
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
山形村商工会 (法人番号 4100005006144) 

実施期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日 

目標 

長野県で一番小さな村「コンパクトビレッジ」山形村の地域特色を活かし、
基幹産業である農業と観光資源を有効活用し、交流人口の増加を促進すること
で観光振興・産業振興の発展を目指す。そこで、新規事業として「山形村着地
型観光パッケージ」の実施と継続拡充事業である「山形村産業フェア」の充実
を図り地域の賑わいを創出する。そのためには、地域小規模事業者の事業の経
営力向上及び持続的発展を支援するため全国連スローガンである商工会は「行
きます 聞きます 提案します」を念頭に巡回指導を強化し、地域経済動向の
把握に努め、小規模事業者の経営状況分析を支援、さらには事業計画策定や事
業計画の実現に向けた伴走型の支援、需要動向調査により小規模事業者の持続
的な経営発達に向けた支援を展開する。 

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】 

・行政、金融機関、関係団体等との連携を強化し経営に関する体系的な情報

収集・分類や情報の共有化により事業計画策定などの支援を行う。 

（２）経営状況の分析に関すること【指針①】 

・ネット de記帳等の決算データ等を活用した財務分析の支援を行う 

・小規模事業者に対するＳＷＯＴ分析による経営分析及び財務分析による経

営分析を実施し、経営課題の抽出、課題解決への支援を行う。 

（３）事業計画策定に関すること【指針②】 

・小規模事業者の経営課題の解決に向けて（１）地域経済動向調査の結果及

び（２）経営状況の分析等結果を踏まえ伴走型による事業計画策定への支

援を行う。 

・創業計画、第二創業計画、６次産業化総合化計画等の作成支援を行う。 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・定期的な巡回による進捗状況確認及びフォローアップを実施する。 

・計画実施に向けた公的制度等情報提供、活用支援を行う。 

・ＰＤＣＡサイクルによる確認と提案による伴走型支援を行う。 

（５） 需要動向調査に関すること【指針③】 

・地域資源を最大限有効活用するための個社需要動向調査及び品目別需要動

向調査（やまっちそば）等の実施支援を行う。 

・業種別需要動向調査による情報収集・分析及び提供を行う。 

（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】 

・新規事業「山形村着地型観光パッケージ」、継続拡充事業「山形村産業フェ

ア」等を開催し、観光・産業振興の賑わい創出の事業を実施する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

・観光振興ビジョングループ等との連携による地域資源を有効活用した地域

の賑わい創出及び地域ブランドの確立。 

連絡先 

山形村商工会 

住  所 長野県東筑摩郡山形村 2025-8 

電話番号 0263-98-2200 FAX 0263-98-4004 

メ ー ル shoukou@go.tvm.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．山形村の概要 

山形村は、長野県の中西部、松本盆地南西の台地に位置している。

北は松本市、南は朝日村と接し、日本アルプスの支脈である鉢盛山

の山麓に広がる村で、西部には山地とその麓に集落が存在し、東部

には畑地を中心とする美しくのどかな田園空間が形成されている。 

東西８.５㎞、南北４.７㎞、総面積２４.９８㎢で県内において２

番目にコンパクトな自治体で、村としては一番小さな村である。標

高は、役場所在地で海抜６８５ｍであり、隣接する松本市中心部よ

りもやや高い位置にある。気候は、年間降水量が比較的少なく、夏

と冬の寒暖差が大きい内陸性気候で果樹栽培に適した地域である。 

また、一年を通じて日照時間が長く、湿度は低いため空気の澄ん

だ自然環境に恵まれている。 

人口の推移は、昭和４０年１,１２３世帯５,２２７人であったの

に対し、平成２９年１１月には３,０４２世帯８,８０１人と大きな

伸びを示しており、長野県内において人口が減少していく市町村が多い中、増加傾向にある数少

ない村の一つである。この人口増の要因は、隣接している松本市や塩尻市等のベットタウンとし

ての住宅需要が高いことによるものである。 

産業・経済は、基幹産業である農業で野菜と果樹の生産を主体とした特色のある農業の村とし

て発展してきた。系統出荷のほかに、村内各所に数多く設けられた直売所での販売や、域外への

産地直送なども取り組んでおり、長野県を代表する農業立村として認知度が高くなっている。 

また、観光資源は、京都東山の清水寺と縁がある慈眼山清水寺があり、村内各所に４０体余り

の道祖神がある。他にそば屋が軒を連ねる「唐沢そば集落」や、雲海を見下すことができる清水

高原にある村内唯一の交流宿泊施設である「スカイランドきよみず」がある。 

本村は、松本市や塩尻市に近接し、道路整備が進んでいることなどから、商業は大型商業施設

が多く、工業は松本臨空工業団地の隣地である本村に工場進出があり雇用の面からも地域の産業

に対して好影響を与えている。 

 

２．山形村の現状と課題 

山形村の小規模事業者数（表１）は、平成１８年度２５８件あったのが、平成２８年度２２７件

と１０年の間に３１件減少している。この現象の要因は、事業者の高齢化による廃業等が主原因

である。 

業種構成は、平成２８年度で見ると建設業が２５.１％を占め、次いでサービス業２３.８％、

小売業１３.７％、製造業１２.８％となっている。業種別の現状と課題は次のとおりである。 

 

 

 

（１）商業 

商店街などの集積の形成はなく、大型店４店舗、コンビニ４店舗（うち２店舗が酒屋からの業

種転換）、一般小売店が点在して営業している。 

平成２７年２月には大型スーパーが大型店同士の競争激化により撤退し空き店舗になってい

たが、平成２９年３月、この店舗を利用して農業資材等を販売する企業が営業を開始した。 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食・宿泊業 サービス業 その他 合 計 

平成 18年度 93 44 8 31 33 39 10 258 

(業種別構成比) (36.0%) (17.1%) (3.1%) (12.0%) (12.8%) (15.1%) (3.9%) (100%) 

平成 28年度 57 29 13 31 25 54 18 227 

(業種別構成比) (25.1%) (12.8%) (5.7%) (13.7%) (11.0%) (23.8%) (7.9%) (100%) 

増 減 △36 △15 5 0 △8 15 8 △31 

表１ 小規模事業者の業種別推移（経済センサス） 
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この状況を踏まえ、小売店は衰退に益々拍車がかかることが予測されるため、今後は顔の見え

る地域密着型店舗としての強みを活かし、各店舗の独創性をブラッシュアップする中で、住民か

ら親近感・信頼感・安心感のある店舗経営が課題となっている。このことは、村の創生総合戦略

の商工業活性化にも盛り込まれている。 

 

（２）製造業 

小規模な金属加工工場や松本の臨空工業団地の隣地である山形村地籍への工場進出によるも

のなどがあり、特徴的な産業形成はみられない。農業振興地域であり、土地利用計画も農業振興

が中心であり、規模の大きな宅地造成や工場用地としての利用拡大が難しく、企業誘致や工場の

拡張、新事業開発などには限界がある。 

村内の小規模事業者は独自の保有技術を有している点が強みであるが、環境変化が著しい今

日、受注を確保すると同時に持続的経営を図るためには販路開拓等をいかにしていくかが課題で

あり、第５次山形村総合計画では商工会との連携により既存事業所の安定化を目指している。 

 

（３）建設業 

業種で最も多くを占めるのは建設業であるが、その殆どが一人親方の大工、左官といった職種

であり、高齢化等による減少が続いている。建設業の事業者数は、平成１８年度に９３件だった

のが、平成２８年度には５７件と約６割に減少している。 

蓄えてきた匠の技を後世に引継ぐためにも事業承継を含めた技の承継をいかに引き継いでい

くかが課題である。 

 

（４）飲食業 

特徴的な業種としては、そば屋が軒を連ねる唐沢そば集落には８軒ほどのそば屋が集積してお

り、この唐沢地区以外にも８軒ほどのそば屋が点在している。山形村のキャッチ

フレーズも「道祖神とそばの里」として村外に発信している。 

平成２４年には山形村観光協会のゆるキャラである「やまっち」（注１）が登場

し多方面で利用され、そばのメニューにも「やまっちそば」（注２）を新メニュー

として加えたことによって、１６店舗中１１店舗が提供しており集客に繋がって

いる店舗も少なくない。 

一方、集落の殆どの経営者は高齢化しており、後継者も不足していることから、

廃業等による空き店舗も増えて来ている。また、店舗と住居が一緒であるため、空き店舗利用が

難しい状況である。 

山形村の顔と言っても過言でないこの唐沢そば集落をいかに維持し発展させて行くかが課題

であり、このことは、村の創生総合戦略で空き店舗や撤退事業所の跡地利用の促進を図ることで、

集落内における経済活動と空洞化防止の課題ともなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）観光業 

本村の観光資源は、京都東山の清水寺と縁がある古い歴史を持つ慈眼山清水寺があるほか、村

内各所に４０体にものぼる道祖神があり、独特の歴史・文化がいきづいている。他にも雲海を見

下ろすことができる清水高原にある村内唯一の交流宿泊施設である「スカイランドきよみず」が

あり、かつて村営であったが、現在は指定管理者により営業を継続しており、若干の宿泊者の増

加があるものの横這い状態である。 

「やまっちそば」 「双体道祖神」 
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また、農産物の収穫体験型観光にも力を入れており、５月～１１月の間にアスパラ、さくらん

ぼ、ブルーベリー、りんごといった収穫体験を実施している。しかしながら自給農家は増加傾向

にあり、販売農家は減少傾向にあるので、体験受入農家の拡大に苦慮する中で伸び悩みの状況で

ある。 

更には、「山形じゃんずら」（注３）や「道祖神とそばの里」づくりに向けた「道祖神と新そば祭

り」（注４）などのイベント開催等々、多彩な観光・交流資源がある。多くの人々が繰り返し訪れ、

滞在する観光地づくりに向けた取り組みが求められ、観光協会等との連携のもと、既存観光・交

流資源の充実・活用、新たな資源の掘り起こしをはじめ、体験・滞在型の観光・交流機能の強化

に向けた多面的な取り組みを積極的に進めていく必要がある。村の創生総合戦略の施策の中で、

観光・産業資源や交流資源との連携による交流人口の拡大を目指しており具体的には、村の歴

史・文化・産業等を紡いだ「着地型観光パッケージ」（注５）の創出を図るとしている。当商工会

の強みは、観光協会を事務受託しており商工業と観光業を共に支援できる体制が整っている。今

後は各関係機関と連携を図る中で新規事業の創出が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）その他の産業 

６次産業化の取組みとして、当商工会はこれまで村内の事業者が栽培している「山葡萄」の活

用拡大のため、ワイナリー建設に向けてワイン特区の認定を受け、６次産業化総合化計画の作成

支援や総務省の地域経済循環創造事業の計画作成支援を行い、それぞれ認定を受け、平成２７年

７月に醸造免許を取得、ワイン醸造を開始、１２月のヌーボーの販売開始までの支援を行ってき

た。 

しかし、販売チャネルの確保、行政のバックアップ、栽培農家の育成等、問題が山積されてい

る。村の創生総合戦略で６次産業化、法人化等の農業経営の多角化を推進し、地域農業の活性化

を図ることが盛り込まれているので、商工会はいかに行政と連携を図り、６次産業化を推進して

いくかが課題である。 

 

（注１）平成２４年３月商標登録済。山形村文化遺産の「清水寺」の屋根をモチーフにした笠、笠に付いているのは

村花である「さつき」。体は村木「いちい」からできている。 

（注２）「やまっちそば」とは、山形村特産の長芋を麺状に細切りしたものをそばに絡めて一緒に味わう独自メニュー。 

（注３）山形村の夏の一大イベントとして開催される「夏祭り山形じゃんずら」は、昭和５９年から開催されている。 

（注４）平成２年から毎年、山形村ミラフード館周辺で新そばの賞味会が行われる。平成２５年度からは村内の有志

総数 第1種 第2種

平成22年 636 217 419 139 280 105 175

平成17年 651 199 452 137 315 144 171

平成12年 673 165 508 155 353 152 201

平成7年 729 151 578 168 410 170 240

平成2年 791 162 629 165 464 192 272

昭和60年 856 - 856 202 654 223 431

昭和55年 887 - 887 209 678 252 426

各年2月1日現在（単位：戸）

兼業農家数
専業農家数総数

自給農家数総農家数
販売農家数

販売農家

 

自給農家

 

清水高原への観光客数の推移 
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が集まり、大人から子供まで多くの村民が協力して栽培した山形村産のそばを使用し、そのそば粉を利用して

地元のそば屋がそばを丁寧に打ち、お客様に提供している。同時に村の文化遺産である道祖神めぐりも行われ

ており、毎年県内外から多くのお客様に参加いただいている。更に多くの模擬店の出店もある。 

（注５）観光客を受け入れる地元が、地域の特色を生かしたプログラムを企画し、参加者が現地集合、現地解散する

観光の形。 

 

