
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
諏訪商工会議所（法人番号 １１００００５００７８１４） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目  標 

 小規模事業者への中長期的な振興のあり方として「利益を生み継続経営してい

ける、安定した経営体質の構築」を目指して、「個社の売上げ増加･利益増加に向

けた経営支援･個社支援」、「地域振興や業種等を対象にした地域面的支援」、「各

種支援機関等との連携」による伴走型支援を行い、経営計画策定事業者数･創業

支援数･事業承継支援数の合計で年間 100件以上を目標。 

個社支援としては、「まちゼミ」等の個店の魅力ＰＲから販促に繋げていく事

業。面的支援としては、「諏訪圏工業メッセ」等の業種商談会開催。連携支援と

しては、近隣商工会議所や金融機関とも連携して様々な視点から経営支援を行え

る体制で、小規模事業者の売上げ増加・継続経営に向けた支援を目指す。 

10年先の更なる人口減少･経済規模縮小の抑制に向けて、地域経済団体として、

また諏訪地域経済圏の中心として、地域が一丸となり小規模事業者の持続的経営

発達に向けた支援を行う。 

  

実施内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済動向調査に関すること 

    諏訪市工業景況調査・日本商工会議所ＬＯＢＯ調査等から、地域経済の

動向を調査・分析をする。 

２．経営状況の分析に関すること 

   経営指導員による巡回訪問や経営分析セミナー等で「簡易分析(売上･利

益増減、現状認識)」を行い、その結果をフィードバックし「詳細分析(Ｓ

ＷＯＴ・財務分析等)」、さらには「高度な分析(コアコンピタンス等)」へ

と繋げ、利益が上がる強い企業体質へと支援していく。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

   融資手続きや各種補助金の申請の際に、事業計画策定を目指す小規模事

業者の掘り起しを行う。また、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発

達支援資金」の利用に向けた計画策定支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   必要に応じて３ヶ月に１度程度巡回訪問し、進捗状況等についての継続

的なフォローアップを行う。課題によっては、士業やミラサポ等の専門家

派遣も活用していく。 

５．需要動向に関すること 

   商圏分析データの活用や日経テレコン等から新商品動向・消費者動向等

の情報提供を行う。また、商談会等での来場者アンケートから次の事業展

開策定の参考材料として活用する。 

６．新たな需要動向の開拓に寄与する事業に関すること 

   「諏訪圏工業メッセ」に小型ブースを設置し専門加工のＰＲや、商業サ

ービス業向けには地元新聞への記事掲載仲介や「まちゼミ」等で新規来店

動機の創出し、事業者の商品･役務の露出回数の増加を支援し、売上げ増

加に繋げていく。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   ＣＣＲＣ構想の調査研究や、各種支援機関とも新技術･新サービス等の情

報交換を行い、諏訪地域が一体となって経済活性化への取組みをしていく。

連絡先 

〒392-8555 長野県諏訪市小和田南１４－７ 

諏訪商工会議所・中小企業相談所  

TEL:0266-52-2155 FAX:0266-57-1010   info@suwacci.or.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．諏訪市の概況 

 

（１）地理的概要 

 諏訪市は長野県中央部の諏訪湖に隣接し、 
面積は 109.9ｋ㎡。隣接する岡谷市・下諏訪町 

・茅野市・原村・富士見町の諏訪地域６市町村 

は同じ経済圏として発展している。 

昭和 50 年代からは大手企業による腕時計や 

カメラ製造が盛んとなり、下請けとして専門加 

工を行う中小企業・小規模事業者も多くあり、 

地域産業発展の基盤となってきた。 

 

（２）地域の現状と課題 

諏訪市は、平成 12 年にピーク人口 53,858 人・ 

製造品出荷額 1,549 億円・事業所数 4,211 件のうち、小規模事業者数 3,123 件(H13 経

済センサス調査)であった。 

平成 26 年 10 月現在では、人口 50,091 人・製造品出荷額約 750 億円(推定値)、事業

所数 3,457 件のうち、小規模事業者数 2,610 件(H24 経済センサス調査)と、人口は 7％

減少だが、製造品出荷額は半分に減少・事業者数は 18％減少と、雇用や税収面におい

て当地の基幹産業の一つである「ものづくり産業」の減退が危惧されている。 

また、雇用面でも主要産業である観光・飲食・福祉・サービス業において、非正規

社員の増加や、商業面では上諏訪駅前の百貨店や複合商業ビル閉店の影響もあり、個

人商店の廃業の増加や郊外大型店への買い物が増加しており、全業種で売上減少・経

営者の高齢化・後継者不在といった課題もある。 

このままでは、今後１０年先には急激な人口減少で４万人以下、事業所数は減少傾

向がさらに続いていくと予想され、高齢化や労働人口の減少が進み地域経済規模の縮

小が懸念されている。 

 

 

