
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
小谷村商工会（法人番号 4100005007423） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

 

当商工会は、小谷村第 5 次総合計画後期計画(平成 28 年 4 月 1 日～平

成 33 年 3 月 31 日)の基本施策を踏まえ、小谷村地域の唯一の総合的経済

団体として、小規模事業者施策の「最も身近な相談窓口」として、地域

ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制の構築に努めるとともに、

専門家や他機関と連携のもと「小規模事業者の拠り所」となれるようワ

ンストップサービスに心掛け、以下の項目を事業目標として経営発達支

援事業を推進する。 

 

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】 

2 経営状況の分析に関すること【指針①】 

3 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

4 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

5 需要動向調査に関すること【指針②】 

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】 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

【農商工分野】 

農商工連携・6次産業化による地場産業及び小規模事業者の支援 

【観光分野】 

観光関連事業者間と連携した広域観光、インバウンド等の支援。

 

連絡先 

 

小谷村商工会 

 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙 6762 

  TEL 0261-82-2888 

   FAX 0261-82-2889 

   E-mail otari@valley.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 地域の現状と課題 

(1)小谷村の現状 

本地域は、地理的条件が極めて厳しい地勢を有し、気象は日本海型に属し、冬季の積

雪は 2m を越える豪雪地帯で、スキー場等の立地条件には適しているものの、地域産業

と住民生活に及ぼす影響は極めて大きい。また地域の総面積のうち林野率が 88％を占め

耕地はわずかに 2％と少ない。こうした厳しい自然的・地理的条件による生活環境等の

遅れは年々過疎化に拍車をかけ、高齢化社会の先取りとなっている。 

村の人口は昭和 35 年には 7,917 人であったが、昭和 45 年には 5,893 人と大きく減少

し、その後スキー場開発等による観光事業の発展により一時鈍化傾向ではあったもの

の、昭和 55 年 5,165 人、平成７年には 4,307 人、平成 17 年には 3,920 人、平成 22 年

には3,221人と減少が続いている。昭和35年と平成22年を比較すると減少率は約40.7％

と大幅に減少しており、急激な過疎化・少子高齢化が進んでいる。平成 22 年における

人口構成では、15 歳から 64 歳までの労働人口が約 34.7％と著しく減少している一方、

65 歳以上の高齢者比率は 87.8％まで増加し、労働人口の大幅な減少と高齢化の進展が

激しい。  

ア【商工業者数及び定住人口の推移】 

年度末 商工業者数 小規模事業者数 定住人口 

平成 17 年度末 391 369 3,920 人 

平成 27 年度末 350 277 2,907 人 

比較(%) △10.4% △24.9% △25.8% 

イ【商工業者における業種構成】(平成 27 年度商工会実態調査より) 

業種 建設業 製造・卸業 小売業 宿泊・飲食業 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 

事業所数 34 9 30 233 26 13 

構成比率 9.9% 2.6% 8.7% 67.5% 7.5% 3.8% 

 

(2)小谷村の課題 

将来の小谷村の人口は、平成 27 年度に策定した小谷村総合戦略の人口ビジョンによ

り、2035 年（平成 47 年）には 2,403 人、2060 年（平成 72 年）には 1,790 人にまで減

少すると見込んでいる事から、過疎地域の自立促進に資する施策実施や、高齢者対策の

充実・生産年齢人口の確保が大きな課題である。 

産業別にみると、社会経済の変化と農林業基盤の劣悪さにより、第一次産業の就労人

口が大きく減少した。昭和35年と平成22年の第一次産業就業比率は、69.0％から14.4％

と大きく減少しており、これは社会経済の変化に加え、地形や気候面から劣悪な農林業

基盤を余儀なくされる体質の弱さを示している。第二次産業では、建設公共事業、災害

復旧事業などによる建設業の躍進により、昭和 55 年から平成 12 年にかけて 27％前後を

保っていたが、公共事業の削減等により平成 17 年には 20.5％、平成 22 年には 18.5％

と低下している。第三次産業の就業比率は、昭和 35 年には 0％であったが平成 17 年に

は 61.9％、平成 22 年には 67.1％と大きく伸びている。これはスキー場開発を中心とし
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た観光産業の発展を示すもので、就業人口の半数以上が従事する第三次産業は、今後、

