
経営発達支援計画の概要 

実施者名 岡谷商工会議所 （法人番号 2100005008456） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

当地域の課題を踏まえ、地域として目指したい姿（４項目の目標） 

その１ 小規模事業者の事業が継続（承継）できていること 

その２ 高付加価値製品の供給基地となり、産業基盤を強固にする 

その３ 消費流入を増やしたい（製造業、商業） 

その４ 地域ブランドの認知度向上（製造業、観光業） 

目指す姿に対しての課題を本発達支援計画事業で解決していく 

課題１ 事業承継の円滑化 

課題２ 販売促進強化 

課題３ 地域ブランドの活用と産業の連携強化 

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】 
・「小規模企業振興委員連絡会」、「市内製造業景気動向調査」等の活用 
・個人青色申告指導会におけるヒアリングの実施 
・関東経済産業局の管内景気動向情報など行政機関情報の活用 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
・簡易版「事業計画策定着手促進ツール」等利用による分析対象者の 
掘り起し 
・経営分析手法と項目について専門家・外部支援機関との連携強化 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
・「経営計画作成支援セミナー」の定期開催 
・国、県等が発信する各種補助事業の周知徹底 
・専門的な課題解決のために専門家・外部支援機関との連携強化 
・日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の推進 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
・計画策定先全事業所の定期巡回訪問による指導・助言等フォローの実施 
・計画のレベルアップを図る「計画の成功事例（気づき）講座」の開催 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
・地域主要製造業の需要動向調査の実施 ・地域ニーズ調査の実施 

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】 
・「諏訪圏工業メッセ」など展示会等による販路開拓・需要動向調査の支援

・支援先の取り組み内容などの定期広報活動の実施 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

・地域資源に関わる関係団体等と、情報共有を図る仕組みを構築する 
・市街地賑わいの創出－岡谷版「まちゼミ」継続開催 

 

連絡先 

岡谷商工会議所・中小企業相談所（担当課：指導振興課） 

〒３９４－００２１ 長野県岡谷市郷田１－４－１１ 

電話０２６６－２３－２３４５ ＦＡＸ０２６６－２２－９０５６ 
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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．岡谷市の状況 

立地  

長野県中央にある諏訪湖に隣接する人口５０，０３１人 

（平成２８年１月現在）の小都市で、県内でも東京、名古屋、 

長野市へ向かう交通網分岐（ＪＲ中央東線、高速道）の要衝 

であり都市部へのアクセスには適している。 

 

産業歴史 

明治中期から昭和初期にかけて製糸業（当市の生糸の生 

産高は全国生産量の４分の１を占めた）が栄え、その後 

「東洋のスイス」と言われるように時計、カメラなどの精密機械工業が盛んとなる。１９５０年

代は味噌も生産量日本一を誇るなど、製造業は当市の主要産業と位置づけられる。 

 

産業現状と推移  

高齢化による経営者の引退や廃業、独立創業が少ないことなどから、事業所数、従業者数は減

少している。製造品出荷額については企業努力により維持されている。今後、主要産業である製

造業と商業関連産業の減退により、更なる従業者数、事業所数の減少が危惧される。また、小規

模事業者数の減少により、今までの強みである産業集積を支える力が弱まり、技術の厚みがなく

なっていくことが懸念される。 

 

○製造業及び卸・小売業統計資料 

＜製造業＞ 

調査年 事業所数 従業者数（人） 製造品出荷額（万円） 

平成 14 年（12 月 31 日） 393 9,538 21,545,252

平成 19 年（12 月 31 日） 341 8,874 18,069,070

平成 24 年（ 2 月 1 日） 290 7,690 18,741,357

平成 14・19 年実施した「工業統計調査」結果による。（従業員 4 人以上の事業所）平成 24 年

実施した「経済センサス-活動調査」結果による。（従業員 4人以上の事業所） 

 

＜商業＞一般飲食店を除く。 

調査年 事業所数 従業者数（人） 年間商品販売額（万円） 

平成 14 年（6月 1日） 766 4,693 13,353,942

平成 19 年（6月 1日） 692 4,595 14,937,627

平成 24 年（ 2 月 1 日） 524 3,313 9,759,871

平成 14・19 年実施した「商業統計調査」結果による。平成 24 年実施した「経済センサス-活

動調査」結果による。 

諏訪湖
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小規模事業者数の推移（事業所統計） 

平成 8年 平成 13 年 平成 18 年 平成 24 年 

3,015 2,645 2,249 2,117

長野県産業政策課資料による。 

 

地域名産等 

昔から天竜川の源として、鰻の漁獲・消費量ともに多く、特に鰻料理に関しては、市内２０店

舗の努力研鑚もあり、岡谷の特産品として県内消費者には定着しつつある。また、本来鰻は冬に

脂が乗りおいしいことから、冬鰻のブランド化を目指し、あえて夏ではなく冬の土用の丑の日を

「寒の土用丑の日」として２００１年商標登録（出願番号:商願平 11-39161 号、登録番号:登録

商標第 4525842 号）し、地域ブランド「うなぎのまち岡谷」の認知度向上を目指している。 

上記以外の資源・名産・地域ブランドとして 

・地域の資源「諏訪湖」。毎年 12 月～2月かけ岡谷側に白鳥が飛来し人出が多い。（集客） 

・製糸産業を支えた生糸（岡谷絹）、繭、桑に関連する商品の付加価値化の推進。 

・体験型観光の資源として中山道の活用。 

・造語「童画」を唱えた武井武雄氏（※注 1）に関連するイベントの開催。 

※注１：武井武雄（明治 27 年～昭和 58 年 岡谷市出身）自ら「童画」という言葉を創出し、そ

れまで童話の添え物でしかなかった絵にいのちを吹き込み、大正から昭和にかけて童画、版画、

刊本作品、玩具やトランプのデザインなど様々な芸術分野に活躍。（イルフ童画館ホームペー

ジより引用 所在地：岡谷市中央町） 

 

２．岡谷市の課題 

（１）地域として目指したい姿（以下４項目） 

その１ 小規模事業者の事業が継続（承継）できていること 

（特に精密機械工業を中心とした基幹産業である製造業における安定した経営の実現

に向けて、小規模事業者の事業継続（承継）をめざす） 

その２ 高付加価値製品の供給基地となり、産業基盤を強固にする 

⇒就労の活性化、人口の減少に歯止め 

（市内企業が有する基盤技術をベースとして、高付加価値製品などの研究、開発に取

り組み、高付加価値製品の供給基地をめざし、産業基盤をより強固に確立していくこ

とで就労の活性化や人口の減少に歯止めをかける） 

その３ 消費流入を増やしたい（製造業、商業） 

（消費者ニーズや時代の変化に的確に対応できるよう、個性的で魅力ある個店、商店

街づくりの支援と意欲的な小規模事業者、創業者を積極的に支援し、新たな産業活力

と人材育成） 

その４ 地域ブランドの認知度向上（製造業、観光業） 

（既存の文化・観光施設等を有効に活用しながら、新たな資源の再発見を行い、観光

産業の充実を支援し、また製糸業関連の建築物群を巡る観光ルートやものづくり体験

ができる産業観光等の確立） 
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（２）目指す姿に対しての課題 

課題１ 事業承継の円滑化 

＜現状＞ 

製造業 

・精密機械中心に３０種以上におよぶ多種多様な技術が集積しており経験する技術を選べ

ることで、従業希望者の多様なニーズを叶えることができる（強み） 

当市製造業の従業者規模別事業所数の構成比は、別図①（岡谷市工業活性化計画）記

載の通りで、従業者３人以下の事業所が５割弱、１９人以下の事業所が８割強を占める

小規模企業である。 

別図① 

 

商業 

・経営者の高齢化による廃業及び事業者減（弱み） 

・事業承継時の事業者の内部環境による承継問題発生（弱み） 

高齢化が進行する中で、円滑な事業承継を行うことができる商店は少なく、廃業する

ところも少なくない。 

＜課題＞ 

・事業承継支援策を見直し、事業者の承継問題を削減し、継続事業者を維持する 

⇒これにより「目指したい姿 その１、その２」を解決していく 
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課題２ 販売促進強化 

