
経営発達支援計画の概要 

実施者名 南箕輪村商工会 （法人番号 3100005008884） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

 

 

目  標 

（１）各関係機関とのネットワークを活かし、支援体制の構築強化と経営基盤の強

化（企業体質強化）を図り小規模事業者の競争力を高め地域を牽引する経

営支援機関を目指す。 
（２）徹底したニーズの収集に努め、伴走型支援に活かし、地域小規模事業者の

売上増加、利益増加に直接寄与することを目標に事業計画策定支援を積極

的に実施し地域から必要とされる「伴走型支援南箕輪村商工会」を目指す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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【指針③】 

①情報の収集・整理・分析・共有化 

②地域管内（郡内・県内・国内）の経済動向の情報収集・整理・分析関係機関と

の連携による分析資料作成の作成と情報提供 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①経営分析ツールの活用 

②経営分析の実施と共有化、基礎資料の作成と専門家による支援 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①事業計画策定セミナーの実施 

②事業計画策定事業者の掘り起こし 

③専門家による課題解決個別相談会の実施 

④創業塾、個別相談会等の実施による創業支援に関する支援、創業情報誌の作成 

 による情報提供と事業計画策定支援者の掘り起こし 

⑤長野県事業引継ぎ支援センター等との連携による事業承継マッチング支援、事

業承継計画策定セミナー、事業承継情報誌の作成による情報提供と掘り起こし 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①ＰＤＣＡを行える支援体制の構築（創業支援者・事業承継者含む） 

②事業計画策定後の四半期ごとの巡回訪問 

③専門家を活用した課題解決支援 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①顧客ニーズ調査（BtoC）(BtoB)支援による販路開拓につながる事業計画策定 

 支援 

②商圏実態調査、各種統計等を活用した業種別の市場の把握に関する支援 

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】 

①地域内の新たな需要開拓への支援（小売業・飲食業・サービス業・建築業向け） 

②地域外の新たな需要開拓への支援（製造業向け） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

①地域活性化委員会（仮称）」を設立し、地域活性化に向けたテーマを検討し、「南

箕輪村ブランド」具現化を図る  

②地域資源活用事業の支援事例紹介の活用と広域観光ルートの確立 

 

 

連絡先 

南箕輪村商工会 
住    所 ：〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村 4809-1 

電話番号 ：0265-72-6265    

F A X    ：0265-72-6219 

E-mail   ：mmms2@valley.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 
【地域の現状】 
・地域の風土、交通網 

南箕輪村は、長野県南部、天竜川の上流に位置し、日本のほぼ中心にあり、中央高速道

の整備により、東京から３時間、名古屋から約 2 時間半、全国各地からのアクセスが便利

な地域となっている。村に中央高速道の伊那インターチェンジがある。平成１８年２月に

は権兵衛トンネルが開通し、これまで１時間３０分を要していた木曽と南箕輪村が３０分

で通行できるようになり、各所へのアクセスの利便性が向上した。リニア中央新幹線が 2027
年の開業を目指しており、長野県では県南部の飯田市に中間駅が建設される。（品川―名古屋間の

所要時間は現在の約１時間 30 分から 40 分程度に短縮される。） 
 
・人口の推移  

南箕輪村の特色として、人口増加が挙げられる。平成２９年度１５，３１５人と年々増

加しており、県内で一番人口が増加している村である。高齢化比率は平成２２年の 19.7％
から平成２９年度は 22.8％と微増しているが、村としては高齢化比率が低い村である。村

の第５次総合計画では平成３７年度の目標人口を１５，５００人に設定している。 
高齢化比率は平成２６年２１．７％で平成３２年２４．５％、平成３７年２５．５％と増

加することが予測される。反面、生産年齢人口は平成２６年６２．１％、平成３７年は６

０．１％と減少が予想され、年少人口（１５歳未満）も平成２６年１６．２％、平成３７

年は１４．４％と少子化が予測される。【住民基本台帳人口を使用したコーホート変化率

法による推計】（出典：国勢調査より。）【図１】 
     
  

 ●南箕輪村の人口推移【図１】 

      
 

                （出典：国勢調査より。） 
 

平成３７年度村の 
目標値 15,500 人 
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・教育機関等 

教育機関が充実しており、小学校２校、中学校１校の義務教育施設と、高等学校１校、

国立大学１校、短期大学校１校がある。 
・観光資源 

観光資源として１５０㌶の平地林を有する大芝高原があり年間 593，797 人（平成２５

年度 南箕輪村第５次総合計画より）の観光入込数がある。 
日本二百名山である中央アルプスの一角である経ヶ岳（標高：2,296m）があり、毎年多く

の登山客で賑わう。 
 
・地域の名産 

農業から製造業、サービス業と産業のバランスの取れている村である。地域の特産品は 
アスパラ、水稲、リンゴが挙げられる。 
 
【地域の課題】 

  村の人口は増加傾向にあるものの、今後、少子高齢化社会が予想される。隣接には伊那

市、箕輪町があり、両市町への大型店の進出が多く、その影響により購買客の流失が増加

している。また、今後高齢化社会による生産人口の減少が予想される。 
  商工業では第１次、２次産業から第３次産業へと経営革新を図る事業所もあるが、小規

模事業者は需要の低下、売上減少に直面している。 
村の第５次総合計画（南箕輪村第５次総合計画 4-1 商工業・サービス業の振興）の中で、

インターネットによる通販の普及、隣接の伊那市、箕輪町の大型店との競合激化による村

民の地元購買率の低下による小売店の存続と後継者不足を課題として挙げている。また高

齢化による買い物弱者対策も課題としている。企業誘致の推進も積極的に行ってきたが、

景気の変動や製造業を中心とした海外への工場移転により工業誘致の環境が厳しくなって

いる。また、南箕輪村には南箕輪村ブランドがないことが以前より課題とされており、村

の第５次総合計画（南箕輪村第５次総合計画 4-2 農林業の振興）の現状と課題で、「地域

と連携した南箕輪ブランド」の特産品の開発、販売の積極的な取組を挙げている。 
南箕輪村には信州大学農学部、上伊那農業高校と農業関係の学校が２校と長野県南信工科

短期大学校と工業系の学校が１校あるが各校との連携がされていない。 
 
 
２．商工業の現状と課題 
・商工業者の現状 

工業出荷額は平成２６年度、６８９億円、１人当り粗付加価値生産額は４００万円（工

業統計調査結果報告書より。）と平成２５年度より若干増加している。【図２・図３】 
小売、卸業は平成２６年度、小売業販売額は１２３億円、事業所数は６８店舗、卸売業

販売額は２６２億円、事業所数は４４店舗（平成 26 年商業統計調査結果確報より。） 
【図４】 

小売業者数は減少しているが、年間販売額は平成２４年から２６年に掛けて若干増加し

ている。小売業者数は事業所数、従業員数、販売額とも減少傾向にあるが、卸売業者数は

増加している。小売業者の現状が数字に表れている。 
  
・産業構造の推移（業種別構成、業種別の事業者数の推移等） 

事業者の業種別就労人口は第１次、２次産業の就労人口は減少傾向にあり、逆に第３次

産業の就労人口は増加しているという特徴を持つ。全体の従業者数では平成１８年６，２
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７２人から平成２６年は６，７８６人と増加している。 
事業所数の構成は、平成２６年で第１次産業１．３％、第２次産業３０．０％、第３次

産業６８．７％と第３次産業が多くその中で卸売・小売業は３３．７％を占める。（出典：

経済センサスより。）【図５・図６】 
 

●南箕輪村製造品出荷額の推移【図２】 

       
        （出典：工業統計調査 結果報告書より。） 

       
●南箕輪村粗付加価値額の推移【図３】 

        
        （出典：工業統計調査 結果報告書より。） 
 

●南箕輪村 商店（事業所）数・従業者数・商品販売額【図４】 

 
  （出典：商業統計調査、経済センサスより。） 
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●産業別就労人口推移【図５】 

 
 （出典：経済センサスより。） 

 
 
 
 
 

●産業別事業所数推移【図６】 

            
       （出典：経済センサスより。）  
 
  
・商業 
   村の第５次総合計画（施策 4-1 商工業・サービス業の振興）の課題で、近隣市町村の

大型店との競合、また村の国道１５３号線沿いにある商店の流出と地元購買率の低下を

挙げている。その施策として「商工会と連携し進出企業や既存企業の把握に努め販路拡

大のための補助・支援を行う」としている。地元購買率の低下による小売店等の売上減

少により、後継者不足の問題もある。今後は、少子高齢化が進む村民生活を視野に入れ

た商業の振興を図り、地元購買率を上げることと少子高齢化社会に向けた新サービスの

導入も課題である。 
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・工業 
  平成２０年９月のリーマンショックにより、平成２１年は工業出荷額が落ち込んだ。 
 平成２２年以降、工業出荷額は横ばい状態。 
  村の第５次総合計画（施策 4-1 商工業・サービス業の振興）では新規企業誘致の中で海

外への工場移転等により企業誘致の環境の厳しさを挙げている。 
  海外への移転に伴い、量産品の価格競争はより厳しくなっている。また、小規模事業者

に対してより特化した加工技術（品質）も求められている。製造業者の中には第３次産業

へ新分野進出を行う小規模事業者もあるが、自社の強みを洗い出し、その強みを販路開拓

につなげることが必要である。製造業者における小規模事業者の販路拡大の支援が課題で

ある。 
    
・地域資源、地域ブランド、観光 
  南箕輪村には大高原１５０㌶の平地林を有する大芝高原があり年間 593，797 人（平成

２５年度 南箕輪村第５次総合計画より）の観光入込数がある。 
  また、地元の山として経ヶ岳（木曽山脈中央アルプスの北端にある標高 2,296m、現在

日本二百名山のひとつに数えられ、多くの登山愛好家の方々が親しんでいる。）がある。

この経ヶ岳を舞台に一昨年より“バーティカル・リミット”と称したトレイルランレース

大会を行い、現在国内５大会レースのひとつに数えられるようになった。 
以前より、南箕輪村には地域ブランドがないことが課題となっている。村の第５次総合計画

（施策 4-2農林業の振興）では南箕輪村の地域資源を活かし、他業種との連携を図りながら南

箕輪村ブランドの特産品の開発と販売促進を掲げている。村内には信州大学農学部、上伊那農

業高校、長野県南信工科短期大学校があるが、この各校との連携強化とまた他業種との連携を

図ることが課題である。 

短期・中期的な課題として村の信州大学農学部、上伊那農業高校、長野県工科短期大学校と

連携強化を図り「地域活性化委員会（仮称）」にて、村の第５次総合計画（施策 4-3 観光の振

興）の「新しい南箕輪村の魅力開発（南箕輪村らしい地域資源の追求）と併せて、新たな地域

資源の発掘とその商品化、観光資源としての活用について検討を行い「南箕輪村ブランド」を

具現化することが課題である。 

  長期的な課題として、具現化した「南箕輪村ブランド」を多様な業種が相互に連携し、より

付加価値の高い商品を提供できる仕組みづくりを創出することが課題である。 

観光では昨年、南箕輪村観光協会が設立された。今後は南箕輪村観光協会と連携し、2027
年開業のリニア中央新幹線による観光客の流入の変化も視野に入れた広域的な観光振興をはか

ることが課題である。 

 
３．南箕輪村商工会の役割 
 【これまでの取組】 
  本会は、創設以来、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と決算期における税務指導を中心に取り 
組んできたが、その一方で夏祭り、イルミネ－ションフェスティバル、商品券販売など地 
域貢献、地域振興も展開してきた。 

  平成２６年度から実施されている小規模事業者持続化補助金の申請について、平成２８ 
年度２次補正（平成２８年度実施）まで７８件の申請を行い、事業計画作成に関する指導 

（経営革新指導件数は平成２６年度１３４件、平成２７年度２５６件、平成２８年度２７８ 
件）、また村の人口が増加していることと関連し、新規創業に関する相談案件も増加傾向

にあり、事業計画策定支援、新規創業の支援を積極的に行ってきた。（新規創業指導件数：
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平成２６年度２８件、平成２７年度４５件、平成２８年度４９件）【図７】 
 
  ●南箕輪村商工業者数、小規模事業者数、本会会員数、組織率の推移【図７】 

     
     （出典：長野県商工会連合会 標準版システムより） 

 
 