３．中長期的な振興のあり方 

「第５次山形村総合計画（平成２５年度～平成３４年度）」では、商工業関連施策として「商

工業経営の活性化の促進」が盛り込まれ、その中で商工会との連携のもと、研修・相談機会の拡

充や情報提供の充実など支援体制の強化を図り、経営意欲の高揚や後継者の育成、地域に密着し

たサービスの展開、イベント戦略の展開、農林業や観光と連携した特産品の開発・販売、事業の

拡大等を促進することが掲げられている。 

また、「山形村まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２７年度～平成３１年度）」においても、

商工会と連携のもと、個々の事業者が独創性と持続性のある経営、観光・産業資源や交流資源と

の連携による交流人口の拡大を図るため、村の歴史・文化・産業等を紡いだ「着地型観光パッケ

ージ」を創出し、積極的に情報発信を行い、交流人口の拡大と地域産業の振興に取り組むことと

なっている。 

この施策の実施に向けて、商工会としては、地域総合経済団体並びに小規模事業者支援機関と

して、まず、地域経済の主力を担う小規模事業者の経営力向上に向けて、前述の山形村の現状と

課題から、業種別課題解決については、本経営発達支援計画に盛り込む伴走型支援により各種支

援策を講じて持続的に実施し、課題解決にあたる。 

この「コンパクトビレッジ」山形村の地域産業を持続的に発展・発達させるために、点である

小規模事業者（うち６割強が小企業者）に寄り添った点的支援として巡回指導等による伴走型支

援を強化し、経営の体質強化を図り、その上で各産業を線で結ぶ線的支援、更に総合力となる面

での面的支援策を講じていくことを目指す。 

そのためには、当商工会の小規模事業者に対する支援能力向上を図る必要がある。また、役職

員・行政・各関係機関・地域住民等の連携体制を強化する中で、山形村の強みである「観光・交

流資源」等の地域特性や「活発な住民活動」を最大限に活用し、村のスローガンでもある“日本

一明るく元気な村づくり”を商工会は産業面で一翼を担い、地域活力の源泉となることを目標と

する。 

 

４．本計画の目標 

今迄の当商工会での経営改善普及事業は、総合的に判断すると一過性の要素が強く、組織的に

伴走型支援を行って来たとは言い難い。各種事業を実施しても小規模事業者の経営力向上に繋が

ることは少ないのが現状であった。今後は、地区内の商工業の総合的な改善発達を図るために、

小規模事業者に寄り添った伴走型支援による持続的発展のための支援を行う。 

そして、県内で一番小さな村「コンパクトビレッジ」山形村の地域特色を活かし、基幹産業で

ある農業と観光資源を有効活用し、交流人口の増加を促進することで観光振興・産業振興の発展

を目指す。 

そこで、「山形村まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２７年度～平成３１年度）」にも盛り

込まれている「着地型観光パッケージ」を新規事業として、行政並びに各関係機関との連携強化

を図り実施すると共に、「第５次山形村総合計画（平成２５年度～平成３４年度）」にも盛り込ま

れている経営意欲の高揚や地域に密着したサービスの展開、イベント戦略の展開を実施するため

に、地区内の小規模事業者を対象に継続拡充事業である「山形村産業フェア」を実施し、地域の

賑わいを創出する。また、６次産業化総合化計画の作成支援の実績を活かし、更なる推進も図っ

て行く。 

そのためには、小規模事業者の経営力向上及び持続的発展を支援するため全国連スローガンで

ある商工会は“行きます 聞きます 提案します”を念頭に巡回指導を強化し、地域経済動向の

把握に努め、小規模事業者の経営状況分析を支援、更には事業計画策定や事業計画の実現に向け

た伴走型支援を実施し、小規模事業者の経営発達を目指す。 
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５．本計画の目標達成に向けた方針 

（１）統括経営指導員等（注６）を中心に、全職員が巡回訪問等により計画的に管内小規模事業者

の経営状況・経営分析・経営課題、需要動向を把握し、情報の一元管理と共有化を図る。 

（２）小規模企業施策等（補助金・助成金等）の情報提供強化として、会報・ホームページで随

時又は、定期的に情報提供する。 

（３）経営力向上等に繋げる各種セミナーの開催 

（４）事業計画策定（創業計画等）の策定支援・実施支援 

（５）新規事業の「着地型観光パッケージ」と継続拡充事業の「山形村産業フェア」の研究・実

施支援 

（６）６次産業化の推進と研究・実施支援 

 

（注６）長野県商工会連合会では、中期マスタープランによる経営支援センター地域グループ（県内１５ヵ所）の運

用開始により、（当商工会は筑摩野グループ［山形村商工会、朝日村商工会、松本市波田商工会、筑北村商工会、

麻績村商工会］の５商工会で編成）全県下で職員の呼称名を変更した。経営指導員は、統括経営支援員・副統

括経営支援員・主任経営支援員に変更、補助員は、経営支援員に変更、記帳関係職員は記帳支援員に変更。本

計画書の中では当商工会の主任経営支援員が平成２９年度より統括経営支援員に任命されたことにより「統括

経営支援員等」と記載する。また、当商工会は、このグループの管理商工会となっている。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

《現状と課題》 

地域の経済動向に関する各種データについては、体系的な収集方法、分類や機能的処理は不

十分であり、小規模事業者への情報提供が十分に行われてきているとは言い難い。 

商工会内部で情報を共有し、小規模事業者が活用できる状態にし、更には経営支援や事業計

画策定に役立つ状態に出来るかが課題である。これらを改善するために次の手法で実施する。 

 

《調査の目的と成果の活用》 

（１）小規模事業者を取り巻く景気動向を把握し需要の考察を目的に、四半期ごとに個社に景気

動向調査を行い、集計分析結果は、個社に提供すると共に、月例職員会議及び経営支援セン

ター筑摩野グループ定例検討会議、月例広域連携事務局会議＜山形村商工会・朝日村商工会

＞（注１）で情報共有し、個社の経営支援等に活用する。「個社に対する景気動向調査」 

 

（２）小規模事業者に対する的確な支援をする目的で、定期的に発行される公的刊行物（政府、

長野県、山形村、全国商工会連合会、長野県中小企業団体中央会等の統計・報告書）による

各種統計数値等を収集すると共に、行政、金融機関、各関係機関等の連携によりヒアリング

調査で四半期ごと情報交換の機会を確保し、情報の精度を上げ、小規模事業者に情報提供す

ると共に各種経営支援に役立てる。 

また、月例職員会議及び経営支援センター筑摩野グループ定例検討会議、月例広域連携事

務局会議で情報共有する。「各種統計数値収集及び連携機関とのヒアリング調査」 

 

（３）地域の経済動向の分析を目的に、近隣市町村等の経済動向の情報収集（調査物含む）を行

い、小規模事業者に会報・ホームページで情報提供すると共に、窓口指導及び巡回指導に活

かす。 

また、収集した各種情報の一元化を図り、月例職員会議及び経営支援センター筑摩野グル

ープ定例検討会議、月例広域連携事務局会議において共有化し、小規模事業者の各種経営支
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援に役立てる。「地域経済動向収集調査」 

 

（注１）広域連携とは、複数の商工会等が連携し、その複数の商工会等の地区全域を一つの指導地区とみなして経営

改善普及事業を実施する。 

 

《事業内容》＜情報収集の項目、分析手法＞ 

（１）個社に対する景気動向調査＜新規事業＞ 

平成２７年度の「経営発達支援計画策定推進事業」において実施した管内事業者を対象と

した「支援ニーズ調査」において、事業計画を作成していると回答した事業所は１２社、事

業計画を作成したいと回答した事業所は１１社、検討中が２３社あり、事業計画策定に意欲

的な事業所も多く見受けられる。これらの事業所から抜粋して、業種別に１２社（建設業、

製造業、卸売業、小売業、飲食・宿泊業、サービス業）を対象に、四半期ごとに統括経営支

援員等が巡回指導の強化を図ることにより、個社に対する景気動向調査を実施する。ヒアリ

ングシートの活用により次の項目について情報収集する。①売上高の推移（対前年同期比較）、

②次期売上高予測（対今期比較）、③経営課題、④支援ニーズ要望等。 

分析は、一般財団法人長野経済研究所と連携し、本事業計画の目標とした支援施策等に活

用する。他に全国商工会連合会の「中小企業景況調査」、一般財団法人長野経済研究所の「経

済月報」も併用して活用する。また、公表できる範囲で会報・ホームページで公開すること

で、小規模事業者が景気動向を掴むことで事業活動に活かせる効果が期待できる。 

 

【目標】 
調査等内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

景気動向調査回数 0 4 4 4 4 4 

景気動向調査事業者数 0 12 18 18 24 24 

景気動向分析件数 0 12 18 18 24 24 

月例職員会議及び経営支援センタ

ー筑摩野グループ定例検討会議、月

例広域連携事務局会議回数（各回） 

12 12 12 12 12 12 

 
（２）各種統計数値収集及び連携機関とのヒアリング調査＜新規事業＞ 

（１）の個社に対する景気動向調査の他、小規模事業者への適切な情報提供並びに統括経

営支援員等の小規模事業者に対する支援活動に役立てるために、地域全体としての景気動向

を捉える必要性から政府、長野県、山形村、全国商工会連合会、長野県中小企業団体中央会

等の定期的に公表される各種統計数値等の情報を収集すると共に、（１）の個社に対する景気

動向調査と連動させ、四半期ごとに行政、金融機関、各関係機関等と「地域経済動向合同連

絡会議」（仮称）を開催し、それぞれが掴んでいる地区内の業種別及び全体の情報、数値等に

ついてヒアリング調査を実施することで、情報の精度を上げ、小規模事業者の事業活動を支

援していく。また、本事業計画の目標とした支援施策にも活用する。この結果は会報・ホー

ムページで公開すると共に、職員及び経営支援センター筑摩野グループ定例検討会議で情報

共有する。 

 

◆収集機関及び収集項目 

ア）中小企業庁＜中小企業景況調査（四半期毎）＞ 

調査業種：製造、建設、小売、サービス 他 

収集項目：①売上額 ②収益 ③設備操業度 ④業界の景況 ⑤景況天気 

 

イ）全国商工会連合会＜中小企業景況調査報告書（四半期毎）＞ 

調査業種：製造、建設、小売、サービス 他 

収集項目：①売上額 ②採算 ③資金繰り ④業況 

 

ウ）全国商工会連合会＜小規模企業景気動向調査（四半期毎）＞ 

調査業種：製造、建設、小売、サービス 他 
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収集項目：①売上額 ②採算 ③資金繰り ④業況 

 

エ）長野県商工会連合会＜中小企業景況調査報告書（四半期毎）＞ 

調査業種：製造、建設、小売、サービス 他 

収集項目：①売上額 ②採算 ③資金繰り ④業況 ⑤来期の見通し 

 ⑥設備投資計画の有無 

 

オ）（一財）長野経済研究所＜長野県経済の動向（毎月）＞ 

収集項目：①長野県経済動向（総括判断） 

       ・生産動向 ・個人消費 ・公共投資 ・住宅投資 ・雇用情勢 

②業況アンケート調査 

調査業種：製造、建設、小売、サービス 他 

内容：・売上高推移 ・経常利益推移 ・雇用水準ＤＩ ・設備水準ＤＩ 

      ③産業見通し調査 

調査業種：製造、建設、小売、サービス 他 

内容：県内企業に関連する各業種の見通し 

④消費者動向調査 

調査対象：県内在住の消費者 

収集内容：・家計収入ＤＩ ・消費支出ＤＩ ・耐久消費財支出ＤＩ 

・趣味レジャー支出ＤＩ ・貯蓄投資ＤＩ ・暮らし向きＤＩ 

        ⑤設備投資動向調査 

        ⑥産業動向 

 

カ）長野県中小企業団体中央会＜産業景気動向調査（毎月）＞ 

調査業種：製造、建設、小売、サービス 他 

収集項目：①売上額 ②収益 ③設備操業度 ④業界の景況 ⑤景況天気図 

 

キ）長野県＜商業統計＞ 

 調査業種：小売、卸売 

収集項目：年間商品販売額 他 

  

  ク）長野県＜工業統計＞ 

   調査業種：製造業 

   収集項目：年間製造品出荷額 他 

 

ケ）山形村 

収集項目：人口、世帯数、産業の推移 

 

【目標】 
調査等内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

各種統計数値収集回数 0 4 4 4 4 4 

地域経済動向合同連絡会議開催回数 0 4 4 4 4 4 

月例職員会議及び経営支援センタ

ー筑摩野グループ定例検討会議、月

例広域連携事務局会議回数（各回） 

12 12 12 12 12 12 

 
（３）地域経済動向収集調査＜新規事業＞ 

日刊の日本経済新聞、信濃毎日新聞、市民タイムス、タウン情報により、上記（１）、（２）

の動向から得られた結果と並行しながら小規模事業者の経営等に役立つ情報収集を随時行う

ことを目標とし、必要に応じて情報提供先からも情報収集し、小規模事業者へ情報提供する。

この結果は、四半期毎に会報・ホームページ等で公開し、職員及び経営支援センター筑摩野



- 8 - 
 

グループ定例検討会議で情報共有する。また、平成２７年度まで会報発行は年２回であった

が、平成２８年度は内製化を図り年５回程度発行の実績があるので、タイムリーで有益な情

報提供が可能である。 
 
◆収集機関及び収集項目 
ア）日本経済新聞 

収集業種：製造、建設、小売、サービス 他 

収集項目：①各業界の売上推移 ②各業界のトレンド情報 ③販路開拓・拡大情報 

④新商品・新サービス情報 ⑤新たな生産方法・販売方法及び提供方法 他 

 

