
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
筑北村商工会 

実施期間 
平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目  標 

 村内公共団体、公的支援機関、地域金融機関、専門家と連携し、個別企業の経営力向
上、販売促進、販路開拓等を継続して、新たに経営戦略に踏み込んだ支援をするととも

に、創業・第二創業・第三創業支援を行うプロジェクトを構築し、小規模事業者の事業

の持続的発展を促すための伴走型の経営発達支援事業を展開する。また小規模事業者の

個者支援を通じて、地域の課題を踏まえ、地域コーディネーターとして、地域貢献計画

を策定し、村の賑わいの創出を演出し、地域の魅力の特性を十分に踏まえた地域のブラ

ンド化を促進することで、小規模事業者が事業を持続的に発展させるための良好な環境

を整備する。 

事業内容 

【個者支援】 

 

（１）小規模事業者の経営意欲に基づく経営支援 

  

 

（２）創業・第二創業（経営革新）・第三創業（事業継承）経営支援 

  

 

【地域支援】 

 

（１）買い物弱者対策の支援 

 

 

（２）地域に新たな事業の創出支援  

 

 

（３）共同販売促進事業の支援 

 

 

（４）災害時における地域住民及び小規模事業者の支援 

 

 

（５）農商工連携によるイベント事業の実施支援 

 

 

（６）日本ウェルネス高等学校 信州筑北キャンパス開校に伴う地域活性化支援 

 

 

連絡先 

筑北村商工会 

長野県東筑摩郡筑北村坂北２１９１－１   

ＴＥＬ ０２６３－６６－２４４４ 

  ＦＡＸ ０２６３－６６－３１１６ 

  Ｅ－Ｍail ｃｈｉｋｕｓｈｏ＠ｍｈｌ．ｊａｎｉｓ．ｏｒ．ｊｐ 

 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【事業実施地域の概況】 
筑北村は、北は千曲市・麻績村・長野市、東は上田市・青木村、南は松本市、西は安

曇野市・生坂村に隣接し、北緯３６度２５分、東経１３８度０分、標高６０８ｍ（筑北

村役場付近）に位置する。東西約１４．５km、南北約１２．０km、周囲約６９km、総
面積９９．５㎢で、県内の市町村では４９番目の規模となり、周りを山々に囲まれた自

然豊かな中山間地域である。平成１７年に本城村・坂北村・坂井村の三カ村が行政合併

し、筑北村が誕生した。 
当地域の経済圏は筑北村・麻績村の２村の筑北地域であり、地域の交通網は、長野自

動車道が通り、麻績ＩＣ（麻績村）が設置されている。また、ＪＲ篠ノ井線が走り西条

駅（本城地区）・坂北駅（坂北地区）・聖高原駅（麻績村）・冠着駅（坂井地区）と当地

域に４駅あり、交通の便には恵まれているが、村外への流出が多くなっている。 
当村の産業は、農業が主体でほとんどが兼業農家である。商工業者数は１７４事業所

であるが、個人事業が７２．７％であり、業種別では建設業２７．６％、製造業４．０％、

食品製造小売業９．２％、卸売業３．４％、小売業２８．２％・飲食・宿泊業８．６％、

サービス業８．６％、その他１０．３％の構成である。（平成２６年度商工会実態調査）

雇用の受け皿となる大手の製造業はなく、地域内の雇用の場が限られており、地域外

へ働きに行かざる状態である。 
合併前の地域に小規模の商店は点在しているが、そのうち、生鮮三品を取り扱う商店

は、筑北村全体で１１店舗しかない。 
■人口の推移（外国人登録は含まない） 
年   度 人 口 ６５歳以上 高齢化率 

平成２０年１０月 ５３２７ １９１５ ３５．９０％

平成２６年９月末 ５０３３ ２０２１ ４０．１７％

増  減 △２９４ ＋１０６ ＋４．２７％

（参考：隣接する麻績村 人口 ２，９４６人 高齢化率 ４１．８１％  
 平成２６年９月末現在） 
 
【周辺地域の概況】 
当村の商店は、国道４０３号線沿いとＪＲ西条駅周辺に点在している。ＪＲ坂北駅・

聖高原駅（麻績村）・冠着駅周辺には、生鮮三品を取り扱う商店はなく、隣村の麻績村

も、わずかに４店舗である。周辺市町村へは、すべて峠を越えないと行けないので、

車の運転ができない高齢者は、買い物に不便を感じている。 
【課題・問題点】 
・人口の減少に歯止めがかからず、高齢化率が４０％を超えている。 
・世帯数１９００戸の内６００戸が高齢者だけの世帯となっており、若者の定住が必要

であるが、雇用の場がほとんどないため、やむを得ず村外の地域へ働きに行かざる状

況である。 
・徒歩で、買い物に行くことができない地域がほとんどである。 



・管内のＪＡ組織の統廃合に伴い、村内住民の利用度が最も高いＪＡ直営小売店舗が、

平成２７年３月２０日付けで、業態変更による長期休業のため、今後住民の買い物す

る機会が減少する恐れがある。 
・村内の小規模商店に後継者はなく、売上も年々減少傾向であるため、閉店を検討する

ところが多い。 
・村内にＪＲの３つの駅を構えながら、小規模商店が点在するため、駅前通りの賑わい

を感じない。 
・村は、２月３日に広域通信制単位制の学校法人タイケン国際学園（愛媛県）と連携協

定を結び、３月末で閉校する本城小学校の校舎を利用し、９月に「日本ウェルネス高

校信州筑北キャンパス」を開校予定で、地域経済の活性化が期待されている。 
 
【村総合計画の概要】 
 村は、平成２３年１２月に「第一次筑北村総合計画 後期基本計画」（Ｈ24～28 年）

を策定し、第４章で「独創性ある産業が育つむらづくり」を目指している。その中で、

目指すべき方向は「商工会と連携した新たなサービス・商品の開発、新たな販売経路や

宅配制の確立、販売促進などの充実、立地条件の不利を逆手にとった商売など、地元商

店の利用促進を促す必要があり」「土着的起業・創業を支援する」としている。 

 

