
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
飯島町商工会（法人番号６１００００５００９１７８） 

実施期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日 

目標 

◆地域資源の活用による地域特産品等のブランド化及び小規模製造業者の提案
型経営への転換による経営体質の強化を図る。 

◆個々の商店等の魅力向上、顧客ニーズに対応した店づくりによる商店・商店街
の活性化図る。 

◆事業計画策定及び実施支援を行い、既存事業者の体質強化・育成を図るととも
に、創業・第２創業及び事業承継支援を強化し地域内事業者の維持拡大を図る。 

事業内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 
１ 地域の動向調査に関すること【指針③】 

景気動向調査等の収集・整理・分析・情報提供（新規） 

中小企業景況調査 

空き店舗・空き工場・土地の情報調査 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

計画的な経営に向けた事業計画策定のための経営分析 

経営分析データの活用セミナー 

３ 事業計画策定に関すること【指針②】 

事業計画策定支援個別相談会 

事業承継計画策定支援事業 

創業塾の開催 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

定期巡回訪問による支援事業 

創業・第２創業者、転入希望者に向けた支援事業 

５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

新商品を開発中の事業者に対する需要動向調査事業 

新メニューを開発中の事業者に対する需要動向調査事業 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

食材の商談会 
工業展・商談会による需要開拓 
 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 
いいちゃん産業まつりの開催（町・商工会・JA主催） 
地場産品販路拡大研究 

 
 

連絡先 

飯島町商工会 

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島１４３１－４  

電話：０２６５－８６－２１６２  FAX：０２６５－８６－３０６４ 

E-mail：info@iijima-s.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 

＜地域の概要＞ 
飯島町は長野県南部伊那谷のほぼ中央に位置する自然豊かな農村地帯で、中央アルプスと南

アルプスの峰々を仰ぐことができ文字通り「二つのアルプスが見えるまち」である。特に中央

アルプスから流れ下る川が刻んで作った美しい渓谷は四季の変化を身近に感じることができ

る。町内には中央自動車道、JR飯田線、国道 153号線が南北に縦断し、中央道を使えば東京か

ら約 230㎞、名古屋から 120㎞、大阪から約 300㎞と首都圏・中京圏・近畿圏をつなぐ高規格

道路は昭和の時代に整備されている。 

人口は９，６８９人、世帯数は３，５９８世帯（平成 29年 10月 1日現在・広報いいじま 29

年 10 月号）であるが、平成１７年以降 10,000 人を切っている。就業人口は第１次産業が１６．

７％、第２次産業が３８．３％、３次産業が４５．０％で（平成 27年 10月１日現在・国勢調

査就業状態等基本統計）、農業産出額は１６．８億円（平成 27 年市町村農業産出額）、年間商

品販売額は４３．９億円（平成 27年 10月 1 日現在・商業統計調査）、工業製品出荷額４５０．

３億円（平成 26年 12月 31日現在・工業統計調査）となっている。  

当町は飯島・本郷・七久保地区で構成されているが、幾多の合併・分村を繰り返したのち昭

和２９年に旧飯島町（飯島・本郷）が発足した。また、七久保地区は旧片桐郷といわれる６か

村が合併し片桐村としていたが、昭和３１年に片桐村は分裂し郡をまたぎ下伊那、上伊那にわ

かれて周辺の３町村に合併し、七久保地区は飯島町へ合併した。 
 

飯島町の位置図 
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人口ピラミッド 

 
 

＜地域の現状と課題＞ 
伊那谷は東と西に南北に連なるアルプスがあり、東京からの時間距離は山を大きく迂回し諏

訪を経由するため車（中央道経由）で３時間半以上、ＪＲ利用では乗り継ぎを含めて６時間以

上かかり航空機や新幹線がない当地は東京との交通の便は良くない。品川まで４０分、名古屋

までを２０分で結ぶ２０２７年開通予定のリニア新幹線の長野県駅の活用については長野県

南部の官民が一体となって開通までの１０年間に対策を講じる必要がある。 

また、当町は人口減少に歯止めがかからないうえ、少子高齢化の急速な進行が見られる。中

でも人口の再生産を中心的に担うとされる若年女性人口が、減少し続ける限りは人口の再生産

力は低下し続け人口の減少に歯止めがかからないとされる。その減少率が 67.8％である飯島町

は上伊那地域で唯一消滅可能性自治体に上がっている。各地区の小学校の児童数の減少は学校

の統合や存続問題にまで発展しそうである。 

（商業・サービス業） 

商業・サービス業については車社会が進んだことや通販等の台頭により、特に小売業やサー

ビス業が不振で、町の規模から見ても平成２７年には消費者地元滞留率が 4.5％と異常に低い。 

食品スーパーとガソリンスタンドにおいてはＪＡが経営する店舗が飯島地区と七久保地区

に１店舗あるだけで、ガソリンスタンドは町内に２軒ということで給油所過疎地となってい

る。今後、高齢化が進み車に乗ることができない住民が増加すると、多数の買い物難民が出て

来ることが予想される。今後は、商工会や商店同士の連携による活性化や、特徴ある商店街づ

くりを町とともに考える必要がある。 

飲食店については、件数の変化はないものの店による格差が大きく、商店街と同様特徴づく

りが必要である。 

また、町民の意向調査（平成 26.11 飯島町実施）では、「生鮮食品等生活関連商店の充実」

が 61％、「駐車場が整備された大型店舗の誘致」「国道バイパスやアクセス道路沿いへの商業施

設の誘導」が 40％以上もある。住みたくない理由からも「買い物など利便が悪いから」という

理由が 66.5％あり、既存商店との共存を図りつつ、新たなビジネススタイルの構築などの対策

が急務である。 
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（製造業） 

製造業は、工業製品出荷額４５０．３億円（平成 26年 12月 31日現在・工業統計調査）と、

農業や商業と比較すると町の税収や雇用の創生に大きく貢献している。しかし、ほとんどが小

規模零細で下請け企業が多く、景気の動向に大きく影響を受ける。 

また、将来への展望がないという理由から、一部事業者を除き後継者が未定であり（親も進

められない、子も受け継ぎたくない）、事業の継承や得意分野を活かして事業を持続的発展し

ようする意志も希薄で、提案型の活力ある工業には程遠い現状である。 

他方で自社の得意技術を大いに活かした自社製品を開発し、業績を伸ばしている勢いのある

製造業も数は少ないが存在している。 

町民の意向調査（平成 26.11飯島町実施）では「優良企業の誘致」53.3％や「地域の特色を

生かした新たなる産業づくり」48.6％、「既存企業の育成・振興」40.3％があげられており、

生活基盤に必要な就業先の確保が求められている。 

厳しい経済環境にあっても対応できる付加価値の高い企業の育成に向け、人材育成や経営支

援を強化し活力ある工業の振興を図る。合わせて産学官・異業種の連携による地域資源の有効

活用による新たな産業創出のための研究開発や企業支援が必要である。 

 

（建設業） 

建設業については、昭和３６年６月の三六災害後に土木建設業を中心に多くの事業所が乱立

したが復旧工事が完了したことで減少した。その後は、変化が少なかったが下水道の普及に伴

い設備工事関連業で増加傾向にある。一方、タイル・建具・左官・畳等の職種別工事業は居住

スタイルの変化等の要因により減少傾向にあり後継者対策が必要となる。また、公共工事も景

況に左右され不安定なため民需も視野に入れたバランスの取れた経営が求められる。 

 

（観光業） 

観光業については長野県南部地域は弱いとされているが、当町についても観光資源の活用は

不充分である。課題としては知名度の向上や農業の６次産業化との連携などによる地場産品を

活用した特産品やメニューの開発など魅力を創造する必要がある。 
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 地元滞留率の推移  
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 町民の意向調査  商業振興のため力を入れること   平成 26.11 飯島町実施 

 

 
 

 

 町民の意向調査  工業振興のため力を入れること   平成 26.11 飯島町実施 
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＜市町村の総合計画（市町村の方向性）＞ 
  飯島町では、「飯島町第５次総合計画（平成 23年度～平成 32年度）」の中で「時代の潮流とまち

づくりの課題」として産業分野においては以下の内容が挙げられている。 

  「工業」 既存企業においては、地域資源を活かしたものづくり産業のさらなる振興に向けた支援、

農商工連携による新たな産業の振興への支援が求められる。 

「商業」日常生活用品を取扱う店舗が減少したことで、居住する地元市町村内で主に買物する割

合を示した地元滞留率が著しく低下し、商業の振興はまちの活力維持の面や町民の暮ら

し、商店経営にとって大きな課題となっています。 

上記の課題を踏まえ、飯島町は町の将来像「人と緑輝くふれあいのまち」の実現のため、進むべ

き方向性の中のひとつとして「５地域特性を活かした産業の創造と振興のまちづくり」を掲げ基本

施策を展開している。 

 

