
経営発達支援計画の概要 

実施者名 下諏訪商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

小規模事業者の経営力向上、販売促進、異業種連携による新事業展開を支援すると

もに、地元主力産業である「製造業」「観光業」を主体とする地域産業振興事業を

確実に実行し、自立できる小規模事業者を育成することを目標に事業展開を行う。

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

・業種別経営状況調査を実施し、適切かつ効果的な支援策を策定することにより、

地域内小規模事業者の参考資料として役立てる。 
（目標）経営状況調査：年２回、工業／技術実態調査年：１回、景況調査：毎月、商業／買い

物動向調査：隔年、商業者実態調査：初年度、観光／観光動態調査：初年度 

２．経営状況の分析に関すること  

・小規模事業者の持続的発展に向け、経営改善のため経営指導員の巡回・窓口 

相談、各種セミナーの開催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 
（目標）経営改善意欲のある小規模事業者を従来の経営相談経過から事業所をピックアップし

て巡回相談、セミナーによる経営分析を実施する。 

３．事業計画策定支援および策定後の実施支援に関すること  

・小規模事業者が経営課題を解決するため、経済動向調査、経営分析・需要動向

調査等の結果を踏まえ、事業計画策定・進捗管理計画(PDCA)支援により伴走型

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。 
（目標）経営計画策定意欲のある小規模事業者掘り起こしと策定支援を目標とする。 

・地域における創業予定者掘り起こしのため創業塾を開催、個別相談により創業

まで伴走型の支援を実施する。・第二創業に関する相談会を開催、巡回相談に 

より経営課題を把握し、経営革新計画策定を支援し、第二創業支援を実施する。

・事業承継セミナーの開催、経営指導員巡回相談により事業承継ニーズを把握し、

専門家による課題形成及び、後継者の決定から後継者育成を含む事業承継計画

策定の支援をする。 
（目標）創業：創業予定登録及び創業相談者を年 30 人程度確保､年 10 件の創業者創出を図る。

第二創業：経営分析・事業改善計画作成支援を通して経営革新認定企業数年 3件を目標。

事業承継：事業承継計画書作成支援年 8件を目標とし、親族内外承継者を育成する。 
 

４．需要動向調査に関すること  

・経営改善計画を行おうとする事業者の意志決定に役立てるため、市場調査・ 

情報を収集分析し、相談時に情報を提供する。 
 

５．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること  

・商談会、展示会、イベント開催、ＩＴ活用のネット販売など製品やサービスの

販路拡大を支援する。 
（目標）・「逸品発掘･売込逆商談会」の共同開催 

・諏訪圏工業メッセの実施 年１回(10 月･３日間) 

・県外展示会出展（地域小規模事業者の事業領域にマッチする展示会）年５回 
 

連絡先 

住 所 ：〒393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町4611番地
部 署 ：下諏訪商工会議所 中小企業相談所 
電話番号：0266-27-2110 FAX0266-28-8811 
ＨＰｱﾄﾞﾚｽ：http://www.cci.shimosuwa.nagano.jp 
Ｅメール ：shimocci@cci.shimosuwa.nagano.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 

下諏訪町：人口 2.1 万人 9 千世帯 事業所数 1,097 社 従業者数 9,016 人  

H24 統計調査より(主要産業) 

・製造業 203 社 製造品出荷額 3,168,309 万円 

・商 業 268 社 販売額 4,639,349 万円 

・観光業 146 社 観光客数(主要観光地３カ所の延べ数)1,705 千人、観光消費額(同)266,250 万円 

 

【地域産業振興のあり方】 

目的：社会的な環境変化と産業構造的変化により、小規模事業者が経営を持続的に行うことが厳しく

なってきた。下諏訪商工会議所の支援計画をもとに、地域の小規模事業者とともに事業の課題に

取り組み地域の活力を高める産業振興を図る。 

１）人材の育成（リーダー的、高度な技術取得、おもてなし習得）。 

２）雇用の生まれる環境づくり（若年者、シニア層の活用）、優秀な人材確保。 

３）情報を公開し、より一層強い連携、協調の構築。 

４）高品質、高付加価値の製品を目指す。 

５）技術革新、高度情報化の進展。 

６）個性的で魅力ある個店づくり。 

７）社会変化による複雑多岐にわたる課題に的確かつ迅速に対応する。 

 

【主要産業の課題と強み】 

明治初期の製糸産業から、ニット縫製業と戦後の企業誘致による時計・カメラ・オルゴール等の

精密産業が盛んであった。その後高度成長期から量産型の精密機器・機械機器・電気機器産業が盛

んとなり、独立開業による小規模な下請型製造業が地域の主力産業でもある。昨今の親企業の生産

海外シフト・下請代金の新興国並みの要求など受注依存では生き残りできない課題がある。 

しかしながら技術に特色を持つ機械系製造業者が多くあることから、企業連携による新たな事業

展開の強みを持つ特色がある。 

また観光では諏訪湖、八島湿原、温泉など自然に恵まれ、諏訪大社を中心に発展した古い歴史と

文化を持ち、中山道・甲州海道の要衝であったことから名所、旧跡も多く観光立地に恵まれている。

近年「万治の石仏」が全国的に有名になり、町内事業所では「万治の石仏」をモチーフにした菓

子や土産品を開発し、販売する店が増えている。 

万治の石仏は諏訪大社春宮の近くにあり、大型観光バスが現地に多く訪れるようになった。諏訪

大社秋宮から春宮にかけて町歩きをする観光客も増えてきている強みもあるが、小規模な旅館も多

く、日帰り・通過型観光地として消費減少に課題もある。 

 

【小規模事業者の課題】 

１）小規模事業者の推移 

地域内小規模事業者数について経済センサス統計によると H18 年は 1,013 社、24 年は 819 社

と約２割減少している。 

２）経営者の高齢化及び後継者問題 

H26 調査によると、代表者が 50 代以上の企業で「事業承継を予定している」は 71 社(38％)・

まだ決めていない 80 社(43％)、廃業を検討している 34 社(18％)となっていて、事業継続・事業

引継の課題がある。 

  

上述のような地域の強みがあるものの、事業所数の減少、後継者問題等の課題を踏まえ、下諏訪町・

産業別支援機関・地元金融機関と連携し、個別企業の経営力向上、販売促進、異業種連携による新事
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業展開を支援するとともに、地元主力産業である「製造業」「観光業」を主体とする地域産業振興事

業を確実に実行し、自立できる小規模事業者を育成することを目標に事業展開を行う。 

 

製造業の取り組み：ものづくり支援 

当所では行政とタイアップして「ものづくり支援センターしもすわ」を平成 23 年 4 月に設置（運

営費は下諏訪町２：商工会議所１を負担）し、地域製造業の支援を以下のように実施してきている。

 