＜現状＞ 

製造業 

・販路開拓を迫られた企業支援と業種・技術集積立地の維持確保を図るため、平成８年か

ら製造業の中小企業集積地を自負する都市で構成する中小企業都市連絡協議会（東京都

大田区、墨田区、川口市、東大阪市、尼崎市）に加盟し、年２回の定例会議から加盟都

市の中小・小規模企業支援策の情報収集とその活用方法を模索している。 

・展示会出展支援などで、特に平成１４年からは隣接する諏訪市で１０月に開催されてい

る工業技術展「諏訪圏工業メッセ」（平成２７年度実績：開催３日間、県内外出展企業

４０３社、来場者２万７，２８４人）に販売促進強化の出展支援を行うが、商談・増収

等につながるアフターフォローの支援対応が不十分であった。 

・市内企業（製造業等）の活性化と企業間ネットワークの構築を目的とした「ものづくり

フェア２０１５」（主催：岡谷市等）を小規模事業者の技術情報発信の場として出展支

援を行っている。（平成２６年度実績：開催２日間、出展１６１社、来場者５，１１０

人。平成２７年度は２月に開催） 

・特に小規模事業者においては、下請が主であったため、従来営業活動の必要性が低く、

販売促進に積極的ではなかった。（弱み） 

商業 

・１９８０年代に行われた都市開発により、中心市街地に３つの大型商業施設（市外業者）

が立地したが、２０００年代に入り２店舗が撤退し、２００３年以降は１店舗を残すの

みと、消費者流入は厳しい状況下にある。（大手商業施設に頼っていたことにより弱み

が明らかになった） 

・販路開拓を苦手とする事業者多い。（弱み）全国各地で実施している「まちゼミ」（得

する街のゼミナール※注１）を平成 27 年に開催したが参加店舗申し込みが低調であっ

た。 

注１：お店を身近に感じその特徴を市民に広く知ってもらおうと平成 27 年岡谷版「まち

ゼミ」を初めて開催した。 

＜課題＞ 

・製造業における販路開拓支援…成果につながる展示会出展やＩＴ活用支援 

・商業における販路促進支援（まちゼミなど）を見直し、事業者の増収・増益を図る 

⇒これにより「目指したい姿 その１、その３」を解決していく 

 

課題３ 地域ブランドの活用と産業の連携強化 

＜現状＞ 

製造業 

・東洋のスイスと呼ばれる環境で精密機械工業が盛ん（強み） 

・味噌の生産量日本一の経緯がある（強み） 

・製糸業に関連する企業が、桑を活用した新規事業の立ち上げ（機会） 

観光業 



5 
 

・明治中期から昭和初期の製糸業が栄えた歴史を持つことで、現在のシルクへの関心の高

まりにより注目され、製糸施設への岡谷蚕糸博物館の来訪者増（強み） 

・平成２４年岡谷市と連携協力し、ものづくりを観光資源として金属ゴマ製作体験、絹製

品製作体験など、体験型の産業観光の取り組みをスタートした。 

・岡谷市と隣接する下諏訪町、塩尻市そして両商工会議所と連携協力し、２市１町を通る

「旧中山道」を地域資源とする観光事業（初期中山道ウォーキングイベント年２回、初

期中山道街道４００周年記念古写真展等）の模索を平成２５年から本格的に取り組み始

めたが産業に結びついていない。 

＜課題＞ 

・製造業自らの強みを活かした事業展開の支援と積極的なＰＲ 

・地域ブランドを活用した商品・体験メニュー等の開発とＰＲ 

・旧中山道事業に結びつける体制づくり 

⇒これにより「目指したい姿 その４」を解決していく 

 

３．岡谷商工会議所の状況 

（１）現状の役割と使命 

小規模事業者のニーズや地域の課題などを定期的に行政に伝え、行政が立案・実施する施

策等に反映できるよう努めている。 

また、岡谷市の第４次総合計画では、基幹産業である製造業を軸に各種産業の振興や創業

支援、地域ブランド化推進を図る方針を策定しており、当所においても岡谷市の総合計画に

沿う形で地域産業の発展を目指している。 

（２）小規模事業者支援の現状 

地域経済を支える小規模事業者は売り上げの減少、収益の低下、経営者の高齢化による事

業承継等の問題に直面など、多くの経営課題がある中で現状、金融相談・支援、専門家派遣

が主となっている。 

そのほか国・県・市等が実施する小規模事業者のための各種支援施策の広報及び持続化補

助金等の事業計画の策定・実施・フォロー支援を実施している。 

平成１８年５月に中心市街地商業の活性化に向け、市の支援のもと当所内に「岡谷ＴＭＯ」

まちなか活性化推進本部が設置され、やる気のある商業者との協働により、ソフト事業を中

心に取り組みを始めている。地域密着型店舗の育成や魅力的な店舗の創造、年間を通した中

心商店街のにぎわいの創出に取り組んでいる。 

 

４．小規模事業者振興の目標 

（１）地域産業全体での１０年後の姿 

行政、地域の認定支援機関や士業、各種商工団体等（岡谷市金属工業会、岡谷市商業連合

会、岡谷市観光協会など）と一体となって、小規模事業者や創業希望者を面的に支援する体

制の構築。特に製造業が今後も力強く発展していくため、岡谷市と共に作成した「岡谷市工

業活性化計画」に基づく各種事業を計画的に進める。 

＜製造業＞ 
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設計・開発、金型・治工具加工、切削・研削加工、レーザー加工、プレス、鍛造、メッキ・

熱処理、組立てなどの企業が集積し、その技術は現在高く評価されているため、その産業集

積の維持がされている。 

退職による熟練技術者などの人材不足、若年労働者の確保及び人材の育成は、地域ぐるみ

の長期的な取り組みが確立されている。 

＜商業＞  

商業関係団体の育成、強化が図られ、中心市街地のにぎわいが再生されている。 

＜サービス業＞ 

近年の少子高齢化による社会情勢の変化や経済の再活性化を図るうえで産業を支えるサ

ービス業の一層の振興と育成体制が構築されている。 

＜観光業＞ 

諏訪湖を代表に岡谷太鼓やうなぎ、シルク、童画などの個性あるものや、近代化産業遺産

群などの歴史的な観光資源もあることを強みとし、観光関連産業の発達促進が図られてい

る。 

（２）１０年後の小規模事業者支援の姿 

世の中の需要の変化が激しい中、小規模事業者に常に変化の動向を伝え、小規模事業者が

変化を乗り越えられる支援策として蓄積したノウハウをもとに有効策を提案できている。 

・事業計画策定が小規模事業者の利益確保に有益なものと認識されていること。 

・小規模事業者、岡谷商工会議所双方で、互いの「顔」が連想できていること。 

（３）支援方針 

社会が常に変化している状況を小規模事業者に伝える手段として、国をはじめとする小規

模事業者施策情報を事業者に届け、その施策実践に伴う事業計画策定が小規模事業者にとっ

て利益の確保に有益なものと認識されるよう努める。 

・簡易版「事業計画策定着手促進ツール」の作成と反復提供 

・各種機関ホームページ・メールマガジン等の受信・配信状況の確認 

・受信した支援情報を事業者に提供する体制（個別・業種別）の確保 

小規模事業者の現況を常に把握し、その小規模事業者に適した支援策を提供する。提供及

び支援するにあたり経営指導員の資質向上や指導内容の共有を推進するなど支援体制の再

構築を図る。また、当所は小規模事業者と各支援機関、士業をつなぐコーディネート役とし

て、常に支援機関、士業と有用な情報が行き交う体制を構築できるよう連携を密にし、小規

模事業者の持続的発展を支援する。 

・経営指導員が対応した案件情報等を所内定例会議（朝礼、勉強会）で共有を図り、課題解

決への支援力向上に努める。 

・小規模事業者と各種支援機関、士業による定例個別相談会を実施し、支援機関等との情報

共有機会を増やすことにより、経営指導員の支援力向上を図る。 

・経営指導員が把握する、国や県の発信する小規模事業者施策情報を常に小規模事業者に提

供できる体制を整える。 

＜製造業＞ 

・岡谷市をはじめ、県、各種支援機関との連携をさらに強化し、新技術・新製品の研究開発
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を促進し、オンリーワン・ナンバーワン・プラスワン企業の育成に努める。 