【商工会のこれまでの取り組み】  
（１）商業振興事業 
 商工会では、平成１９年度より行政の支援を受け、現金給付型の支援策として、プレ

ミアム付きの地域振興券を発行し、村内消費の需要喚起を促しており、住民には定着し

ている。 

また平成２５年度より、国の地域自立型買い物弱者対策支援事業の補助金の採択を受

け、山間部の買い物困難地域の高齢者等を対象に、商工会が事業主体となって移動販売

車の運行による販売と、それに付随する注文御用聞き宅配サービス事業を行っている。

 尚、仕入については、ほぼ村内小規模商店より供給することで、商店への売上還元に

貢献しており、ウインウインの協力体制を構築している。 

  

■小売業の商工業者の推移（商工会実態調査より） 

年度 商工業者数（全体） 小売業 割合（％）

２１ １８３ ５０ ２７．３ 

２６ １７４ ４９ ２８．２ 

増 減 △ ９ △１  ０．９ 

 

（２）建設振興事業 

 商工会では、平成１９年度より松筑建設労働組合と連携して、住宅デーを実施、村内

学校施設の小破修繕ボランティアを行い、受注活動の営業活動を行っている。 

また、住宅施工に係る村の補助金の勉強会や、提案型の営業力を身に付けるためのセ

ミナーを開催した。建設業の殆どは、個人経営者である。 

 

 



■建設業の商工業者の推移（商工会実態調査より） 

年度 商工業者数（全体） 建設業 割合（％）

２１ １８３ ５１ ２７．９ 

２６ １７４ ４８ ２７．６ 

増 減 △ ９ △３ △０．３ 

 

（３）食品製造小売業振興事業 

 商工会では、平成元年度（旧坂井村商工会当時）より、筑北地域の特産品を詰め込ん

だ「ふるさと宅配便事業」を立ち上げ、贈答品用として、村内外の消費者へ地元の農産

物や、食品加工品を届けることにより、地産特産品の掘り起しとＰＲを兼ねて、食品製

造小売業の販路開拓を行っている。特に村外の顧客は「ふるさと会員」として４０名ほ

どの顧客データを保有している。 

 

 上述のような地域の特性、課題を踏まえ、村の総合計画との整合性を図り、従来商工

会が取り組んできた事業を検証しながら、今後は、地域の主要産業である小売業・食品

製造小売業・建設業を対象に、経営意欲のある小規模事業者を抽出し、長野県、筑北村

の支援を得て、村内公共団体、公的支援機関、専門家、地域の金融機関（認定機関）と

連携し、個別企業の経営力向上、販売促進、販路開拓等を継続して、新たに経営戦略に

踏み込んだ支援をするとともに、創業・第二創業・第三創業支援を行うプロジェクトを

構築し、小規模事業者の事業の持続的発展を促すための伴走型の経営発達支援事業を展

開する。 

併せて、小規模事業者の支援と地域支援は、表裏一体、車の両輪と捉え、小規模事業

者の個者支援を通じて、地域経済の活性化に取り組むために、地域の現状と課題を踏ま

え、地域コーディネーターとして、地域貢献計画を策定し、村の賑わいの創出を演出し、

地域の魅力の特性を十分に踏まえた地域のブランド化を促進することで、小規模事業者

が事業を持続的に発展させるための良好な環境を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

  長野県の小規模事業経営支援事業費補助金の新制度移行期間による補助金確定の 

５か年とする。（参考値：補助額＝補助単価×小規模事業者数＋定額補助） 

（２）経営発達支援事業の内容   

１．経営発達支援事業の内容 

【小規模事業者の経営意欲に基づく経営支援】……………… 

Ⅰ．経営分析【指針①】・需要動向調査【指針③】 

■現状は、経営指導員の専門知識の不足のため、事後的事務処理型の支援が中心で、

経営分析・需要動向調査は行っていない。 

■今後は、地域の主要産業である小売業・食品製造小売業・建設業を対象に、小規模

事業者の経営分析を行い、強み・弱みを認知する。潜在的な顧客・需要を探すために、

地域内の需要動向を調査・収集・整理・分析し、小規模事業者にデータを提供する。

（事業内容） 

⑴ 小規模事業者が抱える経営課題を把握するための巡回訪問や、業種別の集団セミ
ナーを開催し、経営意欲のある小規模事業者を抽出する。【指針①】 

⑵ 抽出した小規模事業者について経営カルテにその情報（事業者の稼働状況・競合
状況や想定される課題・事業者が求める支援内容等）を収集・整理し専門家と連

携しコンサルの手法を取り入れて経営分析を行い強み・弱みを認知する。【指針①】

⑶ 抽出した小規模事業者について、記帳機械化を委託している小規模事業者につい
ては、簡易財務診断表（当期総費用・当期売上高・当座比率・経営資本回転率・

流動比率等）も参考に、経営分析を行い強み・弱みを認知する。【指針①】 

⑷ 専門家の選定・派遣については、長野県商工会連合会のエキスパートバンク事業
や国のワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点・ミラサポ）を活用する。 

⑸ 抽出した小規模事業者の商品（小売業・食品製造小売業）や役務（建設業）の需
要動向について、専門家と連携し、商工会が事業主体で実施している移動販売車

の運行事業（村内）や、ふるさと宅配便事業（村外）を活用し、村内外の顧客を

対象に、収集・整理・分析し、小規模事業者の相談内容に応じたデータをフィー

ドバックする。【指針③】 

■収集する情報項目 

 村内 商品（小売業・食品製造小売業）……種類・品目・数量・サイズ・形状 

    役務（建設業）……修理・リフォーム・水廻り・介護設備 

村外 商品（食品製造小売業）……種類・品目 

■村内顧客件数  １６６名  収集方法  ヒアリング方式 

   ■村外 〃    ４０名    〃    記入方式 

（目 標） 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①巡回訪問件数  ０回 ４８件 ４８件 ４８件 ４８件 ４８件