  ５-３ 賑わいある商店づくりの推進 

   ①まちなかの活性化 ②商業の活性化 ③新たな商業集積地の形成と既存商店の振興 

   ②商業の活性化においては、「商業者が新たな取組に積極的にチャレンジできる仕組みづくり

を進め商工会等と連携し、特徴ある商店街づくりを支援します。」とある。 

  ５－４ 活力ある工業の振興 

   ①企業立地の促進 ②既存中小企業の育成支援 ③ 新たな産業の創出 ④労働環境の充実 

   ②既存中小企業の育成支援においては、「飯島町商工会と連携しながら、厳しい経済環境にあ

っても対応できる企業の育成を目指し、経営支援等を強化し、活力ある工業の振興を図ります。」

とある。 

    

＜商工会の役割＞ 

（１）これまでの商工会の取組と課題 
商工会は、地域の小規模事業者の記帳・税務・資金調達がスムーズにできるようにするため、経

営に関する一通りのことがある程度自分で行うことができる総体的な経営能力の向上を目指して

いた。しかし、実態はこれまで事業者が自分の力でやるのではなく代行してしまった面が多かった。

そのため依存心が強く、責任感が希薄で他人事であり、危機意識もなく後継者を育てることができ

ないまま惰性で経営し自立できない部分が多くあった。 

地域振興ではさくら祭りや産業祭りなど地域の振興を図るためイベントにも積極的にかかわり、

地域一般住民に商工会の存在をアピールしてきた。 
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また工業の展示会も４社ではあるが東京や横浜など都市圏への出展について町の補助金を活用

しながら応援し、県振興センターとともに受発注情報の提供も含め受注対策について積極的に取り

組んできた。商業については売り出しや各種イベントを商工会の役員が中心となって企画し町の補

助金を活用しながら開催し支援してきた。 

 

（２）今後商工会に求められている役割 
これからは小規模事業者が自分の考えで経営する能力を養うため、商工会では小規模事業者への

適切なアドバイスができる人材の確保や組織の構成が必要となる。 

小規模事業者が、計画的に自らが経営を進めることができるようになるために、商工会が中心と

なり専門知識を持つ専門家や上席専門経営支援員、各関係機関と連携することでより効果的な伴走

型支援を行うための方法を模索し支援機関としての役割を果たすことが大切である。 

 

 ＜小規模事業者の中長期的な振興のあり方（10年）＞ 
  前述の飯島町第５次総合計画及び地域の現状と課題を踏まえ、商工会としては、様々な経営環境

にも柔軟に対応できる事業者の育成を図り、地域小規模事業者が向こう 10 年先にあっても活力を

維持し持続的発展していけるよう、小規模事業者支援にあたっていく。 

  １ 工業においては、農商工連携による新たな産業の振興支援を中心に既存中小企業の育成を図

る。 

  ２ 商業においては、新たな取組に積極的にチャレンジできる仕組みづくりを進め、個々の商業

者の個性を引出し、特徴ある商店・商店街づくり支援を中心に商業の活性化を図る。 

  ３ 小規模事業者が様々な経営環境に柔軟に対応できるよう、事業計画に基づく計画的な経営を

進めるとともに、創業・第二創業及び事業承継についての支援体制を強化し地域内事業者及び

地域商工業の活性化を図る。 

 

＜本計画の目標と方針＞ 
【目標】 

 １ 地域資源の活用による地域特産品等のブランド化及び小規模製造業者の提案型経営への転換

による経営体質の強化を図る。 

 ２ 個々の商店等の魅力向上、顧客ニーズに対応した店づくりによる商店・商店街の活性化を図る。 

 ３ 事業計画策定及び実施の支援を行い、既存事業者の体質強化・育成を図るとともに、創業・第

二創業及び事業承継支援を強化し地域内事業者の維持拡大を図る。 

  

【方針】 

 １ （１）農商工連携による地元農産物等を活用した特産品開発等を促進するため、町、県、商工

会、ＪＡ、生産者、食品製造業者、地元金融機関等との連携を強化し、農産物加工品等

の研究、食材等の商談会・アンテナショップ等の出展による販路開拓支援を行い、飯島

町ブランドの確立を支援していく。 

   （２）自社製品の開発及び独自技術、秀でた技術レベルの習得を支援し、多くの製造業者に展

示会等の出展を促し、受発注対策と営業力の醸成を図り、提案型経営による下請け体制

からの脱却を促す。 

２ （１）需要動向を踏まえた顧客ニーズに適合した独自商品・サービスの提供を支援し、お客様

の目を引き魅力ある店づくりを行い、地域住民の要望に応える商店街づくりを目指すと

ともに、２０２７年のリニア新幹線開通を見据えた集客力のある個店づくりを支援す

る。 

３ （１）自社の強み弱みを認識し、地域経済動向、需要動向を踏まえた事業計画策定支援及び実

施について事業者と共に考え寄り添った支援を行い、計画的、戦略的経営による経営体

質の強化を図る。 

     また、高度専門的な課題等に対しては、専門家や他の支援機関等との連携を図り課題解

決を図っていく。 

  （２） 行政等と連携し空き店舗・工場情報のデータベースの整備を図るため現地調査を実施
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し、創業・第二創業者等へ積極的に情報提供を行い、当地での創業・起業の促進に繋げ

る。また、創業計画の策定から経理・労務・税務等経営全般に渡り支援を行い、創業等

に関する総合窓口として創業者支援を実施し、地域事業者の減少に歯止めをかける。 

  （３）小規模事業者の事業承継の支援をするため、承継に関わる様々な課題等について、事業

者と共に考え、早期から承継に関する課題を明確にすることで、安易な廃業を防いでい

く。 
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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（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】 
（現状と課題） 

従来は金融機関や行政、調査機関による調査データの提供が中心であった。また、独自調査と

しては年一回の会員事業所の実態調査の他は、職員による巡回や窓口における相談時及び決算・確

定申告・記帳・金融等の支援時に得られた数値データによる業況判断をしているだけであった。そ

の結果は一部を除き集計・整理・分析することなく一部の事業所への支援時における資料として限

定的な活用しかされていなかった。商工会の関与が薄い小規模事業者の売上や収益状況などデータ

については、把握がしにくいなどの理由で掌握されていないものも多く経済の動向については統計

調査に頼る部分が多かった。 
 

（改善方法） 
事業者の実態を現状分析する中で業界における幅広い視野で見た情報を選び定期的に提供す

る。小規模事業者に活用してもらうため業界における自社の置かれた位置や問題点がどこにあるの

かを認識させる点を重視する。 
今後は、収集した情報を調査内容毎に整理・分析し、外部環境の変化を認識した上で、経営戦

略の方向性や事業計画策定の際に活用できるようにする。 
 

（事業内容） 
⑴景気動向調査等の収集・整理・分析・情報提供（新規） 
（目的）小規模事業者を取り巻く景気動向を把握し、小規模事業者が外部環境や同業他社と比較

した場合の経営状況や自身の立ち位置を把握し、将来予測等を立てる際の基礎資料とし

て活用する。 
（支援対象者）飯島町内小規模事業者 
（調査内容及び項目） 

調査種類 収集資料及び収集先 項  目 
景気動向 全国商工会連合会 中小企業景況調査報告書（四半期） 業種別（製造・建設・

小売・サービス業等）

の業況・売上・価格・

採算・見通し等の把握 

長野県商工会連合会 中小企業景況調査報告書（四半期） 
長野経済研究所 調査月報（毎月） 
日本政策金融公庫 経済月報（毎月） 
ｱﾙﾌﾟｽ中央信用金庫 伊那谷・経済動向（四半期） 
税理士法人 あおば会計 所報（毎月） 
帝国データバンク 帝国ニュース長野県版（毎週） 

雇用状況 長野労働局雇用情勢（毎月） 有効求人倍率・新規求

職者数の状況把握 ハローワーク伊那 業務月報（毎月） 
町の動向 飯島町 広報誌 他 飯島町内の情報把握 

上記の各団体の機関紙・ホームページ等から経営指導員が情報を収集・整理・分析す

る。 
（頻  度）年４回（４半期毎の調査報告書に合わせて実施） 
（活用方法）整理・分析結果については、業種毎、地域毎（全国・全県・伊那谷）に整理し、経済

動向として簡略な言葉で要約し、小規模事業者へ伝え、外部環境の変化を認識するデ

ータとして活用できるようにする。 
雇用の状況についても、県、伊那谷にまとめて要約し小規模事業者へ提供し、景気・

雇用情勢判断資料として活用する。 
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（提供方法）商工会の職員は、上記の結果を業種別に一枚の用紙に集約し、HP・メール等で発信