２．諏訪商工会議所の沿革 

諏訪商工会議所は昭和 21 年に設立。平成 28 年 1 月現在会員数 1,735 件。地域経済

団体として、行政への意見具申・経営改善支援活動を展開してきた。また、行政と両

輪となって地域経済の基盤・地域文化の伝承者ともなる中小企業・小規模企業の売上

向上による安定経営に向けて支援してきた。 

1980 年代より、大学生等のＵターン就職の推進向けて就職ガイダンスを年３回以上

毎年開催。また、小規模事業者の新入社員合同研修や技術者等人材育成セミナーも開

催し、地域の人材確保・育成を図ってきた、 

また、2000 年からは地域工業展「諏訪圏工業メッセ」の初回開催に向けて企画を開

始し、2002 年に第１回「諏訪圏工業メッセ２００２」を開催。毎年継続開催し本年で

１５回目を迎えました。また、大学等との共同開発による技術力向上の産学連携のプ

ロジェクトの補助金獲得・開発進捗管理等の支援も行い、支援機関としての役割を果

たしてきました。 
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３．諏訪市の基本構想 

諏訪市では平成 27 年 5 月から、諏訪市まち･ひと･しごと創生有識者会議(諏訪商工

会議所会頭は産業界代表者として参画)で検討を重ね、平成 27 年 12 月に「諏訪市まち･

ひと･しごと創生総合戦略」を策定。 

今後１０年先に地域経済が縮小しないよう、人口減少抑制・地域の活力向上を目指

すにあたり、全国的に広く知られている「御柱祭」の四本の柱になぞらえ、一之柱か

ら四之柱と位置付け４つの基本目標を設定した。 

一之柱  魅力的で安定した「しごと」ができる「まち」の創出  

二之柱  「行ってみたい」、「戻ってみたい」、「住んでみたい」と思える「まち」 

の創生 

三之柱  若い世代の「希望」を実現、「ひと」を育てる「まち」の創生 

四之柱  誰もが安全･安心･安定して暮らせる、個性が輝く「まち」の創生 

 
 

主なテーマとしては、 

一之柱は、「魅力的なしごとをつくる。創造都市をつくる。新たな価値をつくる」。 

二之柱は、「知っているから行ってみたいまちへ。住み続けたい・戻ってきたいまち

へ。住んでみたい・選ばれるまちへ」を目指しています。 

 

 

４．諏訪商工会議所における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

  諏訪商工会議所では、前述の諏訪市の現状および「諏訪市の基本構想」を踏まえ、

１０年後を踏まえた小規模事業者の中長期的な振興のあり方を、以下のとおり定める。 

諏訪市基本構想のうち「一之柱」・「二之柱」の目標達成に向けて、向こう１０年間

にわたるスローガンとして、「輝く未来へみせろ諏訪の底力」のもと六つの事業方針を

示し、地域事業者への支援を展開していく。 

①諏訪経済のビジョンを明確にして、その実現のため、研究、意見の集約、推進、

情宣、及び市、県を含む関連団体に政策提言、陳情を行う。 

②一社でも元気で光る企業、商店を増やす。 

③地域経済の活性化を図る。 

④会員より信頼され役に立つ商工会議所を目指す。 

⑤組織の強化。 

⑥地域の賑わいを創出する。 

以上を踏まえて、「小規模事業者が利益を生み継続経営していける、安定した経営体

質の構築」を目指し支援していく。 



３ 

 

５．経営発達支援事業の目標 

   諏訪商工会議所では、中長期的な振興のあり方を踏まえ、「個社の売上増加･利益

増加に向けた経営支援」と「地域振興や業種等を対象にした面的支援」に分け、近

隣の商工会議所・商工会、行政や業界等の各種支援団体とも連携して、組織や地域

が一丸となって、経営発達支援事業を実施していく。 

 

（１）経営支援・個社支援 

  小規模事業者の経営計画策定数、融資利用や補助金活用のための経営計画策定事

業者数、創業及び第二創業者への支援数、事業承継への支援件数等の合計年間 100

事業所を目標とし、100 事業所が前年比で利益アップに繋がる支援を継続的に行い、

100 事業所×５年で 500 事業所の支援に取り組み、小規模事業者数の内、経営向上を

目指している事業者の約７割を対象とし、小規模事業者数の維持を目指していく。 

  商業個店支援においては、「まちゼミ」等の個店の魅力ＰＲ事業を年２回以上開催

し、そこに参画する商店等事業者向けには、大型店には無い個店の魅力の伝えられ

るよう事前研修や事後報告会を行い、顧客獲得のノウハウを習得していかれるよう

支援していく。 

 

（２）地域支援・面的支援 

   人口増加や労働人口増加に向けては、魅力的な働く場の提供も必要である。 

基幹産業でもある「ものづくり産業」向けには、商談会・展示会の開催をし、当

地開催の工業技術を発信する展示会「諏訪圏工業メッセ」へはホームページや約 3

万通のダイレクトメールを送付して２万人５千人以上の来場を促し、商談数２０件

以上を目指していく。また、大手自動車メーカー等へ出向いた商談会も年１回以上

開催し、地域製造業の技術をＰＲし新規顧客・取引先の獲得を目指していく。 

さらには、大学・研究等との産学連携による技術力向上も図り、売上増加・利益

増加・雇用の維持拡大、社内人材育成による技術力向上を目指していく。 

信州・諏訪湖等の知名度を活かした観光プロモーションによる観光関連施設への

来訪客増加により働く場所・雇用機会の維持、革新的かつ多様性ある産業育成を図

り、市内事業者所の従業員数の維持(28000 人)を目指します。 

 

（３）各種支援機関等との連携支援 

   個社支援・面的支援ともに、より成果があがるよう、案件によっては、同じ経済

圏でもある近隣の岡谷商工会議所・下諏訪商工会議所・茅野商工会議所・富士見町

商工会・原村商工会、さらには行政や金融機関、ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構

等の業界の各種支援団体とも連携。 

その成果として、諏訪地域の地理的中心ともなる諏訪商工会議所管内での事業活

動が、新規創業の場所として、また既存の小規模事業者にとっても持続的経営の適

地となれるよう、組織や地域が一丸となって支援活動に取り組む。 

支援状況については、例えば製造業支援の場合では、品質・コスト・納期等の改

善状況について、支援初期段階では月２回以上、支援中期には月１回以上、支援先

の事業者の現場にて、経営者と各種支援機関担当者間で進捗状況と今後支援計画に

ついて情報共有行い、様々な視点からの経営支援を行える体制で行っていく。 
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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２８年 ４月 １日～平成３３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) 

 現状においては、経営者からヒアリングした経済動向の調査･分析や情報収集は

数値公表にとどまっている。 

 

(改善方法) 