②セミナー開催回数  ０回  ２回  ２回  ２回  ２回  ２回

③経営分析件数  ０回 ６件 ６件 ６件 ６件 ６件

④需要動向調査回数  ０回 196 回 196 回 196 回 196 回 196 回



 ■算出根拠 

  ①巡回訪問件数 １週 １件×４週×１２ヶ月 ＝ ４８件 

 ②集団セミナー開催回数  ４～９月期・１０～３月期の 各１回 計 年２回 

  ③経営分析件数  ２ヶ月に１件 ×６ヶ月 ＝ ６件 

  ④需要動向調査回数   

移動販売車  週 ４回×４週×１２ヶ月 ＝ １９２回 

ふるさと宅配便  発送時の年４回           計 年 １９６回 

Ⅱ．地域の経済動向（外部環境）調査【指針③】 

■現状は、経営指導員が年末資金の需要期に、関係金融機関と所管の行政を交え金融

懇談会を開催し金融需要動向を中心に情報交換（聞き取り調査）を行う程度である。

 ■今後は、Ⅰの小規模事業者のおかれている外部環境の現況を把握するため、地区内

の経済動向を調査・集計・分析する。 

（事業内容） 

 ⑴長野県商工会連合会の実施する「中小企業景況調査票」を参考に、Ⅰの抽出した小

規模事業者を対象に、アンケート調査を実施する。調査項目は、前年同期及び前期

と比較した業況、売上額、資金繰り、設備投資状況や直面している経営上の問題点

などである。集計・分析の手法は、長野県商工会連合会のアンケート・システムを

活用する。小規模事業者の相談時に活用し、経営課題の抽出を行う。【指針③】 

⑵「中信地区の産業経済動向調査」（松本信用金庫 毎月発行）をもとに、業種別動向・

物価動向・倒産動向・雇用動向のデータを収集、整理、分析し、地域の経済動向を

調べる。【指針③】 

⑶ ⑵に基づいて、地域の金融機関と定期的に情報交換を行い、金融需要動向を中心

に情報の収集・整理・分析を行う。【指針③】   

 ⑷年末資金の需要期は、関係金融機関と所管の行政を交え、金融懇談会を開催し、情

報交換を行い、金融需要動向を中心に情報の収集、整理、蓄積を行う。【指針③】 

（目 標） 

支援内容 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①アンケート調査 ０回  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回 

②情報交換  １回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

 ■算出根拠 

 ①アンケート調査  

４～６月期・７～９月期・１０～１２月期・１～３月期 各１回の 計 年４回

②情報交換   

   月１回 × １２ヶ月 ＝ 年 １２回 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援【指針②】 

 ■現状は、小規模事業持続化補助金の申請や経営革新計画の認定の申請時に、事業計

画の策定支援の提案を行う程度である。 

 ■今後は、当該小規模事業者が経営課題を解決するため上記Ⅰの経営分析【指針①】・

需要動向調査【指針③】、Ⅱの地域の経済動向（外部環境）調査【指針③】等の結

果を踏まえ、上記の専門家や、金融機関等と連携し、事業計画策定・実施支援をす

ることで伴走型の指導・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） 

⑴ 経営分析を行った経営意欲のある小規模事業者を対象に、個別相談会の開催によ
り、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。【指針②】 

⑵ 事業計画策定を目指す小規模事業者に対して事業計画の作成を支援する。また、
小規模事業持続化補助金の申請、経営革新計画の認定の申請時等に、事業計画の

策定支援を行う。【指針②】 

⑶ 上記事業計画策定とともに、日本政策金融公庫が、事業の持続的発展のための取
組に必要な事業資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制度」を

活用し、金融（資金繰り）支援を行う。また、事後指導実施規程を設け、融資実

施後の事後指導は、この規程に基づき公庫支店と緊密な連携を行い、その後のフ

ォローアップを行う。【指針②】 

⑷ 事業計画策定後に、商工会報、チラシ、商工会ホームページを通じて、国、県、
県中小企業振興センター等の行う支援策の周知を行う。当該企業に該当する施策

がある場合、必要に応じて電話などで連絡する。【指針②】 

⑸ 上記支援策の申請についての支援を行う。【指針②】 
⑹ 事業策定後に、１ヶ月に１回巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、計画