・継承すべき技能、技術、先端技術、マーケティングなどに関する研修会、セミナー、講演

会などの開催。 

＜商業＞ 

・中心市街地活性化のため、岡谷ＴＭＯ等を通じ、商業者などが行う計画的な取り組みや商

店街活性化のための研修、調査研究などに対して支援。 

・経営者の高齢化が進行する中、商店街としての役割を発揮できる組織強化に向け、中長期

的視点にたった人材育成支援。 

・岡谷市の歴史、文化を活かしたイベントなど、話題性があり集客促進につながる多彩なソ

フト事業の取り組みを支援。 

＜サービス業＞ 

・情報化社会産業・健康・福祉関連等サービス産業の人材・創業等の支援。 

＜観光業＞ 

・既存産業と観光の結びつきを工夫するとともに、うなぎ、シルク、醤油、味噌、酒、桑な

ど岡谷の特徴的な産品を観光資源として活用した観光振興支援。 

・産業や歴史を踏まえた、ものづくり産業観光や近代化産業遺産群を巡る観光ルートの確立。

（４）小規模事業者振興計画目標値 

＜実施事業ごとに定めている目標値を到達点として設定＞ 

①小規模事業者支援先との関係作りと支援展開に向けた支援先の掘り起しと経営分析支援 

（実施事業） 

・小規模事業者との接触機会の拡大 

・簡易版「事業計画策定着手促進ツール」作成利用促進 など後述２に記載 

②経営力強化に向けた経営計画策定と実施支援 

（実施事業） 

・経営計画作成支援セミナーの開催 

・経営計画策定支援先全事業所の定期巡回訪問 など後述３、４に記載 

③需要動向調査によるマーケットインへの変革に向けた情報提供と実施支援 

（実施事業） 

・地域主要産業の需要動向・消費者ニーズ調査の実施 

・展示会、商談会への支援 など後述５、６に記載 

④地域資源を活用した賑わいの街づくり 

（実施事業） 

・岡谷版まちゼミの継続開催 後述Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組みに記載 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
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現状の課題と対応 

地域経済動向を把握する中で経営者等からヒアリングした内容を経営発達支援事業の施策に

反映させる。また、国等の調査結果や日商ＬＯＢＯ調査等情報を小規模事業者の経営指針、販促

活動、商品開発等の参考にしていただくために、当所の情報発信体制を再構築する必要がある。

更に、小規模事業者からのヒアリングで得た内容は所内で共有するほか行政支援策に反映するな

ど、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

（事業内容） 

（１）小規模事業者と当所経営指導員等とのパイプ役に選任された小規模企業振興委員による

「小規模企業振興委員連絡会」（※１）を年２回以上開催し、地域や業界による経済情勢（小

規模事業者の要望等）を把握し、調査・分析・課題抽出を行う。改善点として、その結果概

要を行政施策への反映や経営指導員の巡回訪問、窓口相談、毎月発行の当所会報や当所ホー

ムページを通じ、小規模事業者に提供する。＜既存事業改善＞ 

※１：「小規模企業振興委員連絡会」 

市内の経営者（地域別、業界別）を毎年１０名委員として当所が選任委嘱し、当所が 斡

旋する各種融資制度や税務関連の周知活動が主な役割。年２回の連絡会を通じ、経営指導員

と会員企業等の要望事項について情報交換を行っている。 

（２）当所と岡谷市が行っている「市内製造業景気動向調査（対象１００件）」（業況、売上高・

売上見通し、資金繰り調査・分析・課題抽出）の年２回（５月、１１月）の公表を受け、基

幹産業である製造業が抱える課題の調査・分析・抽出を行う。改善点として、当所ホームペ

ージを通じ、小規模事業者に分析結果を提供する。＜既存事業改善＞ 

（３）個人青色申告者対象の決算・所得税確定申告書・消費税確定申告書作成指導会を利用する

小規模事業者（平成２６年度利用件数１１９件）から、通常指導業務のほかに、新たに地域

や業界（売上、仕入れ等の動向や要望）のヒアリングを行う。その概要を所内で共有し、経

営発達支援事業の施策に反映するほか、行政施策への要望等にも活用する。＜新規事業＞ 

（４）関東経済産業局の管内景気動向情報（月次情報、生産活動、個人消費等）、日本公庫 事業

者サポートマガジン（月次情報）、日商ＬＯＢＯ調査情報（月次情報）の集計・分析を行い、

担当職員が概要をまとめ、毎月当所会報、ホームページを通じ、小規模事業者に提供するこ

とで、経営指針、販売戦略、商品開発等の参考としていただく。また、経営指導員が巡回指

導時にも活用する。＜新規事業＞ 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

（１）小規模企業振興委員会議

開催数、地域等課題抽出件数 

2 回

0 件

2 回

5 件

3 回

10 件

3 回 

10 件 

3 回 

10 件 

3 回

10 件

（２）岡谷市製造業景気動向調

査件数、課題抽出件数 

200 件

0 件

200 件

5 件

200 件

5 件

200 件 

5 件 

200 件 

5 件 

200 件

5 件

（３）小規模事業者の地域、業

界動向ヒアリング調査件数 
0 件 80 件 90 件 90 件 100 件 100 件

（４）小規模事業者への情報提

供 毎月１回会報・通年ＨＰ 
0 件 12 件 12 件 12 件 12 件 12 件
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営指導員の巡回訪問・窓口対応、定例金融相談会、小規模事業者持続化補助金等の各種補助

金申請相談業務、各セミナー参加事業者、当所一般職員の情報等を通じて、小規模事業者の経営

状態の把握と事業計画策定支援先の掘り起しを行うとともに、支援先の経営課題を抽出するため

に経営分析を行う。専門的な課題等については、よろず支援拠点、ミラサポ、中小機構等の外部

支援機関と連携し解決に向けて支援する。 

現状の課題と対応  

現在の巡回訪問・窓口対応は、小規模事業者が直面する課題での接触のみで、対応も経営指導

員に限られる。一般職員の情報を含め小規模事業者との接触機会の拡大を図るとともに、経営発

達につなげるため、接触する全ての小規模事業者に経営分析の実施提案を目指す。 

（事業内容） 

（１）経営分析対象者の掘り起し 

経営指導員は巡回や窓口で主に金融・税務の相談時や各種セミナーなどで、小規模事業者

と接触している。新たに、「小規模企業振興委員連絡会」（上述※１）の活用や小規模事業者

が多数所属する岡谷市青色申告会（３０８事業所）、岡谷市商業連合会等の諸会議へ経営指

導員の積極的な関与、当所会員福利厚生制度に協力頂いているアクサ生命岡谷分室社員との

年２回程度の情報交換等により、これまで以上に小規模事業者との接触機会の拡大を図り、

分析対象者を把握する。＜既存事業改善＞ 

（２）経営分析手法と項目 

小規模事業者に対し、まずは計画策定に取り組みやすいよう、口頭調査で「事業所の３年

後を想定」できるような簡易版「事業計画策定着手促進ツール」を作成し、その後、経営発

達を図るため、「商品・サービス」、「顧客・市場」など現状の経営資源・財務内容等の項目

について、「強み・弱み・機会・脅威」の経営分析を進める。＜新規事業＞ 

（３）小規模事業者持続化補助金等補助金支援の活用 

小規模事業者持続化補助金等の申請相談業務により、企業の経営状況分析を行い、事業計

画の構想、事業内容、資金計画表、損益計画表の作成支援を行う。 

（４）専門家・外部支援機関との連携 

専門家・外部支援機関との連携による経営分析は、小規模事業者と綿密な意思疎通を図り

ながら経営指導員が主体的に行うが、高度専門的な分析が必要な場合は、新たに「諏訪広域

専門指導員」（※２）、よろず支援拠点、ミラサポ、中小機構等の外部支援機関と連携し進め

る。＜既存事業改善＞ 

※２：諏訪広域専門指導員 

専門的経営課題に対応する広域専門指導員１名を長野県主導により諏訪地域４商工会議

所と共同で平成２７年度より設置。（拠点は下諏訪商工会議所） 

（５）情報の共有 

経営指導員はもとより当所職員間で小規模事業者の収集された情報については、その都度

情報交換を行うこととし、経営分析スキル向上を目指す。＜既存事業改善＞ 
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（目標） 

