■ 平成 25 年度事業活動報告
Ⅰ. 概

要

当協会設立から 12 年目になる平成 25 年度は次の活動方針に従い活動してまいりました。

『平成 25 年度活動方針』
1. 県内産・学・官の連携を更に進め、「ブランド先進県・信州」を実現する仕組みを
構築し、地元デザインの活躍の場を広げるとともに成果を発信していく
2. デザイナーやプロデューサーをはじめ、信州から発するブランドづくりを担える人材
を養成し、実践できる体制、仕組みを整える
3. 公益性のある実績を重ねて組織基盤を強化し、今後 10 年を見据えた会としてあ
るべき姿を中期的視点で描き実行する
「方針１」に関しては、「信州ブランドフォーラム」「信州ブランドアワード」「デザインコンペ〝LIFE
DESIGN 信州〟」「信州デザインデイズ」「県と連携した地域事業者支援」といったこれまで当協
会が主体となって進めてきた活動を継続いたしました。県内のデザイン振興には本県固有の地
域資源を基に独自のブランドづくりを行うことが必要との理念をベースに行ってきたこれらの活動
により、ブランドづくりにおけるデザインの重要性理解が産・学・官に浸透したといえます。一方で、
イベント化したこれらの活動の成果が、デザイン業界の振興に未だ繋がっていないとの反省もあり
ました。
「方針２」に関しては、5 つの研究部会と２つの部会の自主的な活動を通して、デザインに関す
る知の共有を進めました。複数部会による合同活動も行われるなど活性化している面もありまし
たが、活動が停滞している部会も見受けられ、参加会員にとってプラスになる部会構成の検討
が必要と思われる一年でした。
「方針３」では、会員の皆さんに協会に求められる機能をアンケートの結果と、上記 2 点の反
省ポイントを加味した中長期的な協会活動計画を立案し、次年度の活動計画に繋げています。
今まで、当協会が牽引してきた信州ブランドの振興を産・学・官で進める体制が整い、実行に
移されることになった昨年度は、設立当初の理念に立ち返り、当協会のあるべき姿・活動を見直
す契機になった年でもあったともいえます。

Ⅱ. 事業活動項目
1. 県内独自のブランドづくりを促進・支援する活動
(1) 先進的なブランドづくりとデザインの研究
■ 2013/6/6 塩尻市市民交流センターにて（「平成 25 年通常総会」
招待講演として）「デザインマインドで地域の明日を拓く」講演会開催：
講師 株式会社シセイ堂デザイン 代表 植木誠氏：運営委員会

■ 2013/9/26 長野市生涯学習センターにて（「デザイ
ンコンペ LIFE DESIGN 信州 2013」選考委員特別講演
として）「澁谷克彦デザイントーク」講演会開催：講師
株式会社資生堂 宣伝制作部長 エグゼクティブクリ
エイティブディレクター 澁谷克彦氏 ：信州ブランドフ
ォーラム開催実行委員会＋デザインコンペ推進委員
会
■ 2013/11/15 長野市 ホクト文化ホール（中ホール）にて（「信州ブランドフォーラム
2013」のプログラムとして） 「信州のブランドづくり支援」事例発表会開催：信州ブランドフォ
ーラム開催実行委員会＋地域資源製品開発支援センター＋地域産業支援部会
【はじめに】「協調支援事業の概要」：地域資源製品開発支援センター 総合ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
五味英紀氏
【事例発表 1】「汚物流し洗浄用センサー『フラッシュ
マンノン・タッチ』の商品開発支援」：デコデザインスタ
ヂオ 代表 岡谷哲男氏
【事例発表 2】「小さいから広がる絵画表現『小さなキ
ャンバス』の販促デザイン支援」：ちえのわデザイン
代表 北原千恵氏
【事例発表 3】「野菜農園の視覚統一デザイン支援」：トドロキデザイン 代表 轟久志氏
■ 2013/11/15 長野市 ホクト文化ホール（中ホー
ル）にて（「信州ブランドフォーラム 2013」のプログラム
として） 「『いいちこ』のブランドイメージ戦略～いかに
商品を伝えるか～」講演会開催：講師 （株）日本ベリ
エールアートセンター 主宰 河北秀也氏：信州ブラ
ンドフォーラム開催実行委員会