に携わった専門家や金融機関に報告し、必要な指導・助言を行う。【指針②】 

⑺ 事業計画の作成やフォローアップに際して、専門的な支援が必要な場合、長野県
中小企業振興センターやミラサポ、よろず支援拠点の専門家派遣事業を活用する。

（目 標） 

支援内容 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

① 個別相談会 
開催回数 

 ０回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

② 事業計画策定 
事業所数 

 ０件  ６件 ６件 ６件 ６件 ６件 

③ 融資推薦件数 ０件  ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

④ 周知によるフ

ォローアップ

件数 

 ０件  ６件 ６件 ６件 ６件 ６件 

⑤巡回訪問件数 ０件 ２１件 ２１件 ２１件 ２１件 ２１件 

■算出根拠 

① 個別相談会開催回数   ２ヶ月に１回 ×６ヶ月 ＝ ６回 

② 事業計画策定事業所数  ２ヶ月に１件 ×６ヶ月 ＝ ６件 

③融資推薦件数      ２ヶ月に１件 ×６ヶ月 ×１／３＝ ２件 

④周知によるフォローアップ件数  ２ヶ月に１件 ×６ヶ月 ＝ ６件 

⑤巡回訪問件数  ４月～５月 策定分 １件につき毎月１回 ６件 

         ６月～７月 策定分     〃     ５件 

         ８月～９月 策定分     〃     ４件 

       １０月～１１月 策定分     〃     ３件 

       １２月～ １月 策定分     〃      ２件 

                ２月～ ３月 策定分     〃     １件 計２１件 



Ⅳ．小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

■現状は、実施していない。 

■今後は、Ⅲにより事業計画を策定し、実施支援する過程において、当該小規模事業

者が、自ら開発した新商品・サービス・技術等の認知度向上を図るために、専門家

や、長野県商工会連合会のシニア専門指導員、長野県中小企業振興センター、中小

企業基盤整備機構などと連携し、テストマーケティング活動の支援と、県内外の見

本市・商談会等の出展支援を行なうことで、村内の小規模事業者の販路開拓を行う。

（事業内容） 

⑴ 商工会の人脈を活用して、マスメディア（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ）に新
商品やイベントなどの情報を提供することで（パブリシティ）、宣伝活動支援を

行う。【指針④】   

⑵ ホームページ・インターネット・Ｆａｃｅｂｏｏｋ・ブログを活用した販路拡
大を目指す小規模事業者を対象に、個別相談会を開催し販路開拓の支援を行う。

【指針④】 

⑶ 新商品や新サービスを持つ小規模事業者のマーケティング企画からテストマー
ケティング活動を支援する。【指針④】 

①マーケティング企画 

 ・ターゲティング・市場の絞り込み 

・競合商品の確認や、優位性の確立など 

②テストマーケティング活動の準備 

 ・商品化評価（市場投入の適否・商品の最終仕様・流通経路の確認・説明資 

  料等の検討） 

 ・マネジメント（支援方針の検討・活動のマネジメント） 

③テストマーケティング活動のサポート 

 ・支援先企業とのマッチング 

 ・想定市場の企業とのアポイント取りと同行訪問 

 ・市場評価をフィードバック 

⑷ 商工祭（展示会）を開催し、地域住民に、新商品・新サービス・新技術等の認
知度の向上を図る。【指針④】 

⑸ 首都圏で開催する「食品製造小売業」に特化した展示会・商談会・見本市に向
けて、村開発公社・長野県中小企業振興センターと連携して、小規模事業者に

対して出展支援を行い、販路開拓と、認知度向上を図る。【指針④】 

（目 標） 

項 目 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

① ＩＴ活用個別セ
ミナー開催回数 

 ０回  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

② 〃活用支援者数  ０件  ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

③商工祭（展示会）  ０回  １回 １回 １回 １回 １回 

④食品製造小売業 

展示会参加回数 

 ０回  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

⑤〃出展支援者数  ０件  ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 



■算出根拠 

  ①インターネット活用 集団セミナー開催回数 

４～９月期 １回・１０～３月期 １回の 計 年２回 

  ②インターネット活用支援者数 

４～９月期 １件・１０～３月期 １件の 計 年２件 

③食品製造小売業 展示会参加回数 

４～９月期 １回・１０～３月期 １回の 計 年２回 

④食品製造小売業展示会出展支援者数 

    本城地区 １件  坂北地区 １件  坂井地区 １件 の 計３件 

【創業・第二創業（経営革新）・第三創業（事業継承）経営支援】……………… 

Ⅴ．創業・第二創業（経営革新）・第三創業（事業継承）支援【指針②】 

 ■現状は、創業後の事後的事務処理型の支援が中心である。 

■今後は、村の総合計画にある地域における土着的起業・創業及び、Ⅲにより経営意

欲のある小規模事業者の経営戦略に基づく第二創業（経営革新）、並びに、長野県の

重点事業である事業継承を第三創業と位置づけ、これらを支援するため、Ⅲと同様

に、専門家や、「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等の支援機関である

金融機関、さらに、長野県商工会連合会のシニア専門指導員、長野県事業引き継ぎ

支援センター（長野県中小企業振興センター内）と連携し、創業セミナー等を開催

し、創業支援を行う。創業後も、経営指導員を中心に、伴走型の支援を実施する。

（事業内容） 

⑴ 創業セミナーを開講し、創業希望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。【指針②】 

⑵ 上記事業計画策定とともに、長野県や日本政策金融公庫の、低利な公的創業支援
資金を活用して、金融（資金繰り）支援を行う。また、事後指導実施規程を設け、

融資実施後の事後指導は、この規程に基づき、地域金融機関や公庫支店と緊密な

連携を行い、その後のフォローアップを行う。【指針②】 

⑶ 創業後は、経営指導員による金融・税務・労務相談を重点的に行い、また国・県
の支援策の周知や申請等、個別のフォローアップにより伴走型の支援を行う。 

【指針②】 

⑷ 第二創業（経営革新）に関する個別相談会を開催し、第二創業（経営革新）計画
の策定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。【指針②】 