 
 【これまでの商工会の取組の課題】 
   
・今までの税務指導は、決算書、確定申告書の作成までの支援に留まっている。税務、記

帳指導を通じて、財務分析から経営課題の抽出を行い事業計画策定へとつながる伴走型

の支援が不足している。このことは、日頃の巡回、窓口相談で得た小規模事業者のデー

タが十分活用されていないことと、職員間でその情報の共有化の仕組みづくりが構築さ

れていないことも影響している。 
⇒小規模事業者の売上、利益を確保するための支援体制を構築すること。 

   ⇒売上の減少、需要の減少により、商工業者数、小規模事業者数が減少しているが、

この対応策を講じること。 
 ・創業支援では、創業時には事業計画書の作成支援、金融支援、記帳支援を行っているが、

創業後の計画的な巡回による聴き取り調査を行い事業計画書との差異、課題抽出、解題

解決といった継続的かつ計画的な伴走型支援に関しては十分とは言えない。 
  事業承継支援では、小規模事業者から相談を受けたときに支援を行ってきたが、事業承

継計画の策定といった伴走型の支援が不足している。事業承継を必要としている事業所

の抽出とその後の支援体制の仕組みづくりの構築がされていない。 
  高齢化に伴う後継者不足対策（事業承継）とも関連する。 
   ⇒小規模事業者が求める少子高齢化に対応する創業、販路開拓、事業承継という環境

の変化に対応した経営改善支援体制の構築と関係機関との連携強化を図ること。 
 ・各補助金の申請に伴う事業計画書の策定の支援は行ってきたが、ＳＷＯＴ分析から事業

計画書の策定、策定後の伴走型支援を行う支援体制の構築がされていない。 
⇒事業計画書の策定を軸とする伴走型支援体制の構築を図ること。 

・南箕輪村の地域資源を活用した「南箕輪村ブランドの創出」について南箕輪村と連携し

た取組がされていない。また地元には信州大学農学部、上伊那農業高校、長野県南信工

科短期大学校と恵まれた環境にあるが、各校の特色を活かした連携がされていない。 
⇒地域貢献、地域振興を踏まえ、村の地域資源を活かした事業計画の構築と具現化。 

・職員の資質向上について、全職員が各自目標を設定し、計画的に資質向上を図るといっ

た意識が低い。また、研修会で習得した知識の職員間での情報共有が不足している。 
   ⇒目的を持った資質向上策を計画的に実施し、全職員の専門的な知識の向上を図ると 

共に、そのスキルを共有する仕組みづくりの構築を図ること。支援スキルの財産化
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を図ること。 
 
【地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機関として、今後商工会に求められる役割】 

   
商工会の強みとして小規模事業者、創業者との接点が近いことである。 

  日頃から小規模事業者と接することで、管内の状況を把握し、村の施策を念頭におきなが

ら相談を受けることができる公益性の高い支援機関であることが商工会の強みである。  
この強みを活かし、従来行っている税務、記帳指導支援からデータの集積をはかり、事業

計画策定を共に考える伴走型支援への変革が南箕輪村商工会に求められる役割である。 
 
 
  
４．中長期的な小規模事業者振興のあり方（１０年） 
   南箕輪村では、第５次総合計画の長期計画（平成２８年度～３７年度）として「安心・

安全！すこやかに てと手を取り合い きよらかな自然環境のむらづくり」を挙げ、 
  高齢者等全ての村民が暮らしやすく、一層暮らしやすい村とするため、村民と行政によ

る自立・協働の村づくりを進めている。また第５次総合計画（施策 4-1 商工業・サービ

ス業の振興）では、近隣市町村の大型店との競合、また村の国道１５３号線沿いにある

商店の流出と地元購買率の低下を掲げている。その施策として「商工会と連携し進出企

業や既存企業の把握に努め販路拡大のための補助・支援を行う」ことを進めている。地

元購買率の低下による小売店等の売上減少により、後継者不足の問題もある。 
   南箕輪村の中長期計画を踏まえ、南箕輪村と連携し、中長期的な目標として、支援体

制の構築強化を図り、小規模事業者へ継続的な経営支援の数を増やし、経営基盤の強化

（企業体質強化）を図り小規模事業者の競争力を高める。また、地域を牽引する経営支

援機関を目指す。 
小規模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。 
 

５．本計画の目標及び目標達成のための方針 
本計画の目標として、小規模事業者への巡回、窓口相談において、徹底したニーズの

収集に努め、伴走型支援に活かし、地域小規模事業者が５年後に１社でも多く元気に営

業している」ことを目標に伴走型支援を積極的に実施する。具体的には小規模事業者の

売上増加、利益増加に直接寄与することを目標に事業計画策定支援を積極的に実施す

る。また、地域から必要とされる「伴走型支援型南箕輪村商工会」を目指す。 
（１）「伴走型支援による事業計画策定支援の実施」 

今までの税務、記帳指導で培った小規模事業者のデータを活用し、小規模事業者に

近い支援機関であるという強みを活かし、伴走型支援体制を構築し事業計画策定支

援を強化し、小規模事業者の持続的発展に寄与する。 
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 （２）「創業及び事業継承支援の促進」 
     各関係機関との連携を強化し、新規創業者の支援体制強化と、事業承継の支援強化

による小規模事業の持続的発展に寄与する。 
 （３）「販路開拓支援の促進」 

      小規模事業者の強みと弱みを洗い出し、販路開拓の支援強化による売上増加、利益

増加を図る。 
 （４）「南箕輪村ブランドの具現化」 

      南箕輪村の地域資源を洗い出し、その地域資源を活用し南箕輪村ブランドの具現化

を行う。 
 （５）「商工会が保有する情報の活用方法、共有の仕組みづくりの構築と関係機関との連 

携強化」 
商工会中期マスタープランによる長野県商工会連合会、専門家とのグループ支援体

制の強化と、小規模事業者からの情報の分析とその活用方法、共有化の仕組みづく

りの構築と支援ノウハウの財産化を図る。 
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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） 

 巡回、窓口相談時に経済動向について聴き取りを行いカルテに入力している。 

 

（課題） 

  巡回、窓口相談時での聴き取りを行いカルテに入力しているが、データの分析と共有化、活

用がされていない。また長野県商工会連合会から送られる中小企業景況調査や金融機関から出

されるレポートの活用がされていない。また、事業計画を作成する資料となるように収集、整

理、整頓と小規模事業者への情報提供がされていない。 

 

（事業内容） 

≪目的≫ 

改善策として、各機関、金融機関から発行される調査レポートと管内の中小規模事業者を対

象に実施する経済動向調査の景況分析を行い、小規模事業者の事業計画策定への支援及び小規

模事業者に分かりやすい資料を作成、提供し事業計画策定支援につなげる基礎資料とする。 

 

地域の経済動向調査の手段・分析 

 (事業内容) 

 ①中小規模の事業者５０社を抽出し５業種を村の業種比率に当てはめ（製造業１２社）（サー 

ビス業１２社）（小売業 卸業１１社）（建設業１０社）（飲食業・宿泊業５社）に分けて指 

導員２名が巡回時に聴き取り調査を実施する。サービス業１２社の内１社は運送業者を入れ

物流の動向から経済動向の情報収集（聴き取り調査）を行う。 

 ②聴き取り調査は四半期に分け年４回とし、売上、仕入材料費、経費、収益性、設備投資、 

資金繰り、希望する支援内容、課題について抽出する。業種に合わせた調査内容とする。聴 

き取り調査から収集したデータは調査項目と業種別に分けてカルテに入力する。入力したデ 

ータは職員が共有できる仕組みづくりを行う。 

データの聴き取り調査は経営指導員が行い、データの入力は補助員が行う。データ入力で収

益性の悪い事業所はすぐに分かるようにする。データの入力状況が分かるよう「データ入力

状況表」を作成し常に全職員がデータの状況を把握できるようにする。入力状況表は補助員

が作成する。また、データの管理責任者（事務局長）はデータの管理、共有化のマニュアル

を作成する。毎週１回、全職員による会議を行いデータの管理状況確認と共有化について検

討を行う。（データの見える化） 

③各機関からの景況動向の情報収集を行う。 

【郡内の動向】 

・アルプス中央信用金庫が毎月発行している中小企業景気レポート月報「伊那谷・経済動

向」で近隣の経済動向調査を確認する。郡内の業種別の動向と今後の予測の部分を活用

する。 

【県内の動向】 

・長野経済研究所が毎月発行している「経済月報」から県内の経済動向調査を確認する。 
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上記と同様に県内全体の業種別の動向と今後の予測を活用する。 

・長野県商工会連合会から送られる「中小企業景況調査」から県内、地域の経済動向調査を 

確認する。 

【国内全体の動向】 

・政府統計の総合窓口 WEBサイト「e-Stat」より各省庁が公表する各種統計調査（労働力調 

査、家計調査、住宅着工統計など）で国内の動向調査を確認する。 

・関東経済産業局のホームページから統計資料（管内の経済動向）を確認、活用する。 

・全国商工会連合会企業支援部 企業環境整備課で実施している、「小規模企業景気動向調 

査」の景況調査結果（毎月実施、毎月公表）を確認、活用する。 

全国商工会連合会の小規模企業景気動向調査結果は毎月本会ホームページに掲載する。 

 ④上記③の各関係機関、金融機関から発行される調査レポート等と②の聴き取り調査により入 

力したデータの統合整理を行い小規模事業者が理解し易く、事業計画の作成の基礎資料とな 

る帳票にまとめる。四半期ごとに帳票の作成を行い、帳票の内容は売上、仕入材料費、 

経費、収益性、設備投資、業況を業種ごとにグラフ化し分かりやすい物とする。年４回小規 

模事業者へ情報提供を行う。帳票は巡回、窓口相談の時に配布を行うことと年４回商工会ホ 

ームページでの公開と商工会報に記載する。帳票の作成は地域金融機関、日本政策金融公庫 

と連携し、作成方法、小規模事業者に分かりやすい構成等について助言を受ける。 

 

（目標） 

   中小規模事業者から経済状況を把握し、その情報の職員間の共有化の仕組みづくりの構築

を図る。また、関係機関と連携し作成した分析結果を事業計画策定支援につながるよう以

下を目標とする。 

     
     

   

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 （現状） 

   巡回、窓口相談を通じて各事業者の提供する商品、サービス、組織形態等について把握し、

金融相談を通じて経営状況の分析を行いカルテに入力しているが、データの整理と共有化、

活用がされていない。 

  

（課題） 

   巡回件数は平成２８年度３９２件であるが巡回企業数は８７社と会員の２７．４％の巡回

しかできていないのが現状である。また会員以外の事業者への情報提供ができていないのが

課題となっている。 

経営相談、記帳指導、労働保険事務委託による財務データの蓄積、また経営者の考え、保

有技術、独自サービス等のデータはあるが、データが事業計画策定につながる活用がされて

いない。 
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（事業内容） 

 ≪目的≫ 

  小規模事業者が提供する商品、サービス、保有する技術力、人材などの経営資源と財務内 

 容など経営状況に関する情報収集・分析を行い、かつ事業計画策定につながるよう有効活用 

できる仕組みづくりを構築し、事業計画策定のための基礎資料として活用する。小規模事業

者が「５年後に１社でも多く元気に営業している」よう継続的発展につながるものとする。 

 

経営状況を分析する手段と項目： 

 ①経営指導員等による小規模事業者への訪問を計画的に実施し、経営支援のための情報提供を 

  実施するとともに経営状況の把握の聴き取り調査を行う。 

  巡回実施企業件数は年間指導員１人当り４０件以上、補助員２０件以上を目標とする。 

  調査項目は「売上、仕入、経費」と「貸借対照表」（直近３年分）の財務状況と成長性、 

  収益性、健全性、強み、店舗・機械設備、商品構成とする。調査票は中小企業基盤整備機構

の経営問診票を参考活用する。 

聴き取り調査の事業所は、現在商工会で保有するデータから事業計画策定に意欲的な事業所 

をピックアップする。また、窓口相談時にも、同様に聴き取り調査を行い経営状況の把握を 

行う。窓口相談時は全職員が聴き取り調査をできる仕組みづくりを行う。（職員資質向上） 

 ②上記の調査により収集したデータをカルテに入力しデータの共有化を行う。 

  データは調査項目別に入力し業種別に分ける。内部での情報の共有化を行うために毎週全職 

員による定例会を行い、新たに入力した小規模事業者のデータについて確認を行いデータの

共有化を図る。（見える化） 

 ③上記の聴き取り調査から、経営上の課題を抽出する。課題を抽出し、課題別に振り分けてデ 

ータ化を行う。（財務的課題、資金繰り、売上減少、収益性低下、人材育成、後継者問題等） 

課題別に振り分けたデータは課題解決支援と事業計画策定のセミナーのテーマ選定に活用 

する。 

④上記の聴き取り調査から課題を抱える小規模事業者に対して課題解決に結びつくための経

営分析を行う。経営指導員１人当り年間２０件( 計４０件)を目標とする。 

  「損益計算書」「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」の財務三表を軸に「流動比率」「自 

己資本比率」「純支払利息比率」「総資本売上総利益率」「負債回転期間」等の項目別に財務

分析と合せて「技術力・立地・商品サービス・人材力・設備力」の資源分析を加味し、事業

計画策定の基礎資料とする。 

 ⑤抽出された経営課題の中で専門的な課題は専門家派遣で対応し支援を行う。長野県よろず支 

援拠点、長野県中小企業振興センター、経営支援センター伊北諏訪グループ（注１）とも 

連携し専門的な課題の支援を行う。 

（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で毎月定例

会を開催し小規模事業者から上がった課題を持ち寄って支援方法について検討を行ってい

る。 

 