今後は、数値変化の傾向や数値に現れない動き等も職員間で情報共有し、経営課

題の把握や新商品･新サービス等のシーズも把握し、小規模事業者への販売戦略・

販路開拓等の参考として活用出来るような情報発信をしていく。 

 

(事業内容) 

（１） 四半期に一度の諏訪市工業景況調査(市商工課と商工会議所の合同調査で売

上高・数量・単価・収益率・業況について 1 年前比・四半期前比・四半期後

予想を６０社調査しＤＩ分析)や、諏訪信金「経済概況速報」等の調査により、
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地域の経済動向や経営実態について把握する。 

（２） 日本商工会議所早期景気観測調査（ＬＯＢＯ調査）を、市内の６業種に対し

て行う。売上高・採算・仕入単価・従業員・業況・資金繰りについて前年同

期比・３ヶ月先見込みを聴き取り調査し、全国や同業界の動向を把握する。 

（３） 調査の結果は、ホームページで公表し、小規模事業者が経済動向を把握し、

経営計画に役立てることができるようにする。 

（４） 個社（個店）特有の課題か、あるいは規模別や業種別の共通課題なのかを分

析し、個社課題であれば専門家派遣による指導を行い、または、共通課題で

あれば解決に向けたテーマセミナー開催で、小規模事業者の課題の明確化を

し、解決手順を検討していく。 

 

(目 標) 

  諏訪市工業景況調査(諏訪市との合同調査)４回／年各回 60 社（計 240 件） 

    日本商工会議所ＬＯＢＯ調査 業種別に毎月６件。(年計 72 件) 

    個別ヒアリングの際にも、常設の調査設問以外の潜在課題（例：採用・後継者・

教育等）の抽出にあたっていく。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

諏訪市工業景況調査 240件 240 件 240 件 240 件 240 件 240 件

日商 LOBO 調査 60 件 60 件 60 件 60 件 60 件 60 件

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
   (現状と課題)  

小規模事業者は小回りのきく専門業者として、価格や品揃え以外の強みを強化

していく必要があるが、経験に基づく日々の経営を行っており、改めて自社の分

析（売上・損益・資金繰り・顧客管理等）を行っている事業者は少ない。 

また、必要に迫られ分析を行う場合でも、自ら的確な分析を行うことが難しく

支援が必要となる。 

 

(改善方法) 

経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー受講等で小規模事業者と直接お会

いする機会や会報･ホームページ等の媒体を通じて、経営分析・事業計画策定の

重要性をＰＲし、抽象的な経営の悩みから具体的な経営課題として明確化してい

くためにも、経営状況の分析を行い経営計画策定へと繋げていく。 

 

(事業内容) 

（１）経営分析対象事業者の掘り起し 

   経営分析の重要性をＰＲする機会としては、経営指導員の巡回・窓口相談、

各種セミナー受講等で小規模事業者と直接お会いする時や、会報･ホームページ

等の媒体を通じて、経営分析を希望する事業者の掘り起しを繰り返し行ってい

く。 

 

（２）経営分析の方法と項目 

   以下の３段階の分析を行う。 
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   ①「巡回訪問時等に経営指導員が経営者へヒアリングし、「簡易分析（売上や

利益の増減・経営者の現状認識）」を行う。簡易分析の結果は事業者にフィ

ードバックし、希望者に次段階の②「詳細分析」に繋げていくための掘り

起し的な意味合いも持つ。 

 

   ②「詳細分析」は、指導員の巡

回訪問結果や経営分析セミ

ナー参加者等のうち、希望者

全員に対して経営分析を行

う。具体的には(独)法人中小

企業基盤整備機構の「経営自

己 判 断 シ ス テ ム 」

（http://k-sindan.smrj.go

.jp）等を活用して「収益性・

効率性・生産性・安全性・成

長性」について数値結果として 

提示し、事業計画策定の基礎資料としていく。 

 

   ③「高度な分析」は、コア・コンピタンスを明確にして新事業を展開したい

場合や、業績不振の真因を分析して経営改善につなげたい場合、ミラサポ

やよろず相談員・金融機関等とも連携して、分析を行っていく。 

 

(３) 経営分析セミナーの開催 

   経営分析を行う事業者の抽出にあたっては、事業者のレベルに合わせたセミ

ナーを２～３ヶ月に１回開催する。セミナーの成果として、事業計画策定の基

礎資料となる経営分析を行う。 

   セミナーの内容は、段階別として①簡易分析(売上・利益の増減、経営者の

現状認識)、②詳細分析(ＳＷＯＴ分析・決算書から財務分析として収益性･安

全性・生産性等)の２段階を行い、③高度な分析へと繋げていく。 

 

（４）分析結果と対応 

   分析の結果、抽象的な経営の悩みから具体的な経営課題を明らかにし、その

課題解決に向けては経営指導員間で情報共有をしたうえで、適切な指導・助言

を行うとともに、事業計画の策定支援にあたっては、諏訪地域専門指導員(シニ

アアドバイザー)・県よろず相談員・士業・金融機関等とも連携して、利益が上

がる強い企業体質へと支援していく。 

 

(目 標)  

    経営分析事業者数の掘り起しに向けては、小規模事業者との接触の機会を増や

し、経営分析の重要性をＰＲしていく。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

掘り起こしのために巡回訪問する件数 50 100 150 200 250 300

経営分析セミナー開催数 3 4 6 6 8 8

①簡易分析件数 50 80 110 140 170 200

②詳細分析件数 30 50 60 80 90 100

③高度分析件数 3 10 15 20 25 30
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３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
   （現状と課題） 

 小規模事業者が事業計画を策定するのは、融資手続きの際や「小規模事業者持

続化補助金」等の補助金申請を目的にしており、計画本来の意義である「経営方

針・経営戦略」が明確にされておらず、当該目標が表現されていない事例が多い。 

 