イ）信濃毎日新聞（注２） 

収集業種：製造、建設、小売、サービス 他 

収集項目：①各業界の売上推移 ②各業界のトレンド情報 ③販路開拓・拡大情報 

④新商品・新サービス情報 ⑤新たな生産方法・販売方法及び提供方法 他 

 

ウ）市民タイムス（注３） 

 収集業種：製造、建設、小売、サービス 他 

収集項目：①新商品・新サービス情報 ②新たな生産方法・販売方法及び提供方法 他 

③各業界のトレンド情報 

 

エ）タウン情報（注４） 

   収集業種：製造、建設、小売、サービス 他 

収集項目：①新商品・新サービス情報 ②新たな生産方法・販売方法及び提供方法 他 

 

オ）山形村＜村の施策等情報収集＞ 

収集項目：①商工業者に関わる村の動向 ②商工業者に関わる施策 

 
（注２）長野県を代表する地方新聞、発行部数約４７万８千部、県内占有率７０％ 

（注３）長野県の中信地域（松本市、安曇野市、塩尻市、大町市、東筑摩郡、木曽郡、北安曇郡）を対象エリアにし

て、「肌着のような新聞」をモットーに、発行エリア内のニュース・話題に特化した紙面づくりを貫いている。 

発行部数約７万部、 

（注４）長野県のフリーペーパーであり、全国ニュース・県政ニュースは扱わず、配布地域のローカル情報に徹して

いる。地域の「くらし」「文化」「インフォメーション」などの紙面がある。 

 

【目標】 
調査等内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域経済動向収集調査 4 4 4 4 4 4 

会報発行回数 5 5 5 5 5 5 

ホームページ情報提供掲載回数 4 4 4 4 4 4 

月例職員会議及び経営支援センタ

ー筑摩野グループ定例検討会議、月

例広域連携事務局会議回数（各回） 

12 12 12 12 12 12 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

《現状と課題》 

管内の小規模事業者の多くは小規模・零細事業者であり、日々の経営に追われているのが現

状で、その多くが経理や経営状況分析、事業計画策定等に関しては総じて関心の低い状況にあ

る。また、商工会としても経営状況分析については、事業資金借入れの相談者への対応が中心

となっていて事業計画策定まで繋げるような支援が出来ていない。統括経営支援員による巡回

指導も年間１８６回、実企業数は６０社と全体の３割に満たない状況であり、経営状況の把握

が不十分であることが現状である。 

これからは、小規模事業者の持続的な経営発展を目指す上で、自社の現状を正しく認識し、
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合わせて将来の予測精度を向上させる目的である経営状況分析の重要性を啓蒙し、事業計画策

定へと導く。そのためには、巡回指導等の方法を小規模事業者に寄り添った伴走型支援の実施

へ転換し、地域の経済動向調査【指針③】、需要動向調査【指針③】の分析を踏まえて、経営

状況分析から得られた結果を事業計画策定支援等に活用していくことが課題である。これらを

改善するために次の手法で実施する。 

 

《分析の目的と成果の活用》 

（１）小規模事業者の疎かになりがちな自社の現状確認と将来の方向性を探ることを目的に、統

括経営支援員等の計画的な巡回指導を実施し、ヒアリングによりＳＷＯＴ分析を行い、内部

分析「強み」、「弱み」、外部分析「機会」、「脅威」を把握し理解することで経営力向上を目

指す。分析結果は個社に提供し、経営改善点等を明確にすることで事業計画策定に活用する。

また、月例職員会議及び経営支援センター筑摩野グループ定例検討会議、月例広域連携事務

局会議で情報共有し、経営支援の能力向上に役立てる。「ＳＷＯＴ分析による経営分析」 

 

（２）小規模事業者の財務状況を的確に把握し分析することにより各種支援及び事業計画策定に

利用することを目的に、全国商工会連合会の「ネット de記帳」の利用者については、「経営

分析データ」を活用する他、巡回指導を行う際にはタブレット端末を携行し、決算データ等

から全国商工会連合会の「経営分析システム」及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の「経

営自己診断システム」等を活用し、適切な支援を行う。分析結果は個社に提供し、財務状況

の現状及び財務改善点等を明確にすることで事業計画策定に活用する。また、月例職員会議

及び経営支援センター筑摩野グループ定例検討会議、月例広域連携事務局会議で情報共有し

経営支援の能力向上に役立てる。「財務分析による経営分析」 

 

《事業内容》＜分析の項目、分析手法＞ 

（１）ＳＷＯＴ分析による経営分析＜新規事業＞ 

ＳＷＯＴ分析は、全国商工会連合会の提供している「自社の現状再認識シート」及び「経

営環境の把握と方向性提案シート」を活用して、ヒアリングによる計画的な巡回指導により

行い、小規模事業者個社に対する内部分析「強み」、「弱み」、外部分析「機会」、「脅威」の項

目の洗い出しをすることで、経営者が経営課題に対して具体的なイメージを把握し、理解す

ることで経営力向上を目指す。分析の指標としては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の

「経営自己診断システム」、「ＴＫＣ経営指標」、日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」、

中小企業庁の「小規模企業白書」等を活用する。分析結果は個社に提供し、経営改善点等を

明確にすることで事業計画策定に活用する。その他高度で専門的な経営分析を要する場合は、

一般財団法人長野経済研究所と連携し、分析にあたる。経営分析の結果は解りやすくまとめ、

巡回指導等で提供し、効果や有効性の理解を深めてもらう。 

 

（２）財務分析による経営分析＜新規事業＞ 

財務分析は、全国商工会連合会の「ネット de記帳」の利用者については、「経営分析デー

タ」を活用する他、全国商工会連合会の「経営分析システム」及び独立行政法人中小企業基

盤整備機構の「経営自己診断システム」等を活用し、自社の財務指標値項目の「収益性、効

率性、生産性、安全性、成長性の分析」を把握・分析し、業界内での位置も比較し把握する。 

また、安全性の指標をデフォルト企業の財務データと他社の大量データと比較することで、

経営危険度を把握する。その他高度で専門的な経営分析を要する場合は、一般財団法人長野

経済研究所と連携し、分析にあたる。経営分析の結果は解りやすくまとめ、巡回指導等で提

供し、効果や有効性の理解を深めてもらう。 

 

【目標】 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析件数(ＳＷＯＴ、財務) 0 20 20 21 21 22 

月例職員会議及び経営支援センタ

ー筑摩野グループ定例検討会議、月

例広域連携事務局会議回数（各回） 

12 12 12 12 12 12 
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※ 経営分析件数(ＳＷＯＴ、財務)には、「ネット de記帳」利用者を含む。 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

《現状と課題》 

これまでは、小規模事業者から相談のあった金融支援や補助金申請書作成支援等の機会だけ

で事業計画策定支援を行ってきており、一過性で終わっていて継続的な取り組みに繋がってい

ない。事業承継も現段階ではスムーズな承継は困難を極める小規模事業者が多数見受けられる

が、事業計画を意識的に立てている小規模事業者は少ない。また、創業者に対しても計画的な

事業推進が出来ていない。 

これらの課題解決のためには事業計画策定の重要性を理解してもらうことであり、次の手法

で改善し実施する。 

 

《支援に対する考え方と目標》 

商工会は支援団体として、総合的に経営支援をすることで、小規模事業者に寄り添った伴走

型の指導・助言を行い、事業計画策定の重要性を啓発すると共に、事業を実施し、小規模事業

者の持続的発展を目標とする。 

 

（１）小規模事業者の持続的発展に向けては、経済社会情勢の変化に柔軟に対応する経営力を養

うことが必要であり、経営課題の解決には、地域経済動向調査【指針③】の結果及び経営状

況の分析【指針①】等結果、需要動向調査【指針③】の結果等を踏まえ、顧客ニーズを的確

に掴み、柔軟に対応する経営手法が重要となる。そのためには、巡回指導等でこれらの情報

の提供をすると共に、次の≪事業内容≫で記載する方法で継続的な支援を実施する。また、

会報、ホームページ等で事業計画策定の啓発を促し、事業計画策定を実施して行く。事業計

画策定セミナー 

 

（２）円滑な事業承継を図るためには、小規模事業者に中長期的で明確な経営展望を意識的に持

ってもらうために事業計画策定の重要性を促し、（１）の事業計画策定セミナーに参加して

もらう。特に、平成２７年度「経営発達支援計画策定推進事業」において実施した管内事業

者を対象とした「支援ニーズ調査」において、「後継者はいる」、「候補者はいる」と回答し

た小規模事業者には積極的な参加勧奨を巡回指導等により行う。また、各関係機関と連携を

する中で、事業承継個別相談会を実施する。事業承継個別相談会 

 

（３）創業支援については、創業者に対して地域経済動向調査【指針③】の結果及び経営状況の

分析【指針①】等結果、需要動向調査【指針③】の結果等を窓口相談により情報提供すると

共に、税務・経理・労務・金融関係等の総合的な指導・助言を行い、開業後のスムーズな経

営が出来るよう支援する。その他、創業者や第二創業者が経営知識を習得する場として、創

業計画策定セミナーを実施・支援する。創業計画策定セミナー、第二創業計画策定セミナー 

 

《事業内容》 

（１）事業計画策定セミナー＜新規事業＞ 

事業計画策定に意欲的な小規模事業者と検討中の小規模事業者（経営状況の分析対象事業

所を含む。）を対象に、計画の内容、目的等を明確にし、事業計画策定支援の方向性を検討。

策定には、外部専門家である株式会社ＭＫコンサルティング（中小企業診断士）から容易に

事業計画ができ、計画の検証や修正等に使い勝手の良いツールと手法についての支援を得る

ため、事業計画策定セミナーを実施する。また、巡回・窓口指導で上記の者の他、事業計画

策定を目指す小規模事業者の新たなる掘り起こしを行い、事業計画策定セミナーに参加して

もらう。巡回指導の際にはタブレット端末を携帯し、「経営計画策定アプリ経営計画つくるく

ん」等を活用する他、長野県商工会連合会の各専門分野グループ策定の「作業標準書」（注１）

も活用する。 

統括経営支援員等だけでは計画策定が難しい場合は、内部専門家である長野県商工会連合

会の上席専門経営支援員を活用する他、外部専門家である株式会社ＭＫコンサルティング（中

小企業診断士）等とも連携して実施する。必要に応じてエキスパートバンク、公益財団法人
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長野県中小企業振興センター、ミラサポ、よろず支援拠点の専門家派遣事業を活用し、専門

家と統括経営支援員等が連携して計画作成の支援を行う。 

 

（注１）長野県商工会連合会の各専門分野グループ（構成メンバー：内部専門家の上席専門経営支援員と統括経営支

援員等、構成分野：製造業、商業、建設業、サービス業、観光業、創業、事業承継、海外展開、農商工連携、

販路開拓）が、小規模事業者の経営支援に活用するための職員向けマニュアルとして策定。現在、策定が終了

したグループが大半となり、小規模事業者への支援ツールとして役立っている。 

 

【目標】 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定セミナー回数 0 1 1 2 2 2 

事業計画策定支援事業者数 0 10 10 11 11 12 

事業計画策定事業者数 0 6 6 8 8 10 

 

（２）事業承継個別相談会＜新規事業＞ 

事業承継を課題とする小規模事業者に対して円滑な事業承継を図るため、長野県商工会連

合会と連携を図りながら公益財団法人長野県中小企業振興センター、長野県事業引継ぎ支援

センター、ミラサポ、よろず支援拠点の専門家派遣事業を活用し、専門家と統括経営支援員

等が連携して個別相談会を実施する。 

 

【目標】 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業承継個別相談会回数 0 1 1 1 1 1 

事業承継計画支援事業者数 0 2 2 4 4 6 

事業承継計画策定事業者数 0 2 2 4 4 6 

 

（３）創業計画策定セミナー＜新規事業＞、第二創業計画策定セミナー＜新規事業＞ 

創業予定者の情報が乏しい中で、空き家又は空き店舗を利用して創業したいとの相談もあ

り、村内での創業者は増加傾向である。このことから、創業者が知識を習得し実現可能とな

る創業計画策定セミナーを開催し育成をしていく。セミナーのカリキュラムの中では、税務・

経理・労務・金融関係等の知識習得の他、創業経験者から経験談等をレクチャーしてもらい、

最終的には実現可能な創業計画策定を行う。計画策定にあたっては、中長期的な数値目標を

試算することで、曖昧経営から現実経営へと導くよう支援していく。また、新規事業である

「着地型観光パッケージ」、継続拡充事業である「山形村産業フェア」の場の提供を支援する

ことで、自社ＰＲ及び顧客獲得のために積極的に参加してもらう。新規創業者の掘り起こし

は、商工会役員等の協力と各関係機関との連携を強化して行う。統括経営支援員等だけでは

創業計画策定支援が難しい場合は、内部専門家である上席専門経営支援員を活用する他、外

部専門家である株式会社ＭＫコンサルティング（中小企業診断士）等とも連携して実施する。

また、第二創業者に対しては、事業計画策定や事業承継個別相談会を通して支援する中で、

第二創業に至ることも予想されるので、第二創業計画策定セミナーを実施する。統括経営支

援員等だけでは第二創業計画策定支援が難しい場合は、創業計画策定と同様に内部専門家及

び外部専門家とも連携して実施する。 

 