し内容を公開する。また、商工会組織内で情報を共有化し巡回時に説明をしながら配

布も行う。 
（小規模事業者に対する効果） 

業界の傾向や地域経済の動向等を把握し、自社の今後の在り方について情報を得た上

で事業計画策定ができるようになる。 
 
⑵管内の中小企業景況調査（拡充） 
（目  的）現在は県連より指定された商工会が代表して実施している中小企業景況調査を、当町

小規模事業者へも実施し、全国または県レベルでの業種別状況に加えて把握し活用す

る。 
（対象者）業種（製造４社・建設３社・小売３社・サービス業５社）毎に抽出する 
（調査方法）調査用紙を郵送または配布し FAX 等にて回収する 
（頻度・サンプル数）年４回（４半期毎の調査に合わせて実施）、１５社 
（調査項目）四半期の売上額・業況・採算・在庫等について前年同期及び前期・来期の見通しにつ

いて３択（増・不変・減 等）にて調査する。また、設備投資計画の有無や直面する

経営上の問題点 等についても中小企業景況調査と同じ内容の調査を行う。 
（活用方法）小規模事業者へ４半期毎に結果を町内の景気動向情報として提供する。 

商工会では、（1）の調査で得た全国連・県連のものと、当町事業者のデータを比較分析

し、より身近な経済動向の判断材料として活用する。 
（提供方法）商工会で、業種毎に集計・分析し一枚の用紙に集約する。また、（1）で得た全国・県

内等の情報と比較・分析し、コメント付けをして HP・メール等で発信し、内容を公開

する。合わせて商工会組織内で情報を共有化し巡回時に説明をしながら配布する。 
（小規模事業者に対する効果） 

小規模事業者は、町内の業界の状況について傾向が分かり、より身近な地域経済の現状

把握ができる。この資料は将来を予測し事業計画の策定時等に役立てる。 
 

⑶空き店舗・空き工場・土地の情報調査 
（目  的）創業予定者や第二創業及び移転希望者への情報提供により開業が効率良く早くできる

ように支援を行う。 
（対象者）町内の土地・建物の所有者など。 
（調査方法）町、金融機関、土地仲介業者、ＪＡ等の持つ情報を町産業振興課・定住促進室と共有

し、条件に合うものについて所有者への聴き取り及び現地調査を行う。 
（頻  度）年２回 
（調査項目）空き店舗・空き工場・土地の現況及び活用の可否。 
（活用方法）創業予定者や第二創業及び移転希望者へ情報を提供し、開業地等を検討する上での参

考資料として活用する。 
（提供方法）調査結果と町がデータベース化したものを相談時にプリントアウトし提供する。 

所有者の承諾のある物件は町定住促進室が HP で発信し、商工会ではプリントアウト

して商工会内の物件情報コーナーへ掲示する。 
（小規模事業者に対する効果）適切な物件を探す手段ができ、開業がよりスムーズに進む。 
 
（目  標） 

 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
景気動向調査等の
収集・整理・分析・
情報提供 

未実施 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 

中小企業景況調査 未実施 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 
空き店舗・空き工
場・土地の情報調査 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 
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２ 経営状況の分析に関すること 【指針①】 
（現状と課題） 
現在は、小規模事業者のうち決算書等の判断材料が揃っており、状況が分かりやすい記帳代行・

指導や金融に関わる事業者への経営状況の分析・指導が中心となっている。 
しかし課題が浮き彫りになっても経営能力（やる気、知識、財務面）の問題があってなかなか的

確な支援ができないことも多い。また、商工会として経営状況の情報を把握できていない小規模事

業者については、経営上の問題が表面化しにくく相談を受けて発覚することが多いため、早期の把

握と対応には難しいものがある。 
決算書等の指導データについても有効活用をしているとは言えず、単なる申告や融資のための資

料となっていることが多い。そのため対応が一時的、対症療法的に終わっており根本的な解決につ

ながっていない部分が多かった。 
 

（改善方法） 
１.で上げた地域経済動向調査（経済動向）を活用し、組織内における情報の共有化を図り巡回

の強化でより的確に小規模事業者の持つ課題を掌握する。 
経営分析の必要性と重要性をわかりやすく且つ粘り強く説明し、理解してもらった上で、自社デ

ータを数値で確認し把握してもらい、自社の経営資源の内容・状況等を認識し、課題解決や新たな

販路の開拓・拡大に向けての基礎データとして活用を図り、計画的な経営に向けた事業計画策定に

繋げていく。 
 
（事業内容） 

⑴計画的な経営に向けた事業計画策定のための経営分析 
（目  的）小規模事業者が自社の分析内容を理解することで、課題等を把握し計画的な経営によ

る事業の持続的発展のための事業計画策定へ繋げる。 
（対 象 者）ア 経営指導員が窓口や巡回時に指導を行う小規模事業者 

イ 事業計画策定予定者等 
（手段手法、活用ツール等） 

経営指導員が金融・記帳・税務・労働 等の相談時に預かる決算書類により、財務に

ついて分析を行う。 
巡回・窓口相談時に財務分析の結果を説明し、非財務内容のヒアリングをし、SWOT

分析を行う。その分析結果をヒントに小規模事業者に進むべき方向を考えてもらう。 
「経営分析ツール」としてローカルベンチマークも活用して行う。 

（分析項目） 
財務分析項目：ローカルベンチマークにある６つの指標（売上高増加率・営業利益率・

労働生産性・EBITDA 有利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己

資本比率）を分析する。 
非財務分析項目：事業所の業況、保有設備・技術力・人材などの経営資源、後継者の有

無、市場の競合、顧客、組織体制、経営目標 等を分析する。 
（活用方法）経営指導員は、分析結果を分かりやすい平易な用語を用いて説明し、事業者自身の実

態はどうかを理解してもらい、事業計画策定時の基礎資料として活用する。 
（提供方法）分析結果は当該小規模事業者へ戻す。内容は当該事業者と経営指導員が共有する。 
（小規模事業者に対する効果） 

経営分析により自社の状況を把握でき、立ち位置を認識し、今後の事業への取組に

ついての基礎資料として活用できる。また、計画的な対策の重要性を理解し、事業

計画を立案する時に方向性を見出すことができる。 
 
⑵経営分析データの活用セミナー 
（目 的）経営分析を行うだけで終わらせず、その結果を活用した計画的な経営に向けた事業計

画策定に繋げる。 
（対象者（周知方法等）） 

管内小規模事業者及び後継者、若手経営者に対し通知や有線告知放送、HP、窓口や巡
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回時に勧誘を行う。 
（内容・講師） 

経営分析により算出された数値や自社の強み・弱みや経営資源の経営への活用の仕方

等。講師は、金融機関、商工連上席専門経営支援員、支援機関（診断士・税理士等）

をお願いし開催する。 
（開催時期・回数）９月（年１回） 
（受講者数）５名（理解度を高めるため） 
（成  果）受講者は、財務的な数値や自社の経営資源及び強み・弱みを認識し理解することで、

分析結果を踏まえた、計画的な経営を行うための事業計画策定へ繋がっていく。 
（目標） 

 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
経営状況の分析件数 未実施 １０ １０ １０ １０ １０ 
活用セミナー参加者数 未実施 ５ ５ ５ ５ ５ 

 
３ 事業計画策定に関すること 【指針②】 
（現状と課題） 
事業計画策定については補助金申請・資金調達・創業計画・経営力向上計画認定が必要となっ

てからの支援が多く、小規模事業者からすれば補助金の獲得や資金調達のための手段という認識

になっている部分も多い。 
計画の策定時も支援者が主導し事業者は他人事のような場面もあり、計画を立てても実効性は

乏しく対症療法的な経営課題の解決に終始し根本的な解決に繋がっていない。 
創業・第二創業者への支援でも、資金等の相談で計画を作成することが多く、金融機関対策で

作られている感が強い。また、事業承継では承継の時期が来ているがスムーズに行かないことも

多く、特に小規模事業者においては相続前などに支援を必要とする事業者が多い。 
 
（改善方法） 

小規模事業者に対して、経営指導員による窓口や巡回相談の中で計画的な経営についての必要

性と重要性を認識してもらう。 
合わせて計画的な経営の普及を図るため、事業計画策定の知識習得セミナーや個別相談会を開

催する。その中では、分かり易い言葉遣いや実情に沿ったデータで説明することで事業者の考え

方が反映できる事業計画の策定であることを説明する。創業や事業承継の対象者については創業

や承継の直前ではなく、計画に基づいて行えるよう支援を行う。 
 
⑴事業計画策定支援個別相談会 
（目 的）事業計画に自らの考え方を反映させ事業者が自主的に取り組む事業計画を策定し経営に

活かす。 
（対象者）経営分析データ活用セミナー参加者等 
（手段手法） 

「1.地域の経済動向調査に関すること」「5.需要動向調査に関すること」で調査したデータ

を活用し、地域経済動向や需要動向についての現状把握と対象事業者の経営分析を行って

おき、個別相談会において事業計画を策定する。 
（支援内容） 

事業計画立案にあたっては、売上向上、ターゲティング、財務体質改善、提供する役務・

商品、販路拡大等、計画立案に必要な重点項目について具体的に検討課題を整理する。 
その後、その対策について優先順位をつけ、タイムスケジュールを組み無理のない確実に