農林業の発展や公共事業等の増加が見込めない中、2020 年東京オリンピックまでのスパ

ンに国の観光政策に沿ったインバウンド外国人旅行者需要を具体的に小谷村の冬季ス

キー観光及び夏の山岳高原観光にどう誘客していくかが、今後も産業振興の中心となる

観光サービス産業にとっての大きな課題である。 

 

(3)小規模事業者の課題 

 上述のとおり、過去の高度成長経済のパイ拡大の中で成長してきた小谷村の経済基盤

の中で、同様に成長してきた公共事業による建設事業者、消費拡大による観光飲食サー

ビス産業、民間投資拡大による建築業などは、日本経済の成長が鈍化し以前のように満

遍なく小規模事業者へも恩恵が行きとどかなくなった今の時代の資本力、経営力の乏し

い小規模事業者において次のことが課題となる。 

 ① 自社の「強み・弱み」を理解しておらず、経営環境の変化に対応できずに漫然と

経営をおこなっている小規模事業者が相変わらず多い。また団体客受入れから個人

グループ客受入れへの変化に対応した特色のある宿泊施設づくりや、そのための新

たな営業を含めた事業展開が図れない小規模事業者が多い。 

 ② どんぶり勘定(いわゆる損益計算書レベル)で成りゆき経営の感覚が染み付いて

いるため、財務面を含めた経営分析を実施して中長期の経営計画策定が必要。 

 ③ 小規模事業者の高齢化が進むことで新たな需要の取組み、また宿泊業では接客や

冬の雪処理などで体力的にも厳しくなり、インバウンドなど新たな外国観光客需要

への対応が難しくなる。 

 ④ 高度経済成長の時代から、団体客や旅行エージェントに頼る割合が高かったた

め、特に売上の大半を占めていた団体スキー客の減少により、客単価が低い旅行商

品を受入れざる得なくなり収益悪化に陥った。ただ事業を維持していくため宿泊客

をこなす悪循環に陥り、自社の商品企画力とおもてなしの向上に結び付かない。 

 ⑤ 村内の小規模事業者の全体的な課題として高齢化が進み、後継者不在の事業所も

多数あり、今後廃業に繋がる可能性が極めて高い。 

 

(4)小谷村総合計画の概要 

小谷村第 5次総合計画後期計画(平成 28 年度から平成 32 年度の 5年間) 

 この小谷村後期計画の【農林産の地場産業】の現状と問題点として「昭和 40 年代よ

り、山菜・きのこ・山岳果実等の地域資源を活用した特産品づくりによる産業振興に取

組み「JA 大北山菜加工場」「道の駅おたり」等でオリジナル商品が開発されるなど一時

期売上を伸ばしてきたが、高齢化による農林産原材料出荷量の減少や販売促進活動の低

迷、山菜加工場の施設・製造ラインの老朽化等により、特産品全体では売上が減少して

います。」 

 このような状況の中、特産品開発では小谷村商工会と連携した全国展開プロジェクト

による特産・観光プロジェクトから加工製造グループ「小谷の四季」による賞味期限を

長く設定した無添加の加工食品を開発し販路開拓に取組んでいます。 

 地場産業振興の今後の課題として、原材料安定供給に向けた栽培振興、新たな加工施

設整備・運営体制を含めた生産体制の確立、販路拡大等に取組み、地場産業の経済的な

自立と雇用の確保に向けた具体的な施策を後期計画で実施できるかにかかっています。
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 後期計画の【観光サービス産業】の現状と問題点として「特に 1998 年長野オリンピ