小規模事業者との接触機会の拡大を図り、分析対象企業の掘り起し、企業の経営課題の抽出・

経営戦略の立案・事業計画策定の指導・助言を行う。 

小規模事業者数 2,117 件（長野県産業政策課資料による。平成 24 年事業所統計） 

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

巡回訪問件数 445 件 700 件 900 件 1000 件 1000 件 1000 件

窓口相談件数 984 件 1000 件 1200 件 1300 件 1400 件 1500 件

経営分析件数 40 件 140 件 180 件 200 件 200 件 200 件

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が経営課題を解決するため、上記１．２．の結果に基づき、事業計画を策定す

るための指導・助言の他、諏訪広域専門指導員、経営革新認定支援機関（士業含む）、行政支

援機関、よろず支援拠点、ミラサポ、中小機構等の外部支援機関と連携協力し、必要な伴走型

の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
当所では、岡谷市が産業競争力強化法に基づく認定を受け、経営指導員を中心とした創業相談

を行っている。昨年に引き続き「創業スクール」の開講もありその受講者を含め、創業希望者に

対し事業計画策定の支援を行う。 

現状の課題と対応 

今までは、小規模事業者の事業計画策定につながる支援は金融相談時が大半であり、この計

画のもたらすメリットの動機付けがなかった。しかし、本年３月に小規模事業持続化補助金申

請者に向けた「経営計画作成支援セミナー」を開催（セミナー２日間、個別相談会３日間）し

たところ、事業計画策定が小規模事業者にとって有意義なものであることが認識されてきた。

今後も小規模事業者の持続的経営発展のために「経営計画作成支援セミナー」を定期開催する。

セミナーは小規模事業者が活用し易いよう、補助金申請期間等にあわせるなど工夫し開催す

る。 
新たに士業や認定支援機関等にもこの事業計画策定支援の必要性と有効性を理解してもらえ

るような事業（個別相談会の開催）を連携協力し推進する。 

（事業内業） 

（１）小規模事業者の持続的発展に向け、今後も補助金申請等生産性向上に前向きな小規模事業

者の発掘と持続的経営のための「経営計画」の手法習得に向けた「経営計画作成支援セミナ

ー」を定期開催する。＜既存事業改善＞【指針②】 

（２）認定支援機関として、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等、国、県等が発信

する各種補助事業の周知を徹底し、申請時における事業計画策定の支援を行う。＜既存事業

改善＞ 

（３）小規模事業者の専門的な課題解決については、よろず支援拠点、ミラサポ、中小機構等の

外部支援機関と連携を取り、経営指導員と共に小規模事業者の持続的発展を図るほか、新た

に専門家と小規模事業者による個別相談会を上述（１）と連動開催し、助言者である専門家

にもこの事業計画策定の必要性等を理解していただき支援の強化を図る。＜既存事業改善＞

（４）売上増加や収益の改善、設備計画等、事業計画策定の助言を受けるなど一定の要件を満た
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した小規模事業者に対しては、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」

の利用を勧める。利用にあたっては、経営指導員が事業計画策定支援及びその後のフォロー

アップを行う。＜新規事業＞ 

（５）融資斡旋相談で事業計画作成を希望する小規模事業者や後述の６．新たな需要の開拓に寄

与する事業に関連する展示会等に参加し、事業計画作成を希望する小規模事業者に対し、計

画策定に向け伴走型支援を行い、小規模事業者の目的推進へ向け支援する。＜新規事業＞ 

（６）食品製造業を対象に、後述の６．（２）の「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」を事業計画

に取り込み、販路拡大を含む事業計画の策定支援を行う。＜既存事業改善＞ 

（７）昨年に引き続き、「創業スクール」（諏訪地域合同 統括岡谷商工会議所 全８日間開講）

等を利用し、諏訪地域の創業希望者の知識等の向上を図り、創業計画策定等の創業支援を行

うほか、不定期開催のスクールとは別に年１回程度の定期的な創業相談会を実施し、その都

度創業支援を行う。また、融資、販路、技術支援等の個別案件については、行政支援機関、

日本政策金融公庫、地域金融機関と連携を取るとともに、きめ細やかな創業支援を行い、年

２件の創業を目指す。＜既存事業改善＞ 

（８）計画策定にあたっては、中小機構の「経営計画つくるくん」等を活用し、小規模事業者の

支援を行う。 

（目標） 

持続的発展を図るための事業計画策定を行う。策定に必要な伴走型の指導・助言を行う。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営計画策定者数（人） 36 80 120 140 170 200

※経営計画策定者数の内訳 

（１）・（２）を利用 
36 74 110 126 152 178

（５）自ら事業計画作成を 

希望する小規模事業者数 
0 4 8 12 16 20

（７）創業事業計画策定 

支援者数 
0 2 2 2 2 2

（１）経営計画作成支援 

セミナー（回数） 
2 4 4 4 4 4

（３）個別相談会（回数） 3 5 5 5 5 5

（４）日本公庫「経営発達支

援融資制度」利用件数 
0 1 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】 

事業計画策定支援先の定期巡回訪問等で、小規模事業者の現状確認と新たな課題などに対し

て、指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図るとともに、専門的課題解決にはよろず

支援拠点、ミラサポ、中小機構等の外部支援機関と連携・協力を得る。 

ミラサポ等専門家派遣等連携では、経営指導員も同席し伴走型支援体制の強化を図る。 

創業支援先には、伴走型支援（定期的巡回指導、開業後２年間）を実施する。 

（事業内容） 
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（１）事業計画策定後は、定期巡回訪問（年 4回）し、進捗状況の確認を行い必要な指導・助言

等フォロー支援を行う。＜新規事業＞【指針②】 
（２）専門的課題解決には、士業や認定支援機関等各関係機関との連携やミラサポ等による専門

家派遣を活用する。支援内容は経営指導員で情報共有し、新たな支援先にも活用できるよう

支援体制を整える。＜既存事業改善＞ 

（３）日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」利用者にその後のフォローア

ップを定期的（四半期に 1度年 4回）に行う。＜新規事業＞ 

（４）創業者を含め事業計画策定支援先と専門家（士業）の交流を目的に含めた、「計画事例（気

づき）講座」を新たに実施し、他の計画・アイディアに触れる機会創出により、さらに計画

内容に磨きをかけ、小規模事業者の持続的発展を支援する。＜新規事業＞ 

（５）創業者に対しては、経営指導員による定期巡回（２年間）、税務相談、金融相談、また参

考と思われる先輩経営者との情報交換の機会の提供や、必要に応じてミラサポ等の専門家派

遣事業を行い伴走型の支援を行う。＜新規事業＞ 

（６）事業計画策定支援先の計画の見直しによっては、長野県事業引き継ぎ支援センターの「譲

渡希望者と開業・引き継ぎ希望者の登録事業」を利用し、市内小規模事業者の廃業率の低下

を図る。＜既存事業改善＞ 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

（１）事業計画策定先フォロ

ー巡回数 
36 320 480 560 680 800

経営計画策定者数（人） 36 80 120 140 170 200

（３）日本公庫融資制度利用

先フォロー件数 
0 1 3 5 8 12

（４）「計画成功事例講座」

開催回数 
0 1 1 1 1 1

（５）創業後の定期巡回件数 0 2 4 6 6 6

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

現状の課題と対応 

小規模事業者は、互いの顔を知っているなど信頼関係に基づいた取引が強みであり、新たな買

い手の求める情報収集へのニーズは少なかった。当所も調査等を希望する企業のみの対応で、外

部支援機関や専門家派遣等を利用する限定的な支援であった。 

今後は、小規模事業者の新たな販路開拓などに活用でき、売り上げ増加に繋がるような調査（業

種別、地域ニーズ、全国的動向等分類）を外部支援機関等と連携協力し定期的に実施する。その

調査・分析結果は巡回訪問、会報、当所ホームページを通じ小規模事業者に定期的に提供する。

また、上述４．の需要を見据えた事業計画策定支援先には、そのニーズに関する情報の収集と提

供を行う。 

（事業内容） 

（１）地域主要製造業の需要動向調査 ＜既存事業改善＞【指針③】 
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主要産業である製造業は基盤技術をベースとして、高付加価値製品などの研究、開発に取