【目標】 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業計画策定セミナー回数 0 1 1 1 1 1 

創業支援者数 0 2 2 3 3 3 

創業計画策定事業者数 0 2 2 3 3 3 

 

【目標】 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

第二創業計画策定セミナー回数 0 1 1 1 1 1 
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第二創業支援者数 0 2 2 2 3 3 

第二創業計画策定事業者数 0 2 2 2 3 3 

 
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》 

これまでの事業計画策定後の実施支援については、小規模事業者から相談のあった金融支援

や補助金申請書作成支援等を実施した事業者だけを対象とした進捗状況の確認と把握に留ま

っており、フォローアップが十分に出来ているとは言い難い。 

今後は、小規模事業者の策定した事業計画の目標を達成できるよう支援回数を決め、統括経

営支援員等が小規模事業者に寄り添った伴走型支援が必要であり課題である。 

 

《改善方法》 

事業計画策定後は、策定に携わった統括経営支援員等が策定事業者と同じ目線に立ち、課題

を共有しながら、フォローアップを実施する。統括経営支援員等だけで解決できない課題は、

経営支援センター筑摩野グループ検討会議並びに専門分野グループを活用する。また、高度・

専門的な課題解決に対しては、内部専門家である上席専門経営支援員、外部専門家及び各支援

機関・金融機関と連携して解決を図る。 

 

《事業内容》 

（１）統括経営支援員等による巡回・窓口指導の強化によるフォローアップ支援事業＜継続拡充

支援＞ 

（目的） 

地域の経済動向調査、需要動向調査、経営状況の分析を実施した上で策定した事業計画が

計画に沿って実現可能となるよう定期的な状況確認により、課題の発見、課題解決に向けて

の改善策の提案等が必要となる。小規模事業者は経営資源に制約があることから単独で事業

計画を実施して行くことは困難であるため、小規模事業者に寄り添った伴走型の支援を実施

することで、フォローアップを充実させ、事業計画の実現に向けた支援を行う。 

 

（支援対象者） 

事業計画策定事業者、事業承継に関わる事業計画策定事業者、創業計画策定事業者、第二

創業計画策定事業者を対象とする。 

 

（支援方法） 

巡回指導や窓口指導により、事業の進捗状況の確認、現状把握を行い、事業計画策定事業

者等と共に課題抽出を行い、課題解決に向けて統括経営支援員等が指導・助言を行う。 

 

（支援内容） 

１）統括経営支援員等による四半期に１度の定期的な巡回指導等で、ＰＤＣＡサイクルによ

り事業計画の見直し等を実施し、課題解決に向けて指導・助言を行う。また、統括経営支

援員以外の職員にも事業計画策定事業者等の情報を提供し、共有認識のもと窓口指導等に

おいて補完的なフォローアップ支援も実施する。 

①Plan（計画）：実現可能な事業計画策定支援（事業承継者を含む。）、創業計画策定支援、

第二創業計画策定支援 

②Do（実施・実行）：計画に沿っての具体的な行動 

③Check（点検・評価）：事業の実施が計画に沿っているかどうかを確認 

④Action（処置・改善）：事業の実施が計画に沿っていない部分を改善し、解決手段を検討 

 

２）課題解決には、事業計画策定事業者等と共に改善策を検討し、統括経営支援員等だけで

解決できない課題は、経営支援センター筑摩野グループ検討会議並びに専門分野グループ

を活用する。また、高度・専門的な課題解決に対しては、内部専門家である上席専門経営

支援員、外部専門家を活用する他、各支援機関と連携を図りながら各種支援制度（エキス
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パートバンク、よろず支援拠点の専門家派遣事業等）を活用し支援する。 

 

３）補助金や助成金等を活用する場合は、各関係機関と連携を図りながら事業計画策定事業

者等へ情報提供し、効果的な活用となるよう支援する。 

 

４）設備資金や運転資金を要する場合は、各金融機関と連携を図ると共に、日本政策金融公

庫の「経営改善貸付」の活用を、また、一定の要件を満たした者には「小規模事業者経営

発達支援融資制度」の活用を検討する。その他、長野県や山形村の「小規模企業振興資金」

等を活用し支援する。 

 

５）事業承継で資金を要する場合は、日本政策金融公庫の「事業承継支援資金」等を活用す

る。 

 

６）創業で資金を要する場合は、日本政策金融公庫の「創業融資制度」を活用する他、長野

県の「地方創生推進資金（創業支援向け）」等を活用する。 

 

（効果） 

定期的な巡回指導等により、策定事業者と共に事業計画の進捗状況の確認や現状把握がで

き、事業計画実現に向けて共に共通認識を持つことで、計画に沿っていない部分の改善策を

速やかに講じることができ、持続的経営を伴走型で支援できる。 

 

【目標】 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者 

フォローアップ年間回数 
0 24 24 32 32 40 

事業承継計画策定事業者 

フォローアップ年間回数 
0 8 8 16 16 24 

創業計画策定事業者 

フォローアップ年間回数 
0 8 8 12 12 12 

第二創業計画策定事業者 

フォローアップ年間回数 
0 8 8 8 12 12 

合  計 0 48 48 68 72 88 

※２年目以降は、状況に応じて頻度の調整（増減）を図る。 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

《現状と課題》 

小規模事業者が提供する商品・サービス等に対して、マーケットインの視点で経営している

事業者は少ない。また、企業の持続的経営を目指すためには、需要動向調査は必要不可欠であ

るが、このことを理解している事業者も少ない。 

商工会としても、巡回指導や窓口指導により相談のあった小規模事業者には、必要な需要動

向の情報を外部から収集し、提供する程度に留まっていた。今後は、小規模事業者に効果的な

需要動向調査を実施することで、その必要性を理解・認識してもらい、実施してもらうことが

課題である。 

 

《改善方法》 

需要動向調査は、企業が持続的経営をする上で消費者ニーズ等を把握し、商品・製品・サー

ビス等の改善及び新たな販路開拓や新商品の開発に活用できるようにするものであり、事業計

画策定において基礎資料となるものであることを、統括経営支援員等が日常の巡回指導や窓口

指導等で周知徹底して行く。 

１年目は、山形村の地域資源である「そば」に関する個別事業者需要動向調査と品目別需要

動向調査等を実施する。この「そば」に関する調査は毎年継続して実施する。２年目以降は、

そば店以外の飲食店、小売・サービス業、卸売業等の個社事業者需要動向調査を実施する。調

査項目等は、事業者と統括経営支援員等が相談の上実施する。分析は、統括経営支援員等の他、
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内部専門家である上席専門経営支援員、外部専門家及び分析機関等と連携を図る。調査結果は

解り易くまとめ、統括経営支援員等の巡回指導や窓口指導を通じ事業者へ提供する。 

 

《事業内容》 

（１）村内そば店の個別事業者需要動向調査（ＢtoＣ）＜新規事業＞ 

（目的） 

そば店が軒を連ねる「唐沢そば集落」を中心に、村内には１６店舗のそば店が事業を営ん

でおり、山形村の地域特徴と言っても過言ではない。これらの事業者の持続的経営を支援す

るため、個社のリピート率向上や新たな商品・サービス向上に活用する他、事業計画策定の

基礎資料として活用する目的で個別事業者需要動向調査を実施する。 

 

（支援対象者） 

「唐沢そば集落」を中心とした村内１６店舗のそば店事業者 

 

（調査方法） 

新そばの収穫で賑わう期間に実施される「新そば味わい週間（１１月中旬の１週間）年１

回開催」を利用する。調査項目等は事業者と統括経営支援員等が共同で作成する。事業者は

各店舗に訪れてそばを食べた来客者に対し備付けのアンケート用紙に記入を促し調査を実施

する。統括経営支援員等は調査結果を集計・分析する。分析は、内部専門家である上席専門

経営支援員、外部専門家及び分析機関等と連携を図り、調査結果は解り易くまとめ、統括経

営支援員等の巡回指導や窓口指導を通じ個社の事業者へ提供する。 

 

（頻度・サンプル数） 

１店舗あたり１日１０名×７日間（合計７０名） 

 

（調査項目） 

事業者の中には、既存メニューの売上向上を目指す者、新メニューの展開で売上向上を目

指す者等が想定されるため、個社別に事業者と統括経営支援員等が相談して調査項目を設定

する。 

＊例えば、既存メニューの売上向上を目指す場合 

①年齢・性別 ②居住地 ③食べたメニューの種類 ④味付・盛付 ⑤麺の茹で具合・形

状 ⑥量 ⑦価格 ⑧満足度 ⑨意見・要望 他 

＊例えば、新メニュー展開で売上向上を目指す場合 

①年齢・性別 ②居住地 ③味付・盛付 ④麺の茹で具合・形状 ⑤量 ⑥価格 ⑦満足

度 ⑧意見・要望 他 

 

（活用方法） 

個社により調査目的・調査項目が明確となるため、既存メニューの売上向上を目指す場合、

改善点を理解し、メニューの改善・改良に活用することができ事業計画策定の基礎資料とす

ることが出来る。新メニュー展開で売上向上を目指す場合、新メニューが消費者ニーズにマ

ッチしているか確認できると共に、改善点を理解し、改善・改良に活用することができ新た

な需要の開拓に結び付けることが出来る他、事業計画策定の基礎資料とすることが出来る。 

 

（提供方法） 

調査集計をし、分析は統括経営支援員等の他、各専門家や分析機関を活用し、解り易くま

とめ統括経営支援員等が巡回指導や窓口指導を通じ個社の事業者に調査結果を提供する。 

 

（小規模事業者に対する効果） 

消費者ニーズが明確になることで事業者が気付かなかった改善点等が発見でき、メニュー

の改善・改良等に積極的に役立てることができ、売上向上に結び付けることが出来る。 
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【目標】 
調査内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

サンプル数（１店舗あたり） 0 70 84 84 84 84 

支援事業者数 0 16 16 16 16 16 

※２年目以降はサンプル数を増加させる。 

※２年目以降はそば店以外の飲食業、小売・サービス業、卸売業等についても事業者と統括経営支援員等が共同

で調査方法、調査項目等を検討し個別事業者需要動向調査を実施する。 

 

（２）住宅リフォーム工事関連グループ事業者の需要動向調査（ＢtoＣ）＜新規事業＞ 

（目的） 

平成２４年度～平成２８年度まで実施されていた村の「住宅リフォーム補助金」は大変好

評であり、村が工事総金額等を集計した結果から、需要がかなり多くあることが裏付けられ

た。しかし、平成２９年度は財政上の問題で取止めになったことから住宅リフォーム工事関

連事業者への受注量の減少が懸念される。この課題を解決するには、待つ経営の姿勢から攻

める経営の姿勢に転じてもらうよう住宅リフォーム工事関連グループ事業者を商工会として

支援する。具体的には「６．新たな需要の開拓に寄与する事業」における販路開拓支援であ

る「山形村産業フェア」のブースに「住宅なんでも相談会」を設置する機会を利用して、自

社ＰＲを兼ねると共に住宅リフォーム工事の消費者ニーズを把握するために需要動向調査を

実施する。 

 

（支援対象者） 

住宅リフォーム工事関連グループ事業者 

 

（調査方法） 

「山形村産業フェア（「道祖神と新そば祭り」と同時開催１１月中旬の１日開催）」におけ

る出展ブースに「住宅なんでも相談会」を設置し、相談ブースに訪れた相談者に対してグル

ープ事業者が聞き取りによるアンケート調査を行う。 

 

（頻度・サンプル数） 

１日５０名 

 

（調査項目） 

調査項目は住宅リフォーム工事関連事業者と統括経営支援員等が共同で作成する。例えば 

① 年齢・性別・世帯構成 ②住宅の築年数 ③建物の構造 

④検討しているリフォーム工事の箇所 ⑤工事会社を決める場合に重視する点 

⑥住宅に関する困り事(検討しているリフォーム工事の箇所以外) 他 

 

（活用方法） 

住宅リフォーム工事関連グループ事業者間で情報の共有化がなされ共通意識のもと営業活

動の際に消費者の望むリフォーム箇所の工事の他、周辺工事及び付随工事の提案もすること

が可能となる。 

 

（提供方法） 

調査集計をし、分析は統括経営支援員等の他、各専門家や分析機関を活用し、解り易くま

とめ統括経営支援員等が巡回指導や窓口指導を通じてグループ事業者に調査結果を提供す

る。 

 

（小規模事業者に対する効果） 

「住宅リフォーム補助金」に頼ることなく、グループ事業者間で新たな販路開拓に結び付

けることができ、持続的経営が期待できる他、事業計画策定の基礎資料とすることが出来る。 
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【目標】 
調査内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

サンプル数 0 50 60 70 80 80 

支援事業者数 0 5 7 7 10 10 

※２年目以降はサンプル数を増加 

 