実行できる事業計画づくりの支援を行う。 
また、経営指導員だけでは対策等の提案が難しい専門的な事案の場合は、上席専門経営支

援員や専門家などとも連携し事業計画策定を行う。 
 

（小規模事業者に対する効果） 
小規模事業者が納得して取り組め、且つ無理のないスケジュールで確実に進めることがで
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きる事業計画の策定が可能になる。 
 
⑵事業承継計画策定支援事業（継続） 
（目 的）事業の計画的な承継により、事業承継時のトラブルを防ぎ、事業の持続的発展を図る。 
（対象者）事業承継対象者 

（2014 年実施の事業承継アンケート結果に基づく事業承継対象者及び希望者） 
アンケート内容：企業概要、事業承継の意向、承継についてのサポートについて等 

（手段手法）商工会が中心となり商工連上席専門経営支援員と連携の上、事業承継計画の策定を行

う。 
事業承継計画の策定にあたっては、事業承継に対する後継者の有無、承継時期、経営

内容、事業用資産、負債、事業に必要な資格や登録等の状況等をヒアリングし計画策

定を行う。 
（支援内容）事業承継に対する意思確認等は、経営指導員が慎重に行う。 

経営内容、事業用資産、負債、事業に必要な資格や登録等の状況については、上席専

門経営支援員や、専門家派遣を活用し確認する。 
また、経営指導員は、事業を引き継ぐ承継側に必要な資格や登録がない場合の対応や

税務上有利となる承継時期を検討していく。 
（効 果） 事業承継計画書を作成することで必要な知識や資格・登録が確認できる。また、贈与

税等の税制対策を取ることができ、スムーズで納得できる事業承継が可能になる。 
 
⑶創業塾の開催 
（目 的）高齢化や後継者不足による廃業により、町内の事業者数が減少していくことを食い止

めるとともに、事業者の若返りを図っていく。 
また、創業・第二創業者に事業や営業資産の活用を促すことによる、創業しやすい環

境作りを行う。 
創業者等が、自身のビジネスプランを確立し、事業計画策定を行った上で創業をし、

継続的に事業を行って行けるよう支援することを目的とする。 
（対象者）経営支援センター上伊那南部グループ、諏訪伊北グループ管内の創業・第二創業予定

者及び一般の方で創業・第二創業を考えている方。 
（内容・講師） 

①ビジネスプランの作成、マーケティング、創業計画の作成 
（講師は商工連上席専門経営支援員） 

②創業者体験談（講師は創業者） 
③労務の知識と人材育成（講師は社会保険労務士） 
④財務・経理実務の基礎、起業に係る手続き（講師は税理士） 
⑤創業者向け支援の紹介（講師は各町村担当者） 

（開催時期（回数））１０月～１１月（３～４回） 
（受講者数）２０名 
（成   果）創業計画を策定することにより、開業及び事業継続の実現に向けて内容を具体的に

示すことができる。また、開業及び開業後に必要な知識を得られる。 
（目標） 

 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
事業計画策定数 未実施 ５ ５ ５ ５ ５ 
事業承継計画策定数 未実施 ３ ３ ３ ３ ３ 
創業計画策定数 未実施 ３ ３ ３ ３ ３ 
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４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（現状と課題） 

現状は、事業計画策定自体が受動的な対応であり、補助金申請や融資実行後における事業計

画策定後の支援もほとんど実施していない状況である。定期的な巡回等による確認などフォロ

ーアップや情報を提供する体制の構築がされていない状況である。 

（改善方法） 

巡回時の支援を中心に窓口相談、指導会等の実施時において積極的に状況を確認し､定期的な

支援を行える体制を構築する。ＰＤＣＡサイクルを活用した事業の実践や計画的な経営の実践、

事業実施時に必要な情報、例えば資金や各種制度、業界の状況等に関すること等についての情

報提供を行う等、円滑に事業計画が進むように支援を行う。 

創業者向けには必要な届出書類・助成制度・補助金・空き店舗（工場）等についての具体的

な情報提供等も合わせて行う。 

（事業内容） 

⑴定期巡回訪問による支援事業（拡充） 

（目 的）策定した事業計画が確実に実施でき効果が上がる計画になるように支援を行う。 

（対象者）事業計画策定事業者、事業承継計画策定者等 

（支援方法） 

原則として四半期に１回フォローアップのため巡回により進捗状況や計画に沿った内容か

どうかを確認し、計画を進める上での課題の抽出を行う。 

得られた情報は職員間で共有するとともに、経営指導員のみで課題等が解決できない場合

は、経営支援センター上伊那南部グループ、上席専門経営支援員・専門家（ミラサポ・エキ

スパート・よろず支援拠点・県の専門家派遣）による支援の実施や他の支援機関（金融機関・

会計事務所・行政等）と連携を取りながら支援を行う。 

（支援内容） 

フォローアップの中で上げられた課題等に対し、事業計画の見直しを含む改善策等を積極的

に提案する。また必要に応じ情報の提供や資金調達などの支援を実施する。 

（小規模事業者に対する効果） 

策定した事業計画を確実に実施することで事業成果を早期に出すことができる。 

 

⑵創業者に向けた支援事業（拡充） 

（目 的）策定した創業計画等に基づき創業者の事業を軌道に乗せる。 

（対象者）創業計画策定者等 

（支援方法）進捗状況の確認及び支援を四半期に 1度実施する。 

また、創業者においては四半期に 1 度の定期的巡回訪問の他に、必要に応じ短期間

に集中した支援も行う。 

（支援内容）巡回・窓口指導の際に事業の実施状況を確認し、課題等がある場合は、上席専門経

営支援員や専門家派遣事業等も活用し、事業がスムーズに進み、軌道に乗るよう支

援を実施する。 

（小規模事業者に対する効果） 

課題等の早期発見、対応が可能になり、創業者が継続して事業を行っていけるよう

になる。 

（目 標） 

 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
事業計画策定者における
定期巡回訪問による支援 未実施 20 20 20 20 20 
事業承継計画策定者にお
ける定期巡回訪問による
支援 

未実施 12 12 12 12 12 

創業者・創業計画策定者に
おける定期巡回訪問によ
る支援 

未実施 12 12 12 12 12 
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５ 需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

今まで需要動向調査は過去に消費者モニター調査等を行っていたことがある程度でほとんど

実施していなかった。また、様々な機関等が実施する調査があるが、小規模事業者個々の指導

に使用する業界の状況など必要最小限の情報以外はほとんど活用して来なかった。 

そのため小規模事業者は過去の経験やその場の雰囲気で判断する文字通り「勘」による経営

が多かった。課題として「勘」ではなく販売先や消費者のニーズ等のデータを活用し判断した

経営に転換する必要がある。 

（改善方法） 

商業においては事業者が取り扱う商品や季節、地域の違いによる消費者動向等について必要

な要素を選定し分析する。 

製造業においては、自社の強みとなる技術や加工ノウハウ等について、受注先が求めている

内容等を把握する。 

（事業内容） 

⑴新商品を開発中の事業者に対する需要動向調査事業（新規） 

（目 的）消費者が商品を購入した理由や満足・不満足の内容を分析し商品改良・開発、販売

戦略に活用する。 

（対象者）新製品を開発中の飲食料品製造業者、事業計画策定者等 

（調査対象者）商談会等の来場者、通販の購入者、来店者。 

（調査方法） 

事業者は、購入者に対し、アンケート用紙、返信はがき、ＬＩＮＥやＦａｃｅｂｏｏｋを

使って回答を得る。アンケート作成にあたっては、経営指導員と事業者で相談して行う。 

（頻度・サンプル数）1回、１００人 

（調査項目） 

味、形状、価格、包装、デザイン、贈答品としての可否、取扱いや提案について等。 

（活用方法） 

商品の使い方、食べ方 等用途の検討や商品の改良・開発、レシピ作成による販売戦略の

改善に活用する。 

（提供方法） 

小規模事業者が整理したアンケートを経営指導員が上席専門経営支援員、専門家等と連携

し内容を分析の上、活用方法等を分かりやすい文書にして、調査を行った事業者へ提供する。 

（小規模事業者に対する効果） 

事業者が気付かなかった改善点や新たなアイディア発見につながり販売戦略に活用でき

る。また、事業計画策定時の資料として活用ができる。 

 

