村観光連盟が連携し開催している地域の情報発信イベント「八

ヶ岳まるごと収穫祭」。毎年１０月下旬の週末に開催され、近年は２日間で約 9,000

人の来場があり、地域別割合は、諏訪圏内３８％、長野県内２０％、関東を中心と

した県外４２％となっている。 

目  的 域内の小規模事業者が製造・販売する商品やサービスを消費者に直接

販売・広告宣伝できる機会を提供し、新たな需要開拓と今後の継続販

売への足掛かり作る場を提供する。 

支援内容 八ヶ岳まるごと収穫祭会場内に域内小規模事業者専用の販売・情報発

信コーナーを新設し、出店については巡回・窓口相談時及び商工会ホ

ームページで広報する。 

支援方法 商工会では、出店する小規模事業者の企業情報、製品情報、所在地な

どを事前にまとめ、ホームページ・チラシなどの広告媒体に掲載する

ことで同コーナーへの誘客を図る。また、小規模事業者のホームペー

ジにもリンク設定することで、より詳細な情報を提供する。 

期待される 

効果 

消費者に直接販売できる機会の提供は小規模事業者にとっては大変貴

重で、新しい販路開拓とお客様の生の声を聞ける良い機会になり、今

後の商品改良・開発にも活かせる。リピーター獲得の支援に繋げる。 
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(3) ＩＴを活用した販路開拓支援 【新規事業・既存事業改善】 

ＩＴ未活用の小規模事業者を対象に下記の支援を実施し、新たな販路開拓・需要開

拓に取り組む。後述の①から③の３段階支援を行う。 

 

   ①ＩＴ活用セミナーの開催 

目  的 ＩＴの利活用による情報発信や商品・サービスのＰＲの重要性を小規

模事業者が理解でき、ＩＴ利活用による販路開拓への糸口となる。 

支援対象者 ホームページを持たない小規模事業者、ホームページは持っているが

掲載情報の更新が行われていないなどのホームページ未活用者など。 

支援方法 ＷＥＢからの効果的な集客方法についてセミナーを開催する。 

支援内容 ＩＴに精通した専門家を講師とし、ＳＮＳを活用した集客やＳＥＯ対

策などの実践的技術を習得する。専門的な課題がある事業者に対して

は個別に専門家を派遣して問題解決に取り組む。年間１回程度開催予

定。 

期待される 

効果 

ＩＴ利活用の方法や効果を理解することで小規模事業者の販売促進力

を向上させることができる。また、後述のホームページ作成やＥＣサ

イト出品への啓発が行え、継続支援の足掛かりとする。 

 

②ホームページ作成支援 

目  的 ホームページ作成に対して知識不足やサーバー使用料などの維持管理

費用の負担などの認識不足を解消し、小規模事業者がホームページを

開設できるようにする。 

支援対象者 前述①でホームページの重要性を理解した小規模事業者や自らホーム

ページ作成が困難な小規模事業者 

支援方法 全国商工会連合会が提供している無料ホームページ作成支援ツール

「ＳＨＩＦＴ」を紹介し導入を促す。 

支援内容 商工会経営指導員とＩＴに精通している長野県商工会連合会の担当部

署と連携し、「ＳＨＩＦＴ」の導入から活用まで個別で支援を行う。

最新情報の掲載や更新の作業は、商工会経営指導員が継続的に支援を

行い、小規模事業者自らが情報発信できる体制を整える。 

期待される 

効果 

小規模事業者がホームページを開設することにより、広域的な情報発

信により新たな需要開拓が可能となる。 

 

③ＥＣサイト出店支援 

目  的 インターネットを使用した国内外への販売が中小・小規模事業者にも

広がっている。域内小規模事業者にもＥＣサイトへの出店を勧奨する。 

支援対象者 前述①から②で支援したＢｔｏＣが対象の小規模事業者やネットショ

ップ開設に向けどこから着手していいか分からない小規模事業者 

支援方法 比較簡単に出店できるＥＣサイトの紹介や出店を勧奨する。 

支援内容 全国商工会連合会の主催する通販サイト「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」

や長野県の運営する「ＮＡＧＡＮＯマルシェ」を紹介し登録を商工会
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経営指導員が支援する。必要に応じて事前準備には独立行政法人中小