（３）工業展出展により新たな販路開拓を行う事業者の需要動向調査（ＢtoＢ）＜新規事業＞ 

（目的） 

   工業展（"諏訪圏工業メッセ"等）に出展する事業者に対して、形式的で受動的な出展にな

らないようバイヤー・メーカー等の需要動向を的確に把握し、効果の出る出展内容となるよ

う商工会として支援する。 
 

（支援対象者） 

工業展出展により新たな販路開拓を行う事業者 

 

（調査方法） 

  出展前の事前調査として、諏訪圏工業メッセ実行委員会が行った「諏訪圏工業メッセ

（2016）の開催効果に関する調査」（調査・分析は（一財）長野経済研究所）のアンケート

調査結果が公表されており、調査対象は来場者・出展者双方に実施した需要動向等の調査を

参考にする。 
  実際の調査項目等及び回答（複数回答）結果の抜粋は次のとおりである。出展者の業種は、

機械系製造業等が約 70％、その他が約 30％である。来場者の職種（業種）は機械系製造業・

その他製造業が約 60％、一般・学生が約 40％である。出展者に対する調査項目は、出展目

的・出展目標・受注のポイント・出展に向けての活動・出展の効果等である。来場者に対す

る調査項目は、来場目的・来場効果等である。出展者の出展目的は、新規取引先の開拓 68.3％、

自社の知名度向上 47.1％、来場者と出展者との情報交換 31.7％となっている。一方来場者の

来場目的は、企業の情報収集 31.4％、新規取引先の開拓 19.6％、既存取引先の製品見学 17.7％
となっている。 
この調査結果を分析すれば、例えば新規取引先の開拓を目指す出展者は来場者の業種や目

的を把握し、自社の情報提供方法と技能・技術等を如何に来場者へアピールするかが鍵とな

ることが伺える。その他調査項目全体にわたり統括経営支援員等の他、外部専門家で連携先

でもある本調査・分析を実施した（一財）長野経済研究所調査部の研究員と共に分析し、そ

の結果を踏まえ出展する事業者の目的、目標等を明確にしてもらい「"諏訪圏工業メッセ"（１

０月中旬の３日開催、来場者数約 25,000 人、450 出展ブース）に出展し、自社の出展ブース

に訪れた来場者（バイヤー・メーカー等）に対して、事業者と統括経営支援員等が共同で作

成した調査項目により事業者と統括経営支援員等が聞き取りによりアンケート調査を実施す

る。 
 

（頻度・サンプル数） 

１日２０名（合計６０名） 

 

（調査項目） 

出展する事業者により製品が異なるので、事業者と統括経営支援員等が調査項目を共同で

作成する。例えば、①形状 ②デザイン ③材質 ④使い良さ ⑤要望 他 

 

（活用方法） 

自社製品の評価を得ることで改善・改良に役立てることが可能となる。 

 

（提供方法） 

調査集計をし、分析は統括経営支援員等の他、各専門家や分析機関を活用し、解り易くま

とめ統括経営支援員等が巡回指導や窓口指導を通じて出展事業者に調査結果を提供する。 
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（小規模事業者に対する効果） 

出展事業者の製品に対して、バイヤー・メーカー等の視点から意見・要望等を聞くことが

でき、事業者では気付かなかった製品の改善点が発見でき、改善・改良を加えることが出来

るようになり、新たな販路開拓に結び付けることが可能となる。また、事業計画策定の基礎

資料とすることが出来る。 

 

【目標】 
調査内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

サンプル数（1社あたり） 0 60 75 75 75 75 

支援事業者数 0 2 2 3 3 4 

※２年目以降はサンプル数、支援事業者数を増加 

 

（４）「やまっちそば」提供事業者に対する品目別需要動向調査＜継続拡充事業＞ 

（目的） 

山形村の地域資源は「そば」である。 

この「そば」に関して平成２７年度当会が「信州・松本そば祭り」（平成２７年１０月１０日

～１２日の３日間、来場者約１６万人）において調査事業として山形村ブース来場者１１２

名に対し聞き取り調査を実施した結果、前述の山形村の「唐沢そば集落」の認知度は５５％

で高数値であった。また、地域特産の長芋とそばを利用した前述の「やまっちそば」の認知

度は２４％で低数値であった。その中で品目別需要動向調査において「やまっちそばを食べ

た満足度は」４９％で高数値となった。 

この結果から「やまっちそば」の認知度は低いが、実際に食べた満足度は高い結果が得ら

れた。この調査の結果を踏まえて今後は、「やまっちそば」の認知度を向上させ、「やまっち

そば」提供事業者の販路開拓・拡大に繋げるよう需要動向調査を継続的に実施し、提供事業

者を支援する。また、提供事業者以外のそば店にも情報を提供し「やまっちそば」の普及・

拡大を目指す。 

 

（支援対象者） 

「やまっちそば」の提供事業者及び提供事業者以外のそば店 

 

（調査方法） 

次の両イベントを利用する。 

① 県内外から来場者が訪れる「信州・松本そば祭り」を利用して、山形村ブースに訪れ「や

まっちそば」を食べた人を対象に事業者及び統括経営支援員等が聞き取りによるアンケ

ート調査。 

② 村内、近隣市村から来場者が訪れる「道祖神と新そば祭り（１１月中旬の１日開催、来

場者約１,５００名）」を利用して、「やまっちそば」を食べた人を対象に事業者及び統括

経営支援員等が聞き取りによるアンケート調査。 

 

（頻度・サンプル数） 

①「信州・松本そば祭り」年１回３日間開催 １日５０名（合計１５０名） 

②「道祖神と新そば祭り」年１回１日間開催 １日５０名（合計５０名） 

 

（調査項目） 

両イベント共に事業者と統括経営支援員等が共同で調査項目を作成する。例えば、 

① 年齢・性別 ②居住地 ③味付・盛付 ④麺の茹で具合・形状 ⑤量 ⑥価格 

⑦「やまっちそば」の認知度 ⑧「やまっちそば」の満足度 他 

 

（活用方法） 

両イベントで提供する「やまっちそば」は、標準的な商品である。提供事業者は各々特徴

を持たせた「やまっちそば」を提供しているので、標準的な商品に対する評価結果を個社提

供の商品と比較し、改善・改良に活用することができる。 
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（提供方法） 

分析は、統括経営支援員等の他、各専門家や分析機関を活用し、統括経営支援員等が巡回

指導等により「やまっちそば」提供事業者である１１店舗に調査結果を提供する。また、「や

まっちそば」の普及・拡大を推進するため、「やまっちそば」提供事業者以外（５店舗）のそ

ば店にも情報提供を行う。 

 

（小規模事業事業者に対する効果） 

①個社では気付かなかった改善点等が発見でき、メニューの改善・改良等に役立ち、売上増

加に繋げることができる。 

②提供事業者以外のそば店は、新メニューに「やまっちそば」を取込む機会が創出される。 

③「やまっちそば」提供事業者で構成されている「やまっちそば提供店連絡会議（年１～２

回開催）」の場で、この需要動向調査の結果を提供することで、標準的な「やまっちそば」

の改善にも役立ち品質向上が期待できる。また、事業計画策定の基礎資料とすることが出

来る。 

 

【目標】 
調査内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

信州・松本そば祭りサンプル数 0 150 180 180 180 180 

道祖神と新そば祭りサンプル数 0 50 60 60 60 60 

支援事業者数 0 16 16 16 16 16 

※２年目以降はサンプル数を増加させる。 

 

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》 

観光資源として、「慈眼山清水寺」や村内に４０体余りある「道祖神」の活用が期待される

反面、「慈眼山清水寺」は大型バスでの入り込みが難しく、「道祖神」は全国的にも名が知れた

「高遠石工」の作品が多く、安曇野の道祖神にひけを取らないがロケーションや宣伝手法等に

より知名度は低い。資料として道祖神のパンフも手作りの物しかなく、観光ツアーの受入にも

消極的であり、観光資源としての有効活用がなされていないのが課題である。 

建設業は、「住宅なんでも相談会」をこれまで５回開催し、新たな需要の掘り起こしを行っ

てきているが来場者が少なく受注拡大への成果に乏しい。 

商業は、消費拡大への取組として平成２７年度に村が発行するプレミアム商品券を村内の大

型店以外の事業所での３割の利用を目標に「ダブルプレミアム企画～さらにお得キャンペーン

～」を実施し、抽選会等の企画を行ったが、大型店等での利用率が８５.４％であり、目標に

は及ばなかった。 

工業は、これまで効果的な事業の実施に至っていない。 

これらの現状を踏まえて既存事業等をブラッシュアップさせることと、小規模事業者の課題

でもある新たな需要の開拓に結び付けるよう、支援団体として事業を創出させることで、持続

的発展に繋げていけるかが課題である。これらを改善するために次の手法で実施する。 

 

《支援に対する考え方と目標》 

各種動向調査や経営状況分析から得られた情報を踏まえながら、小規模事業者の売上増加を

目指すために、既存事業等をブラッシュアップさせ、新たな需要の創出による事業を展開する

ことで販路開拓・拡大を目標とする。 

 

（１）観光関連事業者支援 

観光関連事業者の支援として、道祖神案内用のパンフレットを作成（２,０００部）すると

共に、ホームページにも掲載してＰＲ活動用として積極的に活用していく。また、道祖神観

光ツアーの受入対応のための、道祖神の案内人の人材育成（村全体の道祖神を説明者できる

者が１名しかいない）は急務であり、行政、観光協会と連携を図りながら育成セミナーを開

催し対応していく。道祖神案内人育成セミナー 
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（２）飲食事業者支援 

飲食業事業者の支援として、唐沢そば集落と村内に点在するそば店１６店舗の特徴（そば

への拘り・味、メニュー等）を紹介するパンフレットを更新して作成（２,０００部）し、ホ

ームページにも掲載する。（１）で作成したパンフレットと合わせて、各種イベントでの配布

や各そば店に配置し、そば店の周遊を誘客させ消費拡大に繋げる。また、「やまっちそば」提

供事業者のパンフレットを作成し、ホームページにも掲載して「やまっちそば」の知名度向

上と消費拡大を図る。新たな需要の開拓として、出展実績のある「信州・松本そば祭り」、「道

祖神と新そば祭り」など各種イベントに出展して作成した各種パンフレットを有効活用する

ことで、村内のそば店への来店者の増加を図る。 

 

（３）工業事業者支援 

工業事業者の支援として、懸案事業である毎年諏訪市で開催される“諏訪圏工業メッセ”

へ新たな取引先を開拓するための販路開拓と事業者の知名度向上を図る目的で、出展の機会

を創出する。出展には商工会が積極的に関わり、準備から商談後のフォローまで伴走型支援

をする。工業展への出展支援 

 

（４）建設業・商業・工業事業者支援 

建設業・商業・工業事業者の支援として、新たな需要の開拓を目指して、継続拡充事業と

して商工会主催の「山形村産業フェア」への出展支援をする。本産業フェアの目的は、山形

村の商工業製品並びに特産品等を広く内外に宣伝紹介し、受注引き合い等の拡大を図り、生

産技術の向上と共に産業の振興と地域文化の向上に資することを目的とする。「山形村産業フ

ェア」 

 

（５）建設業支援 

「住宅なんでも相談会」を開催し、新たな需要の掘り起こしを行ってきているが、来場者

が少なく、受注拡大への成果に乏しい状況を打開するために、「山形村産業フェア」へブース

出展し、来場者数の確保が期待できることからＰＲ活動を促進し、受注開拓及び拡大に繋げ

る。「住宅なんでも相談会（山形村産業フェアへのブース出展）」 

 

（６）観光関連・農商工関連事業者支援 

地域資源を最大限有効活用し、地域産業の総合力を駆使して、地域産業の活性化を図り、

地域内資金循環を促すこと等を目指すため、新規事業として「着地型観光パッケージ」を創

出させ、総合支援を実施していく。「着地型観光パッケージ」 

 

（７）６次産業化推進支援 

商工会で実績のある６次産業化総合化計画の作成支援の実績を踏まえ、村の創生総合戦略

で６次産業化、法人化等の農業経営の多角化を推進し、地域農業の活性化を図ることが盛り

込まれているので、商工会は行政及びＪＡと連携を図りながら６次産業化を推進していくた

めに、６次産業化総合化計画作成支援セミナーを実施する。「６次産業化総合化計画策定セミ

ナー」 

 

《事業内容》 

（１）道祖神案内人育成セミナー＜新規事業＞ 

観光資源である道祖神のＰＲ強化のため、案内人の人材育成を目指した「道祖神案内人育

成セミナー」を行政及び山形村観光協会と任意組織である山形村史談会とも連携を図り開催

し、人材育成支援を実施する。 

 

【目標】 
内  容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

道祖神案内人育成セミナー回数 0 4 2 2 2 2 

道祖神案内人育成人数 0 2 2 3 3 3 
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（２）工業展への出展支援＜新規事業＞ 

新たな取引先を開拓するため“諏訪圏工業メッセ”への出展を支援する。出展形態等は、

出展希望事業者を募り、検討会等を設け出展実施に向けて支援していく。 

 

【目標】 
内  容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

諏訪圏工業メッセ出展者数 0 2 2 3 3 4 

諏訪圏工業メッセ商談件数 0 2 3 3 4 5 

諏訪圏工業メッセ受注件数 0 1 1 2 2 3 

 