り組み、高付加価値製品の供給基地をめざしている主要製造業の動向を探る景気動向調査を

毎年４月と１０月に岡谷市と共同で市内製造業（加工技術別主要企業１００社）に実施して

いる。 

その主要製造業者が現在必要とする技術や製造品目等要望などの調査項目を追加し、小規

模事業者（製造業）に地域内の需要動向情報を提供する。 

これに併せ、主要製造業者が市内商業全般に対する要望等（客先仕様地元土産品、昼間の

弁当仕出し事情、接待事情に関する要望など）の調査項目を追加し、小規模事業者（商業等）

に地域内の需要動向情報を提供する。 

   調査結果は、所内で分析し、該当する小規模事業者への巡回訪問等に利用のほか、小規模

事業者が個社支援情報として確認できるよう工夫し当所会報、ホームページで広報する。こ

の調査結果を基に、小規模事業者が新商品開発や新販路開拓を検討する際の判断材料として

いただく。 

≪調査内容≫  

調査回数：年２回（４月、１０月に岡谷市と岡谷商工会議所共同により実施） 

調査対象：製造業（加工技術別主要企業１００社） 

調査方法：郵送によるアンケート調査 

調査項目：（業況、生産額、受注額、操業率、原材料仕入れ価格、収益、資金繰り、取引条 

件（回収・支払）、設備投資、主な取引先（地域：諏訪地域、県外等）、主な生産

品の動向、経営上の問題点、要望） 

追加する調査項目として 

①市内製造小規模事業者に対して、解決したい技術・工法、外注したい製造・加工品目 

等の調査 

②市内商業等小規模事業者（飲食店含む）に対する企業としての要望事項の調査 

 

（２）消費者による地域ニーズ調査 ＜新規事業＞【指針③】 

小規模事業者が求める需要動向（商業・観光）や新たな地域ニーズの掘り起こしを目的に

ワークショップを年３回（８・１１・２月）開催し、小規模事業者へフィードバックする。

参加者は市内在住・在勤者等より公募する。 

①収集項目 生活場面ごとの消費傾向、あったらいいなと思うもの、困っていることなど

をワークショップで考え、消費者の生の意見を集める。 

②分析手段 業種（小売業、飲食業、サービス業等）ごとに消費者の声をまとめる。 

・消費傾向（日用品、買い回し品、飲食サービスなど） 

・満足度（価格帯、便利な場所・時間帯、商品構成、アフターサービスなど）

・要望事項（新らに求める業種、地域商圏など） 

・新たなニーズ（困っていることなど） 

③成果活用 経営計画策定支援先の経営分析情報とし、販路開拓や商品・サービス向上の

見直し機会につなげる。また分析情報は小規模事業者の巡回訪問時に利用す

るほか、個社支援情報として小規模事業者が確認できるよう工夫し当所会
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報、ホームページで広報する。更に、中心市街地の活性化対策、商店街振興

対策の資料としても活用する。 

（３）主に上述４．の事業計画策定支援先の小規模事業者に対し、個別に必要な需要動向（消費

者ニーズ、商圏等）のヒアリングを行い、支援先の個別商品やサービス等小規模事業者の新

たな利益につながる検討材料を提供する。＜新規事業＞【指針③】 

①収集項目 ・統計情報（就業者数、年代別数、競合店エリアなど） 

・展示会・商談会情報 

②分析手段 ・商圏分析ツール（マケプラ等）の活用 

・日商、各商工会議所等の展示会・商談会等の調査 

・諏訪広域専門指導員、外部支援機関・専門家等の助言 

③成果活用 ・販売促進方針が明確となる 

・展示会・商談会に出展することで需要動向が探れ、販路開拓つながる 

（４）国内の需要動向（市場・業界の変化、小規模事業者先進事例）情報を小規模事業者等に定

期発信（年４回）する。提供情報は的確な情報にするためにも諏訪広域専門指導員、外部支

援機関等の助言を加えて提供する。提供方法は、当所会報・ホームページで小規模事業者が

確認できるよう広報する。個社支援につながる情報は巡回指導時にも利用する。＜新規事業

＞【指針③】 

①収集項目 ・市場・業界動向調査レポート（トレンド） 

・新たな需要の掘り起しにつなげられる情報 

・小規模事業者の新たな取り組み事例 

②分析手段 ・公的機関情報の収集（小規模企業白書、関東経済産業局電子広報誌「いっ

とじゅっけん」、日本公庫サポートマガジン、ミラサポなど） 

・日商会議所ニュース、各地商工会議所会報記事 

③成果活用 ・小規模事業者の新たな発想（新商品・新販路等）の契機材料とする 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

（１）地域主要製造業調査 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

（２）地域ニーズ調査 0 回 3 回 3 回 4 回 4 回 4 回

（３）個社調査情報提供先 0 件 40 件 60 件 70 件 100 件 100 件

（４）国内需要動向の広報 0 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回

 

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】 

現状の課題と対応 

新たな需要開拓への対応は、事業者からの要望を受けてから、他団体等が開催している既存事

業（展示会、商談会、セミナー）への参加案内など簡易的な対応であっため販路開拓、収益の改

善に結びつく効果的な支援ではなかった。 

今後は、上述５．（１）～（３）で行う、地域の景気動向・地域消費者ニーズの調査の分析と

事業計画策定を進める小規模事業者の経営分析結果を踏まえ、課題である新たな需要の開拓、販

路開拓に寄与する事業を諏訪広域専門指導員、外部支援機関等の助言を得ながら実施する。 



15 
 

（事業内容） 

＜展示会、商談会等の開催と参加支援＞ 

（１）工業系展示会等の出展支援 

・地元開催の工業技術展「諏訪圏工業メッセ」の小規模事業者専用ブース出展 

・中小企業都市連絡協議会（前述２．岡谷市産業の現状と課題）加盟都市の工業展示会出展

・岡谷市が主催するイベント（ものづくりフェア 2015）などへの出展 

①支援に対する考え方 

展示会等の出展において、相手に伝わりやすい工夫を行い、知ってもらう・記憶してもらう

ことで一歩進んだ出展とする。 

②支援対象 

販路開拓を苦手とする製造業等 

③支援内容 

諏訪圏工業メッセで活用されている「企業（ひと技）ＰＲシート」（Ａ４サイズ用紙 1

枚に得意とする加工技術・工程、企業概要を収録したもの）を参考に、買い手先に一目で

技術内容等が理解できるようなＰＲシートの作成を支援する。効果的なＰＲシートの作成

や、商談成立に向けた出展後のフォローについては、諏訪広域専門指導員、外部支援機関

等の助言を得る。必要に応じては、専門家によるセミナー（ＰＲシートブラッシュアップ

等）を開催し、新規販路開拓・商談成立を目指す。＜既存事業改善＞【指針④】 

（２）小規模の食品加工製造業の販路開拓を支援 

①支援に対する考え方 

食品加工製造業者等が買い手企業との商談で今後の新商品開発の需要動向を探る 

②支援対象 

地域資源等を活用した商品開発に取り組む小規模事業者（食品加工製造業等） 

③支援内容 

松本商工会議所等 11 商工団体と共同で「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」（※注１）を