企業基盤整備機構のＥＣ支援も活用する。 

期待される 

効果 

ＥＣサイトへの出店により、幅広い顧客への訴求力向上が図られ新し

い需要開拓が可能となり売上拡大・販売促進力を向上させる。 

 

オ 目標 

事業内容 
29年度 

（現状） 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

（1）工業メッセ出展社数 4社 4社 4社 4社 4社 4社 
新規成約件数 未実施 1件 2件 2件 2件 2件 

（2）まるごと収穫祭 

出店社数 
未実施 3社 3社 5社 5社 5社 

売上増加率 未実施 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

（3）①ＩＴ活用セミナー 

参加社数 
未実施 10社 10社 10社 10社 10社 

（3）②ＳＨＩＦＴホーム 

ページ作成支援社数 
未実施 7社 8社 8社 8社 8社 

（3）③ＥＣサイト 

出店社数 
未実施 1件 1件 2件 2件 2件 

１社あたり販売金額/月 未実施 3万円 3万円 6万円 6万円 6万円 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

ア 現状と課題 
当村の農業は大都市への立地関係と高冷地の気候を活かした栽培が行われ、特にセ

ロリーは日本一の生産高を誇り、村でも基幹産業として位置付け、各種支援に注力し

ている。しかし、経営者の高齢化や後継者不足により農業従事者数が減少している。 
観光資源では、八ヶ岳中央高原を中心に約 1,400 人の収容能力を持つ 60 数件のペ

ンション（ペンションビレッジ）などの宿泊施設、八ヶ岳自然文化園、八ヶ岳美術館、

もみの湯、樅の木荘などの観光施設がある。 
その中の、ペンションビレッジは昭和 48 年に国内で先駆けてペンション群として

開業し、高度経済成長期には旺盛を極めた。それから 40 数年が経過した現在、経営

者の高齢化、建物の老朽化、消費者の観光ニーズの多様化への対応などの課題を抱え

る事業者や、旅行形態の変化などにより廃業を余儀なくされた事業者なども少なくな

く、空き屋・住居として利用されている建物も多くなり、ペンション群として見たペ

ンションビレッジには往時の活気は見られないとの声もある。 
   現在、商工会では原村、原村観光連盟、八ヶ岳中央農業実践大学校等の関係者と共

に実行委員会を組織して、原村の全産業が一堂に会し異業種交流を図り参加者が楽し

みながらヒューマンネットワークを築き、地域の活力を得て魅力ある地域づくりに貢

献することを目標に掲げ、村の特産品や風光明媚な風景等を広くＰＲするとともに小

規模事業者の販路拡大を図るため、年１回、各種体験アトラクションや特産品等の物

産展「八ヶ岳まるごと収穫祭」を実施している。 
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  イ 改善方法 
現在、村では第 5 次原村総合計画を策定し、平成 28 年度から 32 年度の 5 年間前期

基本計画の中で、産業振興による魅力・活力ある村づくりを掲げ、その中でも「農業

と連携した観光振興」を重点施策の一つとし、観光資源、他産業と連携した観光施策

の展開に取組むとしており、商工会でもその一翼を担っていくことが求められている。 
 そのため、商工会が中心となって組織している「八ヶ岳まるごと収穫祭実行委員会」

を祭事の企画・運営を行う組織としてではなく、地域全体の活性化について協議・情

報交換を行い、情報の共有・関係機関でのネットワーク作り・新たな連携を模索する

場として発展させる。 

 