（３）「山形村産業フェア」＜継続拡充事業＞ 

「道祖神と新そば祭り」と同時開催とし、総合力で相乗効果を狙い、村内の小規模事業者

等による飲食や物販はもとより、製造業、建設業等の事業者に出展を促し、新たな需要を喚

起する。飲食ブース出展者の売上目標は前年比の２割強を目標とする。「道祖神と新そば祭

り」は、これまで２７回開催しており、１,５００人以上の来場者を得ている。この機会を利

用し、地域産業のＰＲと共に新たな賑わいを創出する。平成２８年１１月には第１回開催と

して実施したところ相乗効果が発揮され多数の来場者で賑わい各事業者のブースは盛況であ

った。平成２９年度は改善等を精査した上で継続拡充事業として更なる発展を目指し実施す

る。 

 

【目標】 
内  容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

山形村産業フェア出展者数 17 18 20 20 22 24 

飲食ブース出展者 

売上目標額(前年比) 
0% 120% 110% 110% 110% 110% 

 

（４）「住宅なんでも相談会」（山形村産業フェアへのブース出展）＜継続拡充事業＞ 

村内の事業者のＰＲの場が少なかったため、既存事業の「住宅なんでも相談会」を山形村

産業フェアの出展ブースに配置する。相談者にはアフターフォローを徹底し、更なる需要の

掘り起こしを行い、受注開拓及び拡大の機会を創出する。 

 

【目標】 
内  容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

住宅なんでも相談会出展者数 5 5 7 7 10 10 

住宅なんでも相談会商談件数 0 10 15 15 20 20 

住宅なんでも相談会受注件数 0 2 3 3 5 5 

 

（５）「着地型観光パッケージ」＜新規事業＞ 

地域資源を最大限有効活用し、地域内産業の活性化を図り、地域内資金循環を促すこと等

を目指す。後述する「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」の中の「１．観光振興ビジョン

による取組」の４つのグループとも連携を強化する中で、行政、商工会役員、山形村観光協

会役員、農産物生産者、地域住民、松本大学観光ホスピタリティ学科の白戸洋教授や学生等

をメンバーにして、“山形村着地型観光パッケージプロジェクトチーム”を発足し、実施に向

けてアイディアの出し合い等を行い、検討会議等を経ながら情報を共有し、『新たな顧客を増

やす』、『滞在時間を延ばす』、『滞在時間内の消費金額を増やす』をテーマに掲げ、平成３０

年度にモニターツアーを実施する。 

また、地域資源活用型産業における商品開発・企画からデザイン、製品化、販路開拓等の

一環した指導を長野県地域資源製品開発センターの総合プロデューサー 五味英紀氏に依頼

し、また、旅行会社とも連携を図りながら平成３１年度春のスタートを目標とする。現段階

では、具体的なパッケージ内容、数値目標を本計画書に盛り込むことは出来ないが、各関係

機関等と連携を図ることにより、地域産業及び小規模事業者の発展を支援していく。 
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【目標】 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

着地型観光パッケージ会議等 

開催回数 
0 5 6 6 6 6 

 

（６）「６次産業化総合化計画策定セミナー」＜新規事業＞ 

行政やＪＡ等の関係機関と連携し、６次産業化に意欲的に取り組む小規模事業者を掘り起

し、６次産業化総合化計画策定セミナーを開催する。講師は、株式会社日本政策金融公庫の

農業経営アドバイザーの税理士・中小企業診断士である櫨川岳男氏に依頼し、計画作成支援

や農商工連携、各種農業振興施策や小規模事業者支援施策の活用に向けた支援を統括経営支

援員等と共に行う。 

 

【目標】 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

６次産業化総合化計画策定 

セミナー回数 
0 1 1 1 1 1 

６次産業化総合化計画策定 

支援者数 
0 2 2 2 2 2 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．観光振興ビジョンによる取組 

商工会が事務受託している観

光振興事業（観光協会事業）によ

り、平成２４年度に「山形村観光

振興ビジョン」を作成。基本理念

として、「豊かな自然を活かし

た、心にふるさとを感じられる観

光地域づくりを目指す！」とし、

山形村の観光資源を磨き上げ、村

内はじめ県内外からの来客を呼

び込むことにより、地域経済の活

性化を目指したものである。平成

２５年度から平成２９年度の５

ヶ年に亘り、「はじめの１歩プロ

ジェクト」として、観光振興ビジ

ョンの４つのグループによる活

動を開始し、現在に至っている。 

商工会としては、地域の総合的

経済団体であり、地域資源を最大

限活用した「着地型観光パッケージ」を創出する上で、“山形村着地型観光パッケージプロジ

ェクトチーム”にこのメンバーを参画させアイディアを出し合う中で、意識の共有を図りなが

ら更に連携を強化し、地域産業の発展及び地域の活性化を共に図っていく。 

 

（１）農業グループ「やまっち村新鮮組」 

年間を通じて豊富な種類の作物の栽培ができる山形村の農業の強みを生かして、新鮮な野

菜、果物等の詰め合わせを全国に配送し、山形村のＰＲに努めている。 

 

（２）食グループ「やまっちの台所」 

遊休農地を活用して「そば」を栽培し、「道祖神と新そば祭り」等のイベントで山形村産の

「そば」をＰＲしている。また、農産物を活用した山形村独自の土産品の研究開発を行って

いる。 
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（３）文化財グループ「やまっち村古（いにしえ）の心伝承隊」 

およそ１３００年前に建立された清水寺の理解を深め、語り継いでいくため、平成２８年

度紙芝居を製作し、ホームページで公開している。 

 

（４）情報発信グループ「やまっち村情熱発信倶楽部」 

村民から地域の様々な情報を供してもらい、地元の魅力満載のホームページを作成し、新

鮮な情報を提供することで、観光客の誘客を図っている。 

 

２．観光振興への新たな挑戦 

（１）水車研究会の発足 

山形村の「そば」の歴史は唐沢の「水車」が原点であり、その歴史的価値を見直し、保存・

継承が必要であり、そのための組織として平成２７年１０月２６日に発足準備会を開催し、

平成２８年１月２０日に地元有識者を交え７名の委員により「水車研究委員会」を発足した。 

また、観光シンボルとしての「水車」建設に向けて、「水車建設研究会」による研究を平成

２７年度当初より行い、「水車」による観光振興への対応を検討している。新たな観光資源と

なる可能性があることから、商工会としても期待しているところであり、今後も連携を図り

ながら事業推進を目指していく。 

 

（２）長芋料理研究会の発足 

山形村の特産である長芋を使った料理の普及及び村内そば店などの飲食店での長芋料理の

提供品目の拡大を目的に料理研究を行う。 

平成２８年度は、全国展開を目標に長野県の「地域発元気づくり支援金」の交付を受けて、

「信州山形村産長芋料理の開発及びレシピ集」の制作及び「やまっちそば」普及事業に取り

組み、レシピ集を行政、ＪＡ、各飲食店、近隣市町村に配布した。「やまっちそば」普及事業

としては、食品サンプルを製作し、「やまっちそば」提供事業者に配布した。このレシピ集は、

大変好評を博し短期間で在庫切れ状態となり長芋料理の関心の高さが伺えた。また、飲食店

において新メニューとして取り入れた店もあり、販路拡大に繋がっている店も少なくない。 

そこで、平成２９年度も長芋料理の更なる普及とレシピ集の充実を図るため同支援金を申

請したところ再度採択された。これにより配布部数は昨年度より大幅に増加するため広範囲

にわたりプロモーション活動が可能となりその効果が期待される。 

また、平成２７年度に続き平成２８年度の独立行政法人中小企業基盤整備機構事業である

「ふるさとプロデューサー育成支援事業」（受入団体：一般財団法人長野経済研究所）により、

長芋を利用して、新たに飲食店等でのメニュー化を目指し、新商品開発を行った。また、商

工会と連携を図る中で、商工会主催で平成２８年度第１回開催となる「山形村産業フェア」

へ試作品を出展し、消費者の需要動向を探った。この需要動向調査の結果は、商工会と情報

共有し、商工会は本事業計画の各種支援及び情報提供に活用していく。 

いずれも地域経済における活性化を目指す上では、地域の特性を活かすことで、地域ブラ

ンド確立及び賑わいを創出できる整備が整いつつある。今後も各関係者及び各関係機関と連

携を図る中で、小規模事業者の持続的発展を目指していく。 

 

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 

《現状と課題と今後の取組》 

本事業計画を円滑に遂行するためには、小規模事業者を伴走型支援で総合的に支援する必要

があるが、現状での支援機関等との連携では希薄であるため、次のように連携の強化を図って

いく。 

 

（１）朝日村商工会との広域連携体制の強化 

平成１９年度より継続している広域連携〈山形村商工会・朝日村商工会〉による統括経営

支援員等の相互支援により、体制強化を図ることで連携商工会間の小規模事業者への支援事
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業の円滑推進と支援能力向上を図る。既に開催している月１回の広域連携事務局会議で各種

動向調査及び経営分析等で得られた結果を共有することで、支援ノウハウ等の情報交換を強

化し、ＯＪＴの精度を上げる。 

 

（２）長野県商工会連合会の中期マスタープランの運用開始により、平成２６年度から経営支援

センター筑摩野グループ（構成５商工会：山形村商工会・朝日村商工会・松本市波田商工会・

筑北村商工会・麻績村商工会）による広域支援体制のもと、月１回各商工会の統括経営支援

員等で定例検討会議を行い、各地域の小規模事業者の需要動向、支援ノウハウ等について支

援策・情報交換等をする中で、支援能力の向上を図っている。また、内部専門家である上席

専門経営支援員や外部専門家を交えた高度・専門的な支援に至るまで、それぞれステージⅠ

からⅢまでの支援体制（注１）により、事業者に寄り添った支援体制を設け実施する。 

 

（注１）長野県商工会連合会では、中期マスタープランにより小規模事業者の経営相談内容に応じて寄り添った伴走

型の新支援体制が構築された。 

 

ステージⅠ⇒１企業に対して１人の支援員が行う支援業務で、商工会の窓口等で行う金融、税務、労務、記帳など、

基礎的な支援が中心の業務。 

ステージⅡ⇒ステージⅠに解決困難な相談案件や判断に迷う相談案件が寄せられた場合、ステージⅡの複数の支援員

がチーム力をもってステージⅠの業務を後方から支援する。ステージⅡの検討会議では複数の支援員の

様々な角度から案件の検討を行い、最適な解決策や手順を提案する。 

ステージⅢ⇒ステージⅡで解決が困難な相談案件は、上席専門経営支援員が常駐するステージⅢで解決策の検討を行

う。さらに必要に応じて専門分野の支援員、外部専門家を招へいすることができ、より専門的な支援を

行うことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）金融機関等との連携 

日本政策金融公庫松本支店国民生活事業及び長野支店農林水産事業、株式会社八十二銀行

波田支店、株式会社長野銀行波田支店、松本信用金庫山形出張所、長野県信用保証協会等と

ステージⅠ～ステージⅢ 
相談内容に応じた支援体制イメージ図 
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の連携により、情報共有、支援ノウハウの共有、四半期に一度開催の「地域経済動向合同連

絡会議」（仮称）のヒアリング調査、小規模事業者経営発達支援資金（株式会社日本政策金融

公庫）による持続発展に取組む小規模事業者支援、金融円滑化対策支援等を行う。 

 

（４）各支援機関との連携 

長野県商工会連合会、近隣商工会議所、長野県中小企業団体中央会、一般財団法人長野経

済研究所などとの連携により半年に一度、小規模事業者に対しての支援事例等の情報・支援

ノウハウの共有を図り、経営支援を強化する。 

 

（５）行政機関との連携 

小規模事業者に対して、本事業計画の各種事業を推進するにあたり、行政とのより一層の

連携を図ることで、四半期に一度開催の「地域経済動向合同連絡会議」（仮称）のヒアリング

調査等の折に必要な情報を提供してもらい、共有化を図り小規模事業者を支援していく。 

 

【目標】 
内  容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

朝日村商工会との広域連携事務局

会議回数 
12 12 12 12 12 12 

経営支援センター筑摩野グループ

定例検討会議回数 
12 12 12 12 12 12 

金融機関等との連携会議回数 0 4 4 4 4 4 

各支援機関との連携会議回数 0 2 2 2 2 2 

行政機関との連携会議回数 1 4 4 4 4 4 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

《現状と課題と今後の取組》 

長野県商工会連合会「商工会中期マスタープラン」による組織編成が行われ、広域支援体制

となったことにより、商工会職員の指導能力の向上が図られている。また、各種研修やＷＥＢ

研修等で知識を習得できる環境でもある。今後は、職員が本事業計画の主旨を十分理解した上

で、ベクトルを合わせ、伴走型支援により小規模事業者を支援実施するため、更に資質向上す

ることが肝要であり、次のようにスキルアップを目指す。 

 

（１）セミナー、研修会への参加 

長野県商工会連合会、長野県、中小企業大学校（独立行政法人中小企業基盤整備機構）及

び関係団体等が開催する研修等に参加し、知識を習得し、資質向上に努める。 

 