開催する。＜既存事業改善＞【指針④】 

※注１「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」（平成２６年度実績 平成２６年１１月４日

開催 買い手２２社 売り手６６社）○買い手企業：スーパー、百貨店、卸・小売業、

ホテルなど新たな商品を探している主に県内企業 ○売り手企業：新たな販路開拓を希

望する主催商工団体管内企業 平成２７年度は平成２８年２月に開催 

（３）前述（２）の「自慢の逸品発掘・売込逆商談会」出展支援 

①支援に対する考え方 

出展において相手に伝わりやすい工夫を行い、商談成立を目指す 

②支援対象 

地域資源等を活用した商品開発に取り組む小規模事業者（食品加工製造業等） 

③支援内容 

買い手先に提出する商品ＰＲシートを作成し商談会に臨むが、上述（１）同様、効果的

なＰＲシートの作成や出展後のフォローを諏訪広域専門指導員、外部支援機関等の助言を

得ながら行う。＜既存事業改善＞【指針④】 
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＜会報、マスメディアによる広報支援＞ 

（４）小規模事業者の認知度向上支援として、当所が定期発行（毎月１日）している会報へ、支

援先事業所の取り組み事例や新商品、新技術等の紹介を定期的に情報発信する。発信した情

報は地元新聞社へ記事掲載の協力も依頼する。＜新規事業＞【指針④】 

＜ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用＞ 

（５）前述（４）の広報内容は当所ホームページでも閲覧できるようにし、地域内外に広く情報

発信する。掲載した小規模事業者の情報は、時系列でなく業種別に随時閲覧できるようにす

る。また、「岡谷商工会議所 facebook ページ」でも情報発信する。＜新規事業＞【指針④】

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

（１）工業系展示会等の出展・

営業支援件数 
0 20 20 30 30 30

（１）工業系展示会等の商談成

約件数 
0 2 4 6 8 10

（３）逆商談会売り手の新製品

開発・営業支援件数 
3 3 5 7 10 10

（３）逆商談会小規模事業者商

談成立支援件数 
0 1 1 2 2 2

（４）会報等広報支援件数 2 4 6 10 10 12

（５）ＨＰ等随時掲載件数 0 6 12 22 32 44

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

現状の課題と対応 

１．地域資源の活用 

当所、塩尻商工会議所、下諏訪商工会議所３所で取り組む「中山道交流事業」、岡谷蚕糸博物

館と連携した「シルク岡谷」の推進、岡谷市・岡谷市観光協会と連携した「岡谷太鼓まつり」、「う

なぎのまち岡谷」など、いくつかの観光誘致・地域活性化事業を展開しているが、現在それらの

事業は単独活動で連携はしていない。市内飲食業界からは、「岡谷市を訪れる観光客は目的地以

外の情報が少ないためか、滞在することなく次の目的地（市外）へ移動してしまう。」との声も

ある。今後、それらの事業を連動させ、観光客等の滞在時間を増やす取り組みにより、小規模事

業者の新たな収益の創出と地域活性化が期待できる。 

当所は、上述以外の事業のほかにも、市で取り組む観光事業・地域ブランド化など大半の事業

に参画している現状から、関係団体等一体で協議する場の設営と推進する役割が期待されてい

る。 

 

２．市街地賑わいの創出 

商店経営者の高齢化、後継者不在、市内外の大型店商圏拡大の影響により商店街または市内全

域の個店経営は厳しさを増し、空き店舗の増加も賑わいや地域経済の喪失を増幅させている。市

内の商業会・商店もそれぞれ努力しているが、大きな集客に結び付く結果を打ち出すまでには至
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っていない。そんな中、全国展開している「まちゼミ」を当所が推進役となり、昨年度開催した。

消費者の「店舗に入りにくい」という問題を解消するため、お店を身近に感じ、その存在やお店

の特徴を知ってもらうことで、お客様とのコミュニケーションを図り、そこから信頼関係を築く

中で「お店のファン」を増やし利用してもらうことを目的とする「岡谷版まちゼミ」を今後も継

続実施することにより足を運んでもらえる環境づくりを整備し、街の賑わいと地域経済の活性化

を目指す。 

（事業内容） 

（１）地域活性化に資する事業を実施する関係団体（当所、岡谷市、岡谷市商業連合会、行政関

係団体等）の代表者、事業担当者のほか、コーディネート役として士業（中小企業診断士を

予定）を交え、各事業との連携課題、その対応策などについて検討する機会をイベントが集

中する夏期前と年度事業を振り返る冬期の年２回設け、地域の活性化推進と小規模事業者の

新たな需要の創出に取り組む。また協議内容や新たな取り組みなど当所ホームページにて発

信する。＜新規事業＞ 

（２）まちゼミの継続開催（年１回開催）。講座提供２０店舗以上、１講座１０名の受講者（市

民等）獲得を目指し、個店の認知度向上と地域活性化を図る。＜既存事業改善＞ 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

（１）関係団体等協議回数 0 回 1 回 2 回 2 回 3 回 3 回

（２）まちゼミ開催店舗数 23 店 23 店 25 店 28 店 31 店 34 店

（２）まちゼミ受講者人数 236 人 230 人 250 人 280 人 310 人 340 人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 経 済 の 活 性 化
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

小規模事業者のあらゆる相談に応じるために、他の商工会議所、岡谷市、行政支援機関、専門

家等と連携し、支援ノウハウ等の情報交換を行い、当所の支援内容の充実と向上を図る。また、

小規模事業者への支援がより有効となるよう、所内一般職員からの情報収集と共有の場を設け、

小規模事業者に対する支援不足項目等の分析を行う。 

１．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 

（１）岡谷・下諏訪・諏訪・茅野の４商工会議所の広域による広域専門指導員１名の新設と共に、

拠点商工会議所である下諏訪商工会議所にて、２ケ月に１回の広域専門指導員と４商工会議

所相談所長の連絡会議を新設し、広域における支援の向上に取り組む。 

（２）倒産等経営不振の中小企業・小規模事業者から事前に相談を受けて、再建や円滑な整理を

図り、中小企業・小規模事業者の倒産、廃業に伴う、社会・地域的混乱を未然に防止する「経

営安定特別相談室」を岡谷・下諏訪・諏訪（主管）・茅野４商工会議所で設置し、広域連携

により相談者には無料で、きめ細やかに対応する。（相談時間制限あり） 

（３）日本政策金融公庫国民生活事業の担当者と共同で、中小企業・小規模事業者の資金繰りや

融資に関する金融相談をワンストップで解決する金融相談会「一日公庫」を資金需要の多い

夏期と年末の２回開催する。 

（４）岡谷・松本・塩尻・大町・諏訪・茅野・下諏訪７商工会議所よる中信ブロック経営指導員

研究会（事務局：松本商工会議所）連絡会議を年３回開催し、中信地区における各地域の取

り組みや企業支援方法等の情報交換、情報共有を図る。 

（５）長野県商工会連合会事務局の「信州ビジネスプラットフォーム連絡会議」に出席し、長野

県内の支援機関の取り組みについて情報交換、情報収集を行う。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 経営指導員が経営改善普及事業（金融・税務指導等）として従来行ってきた能力に加えて、今