  ウ 実施内容 
・八ヶ岳山麓のセロリーを中心とした高原野菜を活用した農商工連携・６次産業化によ

る特産品の開発。 
・農業者と飲食店、宿泊業者等が連携した地元農産物を活用した新メニューや農業体験

プランの開発。地元工芸作家と連携したクラフト体験などを情報としてまとめ体験滞

在型宿泊プランを開発し、村内滞在時間延長による消費拡大、新たな顧客獲得、販路

開拓に努め、小規模事業者の持続的発展に貢献する取組みを行う。  
 ・村内の各観光施設で開催される星まつり、星空の映画祭、星空観望会等、星をテーマ

とした観光イベントや八ヶ岳開山祭など自然観光資源を活用して村内滞留時間延長

への取組みを行う。 
・ペンションビレッジへの移住を含めた創業希望者に対し、空き店舗、空き家の情報を

提供し、宿泊業以外の小売、飲食、サービス業への転換活用をはかり、空き店舗を減

少させる。宿泊施設のみではなく様々な業種が創業することにより、新たなコミュニ

ティ・複合施設ビレッジとして、にぎわいを創出させ地域活性化と小規模事業者の発

展に努める。 
 ・空き家情報（所有者、土地面積、建物面積、築年数、構造、間取り、改修項目、売却

額など）をまとめ、各関係機関（行政、観光連盟など）で空き家情報として情報共有

し、事業継承・創業希望者や移住希望者へ情報提供し窓口を広げる。 
 

経営発達計画の推進と併せて関係機関（行政、観光連盟、など）との連携を強化、

それぞれの組織が相乗効果を発揮し原村の第５次総合計画「農業と連携した観光振興」

の重点施策推進の基礎作りを行い、「原村ブランド」の醸成とＰＲに向けて、地域の各

関係機関の意識やベクトルの共有を図る。 
 

 

＜八ヶ岳まるごと収穫祭実行員会組織の発展おける主な連携先＞  

 商工会、原村、村観光連盟、村地域おこし協力隊、農業者団体、八ヶ岳中央農業実践大

学校、諏訪圏移住交流推進事業連絡会、金融機関 など 
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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 

１．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 

ア 現状と課題、改善方法 

今までの他の支援機関との情報交換は各機関の事業報告が中心であったが、小規

模事業者の動向や支援策など、事業者支援を軸とした支援ノウハウの共有により、

支援力向上を図る。 

 

イ 事業内容 

(1) 長野県商工会連合会経営支援センター伊北諏訪グループ 

長野県商工会連合会経営支援センター伊北諏訪グループで情報交換を行うこと

で、経営発達支援事業を実施または計画している商工会の現状、課題、改善策や地

域小規模事業者の商圏の景況、事業者の経営課題とその解決の実践的な支援方法を

共有でき、円滑な経営発達支援事業の推進と小規模事業者支援に役立てる。 

実施頻度は小範囲のグループ（原村商工会と富士見町商工会）で週１回、さらに

箕輪町商工会と辰野町商工会と南箕輪村商工会を含めた全体で月１回程度実施す

る。 

 

(2) 経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

年１回、株式会社日本政策金融公庫と管内商工会による経営改善貸付推薦団体連

絡協議会に参加し、最新の融資施策や融資状況、地域の経済動向の情報交換を行う

ことで、事業者の融資等の支援に活用する。 

 