(2) 長野県（地域資源製品開発支援センター他）と連携したブランドづくりやデザインの実践支
援（以下 33 件）
■ 長野地域の製造業からの要請 「オートバイ電装部品販売サイト制作支援」へデザイナー
派遣：地域産業支援部会〔EC Design（塩尻市） 青柳聡氏〕＋地域資源製品開発支援セ
ンター
■ 諏訪地域の乳製品メーカーからの要請 「乳製品パッケージのリニューアルデザイン支援」
へデザイナー派遣：地域産業支援部会〔トドロキデザイン（長野市） 轟久志氏〕＋地域資
源製品開発支援センター
■ 長野地域の食品加工業からの要請 「特産大根ドレッシングのラベ
ルデザイン支援」へデザイナー派遣：地域産業支援部会〔トドロキデ
ザイン（長野市） 轟久志氏〕＋地域資源製品開発支援センター
■ 木曽地域の木製品製造業からの要請 「ロクロスピーカーの商品デ
ザイン支援」へデザイナー派遣：地域産業支援部会〔デコデザイン
スタヂオ（諏訪市） 岡谷哲男氏〕＋地域資源製品開発支援セン
ター
■ 木曽地域の産地組合からの要請 「ギフトショー出展ブースのデザ
イン支援」へのデザイナー派遣：地域産業支援部会〔ゼスト（塩尻
市） 川上良一氏〕＋地域資源製品開発支援センター
■ 木曽地域の木製品製造業からの要請 「商品パンフレットのデザイン支援」へデザイナー派
遣：地域産業支援部会〔ゼスト（塩尻市） 川上良一氏〕＋地域資源製品開発支援センタ
ー
■ 木曽地域の木製品製造業からの要請 「キ
ャンバスを用いた画材の新商品（立体化）
開発支援」へデザイナー派遣：地域産業支
援部会〔ちえのわデザイン（茅野市） 北原
千恵氏〕＋地域資源製品開発支援センタ
ー
■

伊那地域の医療機器メーカーからの要請 「歯科用インプラントの販促デザイン支援」へ
デザイナー派遣：地域産業支援部会〔総合印刷（塩尻市） 内山氏〕＋地域資源製品開
発支援センター

■ 松本地域の医療機関支援団体からの要請 「病院搬送車の外観デザイン支援」へのデザ
イナー派遣：地域産業支援部会〔C.C.C.（松本市） 武井秀樹氏〕＋地域資源製品開発支
援センター

■ 上小地域の経済団体からの要請 「地産料理コンテストのパ
ンフデザイン支援」へのデザイナー派遣：地域産業支援部会
〔C.C.C.（松本市） 武井秀樹氏〕＋地域資源製品開発支援
センター
■ 佐久地域の醸造メーカーからの要請 「味噌新商品のパッケ
ージと店舗 VI デザイン支援」へのデザイナー派遣：地域産業
支援部会〔トドロキデザイン（長野市） 轟久志氏〕＋地域資源製品開発支援センター
■ 諏訪地域の機械メーカーからの要請 「多機能工作機械のパンフレットデザイン支援」への
デザイナー派遣：地域産業支援部会〔でざいんと（岡谷市） 溝口諒氏〕＋地域資源製品
開発支援センター
■ 松本地域の宿泊施設からの要請 「PB 商品開発デザイン支援」へのﾃﾞｻﾞｲﾅｰ派遣：地域
産業支援部会〔ゼスト（塩尻市）川上良一氏〕＋地域資源製品開発支援センター
■ 長野地域の自治体＆研究機関からの要請 「エノキダケ活用調味料の販促デザイン支
援」へのデザイナー派遣：地域産業支援部会〔エイブルデザイン（長野市）〕＋地域資源製
品開発支援センター
■ 大北地域の食品販売店からの要請 「キビ焼酎の販促デザイ
ン 支 援 」 へ の デザ イ ナ ー派 遣 ： 地 域 産 業 支 援 部 会 〔 DBD
GRAPHICS（松本市）竹田修二氏〕＋地域資源製品開発支援
センター
■ 上伊那地域の電気機器メーカーからの要請 「生ゴミ処理機の商品デザイン支援」へのデ
ザイナー派遣：地域産業支援部会〔アトリエさと（塩尻市）三溝智子氏〕＋地域資源製品開
発支援センター
■ 佐久地域の農園からの要請 「農園の VI と Web サイトデ
ザイン支援」へのデザイナー派遣：地域産業支援部会〔ト
ドロキデザイン（長野市）轟久志氏〕＋地域資源製品開
発支援センター
■ 松本地域の電気・電子機器メーカーからの要請 「EMS 事業の販促デザイン支援」へのデ
ザイナー派遣：地域産業支援部会〔エイブルデザイン（長野市）〕＋地域資源製品開発支
援センター
■ 諏訪地域の製造業からの要請 「スピーチタイマーの商品開
発支援」へのデザイナー派遣：地域産業支援部会〔ノードサイ
ン（長野市）中村節氏〕＋地域資源製品開発支援センター