  （目標） 

   小規模事業者の経営状況の分析を通じて経営課題の抽出・整理を行い、その課題の解決に

向けて、経営指導員が小規模事業者に寄り添って支援を行う。目標件数は経営指導員１人年

間４０件、補助員２０件以上の巡回を目標とし、経営指導員１人当たり２０件以上の経営分

析支援ができる支援体制の構築を行うこと。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  (現状) 

小規模事業者からの金融相談や補助金等の申請時に経営指導員の聴き取りにより事業計 

  画書を作成している。 

 

（課題） 

相談時に事業目的を確認しても事業の目的が明確化されていない小規模事業者が多い。 

平成２７年７月に実施したアンケート（３１０社対象、回答１１１社）から（事業計画書を

作成していない 68.5％ 作成している 17.1％ 以前作成 12.6％ 他 1.8％)という結果で

あった。事業計画策定を実施していない事業所が７割近くあり、小規模事業者の事業計

画策定の重要性の認識度が不足している。 

   また、事業計画作成の支援において商工会で保有する小規模事業者のデータの活用がされ

ていない。商工会で保有する小規模事業者のデータの整理を行い、事業計画策定に活用でき

る仕組みづくりを図ることが必要である。 

 

 （事業内容） 

≪目的≫ 

事業計画策定には事業目標を定めることが重要であり、小規模事業者の資産力（機械設備、

資産等）と資源力（人材力等）を確認し社内外で集積したデータや情報をいかに有効に活用

できるかが重要と考え、小規模事業者の経営課題を共に解決し事業計画策定へ結びつけるた

めに伴走型支援を行い事業計画策定実施の事業所を増やす。 

新規創業関係では事業計画策定に結び付ける創業支援を行う。また平成２７年７月に実施

したアンケート結果（対象：村内３１０社）から現状の課題として回答が多かった「事業承

継」について支援を行い小規模事業者の継続的発展につなげる。 

 

① 事業計画策定に係るセミナーを実施する。目的は「事業計画策定を目指す小規模事業者の

掘り起こしを行うこと」「事業計画策定の重要性を理解してもらうこと」「作成能力の把握

を行い、今後の支援方法の参考とすること」「課題の抽出を行い個別相談会実施内容の参考

とすること」とする。 

セミナーでは事業目的の明確化、「損益計算書」「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」

の財務三表による財務力、経営資源、需要動向等から「売上計画」「事業販売戦略の計画」

「顧客データの活用方法」「事業計画策定」という一連の流れを理解できる内容とし、「３Ｃ

分析」に関する手法についても実施する。 

  支援対象者は、経営分析や需要動向調査を実施した小規模事業者、及び新たな需要の開拓を

行う事業者等とする。 
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上記１、２で行った事業計画策定のための基礎資料、並びに「５．需要動向調査」の結果

等もセミナーで活用し事業計画策定支援のツールとする。 

 ② セミナーで事業計画策定に意欲を持った事業所に対して、個別相談会を年１回実施し事業 

計画策定の支援を行う。個別相談はセミナーで抽出した課題に応じた内容とする。中小企 

業診断士、税理士、社労士、地域金融機関、日本政策金融公庫、長野県商工会連合会上席 

専門経営支援員で行う。 

   経営指導員１人当り年間５件の事業計画策定実施を目標とする。①で実施したセミナーで 

  作成能力を分け（３段階：１．財務の見方から ２．売上計画から ３．販売戦略、経営革 

新等から）、作成能力に応じた事業計画策定の支援を行う。 

事業計画策定は経営指導員を中心に実施するが、専門家派遣も活用し対応する。 

上記①で行ったセミナー内容を基に、事業目的の確認から、販売戦略と売上計画の作成と 

その基礎資料となる顧客管理データの活用に至るまでの支援を行い事業計画策定実施の伴 

走型支援を行う。 

また、事業計画策定の中で資金繰り計画に関する部分は地域金融機関、長野県信用保証協

会等と連携して事業計画策定の支援を行う。また、小規模事業者経営発達支援資金の制度

について日本政策金融公庫との連携による施策、周知を図る。周知方法はホームページへ

の掲載と巡回、窓口相談時の周知チラシ配布、地元新聞社への記事掲載とする。 

③ 事業計画策定支援の中で専門的な課題については専門家派遣、ミラサポ、長野県商工会連

合会の上席専門経営支援員、よろず支援拠点を活用する。課題解決と策定支援を平行して行

う。 

また、毎月行われる経営支援センター伊北諏訪グループの定例会にて小規模事業者が抱え

る課題案件を上げ複数の経営指導員、補助員による課題解決の支援方法について検討を行い

最良の支援を実施する。   

 

 

（目標） 

事業策定セミナー、事業策定個別相談会により事業意欲の高い小規模事業者の事業計画策定を 

５年後、経営指導員１人１０社以上支援できる体制を構築する。 

     
   

   

   

◆【創業に関する支援】 

 （現状） 

≪最近２年間で商工会が支援に関わった創業事業所数≫ 

飲食業２件、整体業１件、美容業２件、サービス業１件、製造業１件 計７件、内１件廃

業。【創業７件中、村内空き店舗、空き工場利用事業所数２件（２８．６％）】 

創業者の２８．６％が村内の空き店舗、空き工場を活用しており、この傾向は事業承継と

のマッチング事業とも関連する。創業後の巡回等による事業計画の進捗状況の確認が不足
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している。 

（課題） 

 創業者は特に日々の業務に追われ、開業当初に作成した事業計画書の確認を忘れてしまう 

ケースが多い。また、事業計画との差異と新たに生じた経営課題の抽出、課題解決といった

経営管理がされていない。事業計画の重要性とその管理（【計画】→【実行】→【評価】→

【改善】のＰＤＣＡ）の意識付けを行うことが課題である。 

 

（事業内容） 

   南箕輪村は人口の増加も起因し、新規創業者が多い。伊北諏訪グループと連携した広域的 

  な支援で新規創業、事業承継に取り組む。 

   経営支援センター伊北諏訪グループと調整しながら、新規創業者には「創業塾、個別相談

会、創業後の支援」を実施し、事業継承では「事業承継講習会の開催、後継者の情報の共有

化、長野県事業引継ぎ支援センターとの連携」で支援を行う。創業希望者と事業承継とのマ

ッチング支援も行う。 

   創業後、３年以内の廃業率７０％と言われる時代、創業前、創業後の伴走型支援により「創

業３年後、５年後も安定した経営がされ、５年後に１社でも多く元気に営業している」こ

とを目標に継続的な支援（伴走型支援）を行う。 

≪目的≫ 

創業者には創業３年目の壁、５年目の壁があり、更に１０年目の壁がある。 

本計画では事業計画の策定支援を軸とした伴走型支援を行い、創業者の継続的発展に寄与す 

る。創業３年後、５年後の壁を乗り越え５年後に１社でも多く元気に営業できることを目的

に継続的な支援を行う。 

 

 ① 経営支援センター伊北諏訪グループと連携し、創業支援体制への仕組みづくりを行う。具

体的には５町村と５商工会地区の空き店舗、空き工場の情報の共有化を図る。（空き店舗、

空き工場のデータベース化と共有化を図りリアルタイムに情報提供を行う。） 

情報交換と更新は毎月行われる定例会にて行う。 

 ② 創業塾を開催する。対象者は、下記④で実施する「創業に関する情報誌」による情報発信

で掘り起こした新規創業者（これから創業する方・創業後１年未満の小規模事業者）及び商

工会で支援した創業１年未満の小規模事業者とする。内容は創業に必要なこと、企業理念と

目的、特に事業計画策定の重要性を認識してもらうことを第一の目標とし、他に財務３表、

ＳＷＯＴ分析、資金繰り表の作成、顧客管理等から販売戦略を立て事業計画策定につながる

内容とする。 

創業塾の中で創業者の抱える課題を抽出し、 課題ごとに個別相談会へつなげ課題解決を

図る。個別相談会の対象者は、創業塾参加者及び商工会窓口に相談に来られた創業希望者と

する。課題別の専門家（中小企業診断士・税理士・社労士・金融機関・日本政策金融公庫・

長野県信用保証協会）による個別相談会を実施し支援を行う。 

「５．需要動向調査に関すること【指針③】」での報告書も基礎資料として提供する。 

 ③ ３年後、５年後も安定した経営ができるよう創業後の継続的、伴走型支援を行う。創業者

の事業計画策定件数は年間５件を目標とする。 

  また、顧客管理データの管理方法とその分析について支援を行う。創業で課題となる記帳関

係の指導も行う。記帳関係の指導を行うことで、財務３表の見方を習得させて自社の経営状

況を把握するとういう意識付けの支援を行う。 

 ④ 創業に関する情報誌を作成し情報の発信を行う。目的は創業に意欲のある方を発掘するこ 

と。内容は創業に必要な予備知識、創業者に有利な融資、助成金、村で行っている空き店舗
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活用補助金、ミラサポ、専門家派遣制度等の紹介と実際に創業された方の体験談等、創業に

関するセミナー情報、空き店舗、空工場情報を掲載する。 

情報誌は南箕輪村が毎月発行する村報に村内全戸折込（５，６００戸）で配布する。 

情報誌によって創業に意欲的な方を発掘して、上記の①～④の支援を行う。 

 

  （目標） 

   創業塾の開催、個別相談会、意見交換会を通じて創業者が「５年後に１社でも多く元気に営

業できる」支援体制の構築を図り、年間５件以上の創業者の支援を目標とする。 

      
     

      

    

 ◆【事業承継に関する支援】 

 

 

 

 

 
（課題） 

後継者がいないと回答した事業所が半数を占め、取組みたい課題の１位も人材育成とな

っており後継者問題は大きな課題であり、人材育成にも影響していることが表れている。

しかし、課題としているものの具体的な取り組み方法が解らない小規模事業者が多い。 
  

（事業内容） 

 ≪目的≫ 
事業承継の課題を抽出し、課題別に支援を行い事業承継が円滑に行えるよう支援を行う。 

特に事業承継計画書（３年計画・５年計画）の支援とそこから生じる課題の解決を図り、事業 

承継の円滑化と５年後に１社でも多く元気に営業できるよう支援を行う。 

 

 ① 事業承継に関するアンケートを実施し、課題を抽出して事業承継セミナーの実施と課題別

の個別相談会を開催する。 

アンケートは平成２７年７月に実施したアンケートで事業承継を課題としている小規模

事業者１７社と今後期待する支援で事業承継を上げた事業所１９社計３６社を中心に実施

する。平行して巡回、窓口相談でもアンケートを実施し事業承継を課題とする事業所の掘り

起しを行う。 

アンケートの項目は事業承継者の有無、進捗状況、課題、計画性、必要な支援内容とする。 

 ② 上記①のアンケート結果を課題別に振り分け、事業承継計画が必要な事業所には事業承継

計画策定のセミナーを行う。内容は事業承継に係る課題の抽出と事業承継計画書の作成につ

いて行う。事業承継計画書の作成は事業計画書と合せて行う。また、課題を抱えている小規

≪平成 27年 7月実施アンケート結果から：村内対象事業所数 310社に実施。回答 111 社≫ 

【後継者についての回答】後継者がいない 46.8％ いる 26.1％ 候補はいる 22.5％ 

【取組みたい課題についての回答】１位：人材育成 ２位：営業力強化 ３位：販路拡大 
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模事業者には個別相談会を実施し事業承継が円滑にできる支援を行う。課題解決策として相