（改善方法） 

 事業者が経営課題を解決するため、上記１の経済動向調査、上記２の経営分析

等の結果を踏まえ、事業計画策定支援を行う。 

他の支援機関でもある、諏訪市役所経済部商工課・ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推

進機構・近隣商工会議所・商工会・金融機関等とも連携した指導助言を行い、小

規模事業者の持続的経営発展支援と創業希望者･第二創業者への伴走型支援を行

う。 

 

 (事業内容) 

（１）事業計画策定に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を

目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

（２）窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事

業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

（３） 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、小規模事業者持続化補

助金等の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

（４）日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援資金」の利用に向けた計画

策定支援をしていく。 

（５）創業スクール(諏訪地域４商工会議所合同で企画運営)を開催し、諏訪地域の

創業希望者の知識等の向上を図り、創業計画策定等の支援を行う。また、融資・

販路獲得・技術支援等の個別案件については、日本政策金融公庫・地域金融機

関と連携を取り、きめ細やかな支援を行う。 

   

(目 標) 

    事業計画策定支援から、実行や見直し、次計画策定へと一連のプロセスが、ス

ムーズにできるよう定期的なフォローをして継続支援をしていく。 

  支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ｾﾐﾅｰ・説明会開催回数 4 6 8 10 12 14 

事業計画策定事業者数 20 30 40 50 60 70 

 

 

 

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） 

   現状においては、経営指導員のみが巡回訪問等でフォローアップしており、定

期フォローも訪問間隔が開いてしまう傾向にあった。 

 

 （改善方法） 

今後は、フォローアップ初期段階から諏訪地区広域専門指導員等の帯同も行
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い、小規模事業者の現状確認と新たな課題などに対し伴走型支援を行い、小規模

事業者の持続的発展を図るとともに、高度な課題については専門家とも連携した

相談体制をとっていく。 

 

(事業内容) 

（１）事業計画策定後に、国・長野県・諏訪市等の行う支援策等を周知案内すると

ともに、フォローアップを実施する。特に、技術開発については大学や公設工

業研究機関とフォローアップを実施する。 

（２）事業計画策定後に、必要に応じて、３ヶ月に１度巡回訪問し、進捗状況の確

認を行うとともに、必要な指導・助言を行う。専門的な課題には、士業やミラ

サポ専門家派遣を活用して、その解決にあたる。 

（３）日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援資金」の利用に向けて、融

資前後のフォローをしていく。 

（４）長野県事業引継ぎ支援センター（長野県中小企業振興センター内）と連携し、

事業承継や後継者バンク(創業希望者登録)を活用して、廃業率低下を目指した

伴走型の支援を実施する。 

（５）創業者には、先輩経営者との意見交換会の設営や、経営指導員による定期指

導を行い継続経営の支援していく。また、ベンチャー企業育成に向けては、金

融機関等とも連携して、雇用を生む企業へと支援していく。 

 

   (目 標) 

    実行や見直し、次計画策定へと一連のプロセスが、スムーズにできるよう定期

的なフォローをして継続支援をしていく。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

フォローアップ事業者件数 20 30 40 50 60 70

創業者へのフォロー件数 5 8 10 12 15 18

 

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

小規模事業者は、業界動向や過去の経験から需要予測を行うケースが多く「顧

客ニーズがどこにあるのか」という視点が欠けがちである。より多くの事業者に、

新たな販路開拓や新商品開発に対する需要動向調査の必要性を認識してもらい、

また、その手法を理解してもらい、事業者自らが需要動向調査を実施できるよう

に支援する。 

 

（改善方法） 

    「ＧＩＳ(Geographic Information System）エリアマーケティング」（地図上に

商圏人口や業種別店舗等をマッピングした機能）を活用した商圏分析や、特定の

商品･役務向けのデータ提供や、展示会や商談会等の来場者へのアンケートや情報

交換等を通じて業界の需要動向等、売上に繋がる情報を提供していく。 
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(事業内容) 

（１）「ＧＩＳエリアマーケティング」

（ 通 称 マ ケ プ ラ

http://www.markepla.com）を活用

して、指定するエリアの町内等の人

口や年齢構成・世帯所得・同業種店

や他業種の立地状況、創業予定者に

も店舗出店予定地の商圏分析のデ

ータとして提供し、個社の売上げ増

加に向けた情報提供を行う。 

   また、同ホームページの利用方法

についてのセミナーも開催して、 

データの抽出や商圏分析に向けて活用していく。 

 

 

（２）製造業社向けには、諏訪地域を主

に約 400 社が出展し、バイヤー等約

２万６千人が来場する工業専門展示

会 「 諏 訪 圏 工 業 メ ッ セ 」

(http://suwamesse.jp/)での来場者

へのアンケート(自動車・電機・工作

機・医療分野等の業界動向)や情報交

換（受発注量の変動や業界動向）等

を通じてトレンドを探る。 

また統計や書籍などとも照らし合    

わせ、調査結果の確度を高めていく。 

調査結果については、次の事業展開（新事業展開や販路開拓）策定の参考材料

として活用する。 

 

（３）小売・サービス業向けには、「日経テレコン（商工会議所版）」や日経ＭＪ等の

専門誌から、経営指導員が事業者の要望に即した統計資料等を入手し、新商品情

報・売れ筋動向・消費者動向や流行等の情報を提供していく。業種別や品目別の

動向を知ることで、新商品のアイデア探索や今後の事業戦略を考える参考材料と

して活用できる。 

 

（目 標) 

   小規模事業者や創業希望者が求める商圏分析情報の提供により、具体的な需要

動向を把握することで経営の優位性が見込まれ、また、商談会･展示会でのアンケ

ートやその機会を通じて得る情報は顧客ニーズを探る上で有効である。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

商圏情報・業界動向等の

情報提供件数 
30 40 50 60 70 80
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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） 

