
経営発達支援計画の概要 

実施者名 富士見町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

(1)標高 1,000ｍ高原都市富士見町の地元商店街の再生から始める地域経済の活性

化（人・物・情報のつながりが生む地域の経済循環） 

(2)『“富士見町の元気づくりに向けて”～商業部会継続事業「商業ブラッシュ
アップ事業（富士見元気づくりプロジェクト）」を基盤として～』 

事業内容 

1.経営発達支援事業の内容 

事業１ 小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

商店街の魅力掘り起しマップ作成【指針④】  

（目的）商店街をブランド化しＰＲすることで販路開拓 

（方法）①個々の商店が持つ歴史や物語、魅力を商店主と消費者、行政、学生など

が一体となって掘り起し作成 

②携帯アプリも作成・活用し、観光客・若年層も取り込む 

事業２ 経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

個店の経営実態把握、及び消費者ニーズ調査・分析【指針①、③】 

（目的）経営状況等はどうか、地元の住民(消費者)が商店街に何を求めるかを把握

（方法）専門機関の協力で徹底分析する。 

事業３ 創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

個店に寄り添った伴走型支援を実施し、創業者、起業希望者をサポート【指針②】

（目的）事業２の結果を踏まえ個店の経営改善指導を行う。 

（方法）①個店・消費者と協力した店舗経営、商品構成の見直しと実践。専門家に

よるマーケティング研修、経営指導 ②起業希望者、若手後継者―事業計

画作成の指導、経営支援、専門家によるマーケティング研修 

事業４ 小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

商店街に人、物、情報をつなげる核拠点を新設【指針④】 

（目的）空き店舗を活用したアンテナショップを設置 

（活用）①小規模事業者、無店舗事業者の販売支援 ②子育て中や中高年層の女性

の手作り品販売による起業支援 ③住民や観光客の交流と情報発信 

④店主による住民向けミニ講話、体験会の開催他、多機能展開する。 

事業５ 小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

宅配サービスの強化拡充【指針④】 

（目的）既存の事業を強化拡充することで販路を開拓する。 

（方法）商品の配達以外に、店主が町内各地へ出向き、健康や生活、文化の講座を

開くなど専門店の知識、技術を活かして住民の健康、福祉、暮らしの向上、

教育に貢献。住民生活の核となり、消費者との交流を促進する。 

 

2.地域経済の活性化に資する取組み 

 “富士見町元気づくりプロジェクト”（メンバーは店主、行政、専門家、住民、
各種団体）において、本計画事業の実施期間中に事業成果を踏まえ、今後の地域

経済の活性化を検討する中で、特に「地域内資金の循環」を念頭に商店街のブラ

ンド化について研究し、成果物については地域住民に発信していくことで成果を

図る。 

連絡先 

〒399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合１００７８-１ 

富士見町商工会 担当 小林和也 

電話番号 ０２６６-６２-２３７３ FAX 番号 ０２６６-６２-５６４４ 

メールアドレス fujimi02@po29.lcv.ne.jp 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

標高 1,000ｍ高原都市富士見町の地元商店街の再生から始める地域経済の活性化 

（人・物・情報のつながりが生む地域の経済循環） 

『“富士見町の元気づくりに向けて”～商業部会継続事業「商業ブラッシュアップ事業（富士見

町元気づくりプロジェクト」を基盤として～』 

 