続税等は税理士、事業承継計画書の作成は中小企業診断士、金融に関する課題は地元金融機

関、日本政策金融公庫による個別相談会を行う。 

また、相対的な支援は長野県事業引継ぎ支援センターと連携し課題解決を行う。 

事業承継計画書作成事業所数は経営指導員１人当り年間２件を目標とする。 

 ③ 後継者問題は人材育成とも関連することから、課題項目に合ったテーマの人材育成セミナ

ーを開催する。 

   セミナーは長野県南信工科短期大学校と連携、協議し共同で実施する。 

   また、長野県事業引継ぎ支援センターで実施する事業承継セミナーの情報提供を行う。 

   ※長野県南信工科短期大学校では、年間と通じて「地域で活躍する技術者等の育成」を目

的に多岐に渡る講習会を企画実施している。 

④アンケート結果で事業継承をしたいが、後継者が未確定の事業所は創業希望者とのマッチン 

グを行う。マッチングには長野県事業引継ぎ支援センターの長野県後継者バンクの活用と長 

野県、村と連携し支援を行う。マッチングによる承継目標件数は年間２件とする。 

  また、経営支援センター伊北諏訪支援グループと情報の共有化を図り、創業者とのマッチン

グに活用する。具体的には毎月開催の定例会にて各商工会で抱えている創業者案件と事業承

継案件との摺合せを行いマッチング支援の基礎データとする。 

 ⑤ 事業承継情報誌を作成し、事業承継に関する情報発信と掘り起しを行う。 

   情報誌の内容は「実際に事業承継を行った事業所の事例紹介、税務に関する情報、長野県

事業引継ぎ支援センターの紹介と支援センターで行う事業承継セミナーの周知、ワンポイン

トアドバイス、事業承継計画書、マッチング事業について記載する。 

情報誌はアンケートで事業承継、人材育成を課題としている小規模事業者を中心に、巡回、

窓口相談時に配布を行い商工会ホームページに掲載する。また、セミナーの基礎資料とする。 

 

（目標） 

事業承継を課題とする小規模事業者が多いことから、事業承継計画の策定支援と新規創業者と

のマッチング事業の支援を強化するために各関係機関との連携を図り支援体制の強化を行う。 

事業承継計画書の作成は年間、経営指導員１人当たり２件以上とすること。 

 

    

  
 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 （現状） 

  これまで本会では、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金の申請、金融相談斡旋時、 

創業支援、事業承継相談時に事業計画策定を行ったが、特段問題がなければ事業計画の進捗状
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況、新たな課題の確認等が行われていなかった。 

 （課題） 

  今後は、事業計画の策定後の定期的、計画的な進捗状況確認を行い、進捗状況に問題がある 

場合、また新たな課題が生じた場合のタイムリーなフォロー支援を行い確実に計画が実現でき

るようＰＤＣＡサイクルを行える支援体制を構築することが課題である。 

  

（改善方法） 

  今後は、事業計画を策定した小規模事業者に対して、支援計画を策定し、定期的、計画的な 

巡回指導を実施し、進捗状況を確認する。事業計画と差異がある場合、また新たな課題が発生 

した場合は、迅速に対応できる支援体制を構築する。 

 

（事業内容） 

  ≪目的≫ 

  「３．事業計画策定支援に関すること【指針②】」で実施した事業計画策定は計画どおり着

実に実施されているかどうかの摺合せと修正フォローが必要であり、「事業計画策定がゴ

ールでなく、事業計画策定がスタート」と捉え、（計画）→（実行）→（評価）→（改善）

のＰＤＣＡを行える支援体制を構築する。 

   「３．事業計画策定支援に関すること【指針②】」で実施した事業計画策定を実施した小規

模事業者を対象とする。 

 ①（計画）⇒（実行） 

事業計画策定を実施した全ての事業所（創業支援者・事業承継者含む）を四半期ごとに巡

回訪問を行い進捗状況の確認を行い、事業計画と進捗状況の摺合せと分析を行う【分析：売

上、粗利益率、収益性、経費率】。顧客データの分析も行う。事業計画どおり実行されてい

ない小規模事業者には、計画どおり進まない要因の抽出と見直しを行うなど、小規模事業者

に必要な指導、支援を行う。計画どおり進まない原因の抽出から適正化に向け専門家派遣や

ミラサポを活用した支援を行う。 

②（評価）⇒（改善） 

創業支援で事業計画策定を行った小規模事業者（３．創業支援③３ヶ月に１回の巡回対象

事業所）を対象に、特に事業計画の軸となる売上と収益性の２項目の摺合せを行い、事業計

画との差異の原因について分析を行う。分析は経営指導員を中心に行う。 

原因として販路拡大が必要な場合、仕入の見直し、経費の見直しが必要な場合等、各課題

別にミラサポ、専門家派遣、長野県商工会連合会上席専門支援員を活用した実施支援を行う。

事業計画策定支援に関することで実施した顧客管理データも活用する。 

 ③ 上記の①、②のＰＤＣＡのマネジメントサイクルを定着させる。 

 ④ 創業後の支援として、地元で創業された方の中で創業計画策定を実践している事業者を選  

らんでセミナーを開催する。セミナー内容は創業体験による課題とその解決方法、創業計画

策定の重要性等について行い、併せて意見交換会を行って創業者同志の情報の交換の場を提

供し課題解決へつなげる。また創業計画策定の重要性の認識と情報の共有化を図る。 

      

（目標） 

事業計画策定後においては、支援機関と連携した伴走型フォローアップを通じて、小規模

事業者の持続的発展を確実なものとしていく。「３．事業計画策定支援に関すること【指針

②】」で実施した事業計画策定事業所を対象にフォロー支援を四半期ごとに実施する。 
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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） 

   小規模事業者が自らの新商品・新サービスを提供する際、需要動向調査を踏まえた事業計 

画が必要となるが、多くの小規模事業者はその調査の必要性を認識しておらず、また、需要  

動向調査を実際に行っていないのが現状である。 

   当商工会においても日々の巡回、窓口相談の中で需要動向に関する意見を求められる機会

が少ないことから、調査項目を定めた需要動向調査は行われていない。そのため、小規模事

業者が商品、サービス開発等に反映するための需要動向調査の必要性とその手段を認識して

いないのが現状である。 

   今後は、小規模事業者に需要動向を見据えた事業計画の策定への意識改革を図り、需要動

向調査に基づく顧客ニーズを事業計画策定に反映させるといった意識付けを行う支援が課

題である。 

  

（改善方法） 

   経営指導員等が小規模事業者に対して、新商品・新サービスの提供、販路開拓を行う際の、 

需要動向調査を踏まえた事業計画作成の重要性について説明を行い、事業計画策定及び販路 

開拓が効果的に行えるよう需要動向調査の実施支援等を行う。 

ＢtoＣを対象とする消費者モニター調査等とＢtoＢを対象とする小規模事業者の需要動

向調査の手段とその分析方法とその活用方法、分析結果から事業計画の策定につながる支援

を行う。工業展、物産展等で出展者の既存商品、新商品、新サービス、製品、技術において

消費者、バイヤーのニーズを把握するためにアンケート調査を収集、分析し消費者、バイヤ

ーが求める商品、製品、サービス等の情報収集を行い、バイヤー、消費者のニーズを踏まえ

た新商品の開発、新サービスの提供、品揃え、販売戦略等に活用してもらう。また、事業計

画の策定にどう反映させるかについて支援を積極的に行う。小規模事業者が新商品・新サー

ビス、製品の販路開拓を行う際には、今後ターゲットとする商圏の把握も必要となる。小規

模事業者が商圏の把握を行う際に、商圏の実態調査を行う手段とその活用方法、新商品・新

サービスの販路開拓と販売促進が効果的に行えるよう支援を行う。 

また、需要動向調査を踏まえた事業計画策定に、各統計資料等から情報収集を行い、需要

動向報告書を作成し、事業計画策定の際に基礎資料として活用するとともに、巡回・窓口相

談の際に小規模事業者に提供し、また、本会ホームページに掲載し「需要動向調査を踏まえ

た事業計画の策定の重要性」の意識付けを行う。 
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（事業内容）  

 （１）個社毎の顧客ニーズ調査（新規事業） 

≪目  的≫ 

新商品、新サービスに対して、顧客の生の声を収集し、その結果を分析し、新商品、新サ 

ービスの見直しと事業計画の策定に活用し販路開拓につながる支援を行うことを目的とす 

る。事業者のターゲットとする顧客、消費者（Ｃ）に合わせ以下の調査を実施する。 

 

 ①消費者モニター調査（ＢtoＣ） 

 （支援対象者） 

長野県産の食材（信州サーモン、信州豚、長野県産小麦粉、南箕輪村産リンゴ、信州大学 

農学部産リンゴ等）を利用した新たなメニューの開発を行うとしている飲食業者と、既に提 

供を行っている飲食業者、菓子製造販売業者とする。小規模事業者持続化補助金で商品開発 

を行った事業所も含む。また、当村は人口増加と併せて、新規創業者が多いことから、新規 

創業者（創業１年内・これから創業を計画している方）も支援対象者とする。 

 

（実施内容） 

巡回・窓口相談を通じて需要動向調査の必要性を説明し、食品メニューのアンケート調査 

を消費者（Ｃ）に対し実施し、小規模事業者が提供しようとする新メニュー・新商品・新サ 

ービスと既存商品を顧客がどう感じるか、店頭にて調査を行う。調査を行う際に、下記の支 

援を実施する。 

     

（調査方法） 

小規模事業者と経営指導員で、今までの顧客データを基に、ターゲットとなる顧客を想定 

し、それを基に調査項目を抽出し、アンケート用紙を作成する。アンケート用紙は回答しや 

すい単一選択型を多くする。小規模事業者は、来店者へメニュー、商品の説明を行い、食事 

後、購買時にアンケート用紙に記入してもらい顧客の生の声を収集するニーズ調査とする。 

メニュー、商品説明では、口頭説明と併せて商品説明書を作成し、配布も行う。商品説明

書には、使用している食材（国産使用・地元産使用等）、こだわりのある作り方、特徴等を

記載する。調査は、平日の昼と夜、休日の昼と夜と実施し、小規模事業者の来店者数規模に

もよるが、アンケートサンプル数は各個社５０を目標として実施する。 

   小規模事業者によっては、季節商品を扱っている事業者もあり、季節による需要動向調査

も必要と考え、季節（四季）に応じた実施も考慮する。アンケート用紙の作成と併せて、実

施期間、タイミングについても小規模事業者と十分協議を行い実施する。 

 

  （調査項目） 

    【顧客の生の声】 

対 象 者 調    査    項    目 

飲食業者対象 

味・価格・量・他社メニュー（商品）との比較・サービスの満足度・

既存商品・来店者情報（居住地：村内、郡内、県内、県外・性別・年

代）・既存商品との比較・食材へのこだわり度（国産食材にこだわるか

どうか等）・営業日と営業時間・交通の利便性等 

菓子製造業者 

上記項目の他に： 

使途（土産品・自家消費）・パッケージング・来店された理由（目的の

商品がある、立地条件他） 

※小規模事業者と良く検討し、上記項目の他に必要項目を追加する。 
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  （提供方法） 

   アンケート結果は、経営指導員等で収集、分析を行いアンケート調査を実施した小規模事 

業者へ戻し説明を行う。分析は、中小企業診断士、アルプス中央信用金庫本店審査部経営改 

善支援室と連携し行う。その結果を基に、必要に応じて専門家派遣等を活用し、新メニュー、 

新商品、新サービス等の見直しと、改善を行う。食材の評価等は専門家派遣と併せて、信州 

大学農学部と連携し支援を行う。 

 

  （効  果） 

効果として、メニュー、商品、サービス等の課題を明確化することで、最善の改善方法 

を実施できること。また、アンケート結果は、職員間で報告会の実施と小規模事業者ごとに 

ファイリングをすることで、情報の共有化を図り継続的支援を行うことができること。 

  消費者モニター調査 ⇒ 分析 ⇒ 課題抽出 ⇒ 改善という一連の流れを PDCAサイクルで実 

施する。 

 

 （２）工業展におけるニーズ調査【製造業者向け】（新規事業） 

   ①工業展・商談会でのバイヤーニーズ調査（ＢtoＢ） 

     小規模事業者が工業展・商談会に出展する製品を顧客がどう感じるかについてアンケー 

ト調査等を実施する際に、当会において下記の支援を実施する。 

 

≪目  的≫ 

新製品、新技術に対して、商品購入者や来場者（バイヤー、メーカー等）から意見を収

集し、その分析結果を基に新製品、新技術の見直しを行い、事業計画の策定に活用し販路

開拓につながる支援を行うことを目的とする。 

 

（支援対象者） 

長野県内で毎年開催される※諏訪圏工業メッセと愛知県で開催される※メッセナゴヤ

に出展する小規模事業者とする。 

   ※諏訪圏工業メッセは毎年１０月に行われ、昨年は４１２社、５５１小間、来場者数 

２７，７２２人で製造業に特化した展示会。来場者も大手自動車メーカーを始め、幅広 

い業種のバイヤーが多く、商談率の高い展示会として好評です。 

   ※メッセナゴヤは毎年１１月頃に開催され、トヨタグループをはじめ、名古屋地域のモノ

づくり企業が多数出展し、昨年は１，４０９社、１，６９４小間、来場者数６４，７９

２人と年々出展企業数、来場者数が増加。 

 

（調査方法） 

小規模事業者と経営指導員でアンケート用紙を作成するが、作成する前にその展示会の

情報収集を行う。事前情報の収集項目は、来場者の傾向（企業名・職種【営業、技術開発、

他】商談成立数等）とする。諏訪圏工業メッセでは、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の原村商工会、富士見町商工会が諏訪圏工業メッセの実行委員会であ