 小規模事業者は、顧客や取引先のエリアが限られている傾向にあり、営業力も

弱いため、新たな販路拡大に向けての展開がなされていなかった。 

また、ホームページ公開はしているものの、通販対応している商業者は少なく、

製造業者においても受注加工のため部品加工の写真掲載にも制約があり、販路拡

大に繋がりにくい状態である。 

（改善方法） 

製造業については、諏訪地域の６商工会議所・商工会（諏訪商工会議所・岡谷

商工会議所・下諏訪商工会議所・茅野商工会議所・富士見町商工会・原村商工会）

と６市町村行政等合同開催の「諏訪圏工業メッセ」にて、加工品の現物展示や経

営者自らが説明することで、新規顧客見込者を確保する。 

商業・サービス業等については、地元新聞への記事掲載の仲介、全国の商工会

議所が取り組む通販サイトへの掲載、「まちゼミ」等の開催で個店の魅力を紹介

し新規顧客の来店動機の創出、商談会等への参加斡旋し、事業者の商品･役務の

露出回数の増加を支援し、売上げ増加に繋げていく。 

 

(事業内容) 

  （１）工業専門展示会「諏訪圏工業メッセ」では、小規模事業者が出展し易くなる

よう、通常小間サイズ(5 ㎡・8 万円)よりも小さいサイズ(1 ㎡・1 万円)の展示

ブースを設置する。技術等をＰＲし、既存顧客からの受注増や新規顧客獲得で

売上げ増加５％を目指して、出展社が名刺をいただいた商談先への継続フォロ

ーを続けられるよう、サンプル品の提示や訪問しての提案営業等の実施方法に

ついての支援を行う。 

     また、大学、研究機関等の産学連携共同研究の仲介を行い、新技術・新開発

の機会創出も図る。 

 

（２）商工会議所が地元新聞社とケーブルテレビ局に仲介して、小規模事業者の新

商品･新サービス等の話題を掲載してもらい、マスコミ掲載・露出回数が増える

ことで、販路拡大に繋がる機会を設ける。 

 

  （３）当所のホームページでの事業所紹介や商工会議所のＳＮＳ活用、会報誌での

記事提供。また、全国商工会議所でも参画しヤフーと提携している地域特産品

通販サイト「おもてなしギフトＷＥＢ」(http://omotenashi-gift.jp)への無料

掲載斡旋で、販路拡大に繋がる機会を設ける。 

 

  （４）松本商工会議所等、長野県の中南信エリアが共同で開催する「逆商談会」（土

産品等製造業者を出展対象として、その商品を観光施設やバイヤーへ売込む商

談会）を開催し、原材料･内容量･保存温度･ターゲット･写真等の商品特性を記

載したＦＣＰ（Food Communication Project）シート作成支援等を行う。 

 

(目 標) 

   販路拡大に向けて、新規顧客獲得の有効な手段となる商談会・展示会への出展

に向けた事前支援から出展後のフォロー等を行うことで、新規顧客の獲得を目指

す。 

展示方法・製品等の説明・自社製品の優位性等のＰＲ項目を抽出して、出展後
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には成約・売上増加につながるよう支援し、また、その機会を通じて得る情報は

顧客ニーズを探る上で有効である。 

項目 現状 28年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

諏訪圏工業メッセ成約目標数 20 25 30 35 40 45

地元マスコミへの記事掲載斡旋 3 5 8 10 12 15

おもてなしギフトＷＥＢ掲載 1 3 5 7 8 10

逆商談会の成約件数 3 6 8 10 12 14

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

（現状と課題） 

  人口減少・高齢化、事業所数の減少等により、地域経済の基盤となる製造品出

荷額や消費額の落ち込みに歯止めがかからない。 

 

（改善方法） 

    ＣＣＲＣ（Continuing Care Retirement Community 通称:リタイアメントシテ

ィー）構想の適地としての調査研究や、ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構や近隣

商工会議所・市町村の工業担当者による連絡会を開催し、地域経済活性化に向け

た構想である「諏訪圏新産業創生計画による諏訪ブランド好住圏構想～産業と健

康・医療の共栄」の実現に向けて、諏訪地域の経済活性化を図っていく。 

 

(事業内容) 

（１）ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構や近隣商工会議所・商工会、市町村の工業

担当者による毎月連絡会を開催し、市町村枠にとらわれない、諏訪地域が一体

となった地域経済活性化に向けた、新技術･新サービス等の情報交換や事業展開

の推進をしていく。 

（２）地場産品・食材等のＰＲ・即売の機会でもある「物産展」等を諏訪市等と共

同開催し、市民や観光客に地場商品を知ってもらう機会を活用し、地場産業・

地場産品の活性や消費促進等を通じて、地域経済活性化に向けた取り組みをし

ていく。 

（３）ＣＣＲＣ構想の適地としての調査研究や推進体制を準備し、元気なシルバー

層の移住促進や新しい雇用機会を創出し、人口減少・事業所減少に歯止めをか

けていく。 

 

(目 標)  

   工業等の担当者による情報交換会の開催より事業者への適切なアドバイスや、

地場産品の販促等による地域活性化支援策を、関連支援機関担当者からの有効な

支援で地域活性化を目指していく。 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

情報交換会開催回数 3 4 4 5 5 6

物産展等への加企業・団体数 12 14 16 18 20 22
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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 

（現状と課題） 

 現状においては、支援の際に経営指導員個人のノウハウに偏りが多く、近隣商

工会議所や関連支援機関との連携や、情報共有や連携支援の機会が少なかった。 

（改善方法） 

  小規模事業者の持続経営・経営発達に向けての、きめ細かい取り組みを支援が

できるよう、諏訪地域内で隣接する４商工会議所（岡谷・下諏訪・茅野）との連

携支援強化や、諏訪地域広域指導員と共に、より専門的な支援も行う。 

  