農業を基幹産業に高原の観光地として毎年 80 万人の観光客を集め、首都圏からの移住地とし

ても注目を集める富士見町。商店街はＪＲ富士見駅の開業とともに発展し、110 年の歴史を持つ。

近年、商店街を取り巻く環境は、大型店の台頭、後継者不足と店主の高齢化、店舗の老朽化など

で商店街各個店の売上は減少傾向にあると共に、空き店舗も増えており、廃業も少なくなくない。

このままの状態では、且つて商店街のある中心市街地が成し得てきた役割が果たせなくなってき

ており喫緊に対応策を講じることが、町・商工会の商業に対する最重要課題となっている。 

現状は、今なお約 50 店が経営を続けている。いずれも店主が高い専門知識、技術で特化して

いる点が強み、特徴である。一昨年からは各店から消費者個人への個別宅配サービス「しらかば

宅配」事業を富士見町商工会が主体となりスタート。また昨年からは２年を掛けて本格的に商業

を再活性化する目的で商工会商業部会ブラッシュアップ事業を開始し、行政、地域住民を含めた

“富士見町元気づくりプロジェクト”（構成メンバーは、行政、消費者、店主、上智大学、専門

家）を立ち上げ討論した結果、中心市街地である地元商店街の再生つまり元気を取り戻すことが

最優先であると結論付けた。このプロジェクトの中で出された具体策として①商店街マップづく

り②空き店舗対策③マーケティングに関する勉強会の３項目であった。今回この経営発達支援計

画を策定するにあたり３項目を基盤とし計画の趣旨に沿って事業を推進し、中心市街地の再生を

図ることにより中心市街地の役割である「地域コミュニティのよりどころ」「地域の情報発信」

「にぎわいの創出」「地域内資金の循環」等々を具現化することで、持続的に地域経済の活性化

を目標とするものである。このことは、町の基本構想計画の商業の活性化支援にも相俟っている。

目標の達成に向けては、住民相互の顔が見え、各種団体や行政、学校などとの連携が容易な小

回りの利く町の特徴を生かしつつ、昨今若手の新規出店、移住、定住者も増えており、町、産業

の新たな担い手を加えることで、様々な観点から知恵を出し合える好機にあるため、地域住民一

丸となって取り組める環境にあり、このような状況を踏まえて次の事業を実施する。 

 

事業１ 小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

    商店街の魅力掘り起しマップ作成【指針④】  
   （目的）商店街をブランド化しＰＲすることで販路開拓 

   （方法）①個々の商店が持つ歴史や物語、魅力を、商店主と消費者、行政、学生などが

一体となって掘り起し作成 

       ②携帯アプリも作成・活用し、観光客・若年層も取り込む 

 

事業２ 経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

個店の経営実態把握、及び消費者ニーズ調査・分析【指針①、③】 

   （目的）個店の経営状況等はどうか、地元の住民（消費者）が商店街に何を求めるか、を

把握 

   （方法）専門機関の協力で徹底分析する。 

 

事業３ 創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 



個店に寄り添った伴走型支援を実施し、創業者、起業希望者をサポート【指針②】 

   （目的）事業２の結果を踏まえ個店の経営改善指導を行う。 

   （方法）個店―消費者と協力した店舗経営、商品構成の見直しと実践。専門家によるマー

ケティング研修、経営指導 

   （目的）事業２の結果を踏まえ消費者ニーズを把握 

   （方法）起業希望者、若手後継者―事業計画作成の指導、経営支援、専門家によるマーケ

ティング研修 

 

事業４ 小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

商店街に人、物、情報をつなげる核拠点を新設【指針④】 

   （目的）空き店舗を活用したアンテナショップを設置 

   （活用）①小規模事業者、無店舗事業者の販売支援 

②子育て中や中高年層の女性の手作り品販売による起業支援 

③富士見高校の商業体験 

④住民や観光客の交流と情報発信 

⑤店主による子供ら住民向けミニ講話、体験会の開催など多機能展開する。 

 

事業５ 小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

宅配サービスの強化拡充【指針④】 

  （目的）既存の事業を強化拡充することで販路を開拓する。 

   （方法）開始から２年の実績を踏まえ、注文を受けた商品、サービスの配達にとどまらず、

   店主が町内各地へ出向き、健康や生活、文化の講座を開くなど専門店の知識、技術を 

活かして住民の健康、福祉、暮らしの向上、教育に貢献。住民生活の核となり、消費者

との交流を促進する。(アンテナショップを足場に移動販売へステップアップ） 

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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 
 

 1.経営発達支援事業の内容 

 