(3) 融資事務担当者連絡会議 

年１回、諏訪地方事務所と管内の行政・金融機関（長野県信用保証協会、株式会

社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社三井住友銀行、株式会

社八十二銀行、株式会社長野銀行、長野県信用組合、諏訪信用金庫）・商工会・商工

会議所等による融資事務担当者連絡会議に参加することで、事業者向け県制度及び

村制度融資について、最新の情報を得ることができ、事業者の融資支援に結びつけ

る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

ア 目標・目的・小規模事業者に対する効果 

商工会では Off-JT及び OJTにより、職員の事業者との信頼関係を築く対話力、真

の見えざる課題を見極める診断力、未来の姿を経営者と共に考える構想力、人・情

報のネットワークを活用し未来を創り出す編集力、目に見える成果を上げる突破力

の習得を目指す。 

また、長野県の商工会全体で、各経営指導員が事業者支援を通じて得た情報を蓄

積しデータベース化し、組織全体で支援策のブラッシュアップを行い、職員全体で

情報共有することで、職員個人の能力に依存していた支援を組織全体の支援力に変

え、事業者支援に還元する。 
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イ 事業内容 

(1) 研修会等の受講 

研修会等を受講し、事業者が今現在直面している経営課題のみならず、その他幅

広く小規模事業者の利益確保に繋がる支援ノウハウを身に付ける。 

長野県商工会連合会が実施する商工会職員研修を受講し、各職員の不足または重

点的に伸ばすスキルに応じて、販路開拓、創業、事業承継や工業・建設・商業・サ

ービス・観光等の業種別の経営課題解決について選択し習得する。 

全国商工会連合会が実施する経営指導員等ＷＥＢ研修を受講し、中小企業施策、

経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報シ

ステム等について習得する。 

本会及び経営支援センター伊北諏訪グループ、原村商工会と富士見町商工会で構

成する長野県商工会連合会諏訪支部が主催する研修会に出席し、事業者と共に学習

し知識を深めるとともに、不参加の事業者への支援に役立てる。 

中小企業基盤整備機構が主催する中小企業大学校の研修に参加し、より高度・専

門的な知識を習得する。 

習得した知識や技能は小規模事業者の支援の中で発揮させ、実践的な手法として

相談案件と共に、長野県商工会連合会が提供するＷＥＢシステム「小規模事業者支

援システム」に経営支援事例データベースとして情報を蓄積し、また、蓄積された

情報を事業者支援に活用する。 

 

【現状と課題、改善方法】 

システム導入から間もないこともあり、蓄積した情報の絶対量と事業者支援に

結びつける有機的な活用が課題となっているが、専門分野別グループにより作成

し経営課題別支援マニュアル「作業標準書」を支援の基準にすることで、情報や

支援策をブラッシュアップする。また、支援策は随時作業標準書に反映させる。 

 

(2) 指導実務による経営指導員等の教育 

長野県商工会連合会経営支援センター伊北諏訪グループにおいて、各指導員が担

当する小規模事業者の相談案件や支援事例の情報を交換し、相談内容及び指導方法

等を報告、相談し、特に高度・専門的な案件については他の職員も指導に同行する。 

これにより多くの相談案件と向き合い、特定の分野に高い能力を持つ指導員の指

導方法や考えを他の指導員も学ぶことができ、地元地域の小規模事業者支援に役立

てることができる。 

専門家派遣制度を利用する案件は担当職員以外に同行者を必ず１名以上付け、そ

の他の案件については自己の希望や他指導員の推薦等、必要に応じ同行する。 

情報交換は小範囲のグループ（原村商工会と富士見町商工会）、で週１回、箕輪町

商工会と辰野町商工会と南箕輪村商工会を含めた全体で月１回程度実施する。 

これらグループによる相談案件の他、本経営発達支援事業に係る個別事業者に実

施する経営分析、事業計画策定及び事業実施に係る支援内容、全県の商工会指導員

による相談案件についても、長野県商工会連合会が提供するＷＥＢシステム「小規

模事業者支援システム」に経営支援事例データベースとして指導の経過や顛末を記

録・蓄積し、職員間で情報を共有するとともに、小規模事業者の別案件の相談に対
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応する際にもいつでも参考にすることができる。 

 

【現状と課題、改善方法】 

グループ発足から間もないこともあり、綿密な情報交換と時間調整・連絡調整

が課題となっているが、サイボウズのグループウェア（組織内で活用する情報交

換・共有システム）グループウェアやインターネット電話サービスの活用により

円滑な組織運営を図る。 

 

３．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 

ア 現状と課題 

今までは事業者支援の定量目標について、外部有識者を含めた事業改善の取り組

みが無く、客観的な評価による事業改善が課題となっている。 

 

イ 改善方法、事業内容 

評価検討委員会を設立し、毎年１度、事業の実施状況及び成果の確認、事業の評

価、改善の検討を行う。委員には商工会内部より商工会役員、外部有識者として中

小企業診断士等の専門家、原村役場、長野県商工会連合会からそれぞれ選任する。 

事業の成果・見直しの結果は理事会に報告し、承認を得るとともに、本会ホーム

ページで公表する。 

 

ウ 目的・小規模事業者に対する効果、目標 

本事業のＰＤＣＡサイクルを効果的に回すことで、事業目的である小規模事業者

のビジネスモデルの見直しを図ることができる。 

 

 



－２１－ 

（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 

（平成２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

【事業実施体制】 

事業統括責任者 商工会長 

事業遂行責任者 事務局長 

事業遂行者   経営指導員２名、補助員１名、記帳指導員１名 

 

【原村商工会全体組織】 

 役員２０名（会長１名、副会長２名、理事１５名、監事２名） 

 職員５名（事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、記帳指導員１名） 

 

（２）連絡先 

  原村商工会 

（所在地）長野県諏訪郡原村６５５５ 

（電 話）０２６６－７９－４７３８ 

（ＦＡＸ）０２６６－７９－５７１８ 

（メールアドレス）harasyo@po9.lcv.ne.jp 
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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） 