後は経営指導員等が、小規模事業者の行う事業の持続的発展に資する支援ノウハウ能力の習得や

所内での伴走支援先情報の共有、その蓄積が必要となる。 

（１）経営指導員等研修会＜既存事業改善＞ 

長野県商工会議所連合会が主催する研修事業（年２回、全１５時間分）に参加し、県内の

商工会議所経営指導員との支援能力が不均衡とならないよう努める。また、中信ブロック経

営指導員研究会（事務局：松本商工会議所）が主催する地域事情等を反映した研修（年２回、

５時間分）にも参加し、支援能力の向上と地域情報の収集に努める。岡谷商工会議所経営指

導員は、上述の研修（合計２０時間／年）のほかにも、諏訪地区経営指導員の資質向上を目

的に平成２７年度より設置された諏訪地区商工会議所経営指導員連絡会（幹事下諏訪商工会

議所）が主催する研修事業（年２回）に参加し、支援業務の向上を図る。 

（２）当所経営指導員の支援能力で管内小規模事業者に不利益が生ずることがないよう、平成２

６年度より全国で展開された中小機構が主催する「経営指導員向けの小規模事業者支援研

修」や日商、国等機関の主催する研修も積極的に参加し、支援ノウハウ情報を得て、伴走型

支援力の向上を図る。＜既存事業改善＞ 

（３）所内勉強会の実施＜新規事業＞ 
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新たに「職員資質向上推進担当者（中小企業相談所長）」を設置し、毎月 1 回設定したテ

ーマ（経営指導員が参加した研修会報告など含む）に基づき、全職員参加により所内勉強会

を実施し伴走型支援情報の共有を図る。テーマの設定及び運営は全職員が担当できるよう上

述の推進担当者が選任し実施する。 

テーマ（内容：講師予定） 

経営発達支援に関すること（所内支援先経営分析事例、他地区商工会議所支援事例、経

営指導員研修会内容の周知等）：諏訪広域専門指導員、外部支援機関及び経営指導員 

金融支援に関すること（年１回）：日本政策金融公庫国民生活事業松本支店 

創業支援に関すること（年１回）：諏訪広域専門指導員、経営指導員 

経営革新・事業承継に関すること（年２回）：中小企業診断士又は諏訪広域専門指導員 

（４）支援ノウハウの共有と支援実績の見える化 

経営指導員等が個々に蓄積しがちな支援の取り組みを、将来の組織財産として保有・共有

していくために、支援先と支援ノウハウ等をデータ化する。具体的には、支援経過・成功事

例・支援ノウハウを掲載する様式を経営指導員が諏訪広域専門指導員の助言等を交えながら

制定し、前述２．（３）で示した職員資質向上推進担当者が必要に応じて全職員が随時検索

閲覧できるよう「アクセス権限を付与」し当所ネットワーク上に保存・管理する。様式の内

容は所内勉強会で全職員の要望等に対し随時改善更新していく。 

 

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 

本計画に記載の事業実施状況及び成果については、以下の方法により評価・検証を行う。 

（１）岡谷市産業振興部工業振興課長、同商業観光課長、長野県諏訪地方事務所商工観光課長及

び中小企業診断士など、複数名の外部有識者により、事業の実施状況、成果の評価、見直し

案の提示を毎年１回４月に行う。 

（２）外部有識者の事業評価、見直し案についてはその都度、正副会頭会へ報告し、承認を得る。

（３）毎年５月開催の常議員会において、正副会頭で承認を得た事業内容を報告する。同内容は

当所ホームページ（http://www.okayacci.or.jp/）で常議員会報告後、即公表する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 事業計画書策定 

展示会等出展支援

販路開拓 

需要の創出 

支援能力の向上 

伴走型支援 

諏訪広域指導員 

広域な連携 岡谷市観光協会・岡谷蚕糸博物館 

近隣商工会議所 

ＰＤＣＡ 岡谷市産業振興部（商業、工

業）・長野県諏訪地方事務所商工観光課・ 

外部有識者（中小企業診断士） 

外部

日本政策金融公庫・地域金融機関 

事業引継支援センター・外部支援機関 
長野県

岡谷商工会議所・中小企業相談所・岡谷ＴＭＯ

創業・事業承

継支援 

岡谷市 
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（別表２） 

経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１月２５日時点）

（１）組織体制 

岡谷商工会議所は臨時職員を含め１２名。経営発達支援計画の実施にあたっては、中小企業相

談所が主体となり所属する５名が各事業の推進者となり総務課と業務課職員と共に実行してい

く。 

常勤役員：小泉光世、職員：総務課業務課７名、中小企業相談所５名 

 

 

 

（２）連絡先 

岡谷商工会議所 中小企業相談所 

〒３９４－００２１ 長野県岡谷市郷田１丁目４番１１号 

電話０２６６－２３－２３４５ ＦＡＸ０２６６－２２－９０５６ 

ホームページ http://www.okayacci.or.jp/ 

 

（兼）総務・業務課長 杉本 晋太郎 
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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）

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

必要な資金の額 47,875 47,875 47,875 47,875 47,875

 Ⅰ．経常収入 

（長野県補助金・岡谷

市補助金、一般会計繰

入金、手数料収入） 

43,775 43,775 43,775 43,775 

 

 

 

43,775

Ⅱ．雑収入 100 100 100 100 100

Ⅲ．繰越金 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

調達方法 

長野県補助金、岡谷市補助金、岡谷商工会議所一般会計繰入金収入、記帳・共済手数料、前年度

からの繰越金 
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（別表４） 

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 

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

連携者及びその役割① 

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

に対し新たな販路拡大の場を提供する。 

 

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

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

飯田商工会議所 

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

 

○長野県松本地方事務所、（公財）長野県中小企業振興センター 

役割：会場提供、アドバイザー 

 

連携者 住所 代表者名 

松本商工会議所 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 

塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2-406 会頭 山田 正治 

大町商工会議所 大町市大町 2511-3 会頭 坂中 正男 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

安曇野市商工会 安曇野市豊科 4289-1 会長 齊藤 正昭 

伊那商工会議所 伊那市中央 4605-8 会頭 川上 健夫 

駒ケ根商工会議所 駒ケ根市上穂栄町 3-1 会頭 山浦 速夫 

飯田商工会議所 飯田市本町 1丁目 12 会頭 柴田 忠昭 

長野県松本地方事務所 

商工観光課 

松本市島立 1020 課長 沖村 正博 

（公財）長野県中小企業 

振興センター 

長野市若里 1-18-1 理事長 太田 哲郎 
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連携体制図等① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

松本商工会議所（主管） 
岡谷商工会議所、塩尻商工会議所、 
大町商工会議所、諏訪商工会議所、 
下諏訪商工会議所、茅野商工会議所、 
安曇野市商工会、伊那商工会議所 
駒ケ根商工会議所、飯田商工会議所 
以上 11商工団体 

共催 
長野県松本地方事務所 
（公財）長野県中小企業振興センター 

長野県中南信エリア 
11商工団体連携事業 
自慢の逸品 発掘・売込

逆商談会 

11地域からの 
買い手企業 
卸・小売業 

飲食業・旅館業等 

11地域からの 
売り手企業 

 
食品製造業 

商談
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（別表４） 

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② 

まちゼミ（得する街のゼミナール）の開催 

連携者及びその役割② 

お店を身近に感じ、その特徴を知ってもらうことでお客様との信頼関係を築き、街の賑わいと

地域経済の活性化を目指す。 

岡谷版まちゼミ（得する街のゼミナール）の開催にあたり、意欲のある事業所にゼミの運営に

ご協力いただく。 

 

○岡谷商工会議所（岡谷ＴＭＯ）事務局 事業運営全般 

○賛同事業所 20 事業所 事業運営協力 

 