１）支援組織の確立 

行政・商工会議所のワンストップサービスができる組織「ものづくり支援センターしもすわ」を

設置し、商工会議所と行政の工業担当者及びコーディネータ２名を配置し、５名体制で支援組織の

一本化・支援策の一元化をした。 

運営管理では商工会議所が主体的に事業展開をするため、工業担当副会頭が理事長、商工会議所

中小企業相談所長がセンター長を務める仕組みとし、企業連携による製品開発等を進め、市場確保

による下請け企業の自立化支援を行っている。 

 

２）支援の仕組み 

一社単独での受注確保及び市場確保は難しいことから、企業が連携し活動することにより自社製

品・技術開発による経営革新を図り独自の市場を確保する仕組みを構築。経営指導員・コーディネ

ータによる伴走型支援と開発補助金制度等による資金面からの支援の仕組みを有する。 

 

３）支援方法 

開発案件ごとのコア企業（ＱＣＤＳ管理）を決め、企業技術連携の構築から試作開発・市場調査・

販売までをセンター主導により支援を行う。 

受注確保相談からは、自社の技術領域を明確にして加工技術領域で対応できる産業分野を絞り 

込み、営業開拓により受注確保を行っている。 

 

４）活動成果 

①受注確保における受注斡旋及びＱＣＤの対応力強化支援 

・３年間の受注斡旋成約件数 173 件・受注取引金額 9,459 万円 

  ・コストダウン対策による受注単価の低減対応力の開き 20％を３年間で５％まで可能とした。

特に中京圏から自動車部品、機械装置部品加工の受注確保ができた。 

  ②取引紹介におけるマッチング成約 64 件・1,500 万円 

※上記①②における地域内支援事業所 35 社のうち小規模事業者 31 社 

③コア企業支援による製品開発支援 

・企業連携製品開発支援 8件・市場効果 13,235 万円 

・個別企業による自社製品開発支援 8件・市場効果 1,324 万円（うち創業支援と自社製品開発支

援 6社）現在進行中の企業連携・個別企業による製品開発等 7件 

※③における小規模事業者支援は 23 社 21 社。 

 

以上の支援体制を構築し支援展開を行ってきており、この事業を今後も継続することにより小規模

製造業の自立化と若手経営者・後継者育成支援を図る。 
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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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 
 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

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）長野県「諏訪地方統計調査」、下諏訪町「統計資料」、諏訪信用金庫「経済概況調査」を分析す

ることにより、地域及び業種別課題を抽出、相談資料とする。 

２）業種別経営状況調査を実施し、適切かつ効果的な支援策を策定することにより、地域内小規模

事業者の参考資料として役立てる。 

  

（事業内容） 

(1)経営状況調査(業種別)を年２回実施、景気動向調査・分析をする。調査結果報告書をホームペ

ージに掲載し地域企業が利用する。また、経営改善相談時に提供していく。 

  （*分析項目：売上の推移・３ヶ月先の売上動向、取引先(取引分野・新規取引)の変動、資金繰り動向、雇用 
と人材確保、経営上の課題、自社の目指す領域、地域の課題等） 

 (2)業種別調査（主要産業） 

 工業／①企業訪問による技術実態調査を行うことにより、企業間技術の組み合せにより、新分野･

新事業展開における製品開発・ユニット開発相談及び新事業領域展開の相談時に活用す

る。（*調査・分析項目：自社の得意技術と技術領域、自社製品、設備、取引分野・取引形態、取引先
の分野とニーズ(単品･ユニット)） 

    ②企業の技術力、設備力、事業領域等「ひと・技」を調べ「工業ガイドブック」を作成し

県内外企業に配布し受注確保事業に役立てる。 

③経営指導員及びコーディネータが企業訪問して毎月景況調査を行い、調査結果を事業所

にメール・ＦＡＸで提供する。（*調査・分析項目：売上･単価･数量･取引先の増減、３カ月の見通
し、仕入単価、経営上の課題・問題、新取引分野・自社製品開発等取り組み意欲など） 

 商業／①買い物動向調査(アンケート方式) （*調査・分析項目：種目別買い物地域､金額､買い物頻度） 

②来店者マッピング調査(各店舗）（*調査・分析項目：来店者の居住エリア､年齢層､客単価） 

③商業実態調査（店舗訪問）（*分析項目：売上推移、事業継続意欲と後継者の有無、主力商品） 

を実施・分析することにより課題の抽出を行い、事業所に報告するとともに相談資料とす

る。 

  観光／観光動態調査（来訪者によるヒヤリング調査）の実施と情報提供 

    （*調査・分析項目：年齢､居住地､観光目的､同行者､利用交通機関､日帰り･宿泊､宿泊先､消費額等） 

 

（目 標） 

経営状況調査：年２回 

  工業／技術実態調査：年１回、経営指導員・コーディネータ景況調査：毎月 

工業ガイドブック製作：毎年５月製作 

商業／買い物動向調査：隔年、来店者マッピング調査：初年度、商業者実態調査：初年度 

  観光／観光動態調査：初年度 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営改善のため経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー

の開催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 
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小規模事業者の課題：経営分析の必要性を認識していないので、決算書が読めない・財務諸表が

作成できない経営者が多い。 

対策：ＩＴ活用による財務諸表の作成支援(会計処理講座・決算書の読み方講座の開催)を実施。

専門的な課題等については、地域金融機関、地元大学経済学部、支援機関、専門家と連携し、小

規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより効果的な支援をする。 

 

（事業内容） 

(1)金融・申告等の個別相談業務時に経営改善意欲のある小規模事業者を掘り起こし、巡回訪問、

窓口相談、経営改善セミナーの開催により経営状況等を把握し、自社の強み・財務分析・経営資

源分析等の項目を元に経営分析を行う。 

○小規模事業者の実態把握における分析を行う項目 

事業所数（業種別） 

経営者年齢（年齢階層別） 

後継者の有無 いる…親族承継・親族外承継・年齢、いない 

従業員数…家族従業員・正社員・年齢  

業歴・業態 

自社製品・サービスの強みと弱み 

経営資源の把握 

人……保有する技術・ノウハウ  

物……設備力・生産力・サービス力  

金……自己資金力・資金調達力 

情報…ＩＴ技術の導入と活用 市場動向調査力 等  

(2)高度専門的な知識が必要な経営改善計画の場合は地元大学経済学部、専門家、支援機関と連携

することで自社技術領域及び技術連携、マーケティング（ＳＴＰ・４Ｐ）、市場、販売方法等の

項目を元に経営分析支援を行う。 

 

（目 標）    

   経営改善意欲のある小規模事業者を、従来の経営相談経過から事業所をピックアップして 

以下の数値を目標とする。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問延べ件数 ８６ ９０ ９５ １００ １０５ １１０

経営分析セミナー 未実施 ３ ３ ３ ３ ３

ＩＴ活用による会計処理講座 未実施 ４ ５ ６ ７ ９

決算書の読み方講座 未実施 ４ ５ ６ ７ ９

専門家個別相談会開催回数 未実施 ６ ６ ６ ６ ６

経営分析事業所数 ７３ ８０ １００ １２０ １５０ １８０

 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者の課題：人口減少、高齢化、国内外の競争の激化、ニーズの多様化、地域経済の低