（事業内容） 

（１）諏訪地区の４商工会議所が連携する「諏訪地区商工会議所経営指導員連絡会」

を設置し、同一経済圏における連携した事業実施体制で、長野県が諏訪地域４

商工会議所に設置する諏訪地域広域指導員(シニアアドバイザー)と共に、連携

事業を展開していく。 

     連携事業内容は、 

①経営改善計画作成事業(セミナー開催・専門家派遣・事業所巡回) 

②事業承継・後継者育成事業(セミナー開催、専門家派遣、個別相談、事業

所巡回) 

③創業支援事業(セミナー開催、個別相談、交流事業、掘り起こし)、 

④中南信エリア連携事業「自慢の逸品・発掘・売込逆商談会」(ＦＰＣ商談

会シート作成、商談会開催)の開催。 

⑤情報交換会の開催 

（２）諏訪・大町・松本・塩尻・岡谷・下諏訪・茅野の７商工会議所による中信ブ

ロック経営指導員研究会（事務局:松本商工会議所）連絡会議を年３回開催し、

長野県中信地区における各地域の取り組みについて企業支援の現状・情報交

換・情報共有を図る。 

（３）ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構が幹事となり、諏訪地域行政・公設工業試

験場・商工団体、県出先支援機関、金融機関等の約３０団体の担当者が月例会

としての情報交換を行っており、事業所への適切なアドバイスとその後の伴走

支援が実行できる。 

 

（目標） 

   他の支援機関との情報交換等も行い、また、諏訪地域シニアアドバイザーと

も連携して支援件数の増加を図る。 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

シニアアドバイザーと連携支援件数 3 5 8 10 12 15

中信ブロック経営指導員研究会連絡

会議回数 
3 3 3 3 3 3

地域支援機関情報交換会回数 8 10 12 14 16 18

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

  現状においては、指導員研修等の報告は各自が報告書で行っており、また指導
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内容の共有化もまちまちであったため、研修成果、ノウハウおよび指導実績等の

共有化が課題である。 

     

（改善方法） 

  相談所内の毎週１回行う会議の際に、支援進捗状況や今後の支援策について検

討。また、研修に参加していない他の職員に対して研修内容の報告や情報交換を

行う。 

毎月行う職場全体会議の際にも研修内容の報告や、法改正や補助金等の公募が

ある時期にはその情報を伝え、職員全体として経営指導員のノウハウを共有し支

援能力を高めていく。 

 

（事業内容） 

 （１）長野県商工会議所連合会が主催する経営指導員研修会に年２回参加し、全 15

時間分の研修を受講。また、中信ブロック経営指導員研究会（幹事：松本商工

会議所）が主催する 5時間の研修を受講し、年間で 20 時間の研修を受講。さら

に、諏訪地区商工会議所経営指導員連絡会が主催する研修も受け、相談所内で

の週例会議や職場全体の月例会議にて研修内容についての情報やノウハウを共

有することで支援能力の向上を図る。 

（２）中小機構が主催する「経営指導員向けの小規模事業者支援研修」や、日本商

工会議所が主催する研修等も受講し、相談所内での週例会議や職場全体の月例

会議にて研修内容についての情報やノウハウを共有することで支援能力の向上

を図る。 

（３）諏訪地域４商工会議所の共同で設置する広域専門指導員（シニア指導員）と

の合同巡回により、現場指導を通じて、指導・助言、情報収集を学ぶなど、Ｏ

ＪＴにより伴走支援型の支援能力の向上を図る。 

（４）相談所内での週例会議・職場全体の月例会議にて、法や制度の改正・補助金

公募・支援ノウハウや成功事例等の情報を共有し、小規模事業者を取り巻く動

きについて知識を高めていく。 

(５)小規模事業者への支援状況については、全職員が共有で利用している商工会議

所業務管理システム「ＴＯＡＳ」に入力して、職員がいつでも見られる様に情

報共有し、相談所内での週例会議では支援内容の進捗把握と以後の支援策の検

討を行い、職場全体の月例会議では支援方法等について一般職員にも伝え、支

援内容充実を図る。 

 

（目標） 

    経営指導員はもとより、職場全体として小規模事業者への支援能力向上をはか

っていく。 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

会議所県連･日商等の研修会参加 5 8 8 10 10 10

職場全体の情報交換会回数 8 10 10 12 12 12

経営指導員の情報交換会回数 20 40 40 45 45 45

 

 

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 

（現状と課題） 

  現状では、支援について評価する第三者の組織は無く、監査役員による監査と
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議員総会への報告が主であった。 

 

（改善方法） 

  第三者の外部審議メンバーによる評価とそれを受けての事業見直しでＰＤＣＡ

サイクルを回していく。また、その内容についてはホームページ等で公表してい

く。 

 

（事業内容） 

    毎年度、本計画に記載する事業の実施状況及び成果について、以下の方法によ

り評価・検証を行い、ＰＤＣＡを回していく。 

 

①外部審議メンバーは、ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構の理事、諏訪市経済部

や長野県諏訪地方事務所商工観光課、地元金融機関の代表らに就任いただき、

年に一度は事業の実施状況の報告を行い、それに基づいた実施評価・見直し案

等の提示を行ってもらう。 

②諏訪商工会議所三役会（正副会頭、専務理事）においては月例会の際に進捗に

ついて報告し、外部審議メンバーからの意見も受け、業務指示をしていく。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、三役会･常議員会等へ報告し、承

認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を 諏訪商工会議所のホームページ

http://www.suwacci.or.jp  で計画期間中公表する。 
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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 

（平成 28 年 1 月現在） 

（１）組織体制 
   諏訪商工会議所は全職員数１１名で、経営発達支援計画の実施にあたっては、専

務理事の指揮のもと中小企業相談所が主体となり、同所所属の５名が各事業の所内

推進者となり、総務企画部職員と共に実行していく。 

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 
     諏訪商工会議所・中小企業相談所 相談所長  宮坂 淳 
     〒392-8555 長野県諏訪市小和田南１４－７ 