連携者名 住所 代表者名 

㈱カネジョウ 岡谷市中央町 1-11-1 小口 博毅 

くすりの三省堂 中央町 1-8-38 八木 いつ江 

カネキュウ本店 中央町 1-9-12 久保田 大悟 

旬魚と和食 太助 中央町 1-6-11 杉浦 健夫 

㈲茶小泉 中央町 1-10-12 小泉 幸一 

靴のクサマ 中央町 1-2-6 草間 吉幸 

カルフール 中央町 1-11-1 太田 裕佳 

㈲フキドウ 中央町 1-2-1 今井 瑞穂 

㈲山城屋肉店 中央町 1-6-18 山崎 典夫 

㈲ヌーベル梅林堂 茅野市豊平 1936-1 永谷 恒夫 

メディアックパソコンスクール岡谷教室 中央町 2-4-26 半戸 茂友 

ほっとサロン心和 中央町 3-1-30 矢崎 京子 

鉄板居酒屋池ちゃん 中央町 2-8-10 池田 宏 

ＥｎＧ 中央町 3-6-1 湯田坂 百合子 

杉浦畳店 天竜町 1-2-5 杉浦 直樹 

晴山堂茶寮 塚間町 1-1-4 永井 修一 

かね吉 中央町 1-1-1 林 靖久 

笠原書店 塚間町 2-1-15 翠川 由紀子 

フクヤ時計店 中央町 1-9-10 林 健一 

写真イチオカ 中央町 1-2-3 鎌滝 智恵美 
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連携体制図等② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
一般市民のゼミナールへの参加 

運営支援 

岡谷商工会議所 
岡谷ＴＭＯ 

 
岡谷版まちゼミ参加募集 
広報、ゼミの開催 

 

岡谷版まちゼミ 
参加 20事業所 



27 
 

（別表４） 

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③ 

長野県商工会議所連合会における「広域専門指導員」の設置による支援事業 

連携者及びその役割③ 

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

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

点商工会議所に１名ずつの広域専門指導員を配置する。 

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

議所と４商工会議所で広域に連携する。 

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

解決を図る。 

 

連携者 住所 代表者名 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

下諏訪商工会議所（拠点） 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

 

 

連携体制図等③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡谷 
商工会議所 

下諏訪 
商工会議所 

諏訪 
商工会議所 

茅野 
商工会議所 

広域 
専門指導員 

中小企業・小規模事業者 

経営相談・事案解決・フォロー 
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（別表４） 

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④ 

「経営安定特別相談室」の設置による無料相談 

連携者及びその役割④ 

○諏訪商工会議所（主管） 

事業統括、経営指導員による相談業務、専門家依頼、無料相談運営 

○岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、茅野商工会議所 

相談者の推薦、経営指導員による相談 

○専門家 弁護士 

 

連携者 住所 代表者名 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

諏訪商工会議所（主管） 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

両角達文法律事務所 諏訪市湯の脇 2-10-17 弁護士 両角 達文 

 

 

連携体制図等④ 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

事業者相談受付 
無料相談運営 
問題解決 

（相談時間制限有） 

中小企業 
小規模事業者 

諏訪商工会議所（主管） 
岡谷商工会議所 
下諏訪商工会議所 
茅野商工会議所 

弁護士 
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（別表４） 

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⑤ 

「一日公庫」の実施  

連携者及びその役割⑤ 

○岡谷商工会議所 

事業統括 

○日本政策金融公庫松本支店国民生活事業 

相談業務、毎年奇数月定例相談日の実施、当所経営指導員同伴 

 

連携者名 住所 代表者名 

日本政策金融公庫松本支店国民生活事業 松本市中央 1-4-20 事業統括 斎藤 祐一

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

 

 

連携体制図等⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金融相談会 

日本政策金融公庫松本支店 
国民生活事業 

岡谷商工会議所 

中小企業 
小規模事業者 
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（別表４） 

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⑥ 

「諏訪地区商工会議所経営指導員連絡会」の開催 

連携者及びその役割⑥ 

○下諏訪商工会議所（幹事） 

事業総括、中小企業相談所長会議運営、地域課題解決のための研修企画 

○岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、茅野商工会議所 

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

報交換の実施 

 

連携者 住所 代表者名 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

下諏訪商工会議所（幹事） 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

 

 

連携体制図等⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡谷 
商工会議所 

下諏訪 
商工会議所

諏訪 
商工会議所 

茅野 
商工会議所 

・年 6回の中小企業相談所長会議運営 
・研修会の開催及び情報交換 
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（別表４） 

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⑦ 

「中信ブロック経営指導員研究会」の開催 

連携者及びその役割⑦ 

○松本商工会議所（事務局） 

○岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、諏訪商工会議所、茅野商工会議所、塩尻商工会議所、大

町商工会議所 

 

連携者名 住所 代表者名 

松本商工会議所（事務局） 松本市中央 1-23-1 会頭 井上 保 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

塩尻商工会議所 塩尻市大門一番町 12-2-406 会頭 山田 正治 

大町商工会議所 大町市大町 2511-3 会頭 坂中 正男 

 

 

連携体制図等⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡谷 
商工会議所 

松本 
商工会議所

諏訪 
商工会議所 

茅野 
商工会議所 

・年 3回の連絡会議情報交換 
・指導員研修会の開催 5時間の勉強会 

大町 
商工会議所 

塩尻 
商工会議所 
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（別表４） 

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⑧ 

創業スクールの開催 

連携者及びその役割⑧ 

○岡谷商工会議所 

産業競争力強化法の特定創業支援事業者として、岡谷市と連携し、「経営基礎知識（営業、資

源活用）」「財務」「税務」「販路開拓」「人財育成」「ビジネスプラン作成」等の知識が身につく創

業スクールを開催し、創業事業計画作成支援を行う。 

創業スクールは、諏訪市、下諏訪町、茅野市、諏訪地区商工会議所及び地域金融機関を交え開

催し、平成２７年度においては、その統括を岡谷商工会議所が行う。（次年度以降は、茅野商工

会議所又は下諏訪商工会議所が統括し開催を予定している） 

○岡谷市 

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の作成と認定、岡谷商工会議所と連携し特定創業

支援事業を実施する。また、特定創業支援を受けた創業者へ特定創業支援の証明書を発行する。

創業スクール会場提供。 

○諏訪地区行政、諏訪地区商工会議所、諏訪広域専門指導員 

事業運営連携、各地区創業希望者掘り起し、創業スクール開催広報支援 

○地域金融機関 

市・県の制度資金、日本公庫による「創業支援資金」等による資金支援・融資相談 

 

連携者名 住所 代表者名 

岡谷商工会議所 岡谷市郷田 1-4-11 会頭 林 新一郎 

岡谷市 岡谷市幸町 8-1 市長 今井 竜五 

下諏訪町 下諏訪町西鷹野町 4613-8 町長 青木 悟 

諏訪市 諏訪市高島 1-22-30 市長 金子 ゆかり 

茅野市 茅野市塚原 2-6-1 市長 柳平 千代一 

下諏訪商工会議所 下諏訪町西鷹野町 4611 会頭 濱 康幸 

諏訪商工会議所 諏訪市小和田南 14-7 会頭 岩波 寿亮 

茅野商工会議所 茅野市塚原 1-3-20 会頭 宮坂 孝雄 

税理士（諏訪広域専門指導員） 下諏訪町西鷹野町 4611 土田 秋彦 

日本政策金融公庫 

松本支店国民生活事業 

松本市中央 1-4-20 事業統括 斎藤 祐一 

諏訪信用金庫本店融資部 岡谷市郷田 2-1-8 課長 窪田 知 

諏訪信用金庫本店融資部 岡谷市郷田 2-1-8 課長代理 小泉 政道 

八十二銀行岡谷支店 岡谷市銀座 1-1-1 支店長 小山 智 

長野県信用保証協会諏訪支店 諏訪市高島 1-12-18 支店長 真島 芳則 
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連携体制図等⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪商工会議所 
下諏訪商工会議所 
茅野商工会議所 

日本政策金融公庫

地域金融機関 
信用保証協会 

岡谷市 

相談窓口、創業スクールの開催、 
創業後のフォロー、伴走型支援、 
創業者間交流機会の提供、 
金融支援 

創業希望者、創業者、特定創業支援を受けた創業者 

岡谷商工会議所 

諏訪市 
下諏訪町 
茅野市 

創業支援事業 

特定創業支援事業 
岡谷市証明書発行 

支

援 

広域創業支援 

連携の実施