ることから、この２商工会と連携し情報収集を行う。メッセナゴヤは、名古屋商工会議所

と連携し、情報の収集を行う。情報収集した結果を資料にまとめ、小規模事業者に配布し、

アンケート用紙作成の基礎資料とする。 

小規模事業者は工業展において、製品購入者や来場者（メーカー）に出展する製品を手

に取ってもらい、作成したアンケート用紙で聞き取り調査を行う。１社１展示会当たり４

０件のアンケート調査を実施する。展示会初日は、経営指導員も同行し、調査支援と情報
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収集を行う。 

経営指導員は、小規模事業者が実施したアンケート調査結果を集計・分析を行う。集計

分析は、必要に応じて専門家派遣の活用と、アルプス中央信用金庫本店審査部経営改善支

援室と連携して行う。集計、分析結果は、経営指導員より個社に返し、分析結果と今後の

新製品、新技術開発、販路開拓について助言を行う。 

 

（調査項目） 

【メーカー来場者対象】 

 調    査    項    目 

生産能力 保有設備の数量・納期・生産可能数量（ロット）・従業員の保有する資格等 

製  品 
精度・保有設備の型と能力・加工材質（難削材・特殊材等）・加工サイズ 

取り扱い易さ・製品の品質 

そ の 他 必要とする認定（ISO等）、品質管理体制等・一括受注か共同受注可等 

※小規模事業者と良く検討し、上記項目の他に必要項目を追加する。 

 

  （提供方法） 

    アンケート調査を実施した小規模事業者に、調査分析結果を返し説明を行う。 

 

  （効  果） 

その結果を基に、必要に応じて専門家派遣等を活用し製品、技術の見直し改善を行い、

事業計画策定に活用する。見直し、改善の内容によっては、公益財団法人長野県中小企業

振興センター、長野県工業技術総合センター、長野県南信工科短期大学校と連携し支援を

行う。 

 

 （３）物産展等におけるニーズ調査【小売業者向け】（新規事業） 

 

①物産展等でのバイヤーニーズ調査（ＢtoＢ） 

小規模事業者が物産展等に出展する商品をバイヤーがどう感じるかについてアンケ

ート調査等を実施する際に、当会において下記の支援を実施する。 

 

≪目  的≫ 

出品する商品に対して、来場者（バイヤー、メーカー等）から意見を収集し、その分析

結果を基に新製品、新技術への見直しを行い、事業計画の策定に活用し販路開拓につなが

ることを目的とする。 

 

（支援対象者） 

毎年、東京で開催される※グルメ＆ダイニングスタイルショーに出展する小規模事業者 

を対象とする。 

    ※グルメ＆ダイニングスタイルショーは、毎年春、秋と２回開催され、商談を重視した 

     提案型見本市で、２０１７年春開催では、２８２社、３４４小間、来場者数３１，０ 

３２人で、食品メーカー・卸売業・宿泊業・フードサービス・コンサルティング等、 

優良なバイヤーが集いＢｔｏＢの商談を重視した見本市。 
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（調査方法） 

小規模事業者と経営指導員でアンケート用紙を作成する。作成には、事前にその物産 

展等の情報収集を行う。事前情報の収集項目は、来場されるバイヤーの傾向（業種、役職 

等、過去の成果等）とする。情報収集の方法として、長野県商工会連合会と連携し行う。 

情報収集した結果を資料にまとめ、小規模事業者に配布し、アンケート用紙作成の基礎資 

料とする。 

小規模事業者は物産展等において、来場者（バイヤー）に出品する商品の試食等をして

もらい、作成したアンケート用紙で聞き取り調査を行う。１社１展示会当たり６０件の

アンケート調査を実施する。 

経営指導員は、小規模事業者が実施したアンケート調査結果を集計・分析を行う。分析

は、必要に応じて専門家派遣の活用とアルプス中央信用金庫本店審査部経営改善支援室と

連携して行う。集計、分析結果は、経営指導員より個社に返し、分析結果と今後の新商品

開発・改善について助言を行う。 

 

（調査項目） 

【バイヤー来場者対象】  

 調    査    項    目 

商品の価値 
味・パッケージング・容器のデザイン・新規性・価格・使用材料（原

料）について・トレンド性・商品の取り扱い易さ・商品の品質 

バイヤー情報 
興味のある商品・メーカーの業種（宿泊業、食品製造業、食品卸業等）・

役職（営業、食品開発、食品企画等）・来場目的 

 

  （提供方法） 

    アンケート調査を実施した小規模事業者に、調査分析結果を配布及び説明を行う。 

 

  （効  果） 

調査結果を基に、必要に応じて専門家派遣等を活用し商品の見直し改善と効果のある販 

売方法について行い支援を行うことで、需要動向に合った販路開拓を行うことができるこ 

と。又、事業計画の策定にも活用できること。 

 

（４）商圏実態調査（新規事業） 

    小規模事業者が新商品、新サービスの提供を行う際に、ターゲットとする商圏の状況を 

把握することが重要であるが、商圏の把握を行う手段が解らない小規模事業者が多いのが 

現状で、当会において下記の支援を実施する。 

 

≪目  的≫ 

ターゲットとする商圏の実態を正確に把握した上で、新商品、新サービス開発を行い事 

業計画策定を行う際にも、商圏の実態を把握し、その分析結果を反映させ販路開拓につな 

がる事業計画策定となることを目的とする。 

    

（支援対象者） 

    商圏の実態を把握する手段とその活用方法が解らない新規創業者と、新たな販路の開拓 

を目指そうとする小規模事業者を対象とする。 
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  （調査方法） 

    小規模事業者と経営指導員でターゲットとなる商圏を想定し、※「jSTAT  MAP」を活用

し、想定する商圏の動向調査を行う。 

jSTAT  MAPによる調査は経営指導員が実施し、アルプス中央信用金庫本店審査部経営改

善支援室、長野経済研究所で行っている商圏実態調査の情報も収集し、１つの報告書にま

とめる。報告書は、商圏人口、商圏購買力、競合店等についてまとめ、１つの地図に落と

し込んだ物とする。 

    

 

 

 

 

 

       

 

（調査項目） 

    地域商圏内人口、地域商圏内人口構成（年齢別・性別・人口予測等）、地域購買力、交

通量、競合店等について実施する。 

 

  （提供方法） 

    報告書は巡回時に個社に返し、報告書の内容の説明と、小規模事業者が行おうとする新

商品、新サービス等と商圏調査結果との摺り合わせを行い、新商品、新サービス等の販路

開拓の方向性の決定と、既存の販売方法の改善に活用し、事業計画策定につながる支援を

行う。 

 

 （５）統計資料等を活用した業種別の市場の把握（新規事業） 

    今後の経営方針を見定めるに消費者動向、業界動向を把握することが必要であり、小規

模事業者に、リアルタイムに消費者動向、業界動向を周知し、事業計画の策定に活用でき

る支援を行う。 

今まで商工会では必要に応じて統計資料を活用した市場把握を行ってきたが、今後は定

期的に行い、「統計資料を活用した市場の把握の意識付け」と、その「統計資料の活用に

よる市場の把握の手法」について支援を行う必要がある。そのために、商工会として下記

の事業を実施する。 

 

（事業内容） 

小規模事業者がターゲットとする市場の消費者動向、規模等を把握するために、総務

省・経済産業省のホームページ、日経テレコン POSEYES の ABC ランキング（指定した期

間の商品ランキング）、業界紙等と、県内の消費者動向として長野県経済研究所発行の「経

済月報」、アルプス中央信用金庫発行の「伊那谷・経済動向」から、経営指導員が定期的

に情報を収集し、整理・分析を行う。整理、分析した結果は、事業計画策定を行う小規

模事業者に活用するものとする。 

   

 

 

 

※「jSTAT  MAP」……総務省統計局が公開している無料の地域分析ツール。マッ

プを軸とした地域分析ツールで、総務省統計局及び独立行政法人統計センターが

提供。Google マップを利用して自社の商圏を地図に落とし込めるだけでなく、総

務省が提供している各調査のデータを地図に落とし込んでレポートとして作成で

きるソフト。 

https://ferret-plus.com/words/%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ferret-plus.com/words/%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB


２４ 
 

（調査項目） 

対象業種 情      報    項    目 

例：美容業 髪型のトレンド・流行のサービス 

例：飲食業 
消費動向の傾向（和食、洋食、注目されている食材、健康志向等）・ 

売れ筋商品・注目されているサービス 

例：小売業 
消費動向の傾向（消費が伸びている商品、落ちている商品）・売れ筋 

商品・注目されているサービス 

例：建設業 
新築件数、リフォーム件数（アルプス中央信用金庫発行の「伊那谷・ 

経済動向」から収集する）等・IoT住宅関連機器 

     

   （提供方法） 

経営指導員は、整理・分析した結果のレポートを作成するが、必要に応じて中小企業

診断士、アルプス中央信用金庫本店審査部経営改善支援室と連携し作成する。情報収集、

整理、分析とレポートの作成は四半期ごとに実施する。作成したレポートは、経営指導

員等が巡回時に小規模事業者へ提供し、本会ホームページにも公開する。 

上記の情報項目の他にミラサポで公表している成功事例も情報として提供する。 

    「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組での、１．地域経済活性化事業」での活性化委

員会での基礎資料としても活用する。 

【目標】              

 
 
 

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） 

   本会単独で実施している展示会等はなく、全国規模、県規模で行われている展示会、物産

展への出展を呼びかけているが、参加する企業は毎回決まっている。要因として、出展費用

が高額であるため、補助金等の採択を受けないと全額自己負担になり、出展が難しいことに

よる。小規模事業者の中には、評価の高い商品を扱っている事業所もあり、商工会としても

積極的に販路開拓支援を行いたいが、出展費用の問題と出展のノウハウが解らないことも理
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由として上げられる。 

近隣の諏訪市では、毎年「諏訪圏工業メッセ」が開催されるが、近隣のため出展費用も比

較的安く済むことから出展者は多い（昨年７社）。出展により、新規受注の獲得ができた事

業所もあり、出展すればそれなりに効果はあるが、その場限りの販売に留まっているのが現

状である。 

良い商品がありながら、ＰＲの方法、ＰＲ不足といった原因と、自社の商品の強みと弱み

の見極めができていないという理由で新規販路開拓ができていない事業所もある。 

このような現状を踏まえ、小規模事業者に対する新たな需要開拓支援がこれまで以上に求

められている。新たな需要の開拓を図るためには、販路開拓先として【対企業向け】と【対

消費者向け】に分けることが考えられ、またそれぞれの需要特性に応じた販路開拓が必要で

あるが、現状においてそのような活動、支援を行える経営支援体制が構築されていない。 

 

 

 

 

 

 

  

（改善方法） 

   １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】から５．需要動向調査に関すること【指

針③】で策定した事業計画書に基づき業種別にそれぞれの需要特性に応じた販路開拓支援

を行う。 

 

（事業内容） 

◆【地域内の新たな需要開拓への支援（小売業・飲食業・サービス業・建築業向け）】 

（現状と課題） 

 小売業、飲食業が小規模の個人経営者が大半を占めているが、近隣市町の大型店進出によ

り地元購買率が低下している。また、少子高齢化による後継者不足も大きな課題である。 

このような構造、環境変化の中、地域住民に選ばれる店づくりを目指すことが必要である。

小規模事業者の持続的発展の支援体制の構築及び地域住民に選ばれる店づくりを目指した

支援体制の構築がされていないのが現状である。 

 

（改善方法） 

①「１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】から「５．需要動向調査に関すること

【指針③】」で策定した事業計画書を軸に、ＳＷＯＴ分析を踏まえ、販売戦略を展開し売上   

増加を図れる支援を行う。 

②成功事例から学び販売戦略の策定の参考とし、地域住民から選ばれる店づくりの支援を行 

う。新商品、新サービスの地域住民へのＰＲを行い、また小規模事業者には中小企業庁の

ミラサポメルマガの成功事例を紹介する。 

  ③売上増加３％を目標とする。  

 

（１）販売戦略策定支援（新規事業） 

   ≪目的≫ 

事業計画書策定から具体的に販売戦略を立てて、その目標に向かって売上の増加につな

がる支援を行う。「需要動向を見極める」+「自社の強みの抽出」⇒「販売戦略を計画する」

【アンケート結果（平成２７年７月管内３１０社対象に実施、回答１１１社）】 

◆今後５年後を目途に力を入れたい点について 

１位：人材育成 14.9％ ２位：営業力強化 13.9％ ３位：販路拡大 12.6％】と上

位３項目の内２項目が販路開拓に関係する回答であった。小規模事業者にとって販

路開拓は重要課題であることが伺える。 

 