 平成３０年度 

(30 年 4 月以

降) 

平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

必要な資金の額 １，１８２ １，２１５ １，２１５ １，２１５ １，２１５ 

 

小規模企業対策

事業費 

①事業計画策定

事業費 

②需要開拓支援

事業費 

③評価検討委員

会開催費 

 

 

３５６ 

 

７８８ 

 

３８ 

 

 

３５６ 

 

８２１ 

 

３８ 

 

 

３５６ 

 

８２１ 

 

３８ 

 

 

３５６ 

 

８２１ 

 

３８ 

 

 

３５６ 

 

８２１ 

 

３８ 

（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、各種事業収入、国補助金、県補助金、村補助金、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） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

連携事業１ 経営分析 

連携事業２ 事業計画策定支援 

連携事業３ フォローアップ 

連携事業４ アンケート調査支援 

連携事業５ 需要開拓支援 

連携事業６ 地域経済の活性化 

連携事業７ ノウハウ等の情報交換・指導員等の資質向上 

連携事業８ 事業評価 

連携者及びその役割 

連携事業１経営分析・２事業計画策定支援・３フォローアップ・４アンケート調査支援 

・公益財団法人長野県中小企業振興センター（長野県よろず支援拠点、長野県事業引継

ぎ支援センター） 

 理事長 太田哲郎 

 住所 長野県長野市若里１－１８－１ 長野県工業技術総合センター３階 

 役割 専門家派遣による事業者の経営分析、需要動向に係るアンケート調査結果の分

析、事業計画策定、策定後のフォローアップ等の事業者支援、事業承継及びＯ

ＪＴによる指導員等の指導力向上。 

 効果 事業者の高度・専門的な経営課題に対し専門的な知見から助言が受けられる。 

 

・長野県商工会連合会 

 会長 柏木昭憲 

 住所 長野県長野市中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館 1階 

 役割 広域経営支援センターの上席専門経営支援員及びエキスパートバンク事業の専

門家派遣による事業者の経営分析、需要動向に係るアンケート調査結果の分析、

事業計画策定、策定後のフォローアップ等の事業者支援及びＯＪＴによる指導

員等の指導力向上。 

 効果 事業者の高度・専門的な経営課題に対し専門的な知見から助言が受けられる。 

 

連携事業２ 事業計画策定 

・原村 

 村長 五味武雄 

 住所 長野県諏訪郡原村 6549-1 

・富士見町 

 町長 名取重治 

住所 長野県諏訪郡富士見町落合 10777 

役割 事業計画策定に係る創業支援に際し、産業競争力強化法に基づく創業支援事業

に係るセミナー等の共同実施 
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 効果 特定創業支援事業の実施者であり、地域開業予定者の情報が集まる。 

 

連携事業３ フォローアップ 

・株式会社日本政策金融公庫松本支店 国民生活事業 

 事業統括 髙坂英樹 

 住所 長野県松本市中央１丁目４－２０ 日本生命駅前ビル 9F 

 役割 小規模事業者経営発達支援融資制度等の融資支援 

 効果 策定事業計画の着実な実施が可能となる。 

 

連携事業５ 需要開拓 

・特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構 

 理事長 宮坂孝雄 

 住所 長野県諏訪市小和田南１４‐７諏訪商工会館２階 

   （実行委員構成団体） 

岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、岡谷商工会議所、諏訪商

工会議所、茅野商工会議所、下諏訪商工会議所、富士見町商工会、原村商工会、

長野県、長野県テクノ財団、長野県中小企業振興センター、 ジェトロ長野貿易

情報センター、長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、日本政策投資銀

行、諏訪東京理科大学、八十二銀行、諏訪信用金庫 

 役割 諏訪圏工業メッセ実行委員会事務局として、諏訪圏工業メッセの運営 

 効果 諏訪圏工業メッセを運営しており、円滑な事業推進ができる。 

 

・全国商工会連合会 

 会長 石澤義文 

 住所 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 有楽町電気ビル北館１９階 

 役割 ニッポン全国物産展、ニッポンセレクト.com、むらからまちから館の運営 

 効果 物産展等を運営しており、円滑な事業推進ができる。 

 