 Ⅰ. 地域の経済動向調査【指針③】 

事業２ 個店の経営実態把握、及び消費者ニーズ調査・分析【指針①、③】 

   地区内の経済動向を調査・分析することで、実態を定量的に把握し、小規模事業者の課題

   を抽出し、相談活動に役立てると共に本経営発達支援事業に連動させ小規模事業者の課題

   解決を目標とする。調査・分析は諏訪東京理科大学と連携し、専門的な手法で行う。 

   （取組んできた事業内容）なし 

   （取組む事業内容） 

   （1）商工会員に対する業種別動向を調査・分析する。調査項目は、売上額の状況・推移・

従業員状況、経営上の課題点、設備投資の状況である。調査結果は、相談活動に役立

てると共に本経営発達支援事業に活用する。また、町産業課、各種関係機関にも情報

提供し共有して行く。 

   （2）本経営発達支援事業の主目的である。商店街を構成する業種については、地元金融

機関である諏訪信用金庫による経済概要速報、全国商工会連合会による中小企業景況

調査報告書も利用して経済動向を調査し、課題の抽出を行う。 



   （目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経済動向調査 未実地 前期 配布

後期 分析

前期 配布

後期 分析

前期 配布

後期 分析

前期 配布 

後期 分析 

前期 配布

後期 分析

分析件数 未実施 400 400 400 400 400 

 

Ⅱ. 経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

  事業２ 個店の経営実態把握、及び消費者ニーズ調査・分析【指針①、③】 

1.小規模事業者（個店）の経営状況等の実態把握し経営分析を行うため経営指導員等の巡

回訪問を強化させアンケート調査を実施。調査内容は、売上額の状況・推移・従業員状

況、経営上の課題点、設備投資の状況である。この調査内容は、上智大学と連携し、行

う。調査分析は、諏訪東京理科大学と連携し、クロス分析等専門的な手法で分析を行う。

（取組んできた事業内容） 

 なし 

   （取組む事業内容） 

    調査結果を基に、次の項目を実施する。 

   （1）経営者のニーズによる各種セミナーの開催 

   （2）経営者の課題に適した専門家、専門機関との連携による支援 

   （3）廃業予定者に対し長野県事業引継ぎセンターとの連携による後継者確保等の支援 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経営状況調査 未実施 
前期 配布

後期 分析

 前期 配布

後期 分析

 前期 配布

後期 分析

経営分析数 未実施 50  50  50 

巡回訪問数 未実施 50 50 50 50 50 

セミナー開催数 未実施 1 1 1 1 1 

 

2.地域内消費者の需要（消費）動向調査・分析を行いニーズを掴み経営分析に連動させ課

題を抽出し、個店の経営力の向上及び商店街の活性化を図って行く。 

   （取組んできた関連事業内容） 

（1）個店及び消費者を参集し商店街に対するニーズを掘り起した結果、次の３点に集約

され現在継続事業として取組んでいる。①商店街マップづくり ②空き店舗対策 ③

マーケティング勉強 この内①商店街マップづくり ②空き店舗対策 について専

門家と連携してワークショップ形式で開催し具体的な方向に進んでいる。 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度前期 27 年度後期 

商店街マップづくり 第 1回ＷＳ 第 2～4回ＷＳ 作成開始～完成 

空き店舗対策 第 1回ＷＳ 第 2～4回ＷＳ 実施 

 

   （取組む事業内容） 

（1）地域内消費者の需要（消費）動向調査（買物の場所、購入商品、頻度、金額）を町

産業課の協力で実施。調査票の配布は各種団体に直接配布、回収は郵送形式とする。

    ＊調査方法：年１回５年間継続実施し、動向把握を定量的に捉える。 

    ＊対象者：町女性団体連絡協議会（連合婦人会、農協女性部、商工会女性部等で構成）

     ふじみ子育てネットワーク、各地区高齢者クラブ 



調査結果を町産業課と共有。“富士見町元気づくりプロジェクト”に情報提供し、小

規模事業者（個店）への支援に役立てる。また、商工会ＨＰに掲載する。 

（2）個店に対する要望等については、巡回指導において情報提供し、改善等がある場合

は専門家を依頼し改善等を支援する。５年間で全ての個店を対象とする。また、消費者、

経営者、専門家を交えた意見交換会を年１回開催し、経営改善に役立てる。 

  （目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向調査 未実施 
前期 配布

後期 分析

前期 配布

後期 分析

前期 配布

後期 分析

前期 配布 

後期 分析 

前期 配布

後期 分析
消費者、経営者、

専門家を交えた

意見交換会 
未実施 1 1 1 1 1 

 