２６ 
 

という一連の流れの支援で売上増加を図る。 

 

（事業内容） 

① 販売戦略策定支援講習会の実施（新規事業） 

売上増加と地域住民から選ばれる店づくりを目指すことを目的とした販売戦略講習会を

開催する。対象者は新たな需要開拓を目指す事業計画書を策定した小規模事業者とし、支援

内容は小規模事業者が策定した「事業計画書を軸とした販売戦略の作成」を行う講習会を開

催する。「５．需要動向調査に関すること【指針③】」で商工会で取りまとめた基礎資料を活

用する。また、基礎資料を基に独自の商品、サービスの洗い出しを行い、「１店１逸１品」

の抽出を行い販売戦略に活用するといった内容とする。 

販売戦略の策定講習会開催後、販売戦略の実行という流れで実施するが、実施後は四半期

ごとに定期巡回を行う。定期巡回では販売戦略の計画との進捗状況確と課題の抽出を行う。 

課題がある場合は、専門家派遣を行い早急に課題解決を行う。「４．事業計画策定後の実施 

支援に関すること【指針②】」で実施する巡回と連動する。 

 

② 展示会・商談会への出展（新規事業改善） 

「顧客ニーズに合った商品開発」「顧客へのアプローチ方法」が効果の出る方法で行われ

ているかどうか出展で確認し、売上３％増を目標とする。 

対象者は、本事業により地域内の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業

者とする。 

支援方法は、県内、県外で行われている展示会、商談会の県内外に分けて情報収集を行

う。県内の展示会等からは地域内の新たな需要動向についての情報収集、県外の展示会か

らは国内全体の需要動向について情報収集を行う。想定する展示会、商談会として県内の

展示会は長野県主催の南信州うまいもの商談会、県外の展示会はニッポン全国物産展、建

築総合展 NAGOYA等を対象（予定）とする。 

   情報収集の項目は、展示会、商談会の目的、過去の来場者（バイヤー）の内訳と、各展示

会の主催者が発表する顧客獲得等の内容に関する結果を調べて展示会開催の案内チラシに

この情報も付記する。また、場所（小間）の確保も行う。 

 

③ 「１店１逸１品」「一技」プロモーション支援（新規事業） 

①の販売戦略の策定と平行して、自社の強みを抽出し「１店１逸１品」「一技」個店プロ

モーション支援を行う。本事業は個店の商品陳列、チラシ作成、看板等のプロモーションス

キルを向上させることを目的とする。対象者は上記①で販売戦略を策定した事業所とする。 

   支援内容は、経営指導員がその店で必要なプロモーションを分析し、商品陳列、チラシ作

成、デザイン等に秀でた専門家を派遣する。進捗状況は経営指導員により四半期ごとに巡回

を実施する。「４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】」と連動する。 

 

④ 地域住民への情報提供（新規事業） 

小規模事業者の新たな需要開拓を目指す新商品、新サービスの情報を地域住民にＰＲし、

地域住民に選ばれる店づくりの支援を行うことを目的とする。 

対象者は地域内の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者。支援方法

は、地域内の新たな需要開拓を目指す商品、新サービスを地域住民に紹介する。紹介チラシ

は商工会で作成するが作成に当たり地元金融機関、中小企業診断士と連携し作成する。 

作成した紹介チラシは毎月村で発行する村報に折り込み、全村民に周知する。 

効果として、地域内の新たな需要開拓が期待されること。また、期待どおりならない場合も、
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自店の商品、価格等の見直しの良い機会となる。 
 

⑤ 成功事例、先進事例等の情報提供事業（新規事業） 

新たな需要開拓での成功事例を紹介する。成功事例から自店の販売戦略のヒントを学び、  

地域住民から選ばれる店づくりとなることを目的とする。対象者は地域内の新たな需要開拓  

を目指す事業計画を策定した小規模事業者。支援方法は、商工会で成功事例の情報収集を行  

い資料を作成する。支援内容として成功事例を業種ごとにまとめてその業種に合った情報を  

提供する。 

情報の収集先として、中小企業庁のミラサポの成功事例、全国商工会連合会発行の月刊商

工会誌「ＳＨＯＫＯＫＡＩ」の事例、経済産業省 中小企業庁 経営支援部経営支援課発行

の「中小企業・小規模事業者支援優良取組事例集」、また、伊北諏訪グループの５商工会の

成功事例について長野県商工会連合会と連携し県内の成功事例も収集する。効果として、成

功事例をとりまとめた資料を基礎資料とすることで自店の新たな商品、新サービスを生み出

すことにより販路開拓（売上増加）が期待される。 
 

【目標】 

本会が提供可能な展示会・商談会への出展の機会の活用を通じて、小規模事業者による新

商品、新サービス等の認知度向上を通じた新たな販路開拓を実現させる。個店の強みと弱み

を見極めて、その店に必要なプロモーションスキル向上支援を図り売上増加につながる支援

を行うこと。 
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◆【地域外の新たな需要開拓への支援（製造業向け）】 

（現状と課題） 

海外進出による国内産業の空洞化と中国をはじめとするアジア諸国との価格競争、原材料

の高騰など工業を取巻く環境は厳しい状況である。 

今後は、「下請け企業から提案型企業への変革」、また「ＩＴという枠組み（IoT）の技術へ

の変革」が求められる。 

巡回時に、この部品は何に使われる部品かと聴いても大半の小規模事業者は解らないと回

答する。最終製品を把握せずに需要動向は読めないという課題がある。また、良い技術を保

有しているが、売り込み先、売り込み方法が解らない、また家族で経営している小規模事業

者にとって日々の納期に追われ売り込みを行う手間がないなど、小規模事業者の抱える現状

課題を打破する支援が課題である。 

 

（改善方法） 

①下請け企業から提案型企業を目指す支援を行う。 

②製造業の３要素となる「品質・価格・納期」の中で、どの部分で特化していくかを明確にす

る。 

③展示会・商談会において、発注元企業が何を求め、何を期待しているかを見極め、自社の現

状の技術開発力と今後の技術開発の方向性を見出す場とする。売上高平均３％増を目指す。 

 ④公益財団法人 長野県中小企業振興センターとの連携強化により製造業の動向に関する情

報の提供と助言をいただき、小規模事業者の展示会等への出展、出品の際の１つの指針材料 

とする。 

  

（事業内容） 

① 新たな販路開拓に関する講習会の開催 

展示会、また大手企業への売り込みには自社のプレゼン能力が重要である。 

小規模事業者ではこのプレゼンを苦手とする事業者が多い。諏訪圏工業メッセには村内７社

の事業所が出展しているが、プレゼンコーナーへの申込者はないという状況からも小規模事

業者のプレゼンのスキル等が不足していることが伺える。 

このプレゼン能力を向上させ、提案型企業への変革を図ることを目的とする。対象者は本

事業により地域外の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者とする。 

支援方法は、経営指導員が「４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】」と

連動して、四半期ごとにテーマを挙げて実施する。 

支援内容は、本事業計画で抽出した自社及び製品の強みを抽出し、この強みに合った顧客

を設定する。顧客ターゲットが決定したら、この顧客に向けた商品コンセプトを検討しそれ

をプレゼンテーション資料にまとめる。この資料を基に対話術、対人力等のプレゼンテーシ

ョン能力のスキル向上を図るものとする。講習会内容はプレゼンテーションを専門とする講

師による講習会とする。効果として、プレゼンテーションのスキルアップにより、今までＰ

Ｒが不足していた自社の強みを活かした販路拡大が行えることと、展示会や商談会を最大限

に活かす機会を提供できること。 

 

② 展示会・商談会への出展（既存事業改善） 

「顧客ニーズに合った商品開発」「顧客へのアプローチ方法」が効果の出る方法で行われ

ているかどうか出展で確認し、売上３％増を目的とする。 

対象者は、本事業により地域外の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業

者とする。支援方法は、各地方で行われている展示会、商談会の傾向を探るための情報収集
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を行う。その展示会、商談会の目的、過去の来場者（バイヤー）の内訳を調べて展示会開催

の案内チラシにこの情報も付記する。また、場所（小間）の確保も行う。 

想定する展示会は諏訪圏工業メッセ、なごやメッセ、機械要素展等。 

支援内容は「①での新たな販路開拓に関する講習会の開催」での効果を把握するため。   

効果として、「品質・価格・納期」の３つの要素について顧客の評価を確認する。改善点は

次回の展示会で修正できるようにする。 

  

③ 発注情報誌の作成、ＰＲ（既存事業改善） 

公益財団法人 長野県中小企業振興センターでは、中京、関東地区の発注情報誌を発行し

ている。（発行数は不定期であるが、月１，２回発行。１回に５，６社からの発注情報が記

載されている）発注情報誌では、その企業が求める加工技術、生産能力等が記載されており、

発注の動向を把握する１つの参考材料となる。 

この発注情報誌から発注の傾向をまとめて資料とする。資料は巡回の時に配布、また展示  

会等へ出展意欲のある小規模事業者に配布する。参考資料作成には、公益財団法人長野県中

小企業振興センターの受発注推進員の助言をいただき作成する。 

 

（目標） 

本会が提供できる展示会・商談会への出展の機会を通じて、小規模事業者による新商品、

新サービス等の認知度向上を図り、新たな販路開拓を実現させること。     

    
 

    
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  

１．地域経済活性化事業 

（現状と課題） 

南箕輪村第５次総合計画（施策 4-2 農林業の振興）で、南箕輪村の資源を活かした「南箕

輪村ブランド」の確立を掲げている。村内には国立大学法人信州大学農学部、上伊那農業高

校、長野県南信工科短期大学校があり、資源を活かした商品開発等を行うには良い環境であ

るが、今までこの各校との連携がされていないのが現状である。 

地域資源では、大芝高原があり、また中央アルプスの一角の経ヶ岳等多くの地域資源を有

しているが、今後これらの地域資源の掘り起こしを行い、小規模事業者の継続的発展と地域

経済の活性化を１つにまとめて行っていく必要がある。 
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第５次総合計画（施策 4-3 観光の振興）の「新しい南箕輪村の魅力開発（南箕輪村らしい

地域資源の追求）を挙げており、南箕輪村ブランドの確立と地資源の掘り起こしとその資源

の活用による地域活性化が課題である。観光振興事業では、南箕輪村第５次総合計画 4-3 観

光の振興で、「広域観光ルートの確立」を掲げている。2027 年のリニア中央新幹線の開業も

含め、今後は伊那谷、木曽谷を巡る観光ルートの確立に向けての取組を積極的に行うことが

必要である。 

 

（改善方法） 

村の第５次総合計画（施策 4-2 農林業の振興）南箕輪村の資源を活かした「南箕輪村ブラ

ンド」の確立が構想されている。また、本会では、この構想を受け南箕輪村、南箕輪村観光

協会、国立大学法人信州大学農学部、上伊那農業高校、長野県南信工科短期大学校と連携し、

「地域活性化委員会（仮称）」を設立し、地域活性化に向けたテーマを検討し、具現化を図る。 

 

  ≪目的≫ 

    南箕輪村の地域資源を掘り起こし、小規模事業者の持続的発展に寄与する事業を計画、実

施する。 

   

（事業内容） 

（１）「地域活性化委員会（仮称）」を設立する。構成は南箕輪村、南箕輪村観光協会、国立大

学法人信州大学農学部、上伊那農業高校、南信工科短期大学校、村内農業者、飲食店、小

売店、サービス業者等とする。年３回会議を開催し、地域活性化につながる取組みを行う。

「地域活性化委員会（仮称）」にて、村の第５次総合計画（施策 4-3 観光の振興）の「新

しい南箕輪村の魅力開発（南箕輪村らしい地域資源の追求）を受け、新たな地域資源の商

品化や観光資源としての活用の検討を行う。委員会では、地域資源の掘り起しから、掘り

起こしされた地域資源から、南箕輪村ブランドへの展開の可能性を検討し、南箕輪村ブラ

ンドの確立を目指す。独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページで紹介されて

いる「地域資源活用事業の支援の事例紹介【J-Net21 地域資源活用チャンネル】」を参考

事例として活用する。委員会の検討結果は本会ホームページで公開する。 

 

（目標） 

     毎年新たなテーマを掲げた委員会を組織し、「５．需要動向調査に関すること【指針③】 

    」の市場調査の基礎資料も参考として、地域資源の掘り起こしから地域資源の可能性、

市場との整合性等を検討し地域ブランドの創出を目指す。本計画の目標として、南箕輪村

ブランドを創出すること。中長期的な目標として、南箕輪ブランドの地域経済への発展を

目標とする。 

        
        

         