迷等の構造変化に対応できていない。また、人・物・金といった経営資源に乏しく、その商圏及び

取り扱う商品・サービスが限定されているため価格競争やリスク対応力が弱いなどの課題がある。

  対策：小規模事業者が経営課題を解決するため、上記１の経済動向調査、上記２の経営分析の結

果を踏まえ、事業計画策定・進捗管理計画(PDCA)支援により伴走型の指導・助言を行い、小規模事

業者の事業の持続的発展を図る。 

高度専門的な知識が必要な事業計画策定で生じる課題解決は専門家、支援機関と連携する。 
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（事業内容） 

(1) 個別相談会の開催、巡回指導、専門家派遣により、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り

起こしと事業計画策定支援を行う。 

(2)上記２の経営分析を行った事業所に対し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしと

事業計画策定支援を行う。 

 (3)事業計画策定等に関するセミナーの開催 

セミナーの内容：本質的な課題の抽出→課題に対する認識→課題解決に適した対策とその対策 

の考え方・手法→事業者から理解と､課題解決のためのヤル気と行動を引き出す。 

・事業計画書の作成(経営理念、経営目標、事業戦略、市場動向と顧客ニーズによるマーケティング等） 

 (4)事業計画策定を目指す小規模事業者の金融相談、国･県補助金制度活用相談による改善計画・経

営革新計画相談時、持続化補助金の申請相談時による事業計画の策定支援を行う。 

 

（これまでの取り組み） 

①国･県の支援施策を商工会議所会報･経営情報に掲載し周知している。 

②「ものづくり支援センターしもすわ」工業施策ガイドブックの製作・配布により周知し、経営

改善計画・経営革新計画の策定・実行支援時に、支援制度の説明として活用し支援を行っている。

 

（目 標） 

  経営計画策定意欲のある小規模事業者の掘り起こしと、策定支援に対して以下の数値を目標とす

る。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定セミナー開催 ２ ６ ６ ６ ６ ６

定例相談会開催回数（月１回） 未実施 １２ １２ １２ １２ １２

事業計画策定事業者数 ８ ６５ ９０ １２０ １４０ １７０

    

創業・第二創業（経営革新）・事業承継支援 

１）創業 

地域における創業予定者掘り起こしのため、行政と連携して創業塾を開催し、個別相談により

創業まで伴走型の支援を実施する。創業後も創業者間グループの交流を促進し、経営安定に向け

た課題解決能力の向上を支援する。 

（事業内容） 

(1)情報ツール(会議所会報・行政広報・マスメディア・県ふるさと回帰支援センター)を活用し

て創業者ニーズを把握し、創業予定者バンクを作成する。 

(2)創業塾を開催し創業予定者の知識向上を図り、創業計画の策定支援を行うことにより創業支

援を行う。 

(3)空き工場・空き店舗情報一元管理システムを構築し、情報提供する。 

(4)後継者未定の既存事業者からの事業引継制度「長野県後継者バンク」の活用支援。 

 （これまでの取り組み） 

   会議所内に「開業支援センター」を H17.1 開設、創業塾の開催・開業相談のほか、開業補助金

制度を独自に設け、町内での開業に向けた支援をしている。 

年間平均は相談者 18 人、相談回数 36 回、開業件数(開業報奨金支給対象者)5 件 

 

２）第二創業（経営革新） 

  (1) 第二創業に関する相談会を開催、巡回相談により経営課題を把握し、SWOT 分析・マーケテ

ィング分析により経営革新計画策定を支援し、第二創業支援を実施する。 
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３）事業承継・後継者育成支援 

事業承継セミナーの開催、経営指導員巡回相談により事業承継ニーズを把握し、専門家による

課題形成及び、後継者の決定から後継者育成を含む事業承継計画策定の支援をする。 

（事業内容） 

(1)アンケート及び巡回により事業承継ニーズの調査を行う。 

(2)事業承継対策の現状把握、承継計画書の作成を専門家により行う。 

(3)親族内承継者がいない場合は、創業希望者への事業引継制度「長野県後継者バンク」を活用

し、事業承継者マッチングを行う。 

 

（目 標） 

   創業：創業予定登録及び創業相談者を年間 30 人程度確保し、年間 10 件の創業者創出を図る。

第二創業：経営分析・事業改善計画作成支援を通して経営革新認定企業数年 3件を目標。 

事業承継：事業承継計画書作成支援年間 8件を目標とし、親族内外承継者を育成する。  

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾・交流会開催回数 ２ ４ ４ ４ ４ ４

第二創業相談会 未実施 ４ ４ ４ ４ ４

事業承継・後継者育成セミナー 未実施 ２ ２ ２ ２ ２

 

 

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・進捗管理計画(PDCA)支援により伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業

の持続的発展を図る。 

 

（事業内容） 

 (1)事業計画策定・実施支援に関し一定の持続的発展に効果が期待されることにより、計画遂行上

の資金調達計画に政策公庫「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する仕組みと

フォローアップ等の、融資・経過支援を行う。 

(2)事業計画策定後、必要に応じて１カ月に１度以上窓口相談または巡回訪問し、進捗状況の確認

を行うとともに、必要な指導・助言を行う。 

 (3)事業計画策定後、専門家を含む業種別支援チームを構成し、課題解決セミナー・事業改善計画

実施者交流会を実施して事業計画実現の動機付けと連帯意識の共有を図る。 

 (4)地域資源活用のビジネスモデルを企業間のマッチングにより展開、新たな商品・サービスの開

発と市場確保支援を行う。 

(5)主要産業である製造業支援 

①企業連携による新分野･新事業展開の製品･技術開発等を経営指導員、コーディネータによる

伴走型支援で行う。 

②支援制度を掲載した工業施策ガイドを作成し企業配布、ＨＰに掲載、また相談時に活用し事

業計画策定企業に情報提供する。 

③課題解決まで必要に応じて専門家を派遣し、経営者の意識付けと課題解決の決意、従業員等

の意識付けなど、工程進捗管理表を作成することにより進捗管理を進める。 

(6)事業計画策定後に、国、県、町の支援施策を広報・案内により周知し、支援施策の導入による

フォローアップを実施する。 

 

（目 標） 

  経営計画策定後支援に対して以下の数値を目標とする。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

専門家課題解決個別訪問 未実施 ２０ ２０ ５０ ５０ ５０



７ 
 

事業改善計画実施者交流会 未実施 １ １ １ １ １

フォローアップ件数（延べ） ４ １９０ ２７０ ３６０ ４２０ ５１０

地域資源活用事業展開ｾﾐﾅｰ 未実施 ２ ２ ２ ２ ２

   主要産業である製造業支援ではコーディネータによる企業連携・自社製品開発等を年間５グ 

ループ立ち上げ、コア企業の自立化支援を行う。 

 