 Ⅲ.事業計画の策定・実施支援【指針②】 

事業３ 個店に寄り添った伴走型支援を実施し、創業者、起業希望者をサポート【指針②】

小規模事業者（個店）の課題及び改善を実施する。上記Ⅰ.の地域の経済動向調査【指針

③】の結果と上記Ⅱ. 経営分析・需要動向調査【指針①、③】の（取組んできた関連事業

内容）③マーケティング勉強会を連動させ、伴走型の指導・助言を行い、経営の底上げを

図っていく。また、消費者を先生とした店舗診断を専門家のアドバイスを受けて実施し、

事業計画策定等に利用する。 

  （取組んできた事業内容）なし 

  （取組む事業内容） 

  （1）マーケティング勉強会では、巡回訪問等により事業計画策定を目指す小規模事業者の

掘り起しを行い事業計画策定等に関するセミナーを開催し経営の基礎を学ぶことで

経営の底上げを目指す。 

  （2）事業計画策定を目指す小規模事業者を対象に、金融相談や小規模事業者持続化補助金

の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

  （3）事業計画策定を目指し「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用する小規模事業

者に対して事業計画の策定支援を行い、巡回指導等によりフォローアップを実施する。

  （4）事業計画策定後に、国、県、市町村等の行う支援策等の広報、案内により周知し、フ

     ォローアップを実施する。 

  （5）事業計画策定後に、必要に応じて１ヶ月に１度巡回訪問し、進捗状況の確認を行い必

     要な指導・助言を行う。 

  （6）消費者、専門家による店舗診断を実施する。（事業計画との関連を明記） 

  （目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
事業計画策定セ

ミナー開催数 未実施 4 4 4 4 4 

事業計画策定

事業者数 
未実施 2 2 2 2 2 

マーケティン

グ勉強会回数 
未実施 4 4 4 4 4 

巡回訪問数 未実施 2 2 2 2 2 

店舗診断数 未実施 1 1 1 1 1 

 

 



Ⅳ.創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

事業３ 個店に寄り添った伴走型支援を実施し、創業者、起業希望者をサポート【指針②】

近年、若手の新規出店も、移住、定住者も増えていることを好機と捉え、Ⅱ.の経営分析

及び需要（消費）動向調査結果と（取組んできた関連事業内容）②空き店舗対策を連動さ

せ、商店街を活性化するため町産業課と金融機関、ＪＡ等と連携し、創業者の掘り起こし

をし、専門家による創業塾を開催することで、創業支援を行う。創業後も経営改善事業を

中心に専門家と経営指導員等による伴走型の支援を実施し、長野県事業引継ぎセンターと

の連携も図っていく。また、第二創業の支援も行う。 

  （取組んできた事業内容）なし 

  （取組む事業内容） 

  （1）創業者のチャレンジショップの場を提供すると共に創業後も経営上の課題についてフ

ォローアップして行く。 

  （2）近年地域内に農業法人の設立が多いことを好機と捉え、商工会の課題である会員増強

を図るためにも創業塾を開催し、創業のノウハウを習得してもらう。創業塾には先輩経

営者を交えて情報交換をする中で知識向上を図る。また、創業計画の策定支援も行う。

  （3）創業後は経営改善普及事業を中心に伴走型支援を行う。 

  （4）第二創業（経営革新）に関する相談会を開催し、計画の支援を行う。 

  （目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾開催回数 未実施 2 2 2 2 2 

創業塾創業支援者数 未実施 5 7 7 7 10 

創業相談件数 未実施 15 21 21 21 30 

創業者数 未実施 3 4 5 6 7 

第二創業（経営革新）

相談会 

未実施 1 1 1 1 1 

第二創業(経営革新)

支援者数 

未実施 2 3 3 3 4 

  

Ⅴ.小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

事業１ 商店街の魅力掘り起しマップ作成【指針④】 
商店街の魅力を向上さえるためⅡ. 経営分析・需要動向調査【指針①、③】の（取組んで

きた関連事業内容）①商店街マップづくりを連動させ、商店街の魅力発信をするため携帯

端末アプリケーション（ＧＰＳ機能を利用した個店の情報発信）、マップ（紙ベースの案

内図）を作成する。携帯端末アプリケーションは若者向け、マップは年配向けを配慮して

販路開拓に結び付ける。 

  （取組む事業内容） 

  （1）店主と消費者、行政、観光協会、学生による現地視察及び意見交換会を開催し、商店

    街の魅力発信をするツールを研究し、販路開拓に結び付けて行く。 

  （2）専門家による作成支援 

  （目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

視察・意見交換会 未実施 2 1 1 1 1 

  