ック以降は村への国内観光客は激減し、宿泊事業者はピーク時には数億円から数千万円

の宿泊売上から 5千万円以下から数百万円台へと売上は 1/3 から 1/5 に減り、経営環境

が一変しこの状態が横ばいで推移しています。また日帰り観光客ニーズに応えていた小

規模な個人土産品業者、飲食業者も廃業が相次ぎました。」 

 少子高齢化により国内観光客は引続き逓減していくため、2020 年東京オリンピックま

でのスパンに国の観光政策に沿ったインバウンド外国人旅行者需要を、小谷村の冬季ス

キー観光及び夏の山岳高原観光に北アルプス山麓地域の広域観光連携の中でどう具体

的に誘客していくか、特に広域観光による小谷村への地域循環と、インバウンド観光に

対応した小谷村のランドオペレータ―の人材養成を実施するかにかかっています。 

後期計画の【商工産業】の現状と問題点として「本村の伝統的な商工事業者は経営規

模が小さく、進む過疎化と多様化する消費者ニーズ、周辺地域への大型店等の進出によ

り、消費者の広域商業圏への流出等の影響を強く受けて経営が圧迫されています。特に

村の資金循環の柱だった公共事業費の削減と観光消費額の落込みによる設備投資意欲

の減少など、小規模な商工事業者の経営が困難になっています。 

 

(5)小谷村商工会のこれまでの取組み 

①【観光サービス産業】※行政枠を超えた広域観光対策事業に取組む 

平成 22 年度 全国展開プロジェクト 【本体事業 糸魚川商工会議所と共同実施】

テーマ「東西日本の接点 北アルプス山麓 120km 旅の道広域観光開発事業」 

事業費 12,000 千円 補助金 12,000 千円  

■取組み結果 

従来の狭い行政エリア枠で取組んでいた古道「塩の道」を新潟県糸魚川市から松本

市までの広域観光ルート化することで「ロングトレイル」という新たな旅の達成感が

得られる広域観光商品化に成功。現在では小谷村が主導権を握りツアー会社や中高年

の個人やグループの誘客に繋がっています。 

また日本ロングトレイル協会の会員(塩の道トレイル)として全国のロングトレイル

巡りの 1 ルートとしてウォーカーに選択利用され、日清食品がバックとなっている創

業者の安藤百福財団の支援を受け糸魚川から松本までの広域 120km のロングトレイル

ルートが日本山岳ガイド協会スマートフォンサイトよりガイド機能及びコース上で

GPS 位置確認ができるなど新たなサービスを利用者に提供することが出来ました。 

この間、総務省地域おこし協力隊員 観光担当の商工会配置を村に要望し、平成 25

年 5 月より商工会に 1名配置されました。 

  現在の誘客対応は、小谷村観光連盟誘客主任小島優治氏が現地ランドオペレーター

として活躍されている。今後の課題として小島氏定年後の後任の誘客営業の人材育成

を小谷村観光連盟が組織立って取組むことにある。 

 

②【農林産の地場産業】※農商工連携及び 6次産業化への取組み (以下 5事業) 

  平成 24 年度 全国展開プロジェクト 【調査研究事業】 

※地域農林山資源の掘起し調査 

テーマ「小谷ブランド育成・農商工連携による 6次産業化プロジェクト」 

事業費 5,169 千円 補助金 5,000 千円  
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平成 25 年度 全国展開プロジェクト 【本体 1年目事業】 