創業・第二創業（経営革新）・事業承継支援 

１）創業 

   創業者間のグループワーク・受講者同士でのビジネスプランシェアにより創業後の悩み解決等

の交流を行い、専門家による個別フォローアップ等、伴走型の支援を行う。 

２）第二創業（経営革新） 

 (1)県知事認定経営革新認定申請支援と専門家等によるフォローアップを行う。 

(2)国ものづくり補助金等の申請書作成支援により資金調達支援を行う。 

３）事業承継・後継者育成支援 

後継者育成セミナー等の開催により対象となる後継者の育成を行う。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業支援者数 ３２ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０

第二創業(経営革新)支援者数 １ １０ １０ １０ １０ １０

事業承継支援者数 ２ １５ １５ ２０ ２０ ２０

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

経営改善計画を行おうとする事業者の意志決定に役立てるため、商品・役務の需要動向について

インターネット等を活用した市場調査情報を収集分析し、相談時に情報を提供する。 

  ○小規模事業者の販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報の収集、整理、分析を

行う項目 

   市場規模…全体のユーザー数・人口・人口伸び率・ターゲット数  

マーケティング調査…競合他社の価格・宣伝・販売方法・販売経路 

ポジショニングの決定による販売戦略の構築 

 

 

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】 

商談会､展示会､イベント開催､ＩＴ活用のネット販売等､製品やサービスの販路拡大を支援する。

小規模事業者の課題： 

小規模事業者は地域依存型であり、人口減少等による需要減少が大きな課題である。 

少人数経営のため、独自の販路開拓の取り組みができていない。 

情報収集力・発信力が弱く、新規顧客開拓が難しい。 

対策：新規顧客獲得のための手段の支援を行う。 

販売すべきターゲット市場の情報の提供を行う。 

商品・サービスの情報発信。 

商談会・展示会・即売会の開催、地域イベントの実施。 

製造業においてはターゲットとする販売先のリストアップと同行営業支援により販売促進を図

る。また、業種別展示会等を活用し、販路開拓と認知度向上を図る。また、諏訪広域連携による諏

訪圏工業メッセを開催し、地域製造業の受注拡大・販売拡大及び、ものづくり技術のＰＲを国内・

世界に向けて発信するため、小規模事業者の出展を支援する。また、中京圏･関東圏の技術領域別
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展示会に出展し、販売促進を図る。 

 

（事業内容） 

(1) 行政・商工会議所のタイアップによる「プレミアム商品券」発行による小規模商店等の販売促

進支援を行う。 

(2)ショップカード(商店紹介・逸品ＰＲカード)の参加店拡大と活用促進。 

(3)製造業支援では「ものづくり支援センターしもすわ」主体による市場獲得・販売支援 

①ＨＰにより技術力を広く広報し、単品受注・企業連携製品開発・ユニット開発案件の受注確保

を積極的に行う。 

②コーディネータによる取引情報をメール・ＦＡＸにより発信、取引確保に向けて支援する。 

③開発案件・ユニット開発案件の情報発信をして企業連携を構築し、開発した製品を各種展示会

へ出展し販路開拓を行う。 

  ④諏訪圏工業メッセは小規模事業者が製造業技術・自社開発製品の販路を開拓する効果的な展 

示会であることから、共同出展を支援することにより小規模事業者が出展しやすい機会を作 

る。 

⑤名古屋市「メッセナゴヤ」のほか、大田区、静岡県浜松市、新潟三条市の展示会等への出展支

援を行う。 

⑥諏訪広域主催による製造業・自動車産業に特化した取引商談会「新技術・新工法展示商談会 

in TOYOTA」を愛知県豊田市で実施する。 

⑦製品開発案件、受注成果などを新聞・メディアにその都度広報する。 

(4)建設業では地元建築業者一覧チラシの作成配布による受注確保を行う。また、建築現場見学商

談会を開催し、家屋建築業者のみならず、電気配線業者・水道業者など建築に係わる業者が来

場客と接することで、リフォームや修繕工事などの受注確保を狙う。月１回開催の｢建築何でも

相談会｣で住民からの相談に応じ、地元業者を紹介することにより受注拡大を行う。 

(5)地域資源を活用した商品・サービスの情報発信と販路開拓支援 

(6)中南信地域において８商工会議所・長野県・中小企業振興センターによる「自慢の逸品発掘･

売り込み逆商談会」を開催することにより、食品加工業・みやげ品製造販売業の販路を開拓する。

(7)会議所ＨＰにバーチャルモールホームページをオープンさせ、事業計画に基づく主力商品等の

情報発信を行うとともにＩＴ活用の支援を行う。 

(8)会議所会報掲載による情報発信を行う。 

 

（実 績) 

・地元建築業者一覧チラシ H24 年 11,000 部製作、町内全世帯に配布。掲載 35 社、問合せ件数

11 社 18 件、成約数 9社 12 件 5,025 万円。 

  ・建築何でも相談会 H26 年 11 回開催、相談 31 件。 

・「逸品発掘･売込逆商談会」26.11 開催、売り手 66 社(町内小規模事業者 1社)、買い手 22 社。

工業関係 

・諏訪圏工業メッセ H26.10 開催：出展 357 社・533 ブース(町内 29 社・うち小規模事業者 13

社)、来場者数３日間 26,127 人 

・刈谷キャラバン展示会 H26.6 開催：出展 108 社(町内 4 社・うち小規模事業者 1 社) 、来場

者：トヨタ関連サプライヤー1,451 名、３カ月後の商談成立 33 件、試作 6 件、見積図面検討

77 件 

＜参考実績＞ 

・企業連携による製品開発等事業実績 

   市場効果 3 年間で 9,043 万円取引・販売効果を上げた。 

企業連携及び個別企業の自社製品等開発支援件数 ２５件

  うちコア企業として製品開発等を支援した企業・組合 １４社
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支援を受けて自社が初めて自社製品を開発した企業・組合  ９社

  うち創業支援を行い自社製品開発をした企業  ６社

     ①企業連携（コア企業）及び個別企業の自社製品開発支援 25 件を創出した。うち、コア

企業として取り組んだ企業は 14 社で自立型の企業創出の目的に効果があった。 

     ②支援を受けて自社製品開発を初めて行った企業が９社あり、うち創業支援を行う中で 

自社製品開発を進めた企業が６社あった。 

・受注確保事業（市場効果） 

年 度 あっせん件数 図面総数 成立件数 図面成約率 成約金額 

 ２３年度  ３９４件   ８１２件    ８３件 １０.２％  ２，１３９万円 

 ２４年度  ３０８件   ６３０件   ９０件 １４.２％  ２，１４３万円 

 ２５年度   １３９件     ７０４件    ８４件 １１.９％  ４，７０７万円 

累計  ８４１件  ２，１４６件  ２５７件 (１２.０％）  ８，９８９万円 

 

（目標） 

・「逸品発掘･売込逆商談会」の共同開催 

・諏訪圏工業メッセの実施 年１回(10 月･３日間) 

・県外展示会出展（地域小規模事業者の事業領域にマッチする展示会）年５回 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

諏訪圏工業メッセ開催回数 １ １ １ １ １ １

〃バイヤー等来場者数 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

「製造業」の展示会参加回数 ６ ６ ６ ６ ６ ６

地域資源を活用した新製品

開発・新サービス展開事業 ３ ５ ５

 