■ 北信地域の製造業からの要請 「木炭ストーブの商品開発支援」へのデザイナー派遣：地
域産業支援部会〔ノードサイン（長野市）中村節氏〕＋地域資源製品開発支援センター
■ 長野地域の製造業からの要請 「歩行補助装置の商品デザイン支援」へのデザイナー派
遣：地域産業支援部会〔ガク・デザイン・スタジオ（上田市）清水学氏〕＋地域資源製品開
発支援センター
■ 松本地域の製造業からの要請 「発電機構付薪ストーブのデザイン支援」へのデザイナー
派遣：地域産業支援部会〔ケルビム（諏訪市）堀内智樹氏〕＋地域資源製品開発支援セ
ンター
■ 長野地域の電気機器メーカーからの要請
「電流計測キットのパッケージデザイン支援」
へのデザイナー派遣：地域産業支援部会〔エ
イブルデザイン（長野市）高橋和也氏〕＋地域
資源製品開発支援センター
■ 松本地域の商工団体からの要請 「観光案内のデザイン支援」へのデザイナー派遣：地域
産業支援部会〔C.C.C.（松本市）武井秀樹氏〕＋地域資源製品開発支援センター
■ 松本地域の食品加工メーカーからの要請 「信州サーモン手まり寿司の販促デザイン支
援」へのデザイナー派遣：地域産業支援部会〔DBD GRAPHICS（松本市）竹田修二氏〕＋
地域資源製品開発支援センター
■ 松本地域の事業者からの要請 「化粧品・トイレタリー商品の VI デザイン支援」へのデザイ
ナー派遣：地域産業支援部会〔アトリエさと（塩尻市）三溝智子氏〕＋地域資源製品開発
支援センター
■ 木曽地域のメーカーからの要請 「イーゼル製造技術を活用した新製品開発支援」へのデ
ザイナー派遣：地域産業支援部会〔アトリエさと（塩尻市）三溝智子氏〕＋地域資源製品開
発支援センター
■ 下伊那地域の食品加工メーカーからの要請 「地鶏加工食
品のパッケージ・販促デザイン支援」へのデザイナー派遣：地
域産業支援部会〔トドロキデザイン（長野市）轟久志氏〕＋地
域資源製品開発支援センター
■ 諏訪地域の農園からの要請 「赤ルバーブジャムの販促デザ
イ ン支 援」へ の デザイ ナー派 遣 ：地 域産 業支 援部 会〔 EC
design（塩尻市）青柳聡氏〕＋地域資源製品開発支援センター

■ 上田地域の食品加工メーカーからの要請 「フルーツシロップの販促デザイン支援」へのデ
ザイナー派遣：地域産業支援部会〔相澤デザイン室（長野市）相澤徳行氏〕＋地域資源製
品開発支援センター
■ 佐久地域の食品加工メーカーからの要請 「ナツメ加工食品の販促デザイン支援」へのデ
ザイナー派遣：地域産業支援部会〔C.C.C.（松本市）武井秀樹氏〕＋地域資源製品開発支
援センター
■ 大北地域の自治体からの要請 「地サイダーの販促デザイン支援」へのデザイナー派遣：
地域産業支援部会〔DBD GRAPHICS（松本市）竹田修二氏〕＋地域資源製品開発支援セ
ンター
■ 安曇野市直売所からの要請 「直売所活性化」のためのコンサルタント派遣：地域産業支
援部会＋（公財）長野県中小企業振興センター

(3) 地域産業支援部会によるブランドづくりやデザインの実践支援（以下 6 件）
■ 塩尻ライオンズクラブからの要請 塩尻市に寄贈する「塩尻駅モニ
ュメントクロック」のデザイン支援：地域産業支援部会
■ 茅野市商工会議所からの要請 「土産品認定シール選定」のため
の選定員派遣：地域産業支援部会
■ 塩尻市からの要請 「塩尻ワインが飲める店表示プレート」のための
デザイナー派遣：地域産業支援部会
■ 塩尻市からの要請 「中央線沿線看板」のためのデザ
イナー派遣：地域産業支援部会
■ 塩尻市からの要請 「木曽中山道道路標識案内看板」のためのデザイナー派遣：地域産
業支援部会
■ 塩尻市からの要請 「塩尻市ビューポイント施設」のためのデ
ザイナー派遣：地域産業支援部会