 

 



事業４ 商店街に人、物、情報をつなげる核拠点を新設【指針④】 

商店街の魅力を向上させ、新たな需要の開拓に寄与するためⅡ. 経営分析・需要動向調査

【指針①、③】の（取組んできた関連事業内容）②空き店舗対策を連動させ、空き店舗を

活用することで、人、物、情報をつなげる核拠点であるアンテナショップを開設。これに

より中心市街地の役割である「地域コミュニティのよりどころ」「地域の情報発信」「にぎ

わいの創出」「地域内資金の循環」を目指す。マスメディア、各種広報誌等を活用し町内

外に発信することで、効果が期待できる。 

  （取組む事業内容） 

  （1）店主と消費者、行政、観光協会、学生等による活用方法の意見交換会の開催 

  （2）専門家による指導・助言 

  （3）長野県事業引継ぎセンターとの連携 

   次の具体的な事業を実施する。 

①小規模事業者、無店舗事業者の販売支援 

②子育て中や中高年層の女性の手作り品販売による起業支援 

③富士見高校の商業体験 

④住民や観光客の交流と情報発信 

⑤店主による子供ら住民向けミニ講話、体験会の開催など多機能展開する。 

（目標） 

支援内容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
活用方法の意見

交換会 2 1 1 1 1 

  

事業５ 宅配サービスの強化拡充【指針④】 

   開始から２年の実績を踏まえ、注文を受けた商品、サービスの配達にとどまらず、店主

が町内各地へ出向き、健康や生活、文化の講座を開くなど専門店の知識、技術を活かし

て住民の健康、福祉、暮らしの向上、教育に貢献。住民生活の核となり、消費者との交

流を促進する。(アンテナショップを足場に移動販売へステップアップ） 

  （取組んできた事業内容） 

  （1）平成２５年５月より宅配事業開始 

（取組む事業内容） 

  （1）事業４の（1）の意見交換会を踏まえて移動販売も視野に入れ販路拡大を図る。なお 

この事業は宅配運営委員会（当商工会商業部会員）と連携を図り実施。 

（目標） 

支援内容 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

宅配運営委員会 2 2 2 2 2 

  

 2.地域経済の活性化に資する取組み 

 

 “富士見町元気づくりプロジェクト”（メンバーは店主、行政、専門家、消費者、各種団体）

において、経営発達支援計画事業の実施期間中に事業進捗状況及び成果を踏まえ、今後の地域

経済の活性化を検討する中で、特に「地域内資金の循環」を念頭に商店街のブランド化につい

て研究し、成果物については地域住民に発信していくことで成果を図る。 

  （取組む事業内容） 

  （1）検討会議を開催し、商店街活性化及びブランド化について会議を設ける。 

  （2）スタンプ会・商栄会の売出しとタイアップして商店街祭りを計画しＰＲに努め「にぎ

わいの創出」をする。 



  （目標） 

項目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

検討会議 4 3 2 2 2 

開催回数 2 4 5 5 5 

 

 

3.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み 

  

Ⅰ.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 

“富士見町元気づくりプロジェクト”のメンバーを中心に定期的に会議の場を設けると共

に、本事業に対するＰＤＣＡを回し新陳代謝を良くしていく。また、専門家のほか、経営支

援センターグループ員（経営指導員、補助員）と連携を図り、他の支援機関等とも連携し各

地域の小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交換を行うと共に販路開拓

の成功事例に基づくノウハウを共有し、様々な角度からの小規模事業者への面的支援体制を

構築する。 

 

 Ⅱ.経営指導員等の資質向上等に関すること 

  長野県商工会連合会が開催する専門研修に出席する他、本事業で行うセミナーや勉強会に出

席し、小規模事業者と共に学習し、小規模事業者の売上増加支援に役立つ専門知識を身に着

け、アンケート調査分析での分析手法も習得する。また、組織内で本事業を通じて習得した

支援ノウハウを共有して指導能力の向上を目指す。平成２７年度より本格運用となる長野県

商工会連合会による経営支援センター（県下７０商工会を１５グループに編成し、グループ

内の企業に経営改善普及事業を中心に経営指導員及び補助員が支援して行く。）においても

本事業で習得したことは、本グループである伊北諏訪グループ（富士見町商工会、原村商工

会、辰野町商工会、箕輪町商工会、南箕輪村商工会）の定例検討会議で共有することで、経

営指導員及び補助員の指導能力の底上げを図り、小規模事業者への伴走型支援を強化してい

く。 

 