     TEL.0266-52-2155      FAX.0266-57-1010 

     atmiyasaka@suwacci.or.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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 45,000 46,000 46,500 47,000 47,500

 

中小企業相談所 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

地域振興費 

(工業ﾒｯｾ負担金 

CCRC 調査費他) 

5,000 6,000 6,500 7,000 7,500

      

（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 

 

長野県からの小規模事業経営支援事業費補助金（約 4,000 万円/年）の他に、諏訪商工

会議所の繰入金等で対応していく。 
諏訪地域商工会議所が共同に行う事業に関しては、県の広域指導諏訪ブロック補助金

（幹事下諏訪商工会議所）があり、地域共同事業はこの費用を充てていく。 
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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 

①連携する内容 

  

経営発達支援事業の推進にあたっては、諏訪市・長野県諏訪地方事務所商工観光課・

ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構が主体となり、諏訪商工会議所も参画する「諏訪地域

活性化企画委員会」において推進する「諏訪ブランド好住圏」構想実現に向けて、主要

産業であるものづくり産業の振興で諏訪地域経済活性化を図る。 

 

 

①連携者及びその役割 

 
事業名 連携先 役割 連携内容 

１．地域の経済動向調査

に関すること 

 

４．事業計画策定後の実

施支援に関すること 

 

５．需要動向調査に関す

ること 

諏訪信用金庫 本店営業部 

岡谷市郷田 2-1-8 

（会長 花岡 柾好） 

 

地域情報の提供、 

計画策定の推進 

参考資料提供、

各種セミナーの

共催など 

日本政策金融公庫松本支店 

国民生活事業 松本市中央 1-4-20 

（事業統括 斎藤 祐一） 

全国情報の提供、 

計画策定の推進 

参考資料提供、

マル経及び融資

メニューの優遇

措置、当所職員

研修の実施など
ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構 

諏訪市小和田南 14-7 

（理事長 草間 三郎） 

２．経営状況の分析に関

すること 

ＮＰＯ諏訪圏ものづくり推進機構 

諏訪市小和田南 14-7 

（理事長 草間 三郎） 

情報の提供 支援先情報の紹

介 

長野県事業引き継ぎ支援センター 

長野市中御所岡田 131-10 

（統括責任者 箱山 淳一） 

３．事業計画策定支援に

関すること 

 

４．策定後実施支援に関

すること 

 

下諏訪商工会議所 下諏訪町 4611 

（諏訪広域指導員） 

計画策定の推進、 

情報の提供 

事業計画策定支

援 

４．事業計画策定後の実

施支援に関すること 

長野県事業引き継ぎ支援センター 

長野市中御所岡田 131-10 

（統括責任者 箱山 淳一） 

相互協力、情報共

有、情報提供 

専門家連携、事

業引き継ぎの実

現 

Ⅱ．地域経済の活性化に

資する取組 

 

諏訪市経済部商工課 

諏訪市高島 1-22-30 

（市長 金子 ゆかり） 

相互協力、情報共

有、情報提供 

地域経済活性化

支援、創業支援、

ＰＤＣＡ 

長野県諏訪地方事務所商工観光課 

諏訪市上川 1-1644-10 
（商工観光課長 赤羽 典明） 

相互協力、情報共

有、情報提供 

地域経済活性化

支援 
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①連携体制図等 
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②連携する内容 

「中信ブロック経営指導員研究会」の開催 

  中信ブロック経営指導員研究会（幹事：松本商工会議所）が主催する５時間の研修や、
情報交換会を開催し、小規模事業者への支援能力向上を図る。 

 

②連携者及びその役割 

○松本商工会議所（事務局） 

○岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、諏訪商工会議所、茅野商工会議所、 

塩尻商工会議所、大町商工会議所 

  
連携者名 住所 代表者名 

松本商工会議所（事務局） 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2-406 会頭 山田 正治 

大町商工会議所 大町市大町 2511-3 会頭 坂中 正男 
 

②連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中信ブロック経営指導員研究会 

  ・５時間の研修会 

  ・年３回の指導員研究会 

構成 

松本商工会議所（事務局） 

諏訪商工会議所 

岡谷商工会議所 

下諏訪商工会議所 

茅野商工会議所 

塩尻商工会議所 

大町商工会議所 
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③連携する内容 

長野県中南信エリア 11 商工団体連携事業「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」の開催 

中南信エリアの 11 商工団体が行政や関係機関の協力のもと推進役を担い、加工食品製造

業者に対し新たな販路拡大の場を提供する。 

 

③連携者及びその役割 

○松本商工会議所（主管）、岡谷商工会議所、塩尻商工会議所、大町商工会議所、諏訪商工

会議所、下諏訪商工会議所、茅野商工会議所、安曇野市商工会、伊那商工会議所、駒ケ根

商工会議所、飯田商工会議所 

役割：事業運営全般、買い手企業の募集、売り手企業の募集、商談シート作成支援 

○長野県松本地方事務所、（公財）長野県中小企業振興センター 

役割：会場提供、アドバイザー 

連携者 住所 代表者名 

松本商工会議所 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 

塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2-406 会頭 山田 正治 

大町商工会議所 大町市大町 2511-3 会頭 坂中 正男 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