⑸ 平成２６年度に長野県が実施した「事業引き継ぎ支援連携強化事業」の事業継承
に関するアンケート調査を基に、巡回訪問により、後継者不在事業者の掘り起し・

ヒアリングを行い、事業承継計画の策定を支援し、後継者等関係者との協議など、

具体的な承継支援を実施する。【指針②】 

 （目 標） 

支援内容 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

① 創業セミナー
開催回数 

 ０回  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

② 創業支援者数  ０件  ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

③ 融資推薦件数 ０件  ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 



④ 第二創業 

支援者数 

 ０件  ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

⑤ 第三創業 

支援者数 

 ０件  ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

■算出根拠 

  ①創業セミナー開催回数  

    ４～９月期 １回・１０～３月期 １回の 計 年２回 

②創業支援者数  ③融資推薦件数 

  ４～９月期 １件・１０～３月期 １件の 計 年２件 

④第二創業（経営革新）支援者数  ⑤第三創業（事業継承）支援者数 

    ４～９月期 １件・１０～３月期 １件の 計 年２件 

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

 Ⅰ．地域経済活性化事業   

 ■現状は、組織内で、地域内の坂井地区 修那羅山商工桜まつりを企画運営し、また

筑北村ふるさと夏祭りに参加協力する程度の受け身である。 

■今後は、上記の小規模事業者の個者支援を通じて、地域経済の活性化に取り組むた

めに、地域の課題を踏まえ、次の地域貢献計画を策定し、地域支援を実施する。 

商工会は、地域コーディネーターとして、商工会の強みである「多面的ネットワー

ク」と「ビジネス感覚」を活かし、地域の中核として、地域資源や課題、人材など

を結びつけ、ビジネスモデルを作って事業を継続的に実施する。 

具体的には、組織内の部会・委員会で、事業ごとに企画立案し、村内の関係団体に

広く参加協力を提案する。その上で、村内の関係団体を含めた企画運営会議を開催

し、地域の現状の課題や今後の方向性について関係者間で共有し、事業展開を図る。

 

（事業内容） 

⑴ 買い物弱者対策の支援 
現在、買い物困難地域の高齢者等を対象に、商工会が事業主体となって移動販売

車の運行による販売を行っているが、介護施設を運営する村内のＮＰＯ団体と連

携して、高齢者の安否確認や健康情報伝達機能を持つ、公共的な地域見守り隊の

役割も担う。 

（目 標） 

項  目 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

①運行（販売） 週４日 週４日 週５日 週５日 週６日 週６日 

②安否確認 ― 週４日 週５日 週５日 週６日 週６日 

③健康情報伝達 ― 週４日 週５日 週５日 週６日 週６日 

■算出根拠 

 ①運行（販売） ②安否確認  ③健康情報伝達 

 ２７年度      週４日（火曜日～金曜日）  

 ２８年～２９年度  週５日（月曜日～金曜日） 

 ３０年～３１年度  週６日（月曜日～土曜日） 



⑵ 地域に新たな事業の創出支援 
上記に関連し、商工会が移動販売車による運行事業をフランチャイズ化した上で、

創業希望者を募集し、村内のソーシャルビジネスを創出する。その際、経営ノウ

ハウの提供だけではなく、創業計画の策定や金融（資金繰り）支援、創業後の経

営相談を通じ、創業者の連携事業体として商工会が引き続き支援する。  

（目 標） 

項  目 現 状 ２７年～２９年度 ３０年～３１年度 

創業者数  ０件    １件 １件 

 

⑶共同販売促進事業の支援  

現在、行政の支援を受けてプレミアム付きの地域振興券を発行し、村内消費の需

要喚起を促しているが、プレミアム商品券にさらに付加価値を付けるための共同

販売促進事業を実施することで、消費増税への対応と、商店の賑わいを創出する。

（目 標） 

項  目 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

① 実施回数  ０回  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 参加個店数  ０件  ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 

■算出根拠 

  ①実施回数   ８月（中元売り出し） １２月（歳末売り出し）の 計２回 

 

⑷災害時における地域住民及び小規模事業者の支援 

現在、商工会で「危機管理マニュアル」を策定中であるが、村と「危機発生時等

の支援活動に関する協定書」を締結し、災害発生時には商工会の総力を結集し、

早期の地域の復興を支援する。防災ガイドパンフの作成・講演会の開催による啓

蒙活動や災害時の物資・資材の協力事業所の構築、災害食の試作・実用化・普及

などを図る。 

（目 標） 

項  目 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

協定書締結 無 有 ― ― ― ― 

ガイドパンフ  ０部 2,100 部 ― ― ― ― 

防災講習会  ０回  １回 ― ― ― ― 

受講者数 ０人 １２０人 ― ― ― ― 

協力マップ  ０部 2,100 部 ― ― ― ― 

協力事業所数 ０件 ５０件 ― ― ― ― 

災害食 ― 試作 試作 実用化 実用化 実用普及

 ■算出根拠  ガイドパンフ・協力マップの部数  村内全戸分 

⑸農商工連携によるイベント事業の実施支援 

平成２７年度の行政合併１０周年を契機に、村・村内各種団体（ＪＡ・社会福祉

協議会・生産組合・ＮＰＯ団体・宿泊施設等）と「イベント実行委員会」の設立

を提案・組織し、現在、村内各種団体が個々に開催している「秋の収穫イベント」

を、「秋の収穫感謝祭」として集約し、毎年継続実施する。 



その中で、商工会が、地域ブランド創出（「筑北村を売り込む」）を目的として、

第一次産業の生産団体・村開発公社と連携して、既存の農産品や加工品等の地域

資源の掘り起しと、新商品の開発・ＰＲを行う。 

 （目 標） 

項  目 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

開催回数  ０回  １回 １回 １回 １回 １回

 出展者数  ０件  ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

 来場者数  ０人 ５００人 ５００人 ５００人 ５００人 ５００人

 

⑹日本ウェルネス高等学校 信州筑北キャンパス開校に伴う地域活性化支援 

   信州筑北キャンパスは、スポーツを軸に４コースを開校するが、平成３０年には

生徒が２４０名通学し、うち２００名が村に転入する予定であり、生徒の居住す

る寮（住宅）の確保、学校給食における地元食材の確保、スポーツ大会時の観客

動員を活かしたイベント時の出店対応について、村と連携して地域活性化支援を

行う。 

 

３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 Ⅰ．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 