（２）月例職員会議・月例広域連携事務局会議における勉強会の充実 

毎月の職員会議・広域連携事務局会議において、必要に応じ他の職員も交え勉強会を開催

し、支援ノウハウのスキルアップ及び共有化を図る。 

 

（３）ベテラン統括経営支援員、上席専門経営支援員との連携指導 

ベテラン統括経営支援員の指導に同行し、その指導ノウハウの学習を通じスキルアップを

図る。 

 

（４）ＯＪＴ、ＷＥＢ研修等による自己研鑽 

専門家の活用を月１回以上実施し、同行することでＯＪＴにより支援ノウハウを習得する。

また、指導能力向上意識を常に持つことにより、通常の統括経営支援員等の業務におけるＯ

ＪＴ効果を高め、実際の指導に役立てる。さらにはＷＥＢ研修等による自己研鑽によるスキ

ルアップを図る。 

 

（５）商工連作成の支援ツール等の活用 

統括経営支援員等の業務におけるＯＪＴ効果を高めるため、実際の指導事例である「経営
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支援事例データベース蓄積検索システム」、専門グループ作成の各業種別の「作業標準書」等

により自己研鑽及びスキルアップを図る。 

 

（６）職員間の研修及び情報の共有化 

月例職員会議の充実を図り、各種需要動向調査及び経営分析結果等を報告し、情報の共有

化を行っていく。また、各職員の小規模事業者への支援事例等（相談内容、課題、支援ノウ

ハウ等）のデータベース化を図り、ファイルで共有することで、統括経営支援員等が不在の

時でも活用できるシステムを構築し、全職員が小規模事業者の相談に対応できる職場体制作

りを実施する。 

 

【目標】 
内  容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー・研修会参加回数 4 4 4 4 4 4 

月例職員会議回数及び月例広域連

携事務局会議回数（各回） 
12 12 12 12 12 12 

筑摩野グループ検討会議回数 12 12 12 12 12 12 

上席専門経営支援員等との連携指

導回数 
4 4 4 4 4 4 

専門家活用回数 12 12 12 12 12 12 

支援ツール等の活用回数 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

職員間の研修回数 12 12 12 12 12 12 

 

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 

《現状と課題と今後の取組》 

現在、事業の実施状況や評価、見直しを行うのは理事会のみであり、計画的な評価、見直し

等を行う仕組み等により評価・検証を行い、小規模事業者に対しての支援強化を図る。 

 

（１）長野県商工会連合会、外部有識者の山形村副村長・産業振興課長、商工会役員及び外部専

門家の中小企業診断士等で組織する「経営発達支援事業検証委員会」を発足させ、年１回、

事業の実施状況を確認、成果を評価・改善策の提示を行う。 

 

（２）経営発達支援事業検証委員会の意見を参考に、商工会内で事業計画の検証を行い、各年の

詳細な事業計画を立てる。 

 

（３）月例の事務局会議・連携事務局会議において事業の実施状況を確認し、必要な措置をとる。 

 

（４）事業計画の策定及び実施状況は理事会へ報告し、承認を得る。 

 

（５）事業の成果・評価・見直しの結果を「山形村商工会」のホームページ 

（http://asa-yama.com/yamagata）に公表し、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態にする。 
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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２９年１１月現在） 

 

（１）組織体制（事務職員数５名） 

事務局長１名、統括経営支援員１名、経営支援員１名、記帳支援職員１名、事務職員１名 

合計５名が中心となり経営発達支援事業を実施。 

 

（２）実施体制 

事務局長が事業遂行総括責任者となり、事業の全体の進捗状況等を確認・把握し、事業の

推進を図っていく。統括経営支援員と経営支援員が各種の事業を実施し、記帳支援職員及び

事務職員がサポートをする。 

 

事業統括責任者   林 和男  （山形村商工会長） 

事業遂行総括責任者 大槻知成  （山形村商工会事務局長） 

事務遂行者     小林和也  （山形村商工会統括経営支援員） 

事務遂行者     筒井久美子 （山形村商工会経営支援員） 

事務遂行者     神通川ひとみ（山形村商工会記帳支援職員） 

事務遂行者     島崎真代  （山形村商工会事務職員）兼観光協会 

 

（３）組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形村商工会の組織概要 

設立 昭和３６年２月 

役員 ２１名（会長１名、副会長２名、理事１６名、監事２名） 

会員 １５６名 

 

（４）連絡先 

山形村商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所 〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村 2025-8 

電話番号・FAX番号 TEL:0263-98-2200 FAX:0263-98-4004 

E-mail shoukou@go.tvm.ne.jp 

 



- 27 - 
 

（別表３） 
経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 
 平成 30年度 

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

必要な資金の額 2,470 2,420 2,270 2,320 2,270 

 

小規模企業対策事業費 

 

・経営分析事業費 

・事業計画策定事業 

・需要動向調査事業 

・産業フェア関連費 

・着地型観光パッケージ関連費 

・そばガイド・パンフ作成費 

・やまっちそばパンフ作成費 

・道祖神ガイド育成費 

・道祖神パンフ・マップ等製作費 

2,470 

 

130 

70 

70 

1,000 

500 

0 

300 

100 

300 

2,420 

 

130 

70 

70 

1,000 

 700 

350 

0 

100 

0 

2,270 

 

130 

70 

70 

1,000 

700 

  0 

  300 

0 

0 

2,320 

 

130 

70 

70 

1,000 

700 

350 

0 

0 

0 

2,270 

 

130 

70 

70 

1,000 

700 

0 

300 

0 

0 

（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 

国補助金・県補助金・村補助金・一般財源（会費、手数料等収入） 

（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．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

・連携機関とのヒアリング調査 

景気動向調査結果と連動させた分析は、一般財団法人長野経済研究所調査部と連携して行

う。四半期ごとに行政、金融機関、各関係機関との「地域経済動向合同連絡会議」（仮称）で

ヒアリング調査を行い、各方面から景気動向の情報を収集し調査の精度を上げる。結果は統括

経営支援員等の巡回指導等で小規模事業者への経営支援の一環として情報提供する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

・経営分析事業 

小規模事業者の経営分析をするために、一般財団法人長野経済研究所調査部と分析項目の検

討及び結果分析を行う。また、分析にあたり統括経営支援員等への助言を得る。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】  

・事業計画策定事業（事業計画策定セミナー、事業承継個別相談会、創業計画策定セミナー、第

二創業計画策定セミナー） 

小規模事業者が事業計画策定にあたり、株式会社ＭＫコンサルティングから容易に事業計画

ができ、計画の検証や修正等に使い勝手の良いツールと手法について助言を得るため、事業計

画策定セミナーを開催し、事業者支援にあたる。 

事業承継を課題とする小規模事業者に対して円滑な事業承継を図るため、長野県商工会連合

会と連携を図りながら、公益財団法人長野県中小企業振興センター、長野県事業引継ぎ支援セ

ンター、ミラサポ、よろず支援拠点の専門家派遣事業の活用や個別相談会の講師も依頼し、事

業者の支援にあたる。 

新規開業予定者の支援には、創業計画策定セミナーを開催し、株式会社ＭＫコンサルティン

グより助言を得て創業支援を実施する。 

 

４．事業計画策定後の支援に関すること【指針②】 

・各支援機関との連携によるフォローアップ支援事業 

資金面で支援を要する事業者には、日本政策金融公庫松本支店、各金融機関や行政と連携を

図り、最適な融資制度等の活用を支援する。資金面以外での高度・専門的な支援を要する場合

は、エキスパートバンク制度、公益財団法人長野県中小企業振興センター、ミラサポ、よろず

支援拠点の専門家派遣事業を活用し支援を実施する。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・需要動向調査事業（個社需要動向調査等、品目別需要動向調査） 

小規模事業者の各種需要動向調査をするために、一般財団法人長野経済研究所調査部と集

計・結果分析を行う。また、分析にあたり統括経営支援員等への助言を得る。 

 

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】 

・道祖神案内人育成セミナー 

観光資源である道祖神案内人の人材育成を、山形村教育委員会及び山形村観光協会と任意組

織である山形村史談会と連携を図り、セミナーを開催し、人材育成を実施する。 

 

・「着地型観光パッケージ」事業 

「着地型観光パッケージ」事業は、“山形村着地型観光パッケージプロジェクトチーム”（観

光振興ビジョンのグループメンバー、行政、商工会役員、山形村観光協会役員、農産物生産者、

地域住民、松本大学観光ホスピタリティ学科の教授と学生、長野県地域資源製品開発センター）

を発足させ、長野県地域資源製品開発センターの指導の下、実施に向けてのアイディア創出・
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企画を行う。 

 

・６次産業化総合化計画策定セミナー事業 

行政やＪＡ等の関係機関と連携し、６次産業化に意欲的に取り組む小規模事業者を掘り起

し、６次産業化総合化計画策定セミナーを開催する。講師は日本政策金融公庫の農業経営アド

バイザーに依頼し、計画作成支援や農商工連携、各種農業振興施策や小規模事業者支援施策の

活用に向けた支援を行う。 

 

７．地域経済の活性化に資する取組 

地域資源を最大限活用した地域ブランド及び地域の賑わい創出の取組として、観光振興ビジ

ョンの４つのグループ、水車研究会、長芋料理研究会と連携強化して総合的な支援をし、小規

模事業者の持続的発展を目指していく。 

 

８．他の支援機関と連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

・金融機関との連携 

日本政策金融公庫松本支店国民生活事業及び長野支店農林水産事業、株式会社八十二銀行波

田支店、株式会社長野銀行波田支店、松本信用金庫山形出張所、長野県信用保証協会等との連

携により、情報・支援ノウハウを共有し、小規模事業者への金融相談・指導が円滑に行われる

よう各金融機関との連携を強化していく。 

 

・各支援機関との連携 

長野県商工会連合会、近隣商工会議所、長野県中小企業団体中央会、一般財団法人長野経済

研究所などとの連携により、情報・支援ノウハウを共有する。また、「地域経済動向合同連絡

会議」（仮称）のヒアリング調査を通じて、地域企業等への指導事例の共有を図る。 

 

・行政機関との連携 

小規模事業者に対して、本事業計画の各種事業を推進するにあたり、山形村役場とのより一

層の連携を図ることで、「地域経済動向合同連絡会議」（仮称）のヒアリング調査等の折に必要

な情報を提供してもらい、共有化を図り小規模事業者を支援していく。 

 

９．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 

事業実施状況を客観的な視点から評価することにより、経営発達支援計画の見直しや推進方

法の変更を行う。 

連携者及びその役割 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

【連携者】 

①山形村副村長、山形村産業振興課長 藤沢洋史氏 

〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村 2030-1 TEL:0263-98-3111（代） 

《役割・効果・期待する支援等》 

村の創生総合戦略に盛り込まれている商工会と連携して商工業を育成するために、行政の観

点から各種統計データ、調査データ、各種行政施策、地域情報の提供してもらい、今後の村内

企業の経営動向の方向性に活用が期待できる。 

 

【連携者】 

②日本政策金融公庫松本支店 事業統括 髙坂英樹氏 

〒390-8535 長野県松本市中央 1-4-20 TEL:0263-33-7070 

③株式会社八十二銀行波田支店 支店長 安田良彦氏 

〒390-1401 長野県松本市波田アルペンビル TEL:0263-92-6282 

④松本信用金庫波田支店 支店長 高山和久氏 

〒390-1401 長野県松本市波田 9812-6 TEL:0263-92-3077 

⑤株式会社長野銀行波田支店 支店長 太田好男氏 
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〒390-1401 長野県松本市波田 5185 TEL:0263-92-6051 

⑥長野県信用保証協会松本支店 支店長 竹内文登氏 

〒390-0852 長野県松本市島立 976-1 TEL:0263-47-1533 

《役割・効果・期待する支援等》 

地域経済情報、業界情報等の情報提供、各種経営分析資料及び分析手法、経営分析ノウハウ

等の提供及び事業計画、資金計画作成支援等よる金融円滑化による経営改善支援、小規模事業

者経営発達支援資金（株式会社日本政策金融公庫）による持続的発展に取り組む小規模事業者

支援等の指導時の活用に期待ができる。 

 

【連携者】 

⑦一般財団法人長野経済研究所 調査部 主任研究員 玉木壮太氏 

〒380-0936 長野県長野市岡田 178-13 八十二別館 3階 TEL:026-224-0501 

《役割・効果・期待する支援等》 

需要動向の分析ノウハウ等の指導や調査実施の協力及び地域経済情報、業界情報等の情報提

供や事業計画、需要動向調査等の支援が期待できる。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【連携者】 

①一般財団法人長野経済研究所 調査部 主任研究員 玉木壮太氏 

 〒380-0936 長野県長野市岡田 178-13 八十二別館 3階 TEL:026-224-0501 

《役割・効果・期待する支援等》 

各種経営分析及び経営分析ノウハウ等の指導や調査実施の協力及び地域経済情報、業界情報

等の情報提供や事業計画、需要動向調査等の支援が期待できる。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【連携者】 