５ 

 

５ ５

工業製品取引・販売確保額 

（直接開発等取引額）(単位：万円) 8,506 18,000 25,000

 

30,000 

 

30,000 40,000

逸品発掘･売込逆商談会開催 １ １ １ １ １ １

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

下諏訪町は近年統計から見て事業者数減少、人口減少、高齢化率の上昇、観光客数の減少などマ

イナス面が際立ち、町の魅力向上と賑わいあるまちづくりが大きな課題となっている。 
当所では５委員会（総務、まちづくり、ものづくり、観光、地域活性化）と行政、下諏訪観光協

会、各業界組合が協力し、それぞれの立場で消費喚起事業、移住促進事業、基幹産業（製造業）支

援等に取り組んでいるが、相互連携が弱く事業の内容や改善点について検証し、次に活かす取り組

みができていなかった。 

当地区には当所と行政が事務局となり下諏訪観光協会、各業界組合、財産区、連合婦人会と連携

し、まちづくりに関する情報交換や集約した意見を行政の施策に反映させる等の活動をしている

「まちづくり推進会議」があるため、この組織にまちづくりの専門家、地元大学、金融機関を加え

各事業の統括的な検討、検証、改善を行う機関として活用する。 

まちづくり推進会議が統括的に事業を把握する中で、各委員会や関係機関が消費喚起、地域外の

需要取り込み、地域ブランドの構築、交流人口・移住者の増加策といった地域活性化事業に取り組

む。 

 

（事業内容） 

(1)プレミアム付商品券発行事業 
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（目的） 

行政、下諏訪商工会議所が運営し、下諏訪商連と地元商店街が協力して小規模商店・事業者の認

知度を高めることを目的とした消費喚起事業。 

(実施内容) 

 平成 20 年から独自財源と行政の補助金を使用し取り組んでおり、小規模商店の売上アップ、認

知向上に繋がっている。平成 27 年度からは地域創生、地域振興の一手法として、地域経済活性

化の観点からもプレミアム付商品券発行事業を継続実施する。 

(2)日本商工会議所全国展開事業プロジェクト「特産品開発」実行委員会事業 

(目的) 

これまでに「万治の石仏※」をモチーフにした菓子、下諏訪特産のわかさぎ・かりんを使った土

産品開発を行い販売してきている。観光客が訪れる動機付けとして食のウエイトが大きいため、

新たな食材として昆虫食文化やジビエ食文化に焦点を当て、当所観光委員会、地元飲食店、旅館、

菓子店等で実行委員会を組織し、地域ブランドとなる特産品開発と販売を行う。 
※万治の石仏とは、岡本太郎が絶賛した、珍しい姿をした野仏。 
(実施内容) 

・地域外からの需要獲得のため、長野県内に昔から根付いている食材（イナゴ・蜂の子・さな 

ぎ等の昆虫食文化や鹿・イノシシ等のジビエ食文化）を使った特産品の開発。 

・次年度は販路開拓事業として展示会に出展する。 

 (3)中山道三所交流事業 

(目的) 

地域資源として街道観光に焦点をあて「初期中山道」を起点とした周辺観光ルートや街道歩き体

験を通して観光資源をＰＲする事業展開を行う。 

  (実施内容) 

当所の観光委員会と塩尻・岡谷の地域開発委員会が実行委員会を組織し、「初期中山道」（1602

年～1616 年の間だけ使用された街道）における、手つかずの街道風景や初期中山道の宿場跡、

本陣跡、一里塚などを繋げた観光ルート開発に取り組んでいる。一時的なウォーキングブームに

左右されない地域資源になるよう、観光展示会の出展やパンフレットの作成、ＳＮＳを使ったＰ

Ｒを行い、街道観光に結びつけ交流人口の増加による宿泊、消費に繋げる。 

(4)移住促進事業 

（目的） 

下諏訪宅建協会、当所地域活性化委員と行政が一緒になって、「田舎暮らしの推進」移住定住者

増加対策事業を展開する。 

(実施内容) 

移住促進パンフレットの作成と、東京圏「銀座NAGANO」(長野県のアンテナショップ)での配布、

東京ふるさと回帰支援センターの「回帰フェア」に出展をしてきた。 

今後の回帰フェアでは動画を活用した下諏訪の魅力紹介、パンフレットの内容充実として、不動

産情報、産業の紹介をすることにより、若者やリタイヤ層に興味を持ってもらい、当地への移住

のきっかけとするため継続して実施する。住居と新規創業促進による受入環境整備としてシェ

ア・オフィスの設置にも取り組む。 

(5)ものづくり支援センターしもすわ事業 

（目的） 

地域製造業の経営者の高齢化及び後継者問題から年々小規模事業者の廃業が顕著となり、既存企

業の持続的支援が課題である。そのため下請体質からの脱却として企業連携による独自の市場確

保に向けた支援事業を展開する。 

（実施組織） 

下諏訪町・下諏訪商工会議所の工業担当職員と連携コーディネータ、工業コーディネータ、食品

開発支援員を採用し計 6名の事務局と地域企業で構成し、支援機関・大学等に支援をいただき取

り組む。 
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（事業内容） 

① 企業連携による自社製品開発から市場確保の支援事業 
② 食品製造業による商品開発・販売拡大支援事業 
③ 受注斡旋、営業展開のための展示会出展支援 
など経営から新事業展開までワンストップで行う。 

今後も地域製造業の自立化支援としてものづくりの強みを生かした持続可能な支援事業を、長

野県マーケティング支援センターの支援のもと商品化・販路開拓、海外取引を展開し地域製造業

の活性化に取り組む。なお、27 年度からは地域新産業分野への参入として「医療機器開発分野・

ヘルス機器開発」事業の研究会を立ち上げ医療機器開発地域ブランド構築として取り組んでい

る。 

(6)諏訪圏工業メッセ実行委員会「諏訪圏工業メッセ」の実施 

（目的） 

諏訪地域の目指す超精密・微細加工の集積地 SUWA の強みを生かした新たな産業分野への挑戦、

技術ＰＲ、情報交換、商談・販路開拓の場として事業展開する。 

（事業内容） 

  諏訪地域 6市町村と商工会議所・商工会及び長野県、長野県中小企業振興センター、ジェトロ、

地域大学、各支援機関及び地域工業経営者の連携により、諏訪圏工業メッセを実施。 

諏訪地方から国内・海外取引まで含む商談会として活用する。 

地域小規模事業者が作成する「ひと技シート※」を、自社の強みによる営業展開の機会と捉え、

営業展開支援として実施する。 

特に「小規模企業展示コーナー」を新たに設け、受注確保支援を行う。 

※ひと技シートとは、諏訪圏工業メッセで配付する展示会パンフレット。単なる会社概要ではなく、 

自社の強み・技術力・得意な事業領域等を記載したもの。 

  