  長野県商工会連合会が主催する「経営指導員研修会」において、支援ノウハウ、支

  援の現状、支援の進捗状況、課題点について情報共有し、情報交換する。 

  長野県商工会連合会の、経営支援体制の地域グループ単位である、筑摩野グル―プ

  の支援機関（５商工会で構成）を対象とした「経営支援クループ経営指導員会議」

（２ヶ月に１回開催）において、情報交換の時間を新設し、各地域の小規模事業者

の需要の動向、支援ノウハウ、支援の現状、支援の進捗状況、課題点について情報

共有し、情報交換する。 

そして、情報交換をする中で、経営指導員が、地域グループ内の経営意欲のある

小規模事業者を抽出し、その事業者の財務状況、強みやノウハウ、ポテンシャルを

公開し、小規模事業者同士の取引や連携の場をコーディネートするマッチング支援

を行い、新たな需要の開拓を進める基盤を構築する。  

その他、公的支援機関・専門家、地域の金融機関とは、個別案件ごとに、電話、

ＦＡＸ、メール等の通信手段により、また必要に応じて、直接訪問して情報交換の

時間を新設し、商品開発、販路開拓などの成功事例に基づく支援ノウハウ、支援の

現状、支援の進捗状況、課題点について情報共有する。 

 Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  記帳指導や税務指導といった従来の経営指導に必要な能力向上の他、コミュニケー

ション能力や事業計画の策定手法、小規模事業者の売上向上や利益を確保すること

を重視した個者支援能力の向上と、地域活性化支援に必要となるマーケティング知

識や地域支援の手法を習得することにより地域支援能力（地域振興のコーディネー

ト力）の向上を図る。また、経営指導員が修得した支援ノウハウ及び小規模事業者

の経営状況の分析結果を組織内で共有する。具体的には、次の方法により、個者支

援及び地域支援のスキルや、資質向上を図り、支援ノウハウを組織内で共有する。



⑴ 職場外研修 
 中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）・全国商工会連合会・長野県商工会連合

会が主催する「成長支援型及び地域支援型 経営指導員向け小規模事業者支援」

の集合研修に参加する。 

 （目 標） 

項  目 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

参加回数  １回  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

 ■算出根拠   ４～９月期 １回・１０～３月期 １回の 計 年２回 

 

⑵ 職場内研修 
経営支援クループの経営指導員会議において、経営支援事例発表を行う。 

（目 標） 

項  目 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

発表回数  ０回  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

■算出根拠   ４～９月期 １回・１０～３月期 １回の 計 年２回 

 

⑶ 自己啓発研修 
八十二銀行のシンクタンクである一般財団法人長野経済研究所が主催する「マネ

ジメントセミナー」などの実務セミナーに参加する。 

（目 標） 

項  目 現 状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

参加回数  ０回  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

■算出根拠  ４～６月期 １回・１０～３月期 １回の 計 年２回 

  組織内部の補助員については、Ⅰの小規模事業者の経営状況の分析結果と、経営

指導員が習得した支援ノウハウを随時ＯＪＴにより組織内で共有し、伴走型の支援

能力の向上を図る。その際職員間において、支援を受けた案件に係る個人情報・企

業情報の守秘義務・社外秘を徹底する。 

 

Ⅲ．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 

   毎年度、本計画に記載の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）長野県商工会連合会の内部有識者、中小企業診断士等の専門家の外部有識者に

より、年一回、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行う。 

（２）四半期に１回ごと、商工会の理事会において、事業の実施状況について報告し、

評価・見直しの方針を決定する。 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、事業の実施状況を含め、商工会

の理事会や総会へ報告し、承認を受ける。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を、事業の実施状況を含め、筑北村商工会の

会報や、ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｋｕｈｏｋｕ－ｓｈｏ．ｃｏｍ／）

で計画期間中公表する。 

 



（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                       （２７年３月現在）

  ■本事業の実施体制（現状の体制と同一である。） 

  事業統括責任者 商工会長 

  事業遂行責任者 経営指導員（総務主幹） 

  事業遂行者   経営指導員・補助員・記帳指導職員・会員・青年部員・女性部員

商工会員数（１４５名） 青年部員数（６名） 女性部員数（３３名） 

会長（１名）  副会長（２名） 監事（２名） 理事（１２名） 

経営指導員数（２名） 補助員数（２名） 記帳指導職員数（１名） 

 （２）連絡先 

   長野県東筑摩郡筑北村坂北２１９１－１ 

   ＴＥＬ ０２６３－６６－２４４４  ＦＡＸ ０２６３－６６―３１１６ 

   ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｋｕｈｏｋｕ－ｓｈｏ．ｃｏｍ／

   Ｅ－メール ｃｈｉｋｕｓｈｏ＠ｍｈｌ．ｊａｎｉｓ．ｏｒ．ｊｐ 

（３）その他 

   平成２７年度より、長野県商工会連合会が策定した中期マスタープランに基づき、

小規模事業者に対する経営支援体制が、地域グループ単位に実施されることに伴い、

筑北村商工会は、筑摩野グル―プ（筑北村商工会・麻績村商工会・松本市波多商工

会・山形村商工会・朝日村商工会の５商工会で構成）に所属し、高度専門的な経営

発達支援事業の案件については、グループ内の複数の経営指導員により対応する。

（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） 

 ２７年度 

(２７年 

４月以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 ４，０００ ４，０００ ４，０００ ４，０００ ４，０００

 

小規模企業対策事

業費 

①セミナー開催費 

②調査研究費 

③販路開拓費 

④ブランド推進費 

③ 資質向上費 

４，０００ 

 

５００ 

  ６００ 

１，２００ 

１，５００ 

  ２００ 

４，０００

５００

  ６００

１，２００

１，５００

  ２００

４，０００

５００

  ６００

１，２００

１，５００

  ２００

４，０００ 

 

５００ 

  ６００ 

１，２００ 

１，５００ 

  ２００ 

４，０００

５００

  ６００

１，２００

１，５００

  ２００

（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、各種事業収入、国補助金、県補助金、村補助金、事業受託費 

 