安曇野市商工会 安曇野市豊科 4289-1 会長 齊藤 正昭 

伊那商工会議所 伊那市中央 4605-8 会頭 川上 健夫 

駒ケ根商工会議所 駒ケ根市上穂栄町 3-1 会頭 山浦 速夫 

飯田商工会議所 飯田市本町 1丁目 12 会頭 柴田 忠昭 

長野県松本地方事務所商工観光課 松本市島立 1020 課長 沖村 正博 

(公財)長野県中小企業振興センター 長野市若里 1-18-1 理事長 太田 哲郎
 

③連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本商工会議所（主管） 

岡谷商工会議所、塩尻商工会議所、 

大町商工会議所、諏訪商工会議所、 

下諏訪商工会議所、茅野商工会議所、 

安曇野市商工会、伊那商工会議所 

駒ケ根商工会議所、飯田商工会議所 

以上 11 商工団体 

共催：長野県松本地方事務所 

(公財)長野県中小企業振興センター 

11 地域からの買

い手企業（卸･小

売業･飲食業･旅

館業等） 

11 地域からの

売り手企業（食

品製造業等） 

長野県中南信エリア 

11 商工団体連携事業

自慢の逸品 

 発掘・売込 

逆商談会
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④連携する内容 

長野県商工会議所連合会における「広域専門指導員」の設置による支援事業 

 

 

④連携者及びその役割 

県内 18 商工会議所において高度に専門的な経営支援を実施するため、長野県内商工会議

所のうち 5ヵ所（諏訪地区（下諏訪）・長野・松本・上田・飯田）を拠点商工会議所と位置

付け、拠点商工会議所に 1名ずつの広域専門指導員を配置する。 

諏訪商工会議所は、諏訪地区（下諏訪商工会議所）を拠点とし、岡谷商工会議所、茅野

商工会議所と 4商工会議所で広域に連携する。 

広域専門指導員は、高度な支援事案を 4 商工会議所の経営指導員と連携し、長期継続的

に事案解決を図る。 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

下諏訪商工会議所（拠点） 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 
 

④連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下諏訪 

商工会議所 

広域 

専門指導員 

諏訪 

商工会議所 

岡谷 

商工会議所 

茅野 

商工会議所 

中小企業 

小規模事業者 

経営相談 事案解決 
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⑤連携する内容 

「経営安定特別相談室」の設置による無料相談 

 

 

⑤連携者及びその役割 

諏訪商工会議所（主管） 

事業統括、経営指導員による相談業務、専門家依頼、無料相談運営 

岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、茅野商工会議所 

相談者の推薦、経営指導員による相談 

専門家 弁護士 

連携者 住所 代表者名 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

諏訪商工会議所（主管） 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

両角達文法律事務所 諏訪市湯の脇 2-10-17 弁護士 両角 達文 

長野県信用保証協会諏訪支店 諏訪市高島 1-12-18 支店長 真島 芳則 

日本政策金融公庫松本支店 

国民生活事業 

松本市中央 1-4-20 事業統括 

斎藤 祐一 

関東信越税理士会諏訪支部 下諏訪町 4611 支部長 岩波 政雄 
 

⑤連携体制図等 

 

 

 

 

中小企業 

小規模事業者 

経営安定化 

に向けた相談 

事案解決 

諏訪商工会議所 

岡谷商工会議所 

下諏訪商工会議所 

茅野商工会議所 

専門家による 

支援や手続き 

 

･弁護士 

･税理士 
･長野県信用保証協会 

諏訪支店 

･関東信越税理士会 

諏訪支部 



２３ 

 

 

⑥連携する内容 

「諏訪地区商工会議所経営指導員連絡会」の開催 

 

 

⑥連携者及びその役割 

下諏訪商工会議所（幹事） 

事業総括、中小企業相談所長会議運営、地域課題解決のための研修企画 

岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、茅野商工会議所 

各所中小企業相談所長会議への参加、指導員候補の一般職員を含めた研修事業への参加

及び情報交換の実施 
 

連携者 住所 代表者名 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

下諏訪商工会議所（幹事） 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

 

 

⑥連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①年３回の連絡 

会議、情報交換会

 

②経営指導員等 

研修会の開催 

岡谷 

商工会議所 

下諏訪 

商工会議所 

茅野 

商工会議所 

諏訪 

商工会議所 



２４ 

 

 

⑦連携する内容 

創業スクールの開催 

 産業競争力強化法の特定創業支援事業者として、近隣商工会議所・行政と連携して「創

業スクール」を開催。 

 

⑦連携者及びその役割 

産業競争力強化法の特定創業支援事業者として、近隣商工会議所・行政と連携し、「経

営基礎知識（営業、資源活用）」「財務」「税務」「販路開拓」「人財育成」「ビジネスプラ

ン作成」等の知識が身につく創業スクールを開催し、創業事業計画作成支援を行う。 

行政は、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の作成と認定、商工会議所と連

携し特定創業支援事業を実施する。また、特定創業支援を受けた創業者へ特定創業支援

の証明書を発行する。 

また、金融機関・日本公庫は創業資金の案内・相談を行う・ 
 

連携者名 住所 代表者名 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

岡谷市 岡谷市幸町 8-1 市長 今井 竜五 

下諏訪町 下諏訪町西鷹野町 4613-8 町長 青木 悟 

諏訪市 諏訪市高島 1-22-30 市長 金子 ゆかり 

茅野市 茅野市塚原 2-6-1 市長 柳平 千代一 

税理士 諏訪市大和 1-7-8 土田 秋彦 

日本政策金融公庫松本支店 

国民生活事業 
松本市中央 1-4-20 事業統括 斎藤 祐一 

諏訪信用金庫本店融資部 岡谷市郷田 2-1-8 課長 窪田 知 

八十二銀行諏訪支店 諏訪市小和田南 14-5 支店長 藤沢 晃 

長野県信用保証協会諏訪支店 諏訪市高島 1-12-18 支店長 真島 芳則 

 

 

⑦連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
諏訪商工会議所 

岡谷商工会議所 

下諏訪商工会議所 

茅野商工会議所

創業予定者 

創業者 

日本政策金融公庫 

諏訪信用金庫 

八十二銀行 

長野県信用保証協会 

創業支援 

諏訪市、岡谷市、下諏訪町、茅野市

（特定創業事業証明書発行） 