2. デザイン業の競争力を高め、活性化を推進する活動
(4) デザイン業務のマネジメント力を高める研修
■ 2013/9/10 長野市 長野県経営者協会会館にて
「下請法セミナー」を開催：講師 中小企業庁・公正
取引委員会企業取引課 課長 鈴木氏：デザインマ
ネジメント研究部会
■ 2013/9/27 長野市生涯学習センターにて（「信州
デザインデイズ 2013」公開講演会として）「一歩下がって見たデザインマネジメント」講演会
開催：講師 ユニバーサルデザイン研究部会 和田功氏（信州大学繊維学部 感性工学
課程所属） ：ユニバーサルデザイン研究部会

(5) コミュニケーショングラフィックスのスキルアップ及び活用研究
■ 2013/9/27 長野市生涯学習センターにて（「信州
デザインデイズ 2013」プログラムとして） 「カラーマネ
ジメント基礎」公開講演会を開催 ：講師 コミュニケ
ーションデザイン研究部会 岩本康平氏（セイコーエプ
ソン（株）所属） ：コミュニケーションデザイン研究部会
(6) ユニバーサルデザインの啓発及び実践的活用研究
■ 2013/6/21 上田市 日置電機（株）にて ゲストに信州大学繊維学部感性工学課程
和田功教授を迎え、活動計画の検討、HIOKI 社内の視察：ユニバーサルデザイン研究部
会
■ 2013/10/4 松本市 長野県工業技術総合センタ
ーにて 「MR 体験セミナー」人の動作を考慮した製品
開発研究会に参加：ユニバーサルデザイン研究部会
■ 2013/10/26 長野市生涯学習センターにて 「デザ
インコンペ〝LIFE DESIGN 信州 2013〟ユニバーサル
デザイン賞の選考：ユニバーサルデザイン研究部会＋
デザインコンペ推進委員会
■ 2013/12/7 松本市中央公民館にて 「ユニバーサ
ルデザインで長野をもっと元気に！」公開講演会を開
催 ：講師 同志社大学政策学部 教授 関根千佳
氏：ユニバーサルデザイン研究部会

(7) Web 及びコンテンツデザインのスキルアップ研修
■ 2013/8/27 渋温泉にて 「UD 視点のサイトデザイン」研
究合宿：ウェブ研究部会＋ユニバーサルデザイン研究部会
合同
■ 2013/9/27 長野市生涯学習センターにて（「信州デザイン
デイズ 2013」プログラムとして）「WEB トレンド～ちょっと落ち
着いた感のある最近の web まわり？～」公開講演会を開催 ：講師 ウェブ研究部会 部
会長 松本多希馬氏（エムケー精工（株）所属）：ウェブ研究部会

3. ユーザーのデザイン理解促進と生活文化向上に貢献する活動
(8) 協会 Web サイトの運営・管理及び情報発信
■ 2013/4～2014/3 会の活動について Web サイトおよ
びフェイスブックでの情報発信を企画・推進、及びインタ
ーネットを活用したコミュニケーションの促進：ウェブ研究
部会
■ 2013/4～2014/3 協会 Web サイトのインフラ更新と
サイトリニューアルの検討：ウェブ研究部会＋運営委員
会
(9) 協会活動の紹介
■ 2014/2/10～14 長野県庁にて 信州ブランドアワード
2013 および LIFE DESIGN 信州 2013 パネル展示：デザ
イン PR 部会＋信州ブランド研究部会

4. 会の運営調整と会員交流・組織強化活動
(10) 会全体の運営・調整
■ 2013/4～2014/3 会全体の中長期運営、及び部会活動の連携について調整・審
議 ：運営委員会
■ 2013/5～2013/7 活動計画に反映するため、協会会員の協会に対する期待をアンケー
トで調査実施 ：運営委員会＋運営委員会

■ 2013/9～2014/3 協会の寄せられるデザイン関連イベント、コンペ等の情報を会
員にメールで配信：事務局
(11) 会員相互交流・会員拡大の推進
■ 2013/6/6 塩尻市 フォンターナ・デル・ヴィーノにて 通常総会の交流会開催
委員会

：運営

■ 2013/11/15 長野市 ホクト文化ホール内にて ｢信州ブランドフォーラム 2013｣の交流
会開催 ：運営委員会

（12）中南信デザイン拠点の活用促進
■ 2013/4～2014/3 塩尻市民交流センター内に設けた当協会中南信活動拠点に毎週
月・火・木常駐、自治体・団体との連携活動推進 ：運営委員会＋地域産業支援部会