（目 標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 
まちづくり推進会議 １ １ ２ ４ ４ ４

プレミアム付商品券発行事業 5,000冊 20,000冊 20,000冊 20,000冊 20,000冊 20,000冊

特産品販路拡大商談会 未実施 ０ ２ ２ ２ ２

移住促進ＰＲイベント参加  １ １ ２ ２ ２ ２

 
 

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 

 (1)「諏訪地域商工会議所経営指導員連絡会」により諏訪地域 4 商工会議所が連携し、支援の現状

や支援ノウハウの情報交換を行うと共に、小規模事業者支援を地域金融機関と連携して行い、創

業・経営改善計画の情報共有と支援ノウハウを取得する。さらに専門家講師による課題解決能力

育成研修をもって支援能力の向上を図る。（研修年 2回、情報交換年 2回、相談所長会議年 4回）

また、長野県が設置した諏訪地域広域専門指導員（シニアアドバイザー）のもとに、広域連携事

業実施と情報交換を行う。（広域連携事業別グループ会議随時開催） 

広域連携事業内容 

① 経営改善計画書作成支援事業の企画実行（セミナーの開催、改善計画作成個別支援、専門家
派遣） 

② 事業承継、後継者育成、ＢＣＰ計画作成支援事業の企画と実行（セミナー開催、専門家派遣、
個別支援） 

③ 創業支援事業の企画と実行（セミナー開催、掘り起こし、個別相談） 
④ 広域連携事業（27 年度開催される御柱際に向けて小規模事業者の参画による携帯食の開発）
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⑤ 情報交換の開催（全経営指導員対象） 
(2)中信ブロック経営指導員研究会 

中信ブロックの商工会議所（下諏訪、諏訪、茅野、岡谷、塩尻、松本、大町）が参加する「中信

ブロック経営指導員研究会」において、他の支援機関や行政、専門家等を招いて支援ノウハウ、

支援の現状について情報交換を行い、各地域の小規模事業者の需要動向等に関して新たな需要の

開拓を進める基盤の構築を図る。（特別研修年 2回、12 時間） 

(3)(公財)長野県中小企業振興センターが事務局になり、県下商工会議所、金融機関、大学、県支

援機関等で構成する「ながの産業支援ネット推進会議」に出席し長野県内の支援状況、支援ノウ

ハウについて情報交換を行うことにより業種別支援対応策を学ぶ。（年 2回情報交換会議、専門

研修 2回） 

(4)諏訪東京理科大の「地域連携プラザ」連絡会議において情報交換、取り組み事例発表、効果的

な支援の仕組みなどを共有し、異業種連携・産学官連携支援に役立てる。（年 3回） 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

本計画で取り組む小規模事業者支援においては、全職員が支援に関わっていくことが不可欠であ

るため、経営指導員及び一般職員の資質向上を図ると共に、研修会等に参加した職員が研修内容を

まとめ、講師となって全職員に向けた「支援学習会」を実施する。小規模事業者支援施策知識の習

得、経営課題の抽出方法、販売支援方法などを学習して小規模事業者支援に役立てる。職員間の情

報共有化を今以上に密にすることで、全体のレベルアップ向上を図る。（月１回） 

（資質向上のための取り組み） 

(1)日本商工会議所が主催する研修会に参加し、経営支援の基礎能力習得と地域課題に対応する支

援援能力の向上を図る。 

(2)中信ブロック経営指導員研究会が主催する研修会（特別コース）に参加し、地域小規模事業者

を中心とした小規模事業者を取り巻く経営環境、支援の取り組み等を習得し経営指導員の資質向

上を図る。(年 2回開催、広域連携事業情報交換 1回) 

(3)長野県商工会議所連合会が主催する研修会(一般研修、特別コース)に参加し、商工労働行政の

一般的情報及び小規模事業者支援施策を得るとともに、小規模事業者支援に必要な専門的知識を

習得する。(年間 20 時間)  

(4)全国連が実施するＷＥＢ研修（e ラーニング）を積極的に受講し、経営支援全般に係る支援能

力を身につける。（全職員対象） 

(5)中小企業大学校が主催する人材育成の受講 

①研修コース「プロジェクトマネージメント型経営改善支援の進め方」 

経営改善計画の支援をする際に必要とする知識と手法を理解し、計画書の作成支援ができる能

力及び、専門家・支援機関活用におけるコーディネート能力を学ぶことにより、適時最適な支

援を構築できる能力の向上を目指す。（経営指導員 1名受講） 

②研修コース「小規模企業支援能力向上研修」 

経営改善計画・経営革新における計画策定・実行支援スキルによる状況分析・問題の定義・計

画策定・実行支援能力を向上させ、企画立案の支援対応力を学ぶことにより小規模事業者の強

みを生かし、実行可能な経営計画の構想提案ができる伴走型支援能力の向上を目指す。（経営

指導員 1名受講） 

③研修コース「経営革新計画の策定とフォローアップ支援」 

経営改善計画、経営革新計画のブラシュアップ能力と成功させるフォローアップ手法を学ぶこ

とにより、経営改善計画の適正評価及び効果に導くことができる能力向上を目指す。（経営指

導員 1名受講） 

④研修コース「地域ブランド戦略による地域活性化」 

地域資源活用プログラム、農商工連携、地域ブランド戦略手法、マーケティング戦略などを学

ぶことにより、小規模事業者を巻き込んだ地域ブランド事業の企画・実行をすすめることがで
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きる能力向上を目指す。（経営指導員 1名受講） 

(7)若手経営指導員については、ベテラン経営指導員と組んで企業訪問を行い、小規模事業者を支

援することを通じて指導・助言内容や経営支援・販売支援方法を学ぶ。 

(8)全職員の指導能力向上の方法として、小規模支援の具体的事業企画立案・実行を経験させる。

(9)チームスタッフ及び顧問コンサルタントにより月１回支援経過と課題、課題解決手法等の検討

会を実施することにより、支援のあり方及び地域小規模事業者状況情報を共有する。 

(10)所内において支援成功事例の発表を全職員で行い情報共有をするにあたり、 

①成功の定義を所内で統一する 

②その成功要因を確立する 

③所内での業績評価指標統一シートを作成する 

④現実的な結果指標とは何かを決める 

⑤モニタリング項目を決める 

により業績を測定・評価し、客観的に報告できる仕組みを作る。 

(11)全職員が地域課題を見つけ、ベテラン経営指導員とチームを組み小規模事業者を支援すること

等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法、課題解決の仕組みと支援能力を学ぶなど、ＯＪＴ

により伴走型の支援能力の向上を図る。 

  

 

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)事業計画書に基づく事業進捗管理表（事業項目ごとの PDCA）を作成し、毎月専務理事･事務局

長に報告する。 

(2)毎年度、本計画記載事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。

①行政、業界代表者、顧問コンサルタント、東京理科大学等の有識者により、事業の実施状況報

告、成果の評価・見直し案の提示を行う「小規模事業者支援推進会議」を開催する。(10 月・

4月) 

②正副会頭会において、評価・見直しの方針を決定する。(４月) 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会へ報告し、承認を受ける。(４月) 