 Ⅲ.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 

  毎年度、本計画に記載の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 

  を行う。 

① “富士見町元気づくりプロジェクト”メンバー、中小企業診断士等の専門家を交えて事
業の実施状況、成果の評価・見直し案を毎年２月に提示を行う。 

② 本会理事会において、評価・見直しの方針を毎年２月決定する。 
③  事業の成果・評価・見直しの結果については、毎年２月に町産業課、長野県商工会連
合会、本会理事会へ報告し、本会理事会で承認を受ける。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を富士見町商工会のホームページで毎年２月に公表す
る。（http://fujimi-ts.org/blog） 



（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 

（２７年１月現在）

（１）組織体制 
 事業統括責任者 窪田福美（富士見町商工会長） 
 事業遂行責任者 両角鉄男（富士見町商工会事務局長）※ 

 事業遂行責任者 上原一芳（富士見町商工会商業部会長） 

 事業遂行者(主) 小林和也（富士見町商工会経営指導員）※ 

 事業遂行者(副) 原 博史（富士見町商工会経営指導員）※ 

 事業遂行者(副) 清水照美（富士見町商工会補助員）※ 

 事業遂行者(副) 名取章子（富士見町商工会一般職員）※ 

  ※印は富士見町商工会職員（合計５名） 

  【富士見町商工会全体組織】 

   役員（会長１名、副会長２名、理事２５名、監事２名）合計３０名 

   職員（事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、一般職員１名）合計５名 

 

（２）連絡先 
 〒399-0214 

 長野県諏訪郡富士見町落合１００７８-１ 

 富士見町商工会 経営指導員 小林和也 

 ＴＥＬ ０２６６-６２-２３７３ ＦＡＸ ０２６６-６２-５６４４ 

 Ｅ-mail fujimi02@po29.lcv.ne.jp 

 

 

（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） 

 27 年度 
(27 年 4月以降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 ６００ ６００ ６００ ６００ ７００

 

小規模事業支

援事業指導事

業費 

指導事業費 

 

 

 

 

６００ ６００ ６００ ６００ ７００

（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 

県補助金、一般財源（場合による） 

（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。 



（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 

事業１ 商店街の魅力掘り起しマップ作成 【指針④】 

事業２ 個店の経営実態把握、及び消費者ニーズ調査・分析【指針①、③】 

事業３ 個店に寄り添った伴走型支援の実施し、創業者、起業希望者をサポート【指針②】 

事業４ 商店街に人、物、情報をつなげる核拠点を新設【指針④】 

事業５ 宅配サービスの強化拡充【指針④】 

連携者及びその役割 

事業１ 商店街の魅力掘り起しマップ作成【指針④】 

〇商店主、公募による住民有志、女性団体、子育てグループ、移住者、行政、金融機関

など幅広く町民が参加 

商店街魅力発信・携帯端末アプリケーションの制作 

〇開発：上智大学大学院、デジタルハリウッド大学大学院 

〇活用：町観光協会、富士見町 

 

事業２ 個店の経営実態把握、及び消費者ニーズ調査・分析【指針①、③】 

〇調査：上智大学大学院地球環境学研究科、中島恵理准教授 

〇調査回答：町女性団体連絡協議会（連合婦人会、農協女性部などで構成）、ふじみ子育

てネットワーク、各地区高齢者クラブ 

〇分析：諏訪東京理科大学情報学部情報学科、奥原正夫教授 

 

事業３ 個店に寄り添った伴走型支援の実施し、創業者、起業希望者をサポート【指針②】 

〇店舗診断：町連合婦人会、ふじみ子育てネットワーク、高齢者クラブ、経営指導員、

中小企業診断士 

〇研修事業：外部の専門家や先進地より招聘、経営指導員 

〇新規起業：長野県事業引継ぎセンター、町営農センター 

 