⑵新メニューを開発中の事業者に対する需要動向調査事業（新規） 

（目 的）お客様がメニューを選んだ理由や満足・不満について内容を分析し、新メニューの改

良・開発、販売戦略に活用する。 

（対象者）新メニューを開発中の飲食店事業者、事業計画策定者等。 

（調査対象者）来店者。 

（調査方法） 

事業者は、新メニューを食べた人に対し、アンケート用紙、ＬＩＮＥやＦａｃｅｂｏｏｋを

使って回答を得る。アンケート作成にあたっては、経営指導員と事業者で相談して行う。 

（頻度・サンプル数）1回、５０人。 

（調査項目）味、盛り付け方、量、価格、メニューに対する提案、こだわりへの評価、接客 等 

（活用方法）新メニューの評価や改善の対応に活用する。 

（提供方法） 

小規模事業者が整理したアンケートを経営指導員が上席専門経営支援員、専門家等と連携し

内容を分析の上、活用方法等を分かりやすい文書にして、調査を行った事業者へ提供する。 
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（小規模事業者に対する効果） 

事業者が気付かなかった改善点や新たなアイディアの発見につながり、新メニューの改良・

開発や販売戦略に活用できる。また、事業計画策定時の資料として活用ができる。 

 

⑶自社の強みとなる特殊技術や加工ノウハウ、製品を持つ事業者に対する需要動向調査事業 

（新規） 

（目 的）自社の強みとなる特殊技術や加工ノウハウ、製品の活用や違う切り口での活用方法の

検討による改良・開発結果を販売戦略に活用する。 

（対象者）自社の強みとなる特殊技術や加工ノウハウ、製品を活かす製造業者、事業計画策定者

等。 

（調査対象者）展示会・商談会に来場するバイヤー等。 

（調査方法） 

展示会や商談会等で特殊技術や加工ノウハウ、製品に関心を持ってくれた来場者に説明を行

う。その後にアンケート用紙を渡し、郵送やメール、ＦＡＸ等を使い回答を得る。アンケート

作成にあたっては、経営指導員と事業者で相談して行う。 

（頻度・サンプル数）1回、３０社。 

（調査項目）加工内容、材料（材質）、形状、品質、精度、製品使途（納入先）、価格、納期、発

注見込量、活用方法への提案や希望、評価 等 

（活用方法）自社の強みとなる特殊技術や加工ノウハウ、製品を活用した営業活動の強化。 

別分野への活用及び高い評価が得られるよう技術や加工ノウハウ、製品の改良・改

善に活用する。 

（提供方法）小規模事業者が整理したアンケートを経営指導員が上席専門経営支援員、専門家等

と連携し内容を分析の上、活用方法等を分かりやすい文書にして、調査を行った事

業者へ提供する。 

（小規模事業者に対する効果） 

顧客開拓による営業活動の強化。事業者が気付かなかった改善点、新たなアイディ

アの発見につながり販売戦略に活用できる。また、事業計画策定時の資料として活

用ができる。 

（目 標） 

 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
⑴新商品を開発中の事業者に

対する需要動向調査事業実
施事業者数 

未実施 ２ ３ ４ ４ ５ 

⑵新メニューを開発中の事業
者に対する需要動向調査事
業実施事業者数 

未実施 ２ ３ ３ ４ ４ 

⑶自社の強みとなる特殊技術
や加工ノウハウ、製品を持
つ事業者に対する需要動向
調査事業 

未実施 ２ ３ ３ ４ ４ 

 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 【指針④】 
（現状と課題） 

商業においては、いいちゃん産業まつり（飯島町・商工会・ＪＡ上伊那 共同主催）における

地域振興事業への出展者募集や出展支援を行っている。また、工業製品製造業者は東京で開催さ

れる機械要素技術展や微細加工ＥＸＰＯへの出展、食品製造関係事業所は飯田市で開催される南

信州うまい物商談会への出展を行っている。しかし、「出展する商品（製品）がない」「出展方法

がわからない」という理由から出展する事業者は限られている。展示会や商談会へ出展してＰＲ

したい商品（製品）開発や既存商品の販路拡大が必要である。 

（改善方法） 

「いいちゃん産業まつり」や各地で開催される展示会や商談会の開催情報の提供を行う。展示

会商談会への出展は「出せる物がある」「出展のノウハウがある」ことが重要なポイントになる
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とともに費用負担を極力抑制することも必要になる。出展のための土台である「出せる物」の

発掘とＥＣサイトやＩＴを活用した自社ＰＲを小規模事業者が行えるよう各関係機関とともに

支援することで商品（製品）開発や販路拡大を図る。 

（事業内容） 

⑴ 食材の商談会（継続） 

（目 的）町内における産品の販路を拡大し、新たな販売先を開拓し売上を増大させる。 

（対象者） 

飯島町で養殖されている「アルプスサーモン」、地元の農産物を餌に飼育された「りんご鴨」、

農薬や肥料を抑えて栽培された環境共生米の「越百黄金（こすもこがね）」 他の飯島町の産

品の生産または加工して販売する小規模事業者、事業計画策定者等。 

（支援方法） 

①「いいちゃん産業まつり」②「南信州うまい物商談会」③「地元飲食店との食材商談会」 

④全国商工会連合会の ECサイト「ニッポンセレクト.com」、⑤長野県商工会連合会「信州匠

選」、⑥飯島町営業部運営の「楽天サイト」などの開催情報の提供及び出展に関する手続き

や具体的手法や工夫等について支援する。 

（支援事業内容） 

ア ＢtoＢに該当する支援 

（対象商談会等） ②「南信州うまい物商談会」、③「地元飲食店との食材商談会」 

（具体的支援内容）商談会の開催情報の提供及び出展手続きの支援、効果的なディスプレ

イ、出展方法、ＰＲ方法等について、具体的な提案を経営指導員が中

心に上席専門経営支援員等と連携して支援する。 

イ ＢtoＣに該当する支援  

（対象商談会等） ①「いいちゃん産業まつり」、④全国商工会連合会の EC サイト「ニ

ッポンセレクト.com」、⑤長野県商工会連合会「信州匠選」⑥飯島町

営業部運営の「楽天サイト」 

（具体的支援内容）市場が求める商品・売れ筋商品の選択や出展手続き、価格の設定、

効果的な展示ディスプレイ、ＰＲ方法について具体的な提案を経営

指導員を中心に上席専門経営支援員等と連携して支援する。また、

飯島町営業部担当者と連携し具体的な提案を行い支援する。 

（小規模事業者に対する効果） 

市場からの評価や改良点等を知ることができる。販路開拓、拡大、

新規受発注取引の増加を図ることができる。 
⑵ 工業展・商談会による需要開拓（継続） 

（目 的）町の主幹産業ともいえる製造業の受注を拡大し、新たな取引先を開拓し売上を増大さ

せる。 

（対象者）飯島町で工業製品の加工を行っている小規模事業者、事業計画策定者等。 

（支援方法） 

①※「機械要素技術展」、②※「微細加工 EXPO」、③「（公財）長野県中小企業振興センター等

が企画する展示会」等の工業展示会の開催情報の提供及び出展に関する手続きや具体的手法や

工夫等について支援する。 

（支援事業内容） 

ＢtoＢに該当する支援として展示会・商談会の開催情報の提供及び出展手続きの支援、効果

的なディスプレイ、出展方法、特徴ある加工方法及び製品のＰＲ等について具体的な提案を商

工会と（公財）長野県中小企業振興センター等の支援機関で連携して支援する。 

（手段） 

出展時の費用負担軽減と効率化、飯島町をＰＲできるディスプレイとするため共同で出展を

行う。現地では展示会を活用し他の出展者との商談交流会を実施し、１社でも多く商談し、成

約に繋げられるようにする。また、主催者側の調査（入場者数、主な入場者の会社名・所属部

署及び氏名等）を今後の営業等に活用する。 

（小規模事業者に対する効果） 

外部の展示会等へ出展することにより、他社の展示方法やプレゼンを学ぶこともできるた
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め、出展者の営業担当者（事業主も含む）のプレゼン能力が向上する。 