5. 連携して県内のブランドづくりとデザイン活用を促進する活動
(13) 「信州ブランドアワード 2013」の開催
■ 2013/6～2013/11 長野市他にて 県内の優れた
ブランドのノミネートと選考を実施（信州ブランドフォー
ラム 2013 にて表彰及び発表展示） ：信州ブランドア
ワードノミネート委員会 ※ 別添「信州ブランドアワー
ド 2013」パンフレット参照
(14) 「デザインコンペ〝LIFE DESIGN 信州 2013〟」の開
催
■ 2013/6～2013/11 長野市他にて 県内のブランド
づくりに貢献する次代のデザイナー・クリエイターを発
掘・育成するデザインコンペを、「信州と癒し」をテーマ
に開催（応募総数は 113、信州ブランドフォーラム
2013 にて表彰及び発表展示）：デザインコンペ推進
委員会 ※ 別添 デザインコンペ「LIFE DESIGN 信州 2013」パンフレット参照
(15) 「信州ブランドフォーラム 2013」の開催
■ 2013/6～2013/11 長野市 ホクト文化ホールにて 信
州から発するブランドづくりを実践する合意形成に向けた、
「招待講演」「支援事例発表」「パネルディスカッション」「信
州ブランドアワード表彰・発表展示」「デザインコンペ表彰・
発表展示」「交流会」を開催 ：信州ブランドフォーラム開
催実行委員会
※ 別添「信州ブランドフォーラム 2013」プログラム参照

6. 個々の要請に応え支援する活動
(16) 2013/4〜2014/3 長野県庁にて「信州ブランド研究会」への委員派遣：花岡会長 ： 長
野県信州ブランド推進室より
(17)

2013/4〜2014/3 長野県庁にて「信州ブランド研究会・専門部会」への委員派遣 ： 信
州ブランド研究部会 中村部会長、同 早川副部会長、地域産業支援部会 鈴木部会長、
辻事務局長 ： 長野県信州ブランド推進室より

(18)

2013/8/22 長野県長野消費者生活センターにて 「消費者被害防止啓発イメージキャ
ラクター選考委員派遣 ： 辻事務局長：長野県消費生活センターより

(19)

2013/10～2014/1 長野美術専門学校教養課程編成委員会へ委員派遣 ： デザイン
PR 部会 轟部会長、辻事務局長 ： 長野美術専門学校より

(20)

2013/9～2014/3 信州大学「イノベーション対話促進プログラム」協力 ： 信州大学産
学官連携推進本部より

(21)

2013/11/29 長野美術専門学校「教員向けカラーマネジメント研修」への講師派遣 ：
コミュニケーションデザイン研究部会 岩本氏 ： 長野美術専門学校より

(22)

2013/11/4 ユニバーサルデザインキャンプ 2013「学校のユニバーサルデザイン」の共催
およびコンペ審査員の派遣（10/11） ： ユニバーサルデザイン研究部会 尾沼部会長、
同 大室副部会長 ： まつもとユニバーサルデザインネットワーク研究会より

(23)

2014/2/14〜15 平成 25 年度学生制作展の後援 ： OKA 学園トータル・デザイン・アカ
デミーより

(24)

2014/3/4 地域資源製品開発支援センター「平成 25
年度成果発表会の後援」 ： 長野県工業技術総合セン
ターより

(25)

2014/3/15 シンポジウム「デザイン分野の持つ可能性
と高等教育機関の設置を考えるシンポジウム」へコーディ
ネーター派遣 ： 辻事務局長 ： （公財）南信州・飯田
産業センターより

(26) 2013/3/19〜24 第 29 回長野県伝統工芸品展の後援 ： 長野県伝統工芸品産業振興
協議会より

Ⅲ. 主要会議開催録
開催期日
場

会

所

議

内

容

出席数

〔主要役員会・通常総会〕
（1）平成 24 年度事業活動報告について

2013/6/6
塩尻市民交流
センター

（2）平成 24 年度収支決算報告について
（3）平成 25 年度事業活動計画(案)について
（4）平成 25 年度収支予算(案)について
（5）新任役員・退任役員について
（6）規約の改訂について

会員
100
アドバイザー
来賓
4

（7）その他連絡について

8/29
長野県経営者
協会会館

〔主要役員会・理事会〕
（1）「信州ブランドフォーラム 2013」の開催内容について
（2）部会活動の進捗について
（3）その他連絡について

理事
34
アドバイザー
4

〔臨時主要役員会（常任理事以上）〕
2014/2/7

（1）「信州ブランドフォーラム 2013」の実施に対する反省・課題点

長野県経営者 と対応について
協会会館

（2）協会中期活動計画立案について

理事
9

（3）その他連絡について

〔理事会〕
2/27
長野県経営者
協会会館

（1）各部会活動進捗報告
（2）「信州ブランドフォーラム 2013」の実施に対する反省・課題点
と対応について
（3）協会中期活動計画立案について
（4）その他連絡について

理事
35
アドバイザー
4