事業４ 商店街に人、物、情報をつなげる核拠点を新設【指針④】 

    〇運営：ボランティア・市民活動ネットワークふじみ、個人 

〇事業展開：小規模事業者、無店舗事業者、JA 信州諏訪、同女性部富士見ブロック、富

士見町、町観光協会、富士見高校、富士見町社会福祉協議会、個人有志 

 

事業５ 宅配サービスの強化拡充【指針④】 

   〇出張展開：富士見町、町保健センター、町公民館、高齢者クラブなど 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊上智大学大学院地球環境学研究科（准教授 中島 恵理 ） 

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 7-1 2 号館 1620 号室 TEL 03-3238-4668 

 

＊諏訪東京理科大学情報学部情報学科（教授 奥原 正夫 ） 

〒391-0213 長野県茅野市豊平 5000-1 TEL 0266-73-1201 

 

＊デジタルハリウッド大学院 

 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア 3F/4F 

TEL 0120-019-236 

 

＊富士見町産業課、町観光協会、町営農センター（商工観光専任課長 上原 万智子 ） 

 〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合 10777 TEL 0266-62-2250 

 

＊富士見町観光協会兼富士見町商工会（会長 窪田 福美） 

 〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見 4654-224 TEL 0266-62-5757 

 

＊㈱長野日報社（富士見支局長 日比野 真由美 ） 

 〒399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合 10038 TEL 0266-62-5645 

 

＊長野県事業引継ぎセンター 

 〒380-0936 長野県長野市中御所岡田町 131-10 TEL 026-219-3825 

 

＊富士見町社会福祉協議会（会長 久保田 正二） 

 〒399-0211  富士見町富士見 8988-1 TEL 0266-62-6766 

 

＊ボランティア・市民活動ネットワークふじみ（代表 金子 徹也） 

 

＊NPO 法人ふじみ子育てネットワーク（代表 松下 妙子） 

〒399-0213 富士見町乙事 1230 TEL 0266-62-5505 

 

＊富士見高校園芸科 

〒399-0214 富士見町富士見 3330 TEL 0266-62-8486 

 

＊富士見町連合婦人会（会長 織田 淑子） 

 

＊各地区高齢者クラブ 

  

＊諏訪信用金庫富士見東支店 

 〒399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合 10060-2 TEL 0266-62-7500 

 

＊八十二銀行富士見支店 

 〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見 4654-1 TEL 0266-62-2182 

 

＊ＪＡ信州諏訪農業協同組  

 〒399-0214 長野県諏訪郡富士見町落合 10036-8 TEL 0266-62-2010 

 

＊中小企業診断士（滝澤 恵一、黒澤 正行、原 祐治、櫨川 岳男） 

 



連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業１ 商店街の魅力掘り起しマップ作成 

 
 
 

【支援】                  【活用】            

                           
                                
 
 
     【開発】                 【作成協力】 
 
 
 

商店街（店主） 

商工会 町観光協会 
富士見町 

住民 
各種団体 

上智大学 
デジタルハリウッド大学院 

事業２ 地元の住民（消費者）が商店街に何を求めることを徹底分析 

 
 
 

【支援】                        【調査協力】    

                           
                                
 
 
     【調査】                        【分析】 
                  （連携） 
               
 

商店街（店主） 

商工会 

上智大学 諏訪東京理科大学 

各種団体 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

事業３ 個店に寄り添った伴走型支援の実施し、創業者、起業希望者をサポート 
 
 
 

【支援・診断】                     【情報提供】      

                           
                                
 
 
     【診断】                         【診断】 
                   
               
 

商工会 長野県事業引継ぎセンター 

商店街（店主） 

専門家 各種団体 

事業４ 空き店舗を活用したアンテナショップの開設 

 
 
 

                          【情報提供】  

                           
                                
 
   【支援】 
                                   【情報提供】 
                   
               
 

商工会 

富士見町 

観光協会 

店主・創業者・各種団体

ＪＡ、高校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業５ 宅配サービスの強化拡充 

 
 
 

                          【情報提供】  

                           
                                

 
【支援】 

 
 

 
                                【情報場所提供】 
                                    

宅配参加店（店主） 商工会 

富士見町 

町公民館 