（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。



（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 

【個者支援】 

（１）【小規模事業者の経営意欲に基づく経営支援】……………… 

１－Ⅰ．経営分析・需要動向調査において 

      ⑴小売業・建設業の業種別経営セミナーの講師 

      ⑵小規模事業者の経営分析の手法と助言 

      ⑶需要動向調査の手法と助言 

１－Ⅱ．地域の経済動向調査において 

      ⑴経済動向調査の手法と助言 

      ⑵金融需要動向の情報提供 

１－Ⅲ．事業計画の策定・実施支援において 

 ⑴事業計画の策定の手法と助言 

      ⑵事業計画策定セミナーの講師 

      ⑶事業計画策定後の今後の経営戦略についての助言 

      ⑷経営革新計画の認定申請についての助言 

      ⑸小規模事業持続化補助金申請についての助言 

⑹資金繰りを円滑にするための金融支援と債務の返済状況確認等事後指導

⑺国・県の公的支援策の紹介と、申請についての助言 

  １－Ⅳ．小規模事業者販路開拓支援において 

      ⑴ネット活用の個別セミナーの講師 

      ⑵マーケティング企画からテストマーケティング活動 

   ⑶展示会・商談会・見本市の斡旋等出展支援 

（２）【創業・第二創業（経営革新）・第三創業（事業継承）経営支援】……………… 

１－Ⅴ．創業・第二創業・第三創業支援において 

      ⑴創業セミナーの講師 

      ⑵創業計画の策定の手法と助言 

⑶資金繰りを円滑にするための金融支援と債務の返済状況確認等事後指導

⑷国・県の公的支援策の紹介と、申請についての助言 

⑸経営革新計画の認定申請についての助言 

⑹事業継承計画の策定の手法と助言 

⑺後継者等関係者との仲介・協議 

【地域支援】 

（１）買い物弱者対策の支援 ……………… 

   顧客（高齢者）情報の共有 

顧客（高齢者）の心配ごと相談、安否確認や健康情報伝達、食生活の提案 

（２）地域に新たな事業の創出支援 ……………… 

   ビジネスモデルを確立するための、移動販売車運行事業の経営手法 

   商工会がフランチャイザーとしての経営手法 



   小規模事業者がフランチャイジーとしての経営手法 

   資金繰りを円滑にするための金融支援 

（３）農商工連携によるイベント事業の実施支援 ……………… 

既存の農産品や加工品等の地域資源の掘り起し、新商品の開発とその供給 

連携者及びその役割 

1．連携者の氏名 

■村内公共団体 

（１）社会福祉法人 筑北村社会福祉協議会 

   会長 宮入 範吉 

   長野県東筑摩郡筑北村西条３５０７番地 

   ＴＥＬ ０２６３－６６－２５０６ 

（２）一般財団法人 筑北村開発公社 

   理事長 関川 芳男 

   長野県東筑摩郡筑北村坂井５６８７番地２ 

   ＴＥＬ ０２６３－６７－３６８７ 

■公的支援機関 

（３）独立行政法人 中小企業基盤整備機構 関東本部 

   本部長 渡部 寿彦  

   東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル 

   ＴＥＬ ０３－５４７０－１５０９ 

（４）公益財団法人 長野県中小企業振興センター（よろず支援拠点） 

   理事長 太田 哲郎  

   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 

（５）長野県地域資源製品開発支援センター 

センター長 横道 正和 

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環境・情報技術部門内

ＴＥＬ ０２６３－２５－０９８２ 

■「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等の支援機関である金融機関 

（６）株式会社日本政策金融公庫 松本支店 国民生活事業 

   事業統轄 斎藤 祐一 

   長野県松本市中央１－４－２０ 日本生命松本駅前ビル ９階 

   ＴＥＬ ０２６３－３３－７０７０ 

（７）株式会社八十二銀行 明科支店 

   支店長 吉池 浩次 

   長野県安曇野市明科中川手３７８６－１ 

   ＴＥＬ ０２６３－６２－２０８２ 

（８）松本信用金庫筑北支店 

   支店長 高橋 邦夫 

   長野県東筑摩郡麻績村４１０６－１ 

   ＴＥＬ ０２６３－６７－４０００ 



■専門家（長野県商工会連合会のエキスパート事業の実績等による） 

（９）株式会社ＭＫコンサルティング 

   中小企業診断士 黒沢 正行 

   長野県松本市城西２－５－１２ 

   ＴＥＬ ０２６３－３１－８１０８ 

（１０）中小企業診断士・税理士 櫨川 岳男 

   長野県松本市和田８０３７ 

   ＴＥＬ ０２６３－４７－２５５５ 

（１１）行政書士法人ＭＡＣ 

   代表社員 所長 行政書士 笠原 史樹 

   長野県松本市城西２－５－１２ 

   ＴＥＬ ０２６３－３２－１１８６ 

（１２）篠原社会保険労務士事務所 

   代表 社会保険労務士 篠原 俊文 

   長野県松本市島立１０９０－１－１０２ 

   ＴＥＬ ０２６３－４８－４６０４ 

（１３）今井国際特許事務所 

   代表 弁理士 今井 彰 

   長野県松本市中央１丁目４番２０号 日本生命松本駅前ビル８Ｆ 

   ＴＥＬ ０２６３－３７－８９５０ 

（１４）ちえのわデザイン 

   代表・デザイナー 北原 千恵 

   長野県諏訪郡原村南原１８５０３－７ 

   ＴＥＬ ０９０－４９５３－６２０６ 

■村内のＮＰＯ団体 

（１５）特定非営利活動法人 本城（介護施設の運営） 

   理事長 前山 武雄 

   長野県東筑摩郡筑北村西条４０８４番地４ 

   ＴＥＬ ０２６３－６６－３１７０ 

■村内の生産者団体 

（１６）筑北村坂井そば生産販売組合 

    代表 三輪 和美 

    長野県東筑摩郡筑北村坂井６２９２番地 

    ＴＥＬ ０２６３－６７－２８８８ 

（１７）直売所「まんだらの庄」利用組合 

    代表 宮下 誠一 

    長野県東筑摩郡筑北村坂井６２９１番地 

    ＴＥＬ ０２６３－６７－２２２２ 

（１８）坂北やさいＢＯＸ 

    代表 田口 茂 

    長野県東筑摩郡筑北村坂北４３３２番地１ 

    ＴＥＬ ０２６３－６６－３０８０ 



（１９）大沢生産組合 

    代表 山岸 清孝 

    長野県東筑摩郡筑北村大沢新田２４５ 

    ＴＥＬ ０２６３－６６－３２３２ 

Ⅱ．連携の役割とその効果 

【個者支援】 

（１）【小規模事業者の経営意欲に基づく経営支援】……………… 

  ⑴経営分析・需要動向調査において、専門家と連携することにより、経営分析の検

証を行い、小規模事業者の強み・弱みを認知するとともに、経営指導員の支援能