①株式会社ＭＫコンサルティング 中小企業診断士 黒沢正行氏 

〒390-0875 長野県松本市城西 2-5-12 城西ビジネスビル 3階 TEL:0263-31-8108 

《役割・効果・期待する支援等》 

小規模事業者の事業計画策定セミナー及び創業計画策定セミナーの講師を依頼し、計画（資

金計画、創業計画、経営革新計画）作成に向けた助言指導及び各計画作成後の事業実施への協

力及びフォローアップに関する支援が期待できる。 

 

【連携者】 

②公益財団法人長野県中小企業振興センター 理事長 太田哲郎氏 

〒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 

《役割・効果・期待する支援等》 

長野県の中小企業の振興を支援する総合的なワンストップの支援機関として創業、経営革

新、商品開発、販路開拓、地域産業の活性化、経営に必要な情報収集提供、事業再生、事業引

継ぎなどに関する支援が期待できる。 

 

【連携者】 

③長野県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 箱山淳一氏 

〒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 

TEL:026-219-3825 

《役割・効果・期待する支援等》 

小規模事業者の課題である事業承継、事業引継ぎなどに関する支援が期待できる。 

 

【連携者】 

④長野県よろず支援拠点 コーディネーター 白川達男氏 

〒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:026-227-5875 
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《役割・効果・期待する支援等》 

小規模事業者等の抱える売上拡大や経営改善、現場改善など多くの経営課題に対し、分析、

解決策の提示等の専門スタッフからの支援が期待できる。 

 

４．事業計画策定後の支援に関すること【指針②】 

【連携者】 

①日本政策金融公庫松本支店 事業統括 髙坂英樹氏 

〒390-8535 長野県松本市中央 1-4-20 TEL:0263-33-7070 

②株式会社八十二銀行波田支店 支店長 安田良彦氏 

〒390-1401 長野県松本市波田アルペンビル TEL:0263-92-6282 

③松本信用金庫波田支店 支店長 高山和久氏 

〒390-1401 長野県松本市波田 9812-6 TEL:0263-92-3077 

④株式会社長野銀行波田支店 支店長 太田好男氏 

〒390-1401 長野県松本市波田 5185 TEL:0263-92-6051 

⑤長野県信用保証協会松本支店 支店長 竹内文登氏 

〒390-0852 長野県松本市島立 976-1 TEL:0263-47-1533 

《役割・効果・期待する支援等》 

事業資金計画に関する助言、事業資金に関する融資、また、小規模事業者経営発達支援資金

（株式会社日本政策金融公庫）による持続的発展に取り組む小規模事業者支援等の指導に活用

が期待できる。 

 

【連携者】 

⑥公益財団法人長野県中小企業振興センター 理事長 太田哲郎氏 

〒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 

《役割・効果・期待する支援等》 

長野県の中小企業の振興を支援する総合的なワンストップの支援機関として創業、経営革

新、商品開発、販路開拓、地域産業の活性化、経営に必要な情報収集提供、事業再生、事業引

継ぎなどに関する支援ができ、フォローアップも期待できる。 

 

【連携者】 

⑦長野県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 箱山淳一氏 

〒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 

TEL:026-219-3825 

《役割・効果・期待する支援等》 

小規模事業者の課題である事業承継、事業引継ぎなどに関する支援ができ、フォローアップ

が期待できる。 

 

【連携者】 

⑧長野県よろず支援拠点 コーディネーター 白川達男氏 

〒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:026-227-5875 

《役割・効果・期待する支援等》 

小規模事業者等の抱える売上拡大や経営改善、現場改善など多くの経営課題に対し、分析、

解決策の提示、フォローアップなど専門スタッフによる適切な支援が期待できる。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【連携者】 

①一般財団法人長野経済研究所 調査部 主任研究員 玉木壮太氏 

〒380-0936 長野県長野市岡田 178-13 八十二別館 3階 TEL:026-224-0501 

《役割・効果・期待する支援等》 

小規模事業者の需要動向調査をするために、一般財団法人長野経済研究所 調査部 主任研

究員 玉木壮太氏と結果分析を行う。また、各種分析にあたり統括経営支援員等への助言を得
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ることが期待できる。 

 

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】 

・道祖神案内人育成セミナー 

【連携者】 

①山形村教育委員会 教育長 根橋範男氏 

〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村 2040-1 TEL:0263-98-3155 

《役割・効果・期待する支援等》 

地域活性化事業における歴史的な地域（観光）資源である「道祖神」による地域ブランドの

確立のための資料提供、道祖神の里づくりへの協力を得ながら事業推進が図れる。 

 

【連携者】 

②山形村観光協会 協会長 林和男氏 

〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村 2025-8 TEL:0263-98-2200 

《役割・効果・期待する支援等》 

商工会が事務を受託している団体であり、村の観光振興に向けて商工会と連携した事業展開

により観光関連事業者（観光振興ビジョングループ含む）や飲食事業者の事業支援を展開でき

る。 

 

【連携者】 

③山形村史談会 

任意組織であるため、連絡先等は①山形村教育委員会となる。会長は上條光男氏 

《役割・効果・期待する支援等》 

村の歴史、文化に造詣の深い人々の集まりであり、人材育成の講師を依頼する。 

 

・「着地型観光パッケージ」事業 

【連携者】 

①山形村副村長、山形村産業振興課長 藤沢洋史氏 

〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村 2030-1 TEL0263-98-3111（代） 

《役割・効果・期待する支援等》 

村の創生総合戦略にも盛り込まれている「着地型観光パッケージ」の創出に関して協力及び

財政支援、助言等を得ることで行政と一体となって事業推進が図れる。 

 

【連携者】 

②山形村教育委員会 教育長 根橋範男氏 

〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村 2040-1 TEL:0263-98-3155 

《役割・効果・期待する支援等》 

地域活性化事業における歴史的な地域（観光）資源である「道祖神」による地域ブランドの

確立のための資料提供、道祖神の里づくりへの協力を得ながら事業推進が図れる。 

 

【連携者】 

③山形村観光協会 協会長 林和男氏 

〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村 2025-8 TEL:0263-98-2200 

《役割・効果・期待する支援等》 

商工会が事務を受託している団体であり、村の観光振興に向けて商工会と連携した事業展開

により観光関連事業者（観光振興ビジョングループ含む）や飲食事業者の事業支援を展開でき

る。 

 

【連携者】 

④松本大学 観光ホスピタリティ学科 白戸洋教授 

〒390-1295 長野県松本市新村 2095-1 TEL:0263-48-7200 
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《役割・効果・期待する支援等》 

持続的事業へ展開するために産官学連携により専門的な立場から事業設計をしてもらう。ま

た、柔軟性のある学生の発想を取り入れることで、アイディアの創出から実現可能な事業へと

展開することが期待できる。 

 

【連携者】 

⑤長野県地域資源製品開発センター 総合プロデューサー 五味英紀氏 

〒399-0006 長野県松本市野溝西 1-7-7 長野県工業技術総合センター内 TEL:0263-25-0982 

《役割・効果・期待する支援等》 

競争力のある地域資源活用型産業における商品開発・企画からデザイン、製品化、販路開拓

等における一貫した支援が期待できる。 

 

・６次産業化総合化計画策定セミナー 

【連携者】 

①山形村副村長、山形村産業振興課長 藤沢洋史氏 

〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村 2030-1 TEL:0263-98-3111（代） 

《役割・効果・期待する支援等》 

村の創生総合戦略にも盛り込まれている６次化産業推進に関して協力及び財政支援、助言等

を得ることで行政と一体となって事業推進が図れる。 

 

【連携者】 

②ＪＡ松本ハイランド山形支所 支所長 藤牧俊一郎氏 

〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村 2652 TEL:0263-98-3151（代） 

《役割・効果・期待する支援等》 

村の創生総合戦略にも盛り込まれている６次化産業推進に関して、人材の掘り起し等の協力

を得ることで事業推進が図れる。 

 

【連携者】 

③日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー 税理士・中小企業診断士 櫨川岳男氏 

〒390-1242 長野県松本市和田 8037 TEL:080-3402-7834 

《役割・効果・期待する支援等》 

日本政金融公庫の農業経営アドバイザーであり、農業の特性を理解している。税務、労務、

マーケティングなどの経営への総合的かつ的確なアドバイスが得られ事業推進が図れる。 

 

７．地域経済の活性化に資する取組 

【連携者】 

①山形村観光協会 協会長 林和男氏 

〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村 2025-8 TEL:0263-98-2200 

《役割・効果・期待する支援等》 

商工会が事務を受託している団体であり、村の観光振興に向けて商工会と連携した事業展開

により観光関連事業者（観光振興ビジョングループ、水車研究会、長芋料理研究会）や飲食事

業者の事業支援を展開できる。 

 

８．他の支援機関と連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

・金融機関との連携 

【連携者】 

①日本政策金融公庫松本支店 事業統括 髙坂英樹氏 

〒390-8535 長野県松本市中央 1-4-20 TEL:0263-33-7070 

②株式会社八十二銀行波田支店 支店長 安田良彦氏 

〒390-1401 長野県松本市波田アルペンビル TEL:0263-92-6282 

③松本信用金庫波田支店 支店長 高山和久氏 
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〒390-1401 長野県松本市波田 9812-6 TEL:0263-92-3077 

④株式会社長野銀行波田支店 支店長 太田好男氏 

〒390-1401 長野県松本市波田 5185 TEL:0263-92-6051 

⑤長野県信用保証協会松本支店 支店長 竹内文登氏 

〒390-0852 長野県松本市島立 976-1 TEL:0263-47-1533 

《役割・効果・期待する支援等》 

地域経済情報、業界情報等の情報提供、各種経営分析資料及び分析手法、経営分析ノウハウ

等の提供及び事業計画、資金計画作成支援等、金融円滑化による経営改善支援、小規模事業者

経営発達支援資金（日本政策金融公庫）による持続的発展に取り組む小規模事業者支援等に対

して連携を図ることで支援ノウハウ等の習得及び指導に活用の期待ができる。 

 

・各支援機関との連携 

【連携者】 

①松本商工会議所 会頭 井上保氏 

〒380-8503 長野県松本市中央 1-23-1 TEL:0263-32-5355 

②塩尻商工会議所 会頭 山田正治氏 

〒399-0736 長野県塩尻市大門一番地 12-2 えんぱーく内 406号 TEL:0263-52-0258 

《役割・効果・期待する支援等》 

地域経済情報、業界情報等の情報提供、各種経営分析資料及び分析手法、経営分析ノウハウ

等の提供及び事業計画、資金計画作成支援等、金融円滑化による経営改善支援、小規模事業者

経営発達支援資金（日本政策金融公庫）等の情報交換及び支援ノウハウ等の支援方法の情報交

換を関連する会議等の折に同じ地域総合経済団体として連携を図ることで地区内の小規模事

業者への支援が期待できる。 

 

【連携者】 

③長野県中小企業団体中央会 会長 春日英廣氏 

〒380-0936 長野県中御所岡田 131-10 TEL:026-228-1171 

《役割・効果・期待する支援等》 

地域経済情報、業界情報等の情報提供、経営改善支援の情報交換及び支援ノウハウ等の支援

方法の情報交換をし、地区内の小規模事業者への支援が期待できる。 

 

【連携者】 

④一般財団法人長野経済研究所 調査部 主任研究員 玉木壮太氏 

〒380-0936 長野県長野市岡田 178-13 八十二別館 3階 TEL:026-224-0501 

《役割・効果・期待する支援等》 

各種経営分析及び経営分析ノウハウや地域経済情報、業界情報等の情報提供、需要動向調査

等のノウハウが習得でき経営支援に活用できる。 

 

・行政との援機関との連携 

【連携者】 

①山形村副村長、山形村産業振興課長 藤沢洋史氏 

〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村 2030-1 TEL:0263-98-3111（代） 

《役割・効果・期待する支援等》 

村の創生総合戦略に盛り込まれている商工会と連携して商工業を育成するために、行政の観

点から各種統計データ、調査データ、各種行政施策、地域情報の提供してもらい、小規模事業

者へ適切な支援が期待できる。 

 

９．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】 

①山形村副村長、山形村産業振興課長 藤沢洋史氏 

〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村 2030-1 TEL:0263-98-3111（代） 
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《役割・効果・期待する支援等》 

行政の観点から経営発達事業の事業評価から見直しに至るまでの助言を得て、村内企業の持

続的発展の方向性を商工会と共に探り円滑な事業推進を図る。 

 

【連携者】 

②長野県商工会連合会 会長 柏木昭憲氏 

〒380-8682 長野県長野市大字中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館 1階 

TEL:026-228-2110 

《役割・効果・期待する支援等》 

経営発達計画策定、計画実施、情報提供、事業評価見直しに至るまでの経営発達支援事業全

般にわたる支援により商工会の実施する経営発達支援事業が円滑推進するのための支援を得

る。 

 

【連携者】 

③株式会社ＭＫコンサルティング 中小企業診断士 黒沢正行氏 

〒390-0875 長野県松本市城西 2-5-12 城西ビジネスビル 3階 TEL:0263-31-8108 

《役割・効果・期待する支援等》 

経営発達計画策定、計画実施、情報提供、事業評価見直しに至るまでの経営発達支援事業全

般にわたる支援により商工会の実施する経営発達支援事業が円滑推進できるよう小規模事業

者への支援実績のある外部専門家の観点から支援を得る。 
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連携体制図等 
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