商談相手が、自社製品についてどのような情報を求めているのかが掴め、知識の必要性や受

注先の求める技術・製品等の事項についての情報を広く得ることで今後の取引や技術の向上、

製品の改良等に活用できるようになる。また、県内や地元にとらわれない取引先の開拓をする

ことができる。 

（目 標） 

  現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

Ｂ

to

Ｂ

の

支

援 

(1)-ア-② 
南信州うまい物商談会出展者数 １社 ２社 ３社 ３社 ４社 ４社 

(1)-ア-② 同 商談数 ７件 １６件 ３０件 ３３件 ４９件 ５２件 

(1)-ア-② 同 成約数 ０件 ２件 ３件 ４件 ６件 ８件 

(1)-ア-③ 
地元飲食店との食材商談会出展者数 

４社 ５社 ６社 ７社 ８社 ９社 

(1)-ア-③ 同 商談数 ４件 ８件 １２件 １５件 １８件 ２１件 

(1)-ア-③ 同 成約数 ０件 ２件 ３件 ３件 ４件 ４件 

(2)-①※ 
機械要素技術展出展者数 

４社 ４社 ― ― ５社 ６社 

(2)-①※ 同 商談数 ５０件 ５５件 ― ― ６０件 ８４件 

(2)-①※ 同 成約数 ０件 ４件 ― ― ８件 １２件 

(2)-②※ 
微細加工 EXPO出展者数 

２社 ３社 ― ― ３社 ３社 

(2)-②※ 同 商談数 ４０社 ６６件 ― ― ７２件 ７５件 

(2)-②※ 同 成約数 ０件 ２件 ― ― ４件 ６件 

(2)-③ 
県振興ｾﾝﾀｰ展示会出展者数 

１社 １社 ２社 ２社 ３社 ３社 

(2)-③ 同 商談数 １０件 １５件 ３６件 ４０件 ６３件 ６６件 

(2)-③ 同 成約数 ０件 ２件 ３件 ４件 ５件 ６件 

Ｂ

to

Ｃ

の

支

援 

(1)-イ-① 
いいちゃん産業まつり出展者数 ５社 ６社 ７社 ８社 ９社 １０社 

(1)-イ-① 
同 売上高（１事業者あたり） 

２０千円 ３０千円 ３５千円 ４０千円 ６０千円 ８０千円 

(1)-イ-④ 
「ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ.com」登録数 

未実施 １社 ２社 ３社 ４社 ５社 

(1)-イ-④ 
同 売上高（１事業者あたり月商） 

未実施 ２０千円 ２５千円 ３０千円 ３５千円 ４０千円 

(1)-イ-⑤ 
「信州匠選」登録数 

未実施 １社 ２社 ３社 ４社 ５社 

(1)-イ-⑤ 
同 売上高（１事業者あたり月商） 

未実施 ２０千円 ２５千円 ３０千円 ３５千円 ４０千円 

(1)-イ-⑥ 
飯島町営業部運営の「楽天サイト」登録数 

未実施 １社 ２社 ３社 ４社 ５社 

(1)-イ-⑥ 
同 売上高（１事業者あたり月商） 

未実施 ５０千円 ７０千円 ８０千円 ９０千円 １００千円 

※機械要素技術展・微細加工 EXPO は会場のビッグサイトが東京オリンピックのメディアセンタ

ーに予定（31、32年度）されているため開催が未定だが開催時には出展を予定する。 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 
（現状と課題） 

飯島町は農産物の関係では米、蕎麦、りんご、野菜、アルストロメリア等様々な農産品はあ

るがこれといった特徴がない。米や蕎麦は種子の原産地であるにもかかわらず、知名度が低く

「種子の原産地」であるという大きなポイントの周知と活用がなされていない。 
また、小規模事業者へは、地元住民に対して、地元農産物を使った加工品や自社の事業内容

のＰＲのため、産業まつりや金融機関での展示・出展を勧めるが消極的である。 
町では、町の特産品として開発に取り組んで来た、栗や唐辛子を活用した商品や環境共生米

の生産や副産物のわらを活用したわら細工品の販売、地場産品を活かした※「緑提灯のお店」の

普及、アルプスサーモンや合鴨の活用等に取り組んでいる。 
商工会においても、事業者数の減少を食い止めるための創業者（含む第二創業者）支援等に

ついての取り組みが芽を出し始めており農業者も含めた若手後継者からの相談が増えた。 
 
※「緑提灯のお店」 国産食材を半分以上使用してお客様に提供する地場産品応援の飲食店 

 
（改善方法） 

町内経済団体等（町・商工会・ＪＡ）と町内金融機関を中心に、飯島町の特産品や特産品を

活かした商品の開発及び販路拡大について情報の共有化を図ることで、小規模事業者への支援

体制を整備して実施する。 
 

（事業内容） 
⑴ いいちゃん産業まつりの開催（町・商工会・JA 主催） 
（目 的） 

町内事業所の事業内容や製品・商品をＰＲ展示し、町民に紹介することで地元の雇用や受発

注に繋げるとともに地元特産品を広く知ってもらう。 
（手段等） 

町、商工会、ＪＡ上伊那飯島支所の役職員及び町内の農商工業者の有志が集まり実行委員会

を組織して運営・開催する。 
商工会は商工業者を中心に取りまとめを行い、町特産品の栗や唐辛子を活用した商品及び環

境共生米の生産や副産物を活用したわら細工品の販売、新たにアルプスサーモンや合鴨を活用

した商品・製品を町民に周知を図る。町民の口コミ等で販路拡大に繋がるよう、事業内容や製

品・商品のＰＲ展示・販売、紹介できる事業として行く。 
（小規模事業者に対する効果） 

小規模事業者は商談会や展示会等への参加の経験や知識、出展に係る資材を持ち合わせてお

らず出展には躊躇することが多い。商工会として出展時のお客様へのＰＲや陳列・展示方法の

支援を行うことで、出展の体験を次回の産業まつりや他の物産展への出展へ繋げる。これによ

り商品等をＰＲする機会が増え、販売についてのノウハウを身に着けることができる。 
 

⑵ 地場産品販路拡大研究 
（目 的） 

飯島町として物語のある農産物を活用した地域資源が多くあるので、広くＰＲし知ってもら

い多くの消費者に購入してもらう。 
（手段等） 

飯島町には、そばを始め米やアルストロメリア、鉄砲ユリ、アルプスサーモン、りんご鴨（合

鴨）、稲わらを使った米俵など、地元に密着した農産物や加工品があり、事業承継者や後継者が

ない場合は地域おこし協力隊が技術の承継を始めている。 
飯島町のブランドとして、これらの商品を世に送り出すために町や商工会とＪＡ、生産者、

食品製造業者、地域おこし協力隊、地元金融機関、県（普及所・農政・中小企業振興センター）

等が連携して、商品別にブランド化を研究している。例えば、サーモンやカモをセットにする

など、特産品を自由に組み合わせた商品の創出等を模索している。 
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このような商品は、ふるさと納税返礼品や町の※「特命チーム営業部」が実施している楽天市

場への出店、町が運営する三鷹のアンテナショップを活用して実証実験を行う。 
※特命チーム営業部  飯島町を全国にＰＲするため町の組織内に「飯島町営業部」（課と並列）として職員

２名、協力隊員３名で町長の肝いりで設置。楽天への出展や業種・地域の垣根を超え

た事業を町民で構成された４つの部会で検討・実施している。 
（小規模事業者に対する効果） 

地場産品を各々の事業者が単品販売するだけではなく、少量であっても商品化した商品を贈

答用や詰め合わせにして販売することで、消費者の商品に対する魅力が向上する。合わせて生

産上のリスク（生産量の多い・少ない）も減少させ、手間はかかるが事業者にとっては販売促

進へつながる。 
（目  標） 

 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 
⑴いいちゃん産業まつり
の開催 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 

⑵地場産品販路拡大研究 未実施 地域資源の
掘り起こし 

商品の 
開発 

商品の評価
と見直し 

試験販売
とＰＲ 

活 用 ・
運用 

⑵ 同 開発数 未実施 ２ ２ ２ ２ ２ 
 
Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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の情報交換に関すること 
（現状と課題） 

現在、県商工連、経営支援センター上伊那南部グループ・国・県・町・八十二銀行・アルプ

ス中央信用金庫・ＪＡ上伊那飯島支所・日本政策金融公庫等、様々な支援団体・経済団体と経

営支援のための情報の共有化と交換を行い連携の強化を図っている。 
しかし、小規模事業者が抱える課題によっては効果的な対応策が見つからず十分な支援がで

きないケースがある。 
（改善方法） 

支援機関との連携体制を今以上に強固なものとし、多方面からの意見や情報を集約できるよ

うにする。各々の立場で、多面的な角度から出された多くの意見を選択肢とすることで効果的

で且つ迅速な支援を可能とする。 
（事業内容） 

⑴ 産業振興連絡会議（継続） 
（目 的） 

商工会と町担当課が、町内の商工業者の問題点を把握し、迅速な対応を取るため情報を

共有する。 
（手段、連携先、頻度等） 

飯島町産業振興課の課長、係長及び商工会正副会長並びに経営支援員が、町内の商工業

者からの相談事項や課題について取り上げ、小規模事業者が抱える問題点や必要とする町

の施策や対応策について方向性を検討する。開催は原則毎月１回とする。 
（小規模事業者に対する効果） 

毎月聴取した意見や要望について検討できるため、きめ細やかな意見交換が町と直結し

てできるため迅速で効果的な対応をとることができる。 
 

⑵ 町とＪＡとの産業振興会議（拡充） 
（目 的） 

飯島町内の経済団体の事務局が一堂に会し、農・商・工に関する町全体の課題について

情報を交換し共有することで小規模事業者への支援に活用する。 
（手段、連携先、頻度等） 

町、商工会、ＪＡの担当者が事務レベルで連携し、飯島町の今後の在り方についての方

向性を探る。 
内容的には町内空き施設の活用や地元農業産品の飲食店での活用や、商品を組合せての
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販売等についてなど。年３回実施する。 
（小規模事業者に対する効果） 