（２）広域観光ルートの確立（新規事業） 

     前記の「地域活性化委員会（仮称）」にて「広域観光ルートの確立」について検討を行

う。委員会ではＳＮＳの活用、情報発信の充実について検討し、より効果のあるＰＲ方法

とその実施について検討する。委員会は前記の委員会開催と連動する。村の第５次総合計

http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/nintei/index.html
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画で挙げている伊那谷、木曽谷を巡る観光ルートの確立について重点的に行う。 

    委員会は、伊那、木曽の観光協会との合同会議を行い、各市町村の観光資源の掘り出し、

検討を行う。掘り出しを行った後は、その観光資源を点から線で結びつけ（上伊那郡、下

伊那郡、木曽郡）、広域観光ルートの確立を目指す。 
    

（目標） 
    中短期の目標として、各観光資源の掘り起こしと、その観光資源から広域的な観光ルー

トを検討し、同時にＳＮＳの活用、情報発信についても検討を行い、広域観光ルートのＰ

Ｒと「広域観光ルート」の確立を目指す。 
    中長期的な目標として、この観光振興が小規模事業者の売上増加、利益増加に寄与する

仕組みづくりを構築すること。 

      
 
     

 

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） 

   現状としては、必要な時に各関係機関と情報交換を行っているが、定期的かつ明確な目

的を持った情報交換が行われていない。 

  

（改善方法） 

   小規模事業者への支援体制を構築するため、積極的な情報交換の場を設置する。 

  「製造業・小売業・サービス業・建設業」の景況及び動向等に関する情報交換と「地域雇

用情勢」の情報交換、「南箕輪村ブランドの確立」につながる情報交換を毎月実施する。 

 

 ①長野県工業技術総合センター、長野県中小企業振興センターと連携し製造業の技術的な動 

向、製造業界全体の動向について情報を収集し、「５．需要動向に関すること」の産業動 

向に関するセミナーのテーマの選定に活用する。毎月１回情報交換を行う。 

②各金融機関との情報交換は地域の経済動向、業界の動向、資金需要（設備投資、借入状況） 

について情報交換を行い、「１．地域の経済動向調査に関すること」の情報収集に活用す 

る。毎月１回情報交換を行う。アルプス中央信用金庫本店審査部と小売業、サービス業の

景況に関する情報収集を目的に、毎月１回情報交換を実施する。 

  ③伊那公共職業安定所と連携し雇用状況についての情報交換を行う。目的は雇用情勢から 

   地域の業界全体の景況を探るため。 

  ④毎月行われる経営支援センター伊北諏訪グループの定例会議にて、各管内の景況動向、資 

金需要、課題、支援事例について情報交換を行う。効果としてこの課題に精通している専 

門家はだれか、どのような支援が効果あるのか等の情報を得ることで支援力の向上につな

がる。また支援事例の発表を行い支援能力の資質向上を図る。 

  ⑤信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校、上伊那農業高校との情報交換を行う。 
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   地域資源活用のノウハウに詳しい信州大学農学部、上伊那農業高校との情報交換により南

箕輪村ブランドの具現化に向けた支援に活用する。製造業、建設業関係の情報に詳しい長

野県南信工科短期大学校との情報交換により、地域の経済状況、需要動向、業界の動向   

等の情報から事業計画策定、販路開拓の支援に活用する。 

     

上記、①～⑤の情報交換の結果は、毎月職員会議にて報告し、全職員の共有化を図ること

と「１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】、２．経営状況の分析に関すること

【指針①】、３．事業計画策定支援に関すること【指針②】、４．事業計画策定後の実施支

援に関すること【指針②】、５．需要動向調査に関すること【指針③】、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】、Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」の支

援等に活用できるよう収集した情報をファイリングし、本会の財産化を図る。 

   ファイルの管理は事務局長が行う。 

  

（目標） 

       各関係機関との情報交換を毎月実施し、その情報交換の結果を線で結びつけ、本計画

の実現と支援体制の強化を図ることを目標とし、各関係機関との情報交換を毎月実施（地

元教育機関は年１回とする）することを目標とする。 

      
 

  

             

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  (現状と課題) 

   相談内容では、税務、金融、労務の相談が多かったため、その範囲での知識はあるが、こ

こ３年の傾向として事業計画、経営革新、販路開拓等の相談が増加傾向にある（小規模事業

者の支援ニーズの変化）。 

また、ＩＴによるものづくりの変化、ＩＴによる販売等、世の中の産業形態等も日々変化

している（産業形態の変化）。産業形態の変化に対する支援を行えるスキルを身に付けるこ

とが必要である。また、小規模事業者の継続的発展を目指すために、小規模事業者の持続的

発展の支援を実行するためにも経営指導員等の資質向上は不可欠であり、早急に取り組むべ

き課題である。 

  

（改善方法） 

   税務、記帳、金融といった従来の経営指導に加え、需要動向調査、販路開拓支援等経営発

達支援を実行するには、経営指導員をはじめ全職員の今まで以上の専門的な知識が必要とな

る。全職員の資質向上を図るために、職員の人材育成計画を策定し関係機関等で実施してい

る研修会に積極的に参加し、小規模事業者の事業計画に基づいた支援を遂行できる知識を習

得する。習得した知識は全職員が共有できる仕組みづくりを構築し、知識の蓄積を図りその

蓄積した知識、ノウハウを本会の財産とする（だれでも解る見える化）。 
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これにより、職員間による支援のバラツキが解消できると共に全職員の資質向上が図れ、

財産化により知識の共有化が図れる。 

 

（事業内容） 

【長野県商工会連合会で開催される研修会への参加】（既存事業改善） 

≪目的≫ 

経営指導員、補助員、記帳指導員に求められる専門的スキルを学び資質向上を図ること

を目的とする。 

 

実施内容は、長野県商工会連合会で主催する研修会で「経済動向調査」「需要動向調査」

「経営分析」「販路開拓に関する理論」「小規模事業者から聞き出す力」「小規模事業者に求

められるプレゼンテーションの知識」の６項目についての研修会に参加する。 

また、５つの商工会からなる経営支援センター伊北諏訪グループでは職員の資質向上を目

的とした研修会を実施しており、テーマも職員間で決定している（年間３、４回実施してい

る）。今後は前記の６項目に絞ったテーマの研修会を実施する。研修会に参加した職員は必

ず、本会で本人を講師とした職員対象の研修会を実施する。また、研修の報告書を作成し、

全職員へ配布する。職員は年１回以上、参加するものとする。 

効果として、職員間による支援のバラツキが解消されることと、参加した職員本人による

研修会を実施することで、その知識を全職員で共有すること、本人の理解度の確認ができる

こと。職員全員の知識の向上と、その知識の共有化を図り、本会の財産（だれでも解る見え

る化）とする。職員の人材育成計画は事務局長が作成、管理する。本人の理解度に応じて再

度同テーマの研修に参加するか、ワンランク上の研修に参加する。 

 

◆【中小企業基盤整備機構主催による研修会への参加】（新規事業） 

≪目的≫ 

中小企業基盤整備機構主催による研修会は、テーマに特化した研修会が多く、前記の長

野県商工会連合会、経営支援センター伊北諏訪グループの研修会で習得した知識を土台と

して支援スキルをワンランク上に向上させ、小規模事業者の売上増加、利益の向上となる

支援につながる支援能力を身に着けることを目的とする。 

 

事業内容は、中小企業基盤整備機構主催の研修会に参加する。職員は年１回以上、参加

するものとする。 

研修は「新商品開発」「販路開拓」「事業承継」「IT 活用の支援」「小規模事業者からの相

談スキル」の５項目のテーマの研修会への参加とする。 

効果として、更なる知識の向上により、小規模事業者の売上増加、利益向上につながる支

援能力の向上が図られ、小規模事業者の本会に対する満足度を高めることができる。職員

の人材育成計画は事務局長が作成、管理する。 

 

◆【支援作業手順書の作成】（既存事業改善） 

≪目的≫ 

上記の研修会参加による知識と支援事例等から、支援に関する作業手順書を作成し職員間

による支援のバラツキを無くすことを目的とする。 

 

実施内容は、月１回職員会議を開催し、各職員の知識、経験、情報を基に「支援に関する

作業手順書」を作成する。 
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作業手順書は「販路開拓支援」「新商品開発支援」「事業承継支援」「新規創業支援」「事業計

画策定支援」に分類しそれぞれ作成する。平成２９年度内に完成とし、毎月、職員会議で作

業手順書の見直し（バージョンアップ）を行う。作業手順書の専門知識のある長野県商工会

連合会上席支援員と連携する。効果として、小規模事業者への円滑な支援を行えることによ

り、小規模事業者の本会の支援に対する満足度の向上が図れることと、全職員の知識の向上

と共有化が図れること。 

 

◆【専門分野グループの分野別作業手順書の活用】（新規事業） 

≪目的≫ 

 専門分野ごとの支援（事業承継、新規創業、販路拡大等）に関する作業標準書の活用から 

支援のバラツキを無くすことと、全職員の小規模事業者への支援に関する資質向上を図るこ 

とを目的とする。 

  

長野県商工会連合会では、経営指導員を１１の専門分野に分けて、より専門的なスキル向

上と専門分野ごとの支援方法の作業標準書の作成を目的に研修会、検討会を実施している。 

経営指導員の専門的な知識の向上の他に、各経営指導員が今まで行ってきた支援事例を基に 

１１の分野ごとの支援方法に関する作業標準書を作成している。 

分野は「事業承継」「製造業支援」「商業支援」「販路開拓支援」「創業支援」「農商工連携支

援」「観光業支援」「海外展開支援」「新製品開発支援」「建設業支援」「サービス業支援」の

１１の専門分野グループに分かれて作業標準書の作成を行っている。（１１の分野ごとの作

業標準書は２８年度内完成。作成以降、バージョンアップを行う。） 

効果として、専門分野ごとの作業標準書を小規模事業者への支援に活用する（事業計画策定

支援等）と共に、各分野に参加している経営指導員のスキルを全職員で共有することで全職

員の資質向上が図れる。１１の作業標準書完成後に経営指導員が全職員対象に説明会を実施

する。また作業標準書がバージョンアップされる毎にも説明会を実施する。この作業標準書

とノウハウも本会の財産とする。 

 

◆【知識・ノウハウの見える化と財産化】（新規事業） 

≪目的≫ 

知識、ノウハウ等を支援項目別にだれでも解るように≪見える化≫≪財産化≫を図るこ 

と、全職員の共有化を図り本計画の実施が円滑に行えること。 

実施内容は、【長野県商工会連合会で開催される研修会への参加】【中小企業基盤整備機構 

主催による研修会への参加】【支援作業手順書の作成】で実施した知識、ノウハウ等を項目 

別に分けファイルする。  

項目は「販路開拓支援」「新製品開発支援」「事業承継」「創業支援」「製造業支援」「商業支 

援」「建設業支援」「サービス業支援」「農商工連携支援」「観光業支援」「海外展開支援」の 

１１項目としファイルに分け、「いつ、だれが見ても解る」ようファイルする。 

効果として、だれでも解るよう≪見える化≫することで知識、ノウハウを本会の財産にする 

ことができることと、人事異動等による支援方法の標準化が図れること。 

  ファイルは補助員が実施する。毎週、職員会議を行い、ファイルの更新とノウハウの共有化 

のための確認を行う。ファイルは事務局長が管理する。 

 

 

 

 



３５ 
 

◆【長野県商工連合会経営支援事例データベース蓄積検索システムの活用】（既存事業改善） 

≪目的≫ 

長野県商工連合会で提供する経営支援事例データベース蓄積検索システムについて、支援 

事例が項目別に検索、閲覧できるシステムがあるが、各職員が閲覧しているに留まっている。 

長野県商工連合会経営支援事例データベース蓄積検索システムを活用し、その情報を共有化 

し職員の資質向上、支援の標準化、本会の財産化を図ることを目的とする。 

 

実施内容は、各職員がこのシステムを利用した場合、その支援事例を課題別にファイリング 

を行う。ファイリングは前記の【知識・ノウハウの見える化と財産化】で行う１１項目に分 

ける。ファイルの管理は事務局長が行う。また、各職員がこのシステムを利用した場合に、 

翌日の朝礼にてその支援事例を報告し職員全員の専門的な支援に必要なスキル向上を図る。 

ファイリングは朝礼にて、全職員で検討を行い、どの項目にファイルするか決定する。 

効果として、支援方法の質の向上が図れること、「職員のスキル」に「支援方法」を加味す 

ることで、小規模事業者の本会の支援に対する満足度の向上が図れること、また共有による 

見える化を図ることで支援の標準化が図れること、支援ノウハウの財産化が図れること。支 

援ノウハウの蓄積、共有化、財産化が図れれば小規模事業者への支援体制は強化される。 

   