力の向上に繋がる。 

  ⑵地域の経済動向調査において、金融機関と連携することにより、定期的に地域の

金融需要動向の情報交換を行い、小規模事業者の需要動向を把握し、金融斡旋の

円滑化に繋がる。 

  ⑶事業計画の策定・実施支援において、金融機関と連携することにより、事業計画

の策定に基づいて、小規模事業者に対する金融支援を行い、資金繰りの円滑化に

繋がる。 

  ⑷事業計画の策定・実施支援において、専門家と連携することにより、実行可能な

事業計画の検証を行うとともに、経営指導員の支援能力の向上に繋がる。 

⑸販路開拓支援において、長野県中小企業振興センターと連携することにより、商

品企画からテストマーケティングまで、連続した専門支援を行い、ビジネスマッチ

ングを行うとともに、経営指導員の支援能力の向上に繋がる。 

（２）【創業・第二創業（経営革新）・第三創業（事業継承）経営支援】……………… 

⑴創業・第二創業支援において、専門家と連携することにより、実行可能な創業計

画・経営革新計画の検証を行うとともに、経営指導員の支援能力の向上に繋がる。

⑵創業・第二創業支援において、金融機関と連携することにより、創業計画の策定

に基づいて、小規模事業者に対する金融支援を行い、資金繰りの円滑化に繋がる。

  ⑶第三創業支援において、長野県事業引き継ぎ支援センター（長野県中小企業振

興センター内）と連携することにより、後継者等関係者との協議など、具体的

な承継支援業務を行うとともに、経営指導員の支援能力の向上に繋がる。 

 

【地域支援】 

（１）買い物弱者対策の支援 ……………… 

   村社会福祉協議会・村内のＮＰＯ団体と連携することにより、福祉商業として、

地域の見守り隊としての役割を担う。 

（２）地域に新たな事業の創出支援 ……………… 

   専門家と連携することにより、ソーシャルビジネスを立ち上げ、経営指導員の地

域コーディネート能力の向上に繋がる。 

   金融機関と連携することにより、創業時における資金繰りを円滑に行うことが出

来る。 

（３）農商工連携のイベント事業の実施支援 ……………… 

   村開発公社・村内の生産者団体と連携することにより、地域資源の掘り起しと新

商品の開発・供給を行い、地域内外にＰＲし、地域ブランドの創出に繋がる。 



連携体制図等 

【個者支援】 

（１）【小規模事業者の経営意欲に基づく経営支援】……………… 

（２）【創業・第二創業（経営革新）・第三創業（事業継承）経営支援】……………… 

 

 連携・協力 

長野県商工会連合会       全国商工会連合会 

              

 中 支 援    連  シニア専門指導員                  

 小        携   

機        ・  中期マスタープラン      県連を通じ 

 構        協  に基づく地域支援       連携・協力 

          力  グループ 

                  

商 工 会（経営指導員・補助員・記帳指導職員） 

     ① 

         相  支    相  支    相  支   

         談  援    談  援    談  援 

 

経営意欲のある  創業希望者  事業承継希望者 

         小規模事業者 

                      ③  ④  ③ 

   

   専門家      ②   公的支援機関          地域金融機関 

 （中小企業診断士等）  （長野県中小企業支援センター等）   日本政策金融 

                                公庫 

 ①エキスパートバンク事業におけるコーディネート連携     （認定機関） 

 ②ワンストップ総合支援事業におけるコーディネート連携 

 ③金融（資金繰り）支援 

 ④長野県事業引き継ぎ支援センターによる承継支援 

【地域支援】 

（１）買い物弱者対策の支援 ……………… 

                 連携・協力 

          商工会           ＮＰＯ団体・村社会福祉協議会 

 

         商    販       心     安 食 健 

         品            配     否 生 康 

         注    売       ご相    確 活 情 

         文            と談    認 提 報 

                顧客（高齢者）       案 提 

       供 



（２）地域に新たな事業の創出支援 ……………… 

                         

公的支援機関     連携    商工会     連携  地域金融機関 

   専門家           （フランチャイザー）     日本政策金融 

   （中小企業診断士等） 協力            協力  公庫 

                                （認定機関） 

                経        経          

        派       営     契  営         金 

                支        相         融 

        遣       援     約  談         支 

                                   援 

                          

 

 

         小規模事業者    連 携    小規模事業者 

       （フランチャイジー）       （フランチャイジー） 

                   協 力 

連 携 事 業 体 
 

 

（３）農商工連携のイベント事業の実施支援 ……………… 

 

           連携                販路支援 

生産者団体         商 工 会         小規模事業者 

    村開発公社      （地域コーディネーター）      （販 売） 

    （供 給） 

                行政  団体 宿泊施設 

     
             イベント実行委員会 

    地域内 
                 ＰＰＲ  ＰＲ              

                             連         

               地域住民                                    

                              携         

                   顧  客 

 

    地域外                 公的支援機関 
                          専門家（中小企業診断士等） 

 

 



 