④事業の成果・評価・見直しの結果を下諏訪商工会議所ホームページ 

（http://www.cci.shimosuwa.nagano.jp）で計画期間中公表する。 

⑤全事業所対象の事業の成果報告会を開催する。(５月) 

⑥事業成果報告書を全事業所に配付する。(６月) 

  ⑦事務局窓口に報告書を掲示する。 
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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 

（１）組織体制                          （平成27年８月現在） 

 
 

  
←評価･見直しの方針決定(4月)

 正副会頭   

 

  常議員会  ←成果報告(4月)  専務理事  

 

  議員総会  ←成果報告会 
 (議員+全会員) 

 事務局長     事業遂行報告(毎月) 
 
                    (5月) 

  ものづくり 
 支援センタ 
 ーしもすわ 
 (別表４連携体 
 組織図参照) 

 
 
 
 連 
 携 

 実施管理者：中小企業相談所長     評価･検討･提言 

  工業･建設グループ(４名) ＰＤＣＡ実行    小規模事業者
 支援推進会議

 

 リーダー：相談所長(経営指導員) 
      職員４名 
      工業連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ １名 

 下諏訪町、地方事
 務所商工課、顧問
 コンサルタント、
 諏訪東京理科大 
 学、NPO諏訪圏も 
 のづくり推進機 
 構、県中小企業診
 断士協会、諏訪地
 方観光連盟 
    (10･4月開催)

 

 外部 
専門家 
 派遣 

       顧問コンサルタント･グループ情報共有(毎月) 

  商業･観光グループ(５名) ＰＤＣＡ実行  

   リーダー：相談所課長(経営指導員) 
           広域専門指導員１名 
      職員３名 

 

 
 

 
経営発達支援事業実行 

   小規模事業者  

 
     商工会議所全体の組織 
  役員(81名) 事務職員(11名)

 
 
 
 
 
 
 

 会  頭 １名 
 副 会 頭 ３名 
 専務理事  １名 

監    事  ３名 
常 議 員 ２６名 
議    員 ４７名 

 事務局長   １名 
 経営指導員   ２名 
 広域専門指導員 １名 
 補 助 員   １名 
 総 務 課   ５名 
 ｺ ｰﾃﾞ ｨﾈｰﾀ    １名 
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 （２）連絡先 
   住 所 ：〒393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町4611番地 
   部 署 ：下諏訪商工会議所 中小企業相談所 
   電話番号：0266-27-2110 
   ＨＰｱﾄﾞﾚｽ：http://www.cci.shimosuwa.nagano.jp 
   Ｅメール ：shimocci@cci.shimosuwa.nagano.jp 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 
 平成 27 年度 

(27 年 4月以降) 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

必要な資金の額 ５７，６４９ ５７,６４９ ５７,６４９ ５７,６４９ ５７,６４９

 

中小企業相談所 

一般会計地域振興費 

産業活性化特別会計 

42,349 

10,700 

4,600 

42,349

10,700

4,600

42,349

10,700

4,600

42,349 

10,700 

4,600 

42,349

10,700

4,600

（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、各種事業収入、国補助金、県補助金、町補助金 

 

 

（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．「まちづくり推進会議」 

まちづくりに関する情報交換や集約した意見を行政の施策に反映させる。各事業の統括的な検 

討・検証・改善を行う機関として活用する。 

 
２．「全国展開プロジェクト」 
   新たな食材として昆虫食文化やジビエ食文化に焦点を当て、当所観光委員会、地元飲食店、

旅館、菓子店等で実行委員会を組織し、地域ブランドとなる特産品開発と販売を行う。 
 
３．「ものづくり支援センターしもすわ」運営管理 
   ものづくりのワンストップ支援組織として総合的な事業展開を図る。 

 
４．「諏訪圏工業メッセ」の実施 
   地域製造業の受注拡大・販売拡大及び地域ものづくり技術を発信するため、規模事業者が

製造業技術・自社開発製品の販路を開拓する効果的な展示会であることから共同出展支援に
より販路拡大を支援する。 

連携者及びその役割 

１．「まちづくり推進会議」 
  １）連携の必要性と効果：町内のあらゆる団体が連携することで、それぞれの視点から地域
   活性化の方向性を考え、情報を共有することで、各団体の取り組みや行政への意見具申に
   活かすことができる。 
  ２）連携する団体 
    下諏訪町       (下諏訪町4613-8 町長 青木悟) 
    下諏訪観光協会      (下諏訪町3289 協会長 河西正一) 
    下諏訪温泉旅館組合  (下諏訪町星ヶ丘7083 組合長 小口富明) 
    下諏訪飲食店組合    (下諏訪町高木10616 組合長 宮坂健) 
    下諏訪商連          (下諏訪町広瀬町5385 理事長 本山公之) 
       下諏訪建設労働組合  (下諏訪町塚田町3148 組合長 林悦男) 
       諏訪大社            (下諏訪町上久保1 宮司 北島和孝) 
       諏訪大社大総代      (下諏訪町御田町3209 代表 土田忠) 
       下諏訪町財産区      (下諏訪町湯田仲町3188 議長 小口恭一) 
       下諏訪町連合婦人会  (下諏訪町横町3343 会長 武居洋子) 
    専門家：中小企業診断士(塩尻市洗馬2680-87 原佑治)   

諏訪東京理科大    (茅野市豊平5000-1 学長 河村洋) 
金融機関(地元４行) 

     八十二銀行下諏訪支店   (下諏訪町友之町3236 支店長 小原正彦) 
         諏訪信用金庫下諏訪支店   (下諏訪町矢木西16 支店長 丸茂健児) 
              〃     御田町支店    (下諏訪町御田町3160-8 支店長 丸茂健児) 
              〃     湖浜支店      (下諏訪町西浜6183-1 支店長 宮坂政幸) 
         長野銀行下諏訪支店       (下諏訪町東赤砂4699 支店長 折山文之) 
         長野県信用組合下諏訪支店 (下諏訪町矢木西135-4 支店長 海野靖宏) 
 
２．「全国展開プロジェクト」 
  １）連携の必要性と効果：各組合組織を通して目的意識を共有し、効率的に事業を推進する

ことにより、特産品開発と各個店の販売促進に繋がる。 
  ２）連携する団体 
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    下諏訪町            (下諏訪町4613-8 町長 青木悟) 
    下諏訪観光協会      (下諏訪町3289 協会長 河西正一) 
    下諏訪温泉旅館組合  (下諏訪町星ヶ丘7083 組合長 小口富明) 

下諏訪飲食店組合    (下諏訪町高木10616 組合長 宮坂健) 
    下諏訪第一飲食店組合(下諏訪町平沢町313 組合長 田中里美) 
    下諏訪菓子組合   (下諏訪町矢木西25 組合長 佐野充敬) 
    織田栄養専門学校   (東京都中野区中野5-32-8 学校長 名倉千恵子) 
    山梨学院大学    (山梨県甲府市酒折2-4-5 学長 古屋忠彦) 
 