≪目標≫ 

   職員の目的を持った研修会への参加により職員の資質向上を図り、また支援ノウハウの財 

産化と職員間の共有化を図り、本計画の実施に向けて下記の目標を掲げる。 

     
      

     

 

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 

①長野県商工会連合会をはじめ、外部有識者を交えた「経営発達支援事業検討委員会」を設

定し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案について提示する。 

 経営発達支援事業検討委員会は年２回（上半期・下半期）実施する。 

 「経営発達支援事業検討委員会」は、本会の会長、商業部会長、工業部会長、建設業部会

長、中小企業診断士で構成し、長野県商工会連合会を交える。外部有識者として南箕輪村 

産業課長を交える。 

②本会理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、本理事会に報告し承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果については南箕輪村へ報告する。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果は計画期間中、本会ホームページで公表する。 

  本会ホームページ（http://www.minamiminowa.com/） 

 

http://www.minamiminowa.com/
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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 

（29年 11月現在） 
（１）組織体制 

   ※商工会全体の組織 ２３名  

 

 

 

 

   

  

 

 

 
※職員体制  ５名 

      

 

 

 

 
  ・ 本会の組織体制は上記のとおり。本会は事務局長をはじめ経緯指導員２名、補助員１名   

一般職員１名の５名でこれまで多くの経営改善普及事業を行ってきた。また、各関係機関、

中小企業診断士等の専門家との連携が図られ、支援体制も構築されていることから、専門

的な課題にも対応できることを強みとしている。 

 

（２）経営発達支援事業の実施体制 

  ・ 本計画を確実に実施するため、事務局長が「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」について責を負い、経営指導員は「経営発達支援の内容」「地域経

済の活用化に資する取組」について２名体制で相互に補完し合い、目標を履行する。補助員

は事務局長指示のもと、体制づくりの補完的役割を果たす。また、巡回、窓口指導の結果等

を経営指導員へ連絡する役割を果たす。一般職員は基礎的な記帳指導及び地域振興事業等に

ついて業務を実施。事業の成果、評価、見直しの結果の周知については、理事会にて評価、

見直しを決定し、総会における承認後に、本会ホームページにて事務局長が公表する。 

 

 

（３）連絡先 

   住 所：長野県上伊那郡南箕輪村 4809-1 

   ＴＥＬ：0265-72-6265 

   ＦＡＸ：0265-72-6219 

   ＵＲＬ：http://www.minamiminowa.com/ 

   Ｅ－ｍａｉｌ： mmms2@valley.ne.jp 

 

商工会長   １名 堀 正秋 

副 会 長  ２名 三澤正人・中川博夫 

理   事  １８名 

     （商業部会役員、工業部会役員、建設業部会役員、青年部正副部長、

女性部正副部長で構成） 

監   事  ２名 

会 員 数 ３２４名 

 

 

 事務局長  １名 倉田明彦 

経営指導員 ２名 松尾 靖・上山貴寿 

補助員   １名 堀内美保 

一般職員  １名 春日志穂 
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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 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

１．事業計画策定支援 

 １）講習会開催費 

  ２）創業セミナー開催費 

  ３）事業承継セミナー開催費 

２．事業計画策定後の支援 

 １）創業者によるセミナー開催費 

３．需要動向調査 

 １）調査・分析費 

４．新たな需要の開拓支援 

 １）販売戦略講習会開催費 

  ２）プレゼン能力講習会開催費 

  ３）展示会等小間代補助等 

５．経営指導員等資質向上 

 １）専門研修参加費 

300 

100 

100 

100 

50 

50 

200 

200 

400 

100 

100 

    200 

50 

50 

300 

100 

100 

100 

50 

50 

200 

200 

400 

100 

100 

    200 

50 

50 

300 

100 

100 

100 

50 

50 

200 

200 

400 

100 

100 

    200 

50 

50 

300 

100 

100 

100 

50 

50 

200 

200 

400 

100 

100 

    200 

50 

50 

300 

100 

100 

100 

50 

50 

200 

200 

400 

100 

100 

    200 

50 

50 

（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 

 

会費収入・事業収入・県補助金収入・村補助金収入 

 

（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．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】 

  ・景況動向調査実施で各関係機関、金融機関との情報交換を行う。 

２）経営状況の分析に関すること【指針①】 

  ・経営課題の解決として、事業計画策定の支援を実施する。 

３）事業計画の策定・実施【指針②】 

  ・経営課題の資金繰りの問題解決、創業と事業承継のマッチング支援、創業、事業承継の 

課題解決支援。 

 ４）事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５）需要動向に関すること【指針③】 

  ・関係機関と連携して需要動向の情報の収集と分析支援。 

 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】 

  ・販路開拓に係る情報提供資料作成に関すること 

  ・発注情報に関する情報提供資料の作成に関すること 

２．地域経済の活性化に資する取組 

 ・「地域活性化委員会（仮称）」で支援、助言をいただく。 

 ・地域活性化委員会（仮称）の設置に関する対応 

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 

 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 

 ２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

  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 

 

 

 

連携者及びその役割 

１．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】 

２）経営状況の分析に関すること【指針①】 

３）事業計画の策定・実施【指針②】 

４）事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５）需要動向調査に関すること【指針③】 

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】 

 

２．地域経済の活性化に資する取組 

 

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 

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 

２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 
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【連携者】公益財団法人 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 長野県工業技術総合センター３階 

            TEL 026-227-5803  FAX 026-227-6086 

     ◆需要動向に関する情報提供と今後の製造業の動向に関する助言をいただき需要動向の情報

収集力を強化するため。 

【連携者】長野県工業技術総合センター  所長 宮下 純一 

      〒380-0928 長野県長野市若里 1-18-1  

            TEL 026-268-0602  FAX 026-291-6243 

     ◆製造業の技術的な動向、製造業界全体の動向について支援ノウハウの情報交換を行い需要 

動向に関するセミナーのテーマ選定を行う。 

【連携者】長野県よろず支援拠点   チーフコーディネーター 白川 達男 

      〒380-0928 長野市若里 1-18-1 （公財）長野県中小企業振興センター内 

                        TEL 026-227-5875  FAX 026-227-6086 

      ◆事業計画策定において生じる課題解決のために県内外の情報や販路開拓など専門分野の指

導実績が高い振興センター及びよろず支援拠点と連携することで課題解決の提案力を強化

するため。事業計画策定の課題解決における専門家の支援。 

【連携者】アルプス中央信用金庫 本店 審査部 経営改善支援室  理事長 大澤 一郎 

      〒396-8611 長野県伊那市荒井 3438-1 

            TEL 0265-72-4171  FAX 0265-72-4433 

     ◆地域の経済動向のアンケート分析力を強化するため、新たな需要の開拓に寄与するに係る

情報の収集。需要動向調査における分析支援、商圏実態調査の情報収集支援。 

【連携者】アルプス中央信用金庫 南箕輪支店 支店長 小山 敏彦 

      〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村 3115-1 

            TEL 0265-76-1011  FAX 0265-76-0062 

         ◆景況動向調査に係る情報の収集を行う。地域、特に郡内の情報の収集の強化を図るため。 

【連携者】アルプス中央信用金庫 信大前支店 支店長 有賀 智彦 

      〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村 8304-72 

            TEL 0265-76-5551  FAX 0265-76-5576 

         ◆景況動向調査に係る情報の収集を行う。地域、特に郡内の情報の収集の強化を図るため。 

【連携者】八十二銀行 南箕輪支店  支店長 竹内 智彦 

      〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村 4893-4 

            TEL 0265-73-2882   FAX 0265-73-6232 

     ◆景況動向調査に係る情報の収集を行う。地域、特に県内の情報の収集の強化を図るため。 

【連携者】日本政策金融公庫 伊那支店  支店長  枝松 辰義 

      〒396-0025 長野県伊那市荒井 3413-2 

             TEL 0265-72-5195   FAX 0265-73-8949 

     ◆景況動向調査に係る情報の収集を行う。景気動向調査の帳票作成に係る支援。小規模事業

者経営発達支援融資制度の活用。個別相談会の資金繰りの面での支援強化。 

【連携者】一般財団法人 長野経済研究所  理事長 山浦 愛幸 

      〒380-0936 長野市岡田 178-13 八十二別館 3階 

            TEL 026-224-0501   FAX 026-224-6233 

     ◆県内の経済動向の情報収集の強化を図るため。商圏実態調査の情報収集支援。 

【連携者】長野県信用保証協会 伊那支店  支店長  春日 充之 

     〒396-0015 長野県伊那市中央 4634-1 

           TEL 0265-72-6148   FAX 0265-72-6150 

    ◆事業計画策定支援の資金繰り計画について連携を図る。資金繰り計画の助言をいただく。 

【連携者】長野県事業引継ぎ支援センター  理事長 太田 哲郎 

      〒380-0936 長野県長野市中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館３階 
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            TEL 026-219-3825   FAX 026-219-3826 

         ◆創業者と事業承継者とのマッチング事業の支援を強化するため。 

【連携者】経営支援センター伊北諏訪グループ  管理商工会 箕輪町商工会 会長 黒田 重行 

      〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10286-1 

             TEL 0265-79-2117   FAX 0265-79-0380 

     ◆事業計画策定等の課題の解決方法と支援方法について検討を行い課題解決力の強化を図る

ため。創業、事業承継に関する情報交換を行いデータの共有化を図り支援強化を図るため。

職員の資質向上のための研修会を企画、実施する。 

【連携者】中小企業診断士 原祐治事務所  代表 原 祐治 

      〒399-6462  長野県塩尻市洗馬 2680-87 

              TEL 0263-51-6144   FAX 0263-88-6010 

     ◆事業計画策定のセミナー内容の検討と実施の支援、個別相談会の課題解決支援。 

      需要動向調査の分析支援。 

      経営発達支援計画全般に関して助言をいただき経営発達支援計画の推進強化を図るため。 

 事業の評価及び見直し（経営発達支援事業検討委員会）での助言をいただく。 

【連携者】伊那公共職業安定所  所長 竹村 典幸 

     〒396-8609  長野県伊那市狐島 4098-3  

TEL 0265-73-8609   FAX 0265-76-2534 

     ◆雇用情勢に関する情報交換を行い、地域の景況動向を把握するため。 

【連携者】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 

TEL 03-3433-8811         
◆中小企業大学校による研修参加により経営指導員等の資質向上が図れる。 

【連携者】南箕輪村 産業課   村長 唐木 一直   産業課 課長 出羽澤 平治 
〒399-4592   長野県上伊那郡南箕輪村 4825-1 

TEL 0265-72-2176   FAX 0265-73-9799 

◆本計画に係る助言をいただく。需要動向調査に関することの南箕輪村内消費者意識調査 

の支援、助言をいただく。地域経済の活性化に資する取組で、支援、助言をいただく。 

観光資源の助言と支援をいただく。事業の評価及び見直し（経営発達支援事業検討委員会） 

での助言をいただく。 

【連携者】長野県商工会連合会  会長 柏木 昭憲 

〒380-0935   長野県長野市中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館１階 

TEL 026-228-2131   FAX 026-226-4996 

◆経営指導員等の資質向上等に関する講習会参加、事業の評価及び見直し（経営発達支援事 

業検討委員会）での助言をいただく。 

【連携者】国立大学法人 信州大学農学部  学部長 藤田 智之 

      〒399-4511  長野県上伊那郡南箕輪村 8304 

             TEL 0265-77-1300   

◆需要動向調査の食材の評価の支援と、地域経済の活性化に資する取組で、支援、助言を 

いただく。 

【連携者】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 

             TEL 0265-71-5051  FAX 0265-72-2064 

     ◆地域経済の活性化に資する取組で、支援、助言をいただく。人材育成セミナー共同実施。 
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【連携者】上伊那農業高等学校     学校長 藤江 明雄 

〒399-4594  長野県上伊那郡南箕輪村 9110 番地 

TEL 0265-72-5281  FAX 0265-76-8942 

◆地域経済の活性化に資する取組で、支援、助言をいただく。 

【連携者】南箕輪村観光協会      会長 唐木 一直 
〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村 4825-1 

TEL 0265-72-2176   FAX 0265-73-9799 

◆地域経済の活性化に資する取組の観光資源の助言と支援をいただく。 

【連携者】名古屋商工会議所            会頭  山本 亜土 

      〒460-8422 愛知県名古屋市中区栄 2丁目 10-19       
TEL 052-223-5612   FAX 052-231-6768 

◆需要動向調査におけるメッセナゴヤの情報提供の支援をいただく。  
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連携体制図等 

１．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】 

         
 

  

２）経営状況の分析に関すること【指針①】 

  
 

３）事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
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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】 

       
５）需要動向調査に関すること【指針③】 
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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】 

 

         
            

２．地域経済の活性化に資する取組 

 

           
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 

 
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 
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２）経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 

        
  

 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 
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