各機関が連携し情報共有することで、違う切り口から見た意見を活用した支援を行うこ

とができる。 
 

⑶ ※上伊那郡市経営指導員協議会と地元金融機関との金融懇談会の開催（継続） 
（目 的） 

伊那市、駒ヶ根市、上伊那地区全体の小規模事業者の経済動向や経営状況を把握し、組

織の垣根を越えて、経営・金融・情報化・税務・労務・取引等について具体的事例を参考

に支援策について連携し検討する。 
（手段、連携先、頻度等） 

上伊那地区７商工会、伊那・駒ヶ根商工会議所の経営指導員及び上伊那地区の金融機関

（日本政策金融公庫、八十二銀行、県信用組合、長野銀行、アルプス中央信用金庫、飯田

信用金庫、保証協会、県）の担当者による情報の交換及び共有化を行う。 
多くの実例に触れその内容を活かすことで支援方法を検討するため年２回実施する。 

（小規模事業者に対する効果） 
伊那市、駒ヶ根市、上伊那地区全体とする広域的な支援ネットワークを活用することで、

多くの事例を活用した支援ノウハウの習得ができるため、実際の事業者支援への活用を図

ることができる。 
※上伊那郡市経営指導員協議会 
上伊那地区７商工会、伊那・駒ヶ根商工会議所の経営指導員を中心に組織された、情報の共有化と研修、

経営指導員の意見を提言する団体。 
 

⑷ 上伊那南部グループ検討会議 
（目 的） 

長野県商工会中期マスタープランの示す目標に沿った小規模事業者へのきめ細かな伴走

型支援により小規模事業者の継続的発展を図る。 
（手段、連携先、頻度等） 

上伊那南部地区 4 商工会（伊那市・宮田村・飯島町・中川村）の経営指導員が中心に、各

商工会から上げられた相談事項を複数の経営指導員が多面的に検討し、迅速で効果的な支援

についての検討を行う。また、他の経営指導員の支援に帯同して行うＯＪＴ、情報交換のた

めの検討会議を毎月１回以上開催する。 
必要に応じて県商工会連合会の専門家派遣及び上席専門経営支援員、県商工会連合会等と

連携し小規模事業者の支援を行う。 
（小規模事業者に対する効果） 

従来は地元商工会の経営指導員からだけの支援だったが、グループ内経営指導員の意見を

取り入れて検討することで、充実した支援を受けることができる。 
 

（目 標） 
 現 状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

産業振興連絡会議 月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 
町とＪＡとの 
産業振興会議 年２回 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回 

上伊那郡市経営指
導員協議会と地元
金融機関との金融
懇談会 

年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

検討会議の開催 月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 
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２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 
（現状と課題） 

長野県商工会連合会が主催する職種別研修会、中小企業基盤整備機構の中小企業大学校の研

修、上伊那南部グループ検討会議、上伊那郡市経営指導員協議会の研修会を受講し資質向上を

図っている。また商工会職員間や上伊那南部グループ内でのＯＪＴは行っているが、情報の共

有化がきちんとされていないため効果の上がる組織的な職員の資質向上につながっていない。 
商工会は行政の下請け的な業務や地域イベント運営などに追われ、本来の業務である経営支

援に割く時間が充分に取れないなど、研修の成果を活かしきれていないため、支援能力の向上

に結び付いていない。 
（改善方法） 

平成１９年から広域連携を組んでいる中川村商工会も含めた８人の職員体制の中で、専門家

派遣や上席専門経営支援員によるＯＪＴを実施し支援についてのノウハウを習得する。 
また、情報の収集強化と共有化により、小規模事業者に対する支援の方向を的確にとらえ、

全職員がその目標に向かうことができる体制を構築する。 
（事業内容） 

⑴ ミーティング等による職員間の小規模事業者情報の共有化 
（目 的） 

飯島町商工会における小規模事業者の実態及び問題点を洗い出し、情報の共有化により

目標に向け的確な支援を行うことができるよう職員のスキルアップを図る。 
（手段、頻度等） 

巡回や窓口相談時や、口コミ情報など、小規模事業者の状況を把握し、職員間で共有し

事実確認の上、職員間で対策検討を行いベストな対策を講じられるよう、毎週月曜日（月

曜日が休日の場合は火曜日）にミーティングを実施する。 
（組織及び小規模事業者に対する効果） 

小規模事業者の情報と対応策の共有化により、担当職員がいないことで生ずる滞りがな

くなりスムーズに支援が実施できる。 
 

⑵ 上伊那南部グループ検討会議、OJT 等による資質向上 
（目 的） 

経営支援センター上伊那南部グループ管内の小規模事業者支援の案件を持ち寄り、複数

の経営指導員、補助員等で案件の検討を行うとともに、実際の事業者支援へ帯同し、数多

くの案件に携わり職員相互間の資質の向上を図る。 
（手段、頻度等） 

月１回の上伊那南部グループ検討会議に合わせ、グループ内各商工会より支援事業者の

課題や検討事項等を持ち寄り、対応策、支援手法等検討する。 
また、事業者支援時に、担当者以外の職員が帯同し、ＯＪＴによる実体験を通じ支援手

法等を学ぶことにより支援レベルの向上を図っていく。 
専門的な案件の場合は、上席専門経営支援員や専門家等による研修やＯＪＴを行い、知

識レベルの向上を図っていく。 
また、長野県商工会連合会の提供する、小規模事業者支援システム（県内の経営指導員

等の支援事例を集積しているシステム）を活用する等能力の向上と知識の習得を図ってい

く。 
（組織及び小規模事業者に対する効果） 

単一商工会では、支援案件数も限られてしまうが、グループ内職員による支援を多く経

験することにより、知識や手法を習得し活かすことで経営指導員・補助員等の支援力や判

断力を向上させ小規模事業者に迅速かつ組織的な支援が可能になる。 
 
 
 
 
 



２４ 
 

※検討会議、OJT 等による資質向上体制のイメージ 

 
 

⑶ 支援情報の共有化と集積 
（目 的） 

職員間で情報を共有化する仕組みを構築し継続的な支援を行える体制づくりをする。 
（手段、頻度等） 

商工会のサーバーにおけるファイル管理や活用の方法について見直す。 
支援の事例や内容は、小規模事業者への支援時に参考資料として活用できるよう、上伊那

南部グループ内の支援事例も含めて様式を統一し、支援内容ごとに蓄積して共有化する。 
また、小規模事業者支援システムへの支援事例等のデータの蓄積を積極的に行い、商工会

の財産として職員間で共有し支援に活用する。 
（組織及び小規模事業者に対する効果） 

小規模事業者の過去の状況や流れが分かり、傾向を把握することができる。 
また職員の人事異動があっても蓄積データの活用で滞りなく支援することができる。 

 
３事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
（現状と課題） 

事業評価については、事業実施後に次年度の事業実施のための参考資料として、反省事項を残

す程度で事業評価は実施できていない。 
そのため、支援の判断材料としての活用はほとんどされないため、支援の効果は低いと感じて

いる。今後は成果を事業実施の都度、確認することで改善し次につなげることが必要である。 
 

（改善方法） 
組織全体で事業ごとに成果を検証し見直す体制の確立を図り、出された意見をもとに見直しを

行う。 
（事業内容） 

⑴ 職員及び役員、外部有識者等による事業評価 
（目 的） 

実施事業が本来の目的から外れていないか、事業の進捗度合いはどうか、効果はどうか等、

定期的な確認を行い軌道修正する。 
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（手 段） 
実施事業について事業評価シートを作成し、進捗度の確認及び効果についての検証を行い

段階的に事業評価及び課題の抽出及び見直しを行う。 
（頻 度） 

①事務局（毎週１回・ミーティング） 
②正副会長・町産業課（月１回） 
③理事会への報告（年３～４回） 
④外部有識者を交えた事業評価委員会及び理事会での承認（年１回） 
⑤事業成果の報告・公表（年１回） 