・長野県 

 知事 阿部守一 

 住所 長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

 役割 銀座ＮＡＧＡＮＯ、信州名産ショップＮＡＧＡＮＯマルシェの運営 

 効果 アンテナショップ等を運営しており、円滑な事業推進ができる。 

 

連携事業６ 地域経済の活性化 

・諏訪圏移住交流推進事業連絡会 

 会長 茅野昭一 

 住所 長野県諏訪市杉菜池 1915-9 

 役割 構成団体の取りまとめ 

 効果 観光や生活圏が共通な地域で連携することで、各団体が一体となり諏訪圏域の

移住を促進ができる。 
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・原村 

 村長 五味武雄 

 住所 長野県諏訪郡原村 6549-1 

 役割 八ヶ岳まるごと収穫祭の企画・運営 

 効果 原村ブランドのＰＲを主導的立場で推進しており、他のＰＲ事業との相乗効果

が狙える。 

 

・原村観光連盟 

 会長 五味武雄 

 住所 長野県諏訪郡原村 6549-1 

 役割 八ヶ岳まるごと収穫祭の企画・運営 

 効果 村の観光資源を熟知しており、その関係事業者との連絡や調整が可能であり、

円滑に事業を推進できる。 

 

・公益財団法人八ヶ岳中央農業実践大学校 

 校長 清水矩宏 

 住所 長野県諏訪郡原村 17217-118  

 役割 八ヶ岳まるごと収穫祭の企画・運営 

 効果 村の魅力である八ヶ岳を望む広大な土地を所有し、高原野菜等を確保できるた

め、原村ブランドのイメージを発揮できる。 

 

連携事業７ ノウハウ等の情報交換・指導員等の資質向上 

・経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

 事務局  株式会社日本政策金融公庫松本支店 事業統括 髙坂英樹 

      長野県松本市中央１丁目４－２０ 日本生命駅前ビル 9F 

 構成団体 松本支店管内商工会・商工会連合会 

 役割 地域の業種別業況、融資需要動向等の情報交換 

 効果 事業者と接している他の支援機関の担当者の情報を得ることができる。 

 

・融資事務担当者連絡会議 

 事務局  長野県諏訪地域振興局 局長 酒井裕子 

      長野県諏訪市上川１丁目１６４４− １０ 

 構成団体  

長野県諏訪地域振興局 

 局長 酒井裕子 長野県諏訪市上川１丁目１６４４− １０ 

岡谷市 

 市長 今井竜五 長野県岡谷市幸町 8-1 

諏訪市 

 市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島一丁目 22番 30号 

茅野市 

 市長 柳平千代一 長野県茅野市塚原二丁目 6番 1号 

下諏訪町 
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 町長 青木悟 長野県諏訪郡下諏訪町 4613番地 8 

富士見町 

 町長 名取重治 長野県諏訪郡富士見町落合 10777 

原村 

 村長 五味武雄 長野県諏訪郡原村 6549-1 

長野県信用保証協会諏訪支店 

 支店長 真島芳則 諏訪市高島 1-12-18 

株式会社日本政策金融公庫松本支店 

 事業統括 髙坂英樹 長野県松本市中央１丁目４－２０ 日本生命駅前ビル 9F 

株式会社商工組合中央金庫諏訪支店 

 支店長 三浦玲 長野県諏訪市大手 1-14-6 

株式会社三井住友銀行諏訪支店 

 支店長 奥村達也 長野県諏訪市諏訪１丁目５− ２５ 

株式会社八十二銀行諏訪支店 

 支店長 山科光一 長野県諏訪市小和田南 14-5 

株式会社長野銀行諏訪支店 

 支店長 徳武勝男 長野県諏訪市中洲３６４３− １ 

長野県信用組合諏訪支店 

 支店長 原等 長野県諏訪市大手２丁目４− ３ 

諏訪信用金庫 

 理事長 今井誠 長野県岡谷市郷田 2丁目 1番 8号 

長野県中小企業団体中央会南信事務所 

 所長 瀬戸口俊二 長野県諏訪市高島 2-1201-40 RAKO華乃井ホテル パレス 1F 

諏訪地域の他商工会・商工会議所 

 役割 最新融資メニューや融資状況、施策等の情報交換 

 効果 事業者と接している他の支援機関の担当者の情報を得ることができる。 

 