３．「ものづくり支援センターしもすわ」 
  １）連携の必要性と効果：支援組織の一体化、支援施策の一元化によりワンストップの施策
   支援を効率的に行える。 
  ２）連携する団体 
    下諏訪町                (下諏訪町4613-8 町長 青木悟) 
       町内企業 
   ３）連携する支援機関 
       諏訪地方事務所        (諏訪市上川1-1644-10 所長 寺澤信行) 
       諏訪東京理科大        (茅野市豊平5000-1 学長 河村洋) 
    NPO諏訪圏ものづくり推進機構 (諏訪市小和田南14-7 理事長 草間三郎) 
    金融機関(地元４行) 
     八十二銀行下諏訪支店   (下諏訪町友之町3236 支店長 小原正彦) 
         諏訪信用金庫下諏訪支店   (下諏訪町矢木西16 支店長 丸茂健児) 
              〃     御田町支店    (下諏訪町御田町3160-8 支店長 丸茂健児) 
              〃     湖浜支店      (下諏訪町西浜6183-1 支店長 宮坂政幸) 
         長野銀行下諏訪支店       (下諏訪町東赤砂4699 支店長 折山文之) 
         長野県信用組合下諏訪支店 (下諏訪町矢木西135-4 支店長 海野靖宏) 
 
４．「諏訪圏工業メッセ」 
  １）連携の必要性と効果：諏訪地域６市町村の製造業社及び団体･海外企業が一同に会して 
   の開催により、地方では国内最大級の工業専門展示会であり、諏訪のものづくり技術と製
   品を広く全国･世界へ発信ができ、取引確保に効果がある。 
  ２）連携する団体 
    下諏訪町    (諏訪郡下諏訪町4613-8 町長 青木悟) 
    岡 谷 市    (岡谷市幸町8-1 市長 今井竜五) 
    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) 
    富士見町    (諏訪郡富士見町落合10777 町長 小林一彦) 
    原    村    (諏訪郡原村6549-1 村長 五味武雄) 
      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) 
    茅野商工会議所 (茅野市塚原1-3-20 会頭 宮坂孝雄) 
    富士見町商工会 (諏訪郡富士見町落合10078-1 会長 窪田福美) 
    原村商工会     (諏訪郡原村6555 会長 五味光亮) 
    NPO諏訪圏ものづくり推進機構 (諏訪市小和田南14-7 理事長 草間三郎) 
    (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) 

ジェトロ 日本貿易振興機構 (長野市中御所岡田131-10 理事長 石毛博行) 
       (一社)長野県経営者協会 (長野市県町584 会長 山浦愛幸) 
    (公財)長野県テクノ財団 (長野市若里1-18-1 理事長 市川浩一郎)  

諏訪東京理科大  (茅野市豊平5000-1 学長 河村洋) 
 
 ※連携者の役割は「連携体制図」中に記載。 
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連携体制図等 

 
まちづくり推進会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり推進会議 

 

 

 

   

 

 

 
全国展開プロジェクト 
  
                

 

 

 

 

 

 
 
 

 

全国展開プロジェクト 

実行委員会  

                  

 

 

 

 

 

  

  
              

【目 標】
・歴史的街並みを生かした景観形成の面から 
 伝統･文化･産業の振興を図り住みよいまちをつくる。
・各事業の統括的な検討・検証・改善を行う機関とする。 

  下諏訪商工会議所
 ・まちづくり推進会議の運営  下諏訪町 

・会議での方向性をもとに
まちづくり及び 

 産業振興を図る。 

諏訪大社 
諏訪大社大総代 
下諏訪町財産区 
下諏訪町連合婦人会 
・意見具申 

 下諏訪観光協会
・会議での方向性をもと
に観光振興を図る。 

下諏訪温泉旅館組合
下諏訪飲食店組合 
下諏訪商連 
下諏訪建設労働組合 
・意見具申 

 織田栄養専門学校 
 山梨学院大学 
・専門家として助言･提言 

【目 標】
・食文化をベースに特産品開発を目指し、旅行
の動機付けや旅行目的となるような商品開発
を目指し、観光面での波及効果も期待する。 

中小企業診断士   
諏訪東京理科大学 
金融機関(地元４行) 
・各事業の統括的な検討 

下諏訪飲食店組合
下諏訪第一飲食店組合 
下諏訪温泉旅館組合 
下諏訪菓子組合 
・支援･コーディネート 

下諏訪町 
 下諏訪観光協会 
・連携支援 

  下諏訪商工会議所
 ・実行委員会の運営 
・事業実施 
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事業推進・支援

監 事
商工会議所監事
・町監査委員

運営委員会

正副理事長
企業代表、センター長

諏訪圏ものづくり推進機構
下諏訪町、商工会議所

①意志決定機関として事業の企画・立案・
実施
②活動方針、収支予算・活動報告・収支
決算規約の変更、補助金要綱等の制定
及び改廃を協議する。

評議委員会

正副理事長
下諏訪町産業観光課長

下諏訪商工会議所専務理事

支援機関
長野県諏訪地方事務所商工課長
諏訪東京理科大経営学部平尾講師
諏訪圏ものづくり推進機構
金融機関（地元4行6支店長）

事業への助言・提言

顧 問

町長
商工会議所会頭
日経BP社

助言

補助組織又は補助機能

技術支援
（専門家派遣）

連携事業推進連絡会

正副理事長、連携企業、支援機関
センター長、コーディネータ
連携事業間の情報交流
新連携創出

理事長
商工会議所工業副会頭

副理事長
会議所ものづくり委員長1名
町内企業若手経営者

センター長
商工会議所相談所長

スタッフ

工業コーディネータ
（町臨時職員）

連携コーディネータ
（商工会議所臨時職員）

事務局員（町職員2名）

ものづくり支援センターしもすわの組織図概要

審査会

製品開発等補助金
受注確保支援補助金審査

正副理事長、下諏訪町課長、商工
会議所専務理事、県総合技術セン
ター長、支援センター長

 
 

 

諏訪圏工業メッセ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪圏工業メッセ 

実行委員会 

                 

 

                               

 

【目 標】
・地域が一丸となり「魅力あるSUWAブランドの創出」を目指す。 
・諏訪地域の目指すべき方向として、超精密･微細加工の集積地SUWAの強みを
 活用した医療･環境エネルギー･航空宇宙分野など新たな分野への挑戦。 
・諏訪地域ならではの技術ＰＲ、情報交換、商談･販売促進の場とする。 

下諏訪商工会議所 
岡谷･諏訪･茅野商工会議所 
原村･富士見町商工会 
岡谷市･下諏訪町･諏訪市･
茅野市･富士見町･原村 
 
・運営費用負担 
・メッセ･イベントの 
 企画･運営 
・出店者の募集 
・メッセガイドブック作成 

NPO諏訪圏ものづくり 
推進機構 
・実行委員会の運営 

長野県中小企業振興センター
ジェトロ 
長野県経営者協会 
・運営協力 

長野県テクノ財団 
・メッセ同時開催 
 ＤＴＦ国際ワークショッ
 プの企画･運営 

 諏訪東京理科大
・産学･研究ゾーン出展 