（実施体制） 
事業評価委員会は、正副会長、外部有識者等（飯島町・商工会連合会・中小企業診断士等の

専門家）及び事務局により実施する。 
（事業の成果、評価及び見直し結果の公表） 

事業成果の報告は理事会での承認の上、商工会 HP で計画期間中公開する。 
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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 

 

（１）組織体制 
①飯島町商工会組織体制（全体図）             平成２９年１１月１日現在 

 

 
 

②事業の実施体制 
（事業統括）       会長 
（事業執行及び体制整備） 理事会 
（事業実行及び推進）   事務局（全５名 事務局長１・経営指導員２・補助員１・記帳１） 
（事業実施協力）     支会、部、部会、青年部、女性部、委員会 等 

 
 
（２）連絡先 

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 1431-4 飯島町商工会 
電話：0265-86-2162、FAX：0265-86-3064、E-mail：info@iijima-s.jp 

 

 

 

 

 

mailto:info@iijima-s.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） 

 ３０年度 
(30年 4月以降) ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 2,800 1,200 1,400 3,200 2,700 

 

地域の動向調

査事業費 
 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

経営状況の分

析事業費 
 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

事業計画策定

事業費 
 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

需要動向調査

事業費 
 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

新たな需要の

開拓事業費 
 

 

1,900 

 

500 

 

500 

 

2,500 

 

2,000 

地域経済活性

化事業費 
 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

職員資質向上

事業費 
 

 

300 

 

100 

 

300 

 

100 

 

100 

（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・手数料、国補助金、県補助金、町補助金、受託事業費、事業負担金 等 

 

 

（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 

１ 地域の動向調査に関すること【指針③】 
景気動向調査等の収集・整理・分析・情報提供（新規） 
中小企業景況調査（拡充） 
空き店舗・空き工場・土地の情報調査 

 
２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

計画的な経営に向けた事業計画策定のための経営分析 
経営分析データの活用セミナー 

 
３ 事業計画策定に関すること【指針②】 

事業計画策定支援個別相談会 
事業承継計画策定支援事業（継続） 
創業塾の開催 

 
４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

定期巡回訪問による支援事業（拡充） 

創業・第２創業者、転入希望者に向けた支援事業（拡充） 
 
５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

新商品を開発中の事業者に対する需要動向調査事業（新規） 

新メニューを開発中の事業者に対する需要動向調査事業（新規） 
 
６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

食材の商談会（継続） 

工業展・商談会による需要開拓（継続） 

 
７ 他の支援機関との連携を通じたノウハウの情報交換に関すること 

産業振興連絡会議（拡充） 
町とＪＡとの産業振興会議（拡充） 
上伊那郡市経営指導員協議会と地元金融機関との金融懇談会の開催 
上伊那南部グループ検討会議 

 
８ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

ミーティング等による職員間の小規模事業者情報の共有化 
上伊那南部グループ検討会議、研修会等による資質向上 
指導情報の共有化と集積 
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連携者及びその役割 

１ 長野県 知事 阿部守一 
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 
（役割）各種補助金、助成金、制度資金、経営革新支援・認定 等 
 

２ 飯島町 町長 下平洋一 
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島 2537 
（役割）各種補助金、助成金、制度資金、調査結果の提供及び情報の交換、商工観光

振興事業、販路開拓事業 等 
３ ㈱日本政策金融公庫伊那支店国民生活事業 支店長 枝松辰義 

〒396-0025 長野県伊那市荒井 3413-2 
（役割）創業支援、金融支援、事業計画策定及び実行支援、各種調査及び景況等情報

の提供・交換 等 
 
４ 長野県信用保証協会伊那支店 支店長 春日充之 

〒396-0011 長野県伊那市大字伊那部字宮下 4634-1 
（役割）創業支援、金融支援、事業計画策定支援、各種調査及び景況等情報の提供・

交換 等 
 
５ ㈱八十二銀行飯島支店 支店長 服部靖哉 

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 1427-12 
（役割）創業支援、金融支援、事業計画策定及び実行支援、各種調査及び景況等情報

の提供・交換 等 
 
６ アルプス中央信用金庫飯島支店 支店長 池上幸一 

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 1445-1 
（役割）創業支援、金融支援、事業計画策定及び実行支援、各種調査及び景況等情報

の提供・交換 等 
 
７ 上伊那農業協同組合飯島支所 支所長 伊藤 淳 

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島 1427-1 
（役割）創業支援、金融支援、事業計画策定及び実行支援、各種調査及び景況等情報

の提供・交換 等 
 
８ （一財）長野経済研究所 理事長 山浦愛幸 

〒380-0936 長野県長野市岡田 178-13 
（役割）各種調査及び景況等情報の提供・交換、事業計画策定及び実行支援 等 

 
９ 全国商工会連合会 会長 石澤義文 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 
（役割）各種調査及び景況等情報の提供・交換 等 

 
１０ 長野県商工会連合会 会長 柏木昭憲 

〒380-0986 長野県長野市岡田 131-10 
（役割）専門家派遣事業、上席経営支援員派遣、各種調査及び景況等情報の提供・交

換、事業計画策定及び実行支援、資質向上研修 等 
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１１ 伊那市商工会 会長 唐木一平 
〒396-0211 長野県伊那市高遠町西高遠 833-6 
（役割）事業者のグループ支援、講習会、情報提供および交換、資質向上研修 等 

 
１２ 中川村商工会 会長 桃澤傳 

〒399-3801 長野県上伊那郡中川村大草 4033-1 
（役割）事業者のグループ支援、講習会、情報提供および交換、資質向上研修 等 

 
１３ 宮田村商工会 会長 山田益 

〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村 87-3 
（役割）事業者のグループ支援、講習会、情報提供および交換、資質向上研修 等 

 
１４ 伊那商工会議所 会頭 川上健夫 

〒396-8588 長野県伊那市中央 4605-8 
（役割）事業者支援、講習会、情報提供および交換、資質向上研修 等 

 
１５ 駒ヶ根商工会議所 会頭 山浦速夫 

〒399-4191 長野県駒ヶ根市上穂栄町 3-1 
（役割）事業者支援、講習会、情報提供および交換、資質向上研修 等 

 
１６（公財）長野県中小企業振興センター 理事長 太田哲郎 

〒380-0928 長野県長野市若里 1-18-1 
（役割）専門家派遣事業、各種調査及び景況・受発注 等情報の提供・交換、工業技

術向上及び工業展示会出展支援 等 
 
１７ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長 高田坦史 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 
（役割）資質向上、各種情報提供 等 

 
１８ 関東信越税理士会伊那支部 支部長 小田切肇 

〒396-0015 長野県伊那市中央 4542-2 
（役割）講習会、情報提供および交換、資質向上研修 等 

 
１９ 長野県南信工科短期大学校 校長 大石 修治 

〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村 8304-190 
（役割）工業技術向上 等講習会、情報提供および交換、資質向上研修 等 
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連携体制図等 

経営発達支援事業連携体制図 
 

小規模事業者 

  

行政機関 

長野県 

・各種補助金、助成金、制度資金、

経営革新支援・認定 等 

飯島町 

・各種補助金、助成金、制度資金、

調査結果の提供及び情報の交

換、商工観光振興事業、販路開

拓事業 等 

 

支援機関 

長野経済研究所 

長野県中小企業振興センター 

中小企業基盤整備機構 

関東信越税理士会伊那支部 

伊那商工会議所 

駒ヶ根商工会議所 

・各種調査及び景況等情報の提

供・交換、事業計画策定及び実

行支援 等 

 

金融機関 

日本政策金融公庫伊那支店 

長野県信用保証協会伊那支店 

八十二銀行飯島支店 

アルプス中央信用金庫飯島支店 

上伊那農業協同組合飯島支所 

・創業支援、金融支援、事業計画

策定及び実行支援、各種調査及

び景況等情報の提供・交換 等 
 

 
相 談     支 援 

 

飯島町商工会 

・巡回・窓口での相談 

・伴走型支援による計画の策定及び実行 

経営指標、経営状況の分析、事業計

画策定、実施支援、要動向調査 等 

・創業、第２創業者への支援 

・セミナー開催、専門家派遣 等 

連 
 
携 

 
連  携  

商工会関連機関 

全国商工会連合会 

・各種調査及び景況等情報の提供・交換     

等 

長野県商工会連合会 

・専門家派遣事業、上席経営支援員派遣、

各種調査及び景況等情報の提供・交

換、事業計画策定及び実行支援、資

質向上研修 等 

経営支援グループ上伊那南部グループ 

・伊那市商工会・宮田村商工会・中川村

商工会 

・事業者のグループ支援、講習会、情報

提供および交換、資質向上研修 等 
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