・全国商工会連合会 

 会長 石澤義文 

 住所 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 有楽町電気ビル北館１９階 

 役割 経営指導員等ＷＥＢ研修によるＯＦＦ－ＪＴ 

 効果 いつでもどこでも体系的に経営等の理論を習得できる。 

 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 

 理事長 高田坦史 

 住所 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル 

 役割 中小企業大学校受講によるＯＦＦ－ＪＴ 

 効果 より高度・専門的な知識を習得できる。 

 

連携事業８ 事業評価 

・原村 

 村長 五味武雄 



－２７－ 

 住所 長野県諏訪郡原村 6549-1 

 役割 事業の実施状況の確認及び評価 

・長野県商工会連合会 

 会長 柏木昭憲 

 住所 長野県長野市中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館 1階 

 役割 事業の実施状況の確認及び評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－２８－ 

連携体制図等 

連携事業１経営分析・２事業計画策定・３フォローアップ・４アンケート調査支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携事業２事業計画策定 

 

 

原村商工会 長野県商工会連合会 
経営支援センター 
伊北諏訪グループ 

長野県商工会連合会 
（上席専門経営支援員） 
（エキスパートバンク） 

専門家 
（中小企業診断士等） 

小規模事業者 

長野県中小企業振興センター 
（長野県よろず支援拠点） 

原村商工会 
富士見町商工会 

 

原村 
富士見町 

連携 

複数指導員による支援 単独支援 専門家支援 

連携 

支援依頼 

派遣要請 

連携 

連携 

小規模事業者（創業者） 

修了証発行 セミナー実施 



－２９－ 

連携事業３フォローアップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関 
（日本政策金融公庫） 

原村商工会 

長野県商工会連合会 
（上席専門経営支援員） 
（エキスパートバンク） 

専門家 
（中小企業診断士等） 

小規模事業者 

長野県中小企業振興センター 
（長野県よろず支援拠点） 

（長野県事業引継ぎ支援センター） 

連携 

単独支援 専門家支援 

支援依頼 

派遣要請 

融資支援 事業承継支援 

連携 



－３０－ 

連携事業５需要開拓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪圏工業メッセ 

 
 
・ＮＡＧＡＮＯ 
マルシェ 

 
 
 

 
 
・ニッポン 

セレクト.com 
 
 

諏訪圏 
ものづくり推進機構 

出展機会提供 

全国商工会連合会 長野県 

出展機会提供 出展機会提供 

原村商工会 

小規模事業者 

八ヶ岳まるごと収穫祭 

八ヶ岳まるごと 
収穫祭実行委員会 

出展機会提供 

長野県商工会連合会 
（上席専門経営支援員） 
（エキスパートバンク） 

（経営支援員） 

専門家 
（中小企業診断士等） 連携 

支援依頼 

連携 

専門家支援 

派遣要請 

ＩＴを活用した販路開拓 



－３１－ 

連携事業６地域経済の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八ヶ岳まるごと収穫祭実行委員会 

八ヶ岳中央農業実践大学校 

原村 

原村観光連盟 

地域経済活性化に向けた 
「原村ブランド」の醸成とＰＲに向けて、地域の各関係機関の意識

やベクトルの共有 

発展による連携強化 

原村商工会 

賑わいの創出 

農業と連携した観光振興への連携 

諏訪圏移住交流推進事業連絡会 

原村商工会 

長野県諏訪地域振興局 諏訪信用金庫 

原村 
地域おこし協力隊 

原村観光連盟 

農業者団体 



－３２－ 

連携事業７ノウハウ等の情報交換・指導員等の資質向上 

 

 

 

原村商工会 

全国商工会連合会 

中小企業基盤整備機構 

長野県商工会連合会 

長野県商工会連合会諏訪支部 

長野県商工会連合会 
経営支援センター伊北諏訪グループ 
 

経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

融資事務担当者連絡会議 

 

ＯＪＴ 

研修受講 

情報交換 



－３３－ 

連携事業８事業評価 

 

 

 

 

評価検討委員会 

商工会役員 

原村 

長野県商工会連合会 

専門家 

・実施状況の確認 
・成果の評価 
・改善案の検討 

原村商工会 ・事業の改善 
・公表 
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