  ※特産品開発(1 年目)及び小谷ブランド構築、観光振興事業等の実施 

テーマ「村内産業連携! 6 次産業化と北アルプス山麓観光 小谷ブランド構築」 

事業費 12,521 千円 補助金 8,000 千円  村補助金 4,000 千円 

平成 26 度 全国展開プロジェクト 【本体 2年目事業】 

  ※特産品開発(2 年目)及び小谷ブランド構築、販路開拓等の実施 

テーマ「村内産業連携! 6 次産業化と小谷ブランド構築」 

事業費 9,445 千円 補助金 4,571 千円 村補助金 4,500 千円 

平成 26 年度 地域内資金循環等新事業開発検討事業 通称【循環型補助金】 

※食品加工グループの加工食品技術習得及びグループの組織化 

テーマ「農林山加工食品による村内資金循環・村外資金獲得検討事業」 

事業費 2,000 千円 補助金 2,000 千円  

平成 27 年度 全国展開プロジェクト 【調査研究事業】 

   ※24～26 年度の事業成果を継続するための、特産推進の新たな仕組み構築 

テーマ「小谷ブランド育成・新産業創造センター建設 調査研究」 

事業費 4,737 千円 補助金 4,657 千円 

■取組み結果 

5 年前の平成 24 年度から役場特産推進室と連携し商品開発分野で無添加・賞味期限

設定・常温の加工食品を開発し販路開拓に取組み卸への受注まで展開ができたが、卸

単価で今後利益を出していくためには現在の家内労働的生産コストから加工センター

でのある程度の効率的な生産コストを構築していかなければ加工事業者はどこかで経

営が行詰まる。 

また村産直原材料の調達も卸への受注に対応するため、今後どう村内での原材料の

確保調達をするかなど特産品開発の原点の課題に直面します。 

この問題は当初から予想されていたことで、このため拠点加工センター建設・村内

原材料の安定供給などと商品開発を連動させた三位一体となった特産推進を 5 年前に

展開を始めたが、三位一体の内の 2 本の柱である、加工センター建設と原材料調達が

この 4 年間足踏み状態であった。この三位一体となった村の特産振興を再スタートさ

せるため平成 27 年度に全国展開プロジェクト【調査研究事業】を導入し、建設計画を

村の後期計画に位置付けることができ、平成 30 年度加工センター建設に向け、平成

28 年度より農水省事業の実施計画書の内容を商工会で策定し、今後 3年間は事業実施

の事務局を担うことになり村の農商工連携及び 6次産業化の道筋を作りました。 

この間、総務省地域おこし協力隊員 特産推進担当の商工会配置を村に要望し、平

成 27 年 11 月より商工会に 1名配置されました。 

 

平成 28 年度 農水省山村活性化支援交付金 9,000 千円 確定 

※3年間×＠10,000 千円にて商工会が実施計画書を策定し役場より申請 

平成 28 年度 農水省 6次産業化ネットワーク活動交付金 1,500 千円箇所付 確定 

※農政局より県へ 1 箇所 1,500 千円箇所付けにて、商工会が実施計画書を策定し役

場より申請 

  当初商工会に特産推進担当として配属された地域おこし協力隊員の水野聡子氏は

平成 28 年 11 月 1 日現在、農水省山村活性化支援交付金の事業担当として小谷村役場
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特産推進室に席を移し商工会と行政との連携の役目を担い引続き任期 3 年間を務め

る。 

  今後の課題として、平成 30 年度加工センター建設後の運営主体が村の特産振興の

拠点(拠り所)として機能するような責任ある組織運営体制を構築することにある。 

 

③【商工産業】 

平成 23 年度から 小谷村住宅リフォーム事業補助金の要望実現 

リフォーム工事総額 97,360 千円 村補助総額 11,705 千円  

■取組み結果 

小谷村の経済対策の観点から、商工会理事会より住宅リフォーム事業を村当局に提

案してはどうかとの意見に商工会が応えたもので、その後も対象施設や対象工事の追

加をおこないリフォーム事業が継続され小規模事業者に対する経済対策に繋がった。

  今後の課題として、平成 26 年 11 月に発生した長野県神城断層地震の復旧のため村

内建築建設事業者は復旧工事案件の復旧特需で手一杯の状態であったが、今後復旧が

一段落した後のことを今から準備する必要がある。 

 

(6)小谷村商工会に求められる今後の地域振興の役割と機能 

  小規模事業者と連携した地域振興事業への商工会の役割は、地域振興ビジネスのシ

ンクタンク機能及び伴走的支援が求められる、具体的には、①地域内協業の類型化、

②販売時点の共同、③作業の受託委託、④サービスの共有、⑤共同ブランドの立ち上

げ、⑥共同での事業体の設立、⑦地域内協業の作り方、⑧プロジェクトづくり、⑨ビ

ジョン実現に向けた取組内容の検討、⑩プロジェクトの範囲・枠組み、⑪ キーマン

との接触、⑫メンバーとの関係づくり、等の 12 段階毎の支援とこれを機能させるた

め商工会職員の意識改革と地域一体となった連携が求められる。  

 

2 小規模事業者の中長期的な振興の在り方 

  小規模事業者の中長期的な振興の在り方として、前述の小谷村第 5次総合計画後期

計画(平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日)を踏まえ、上記の課題に対応すべく

小谷村地域の唯一の総合経済団体として、国・県・村、その他支援機関が小規模事業

者施策の「最も身近な地域密着の窓口」として機能するよう、上部の組織に顔を向け

るのではなく足元の小規模事業者に顔を向け、職員自らが提案・実行できる組織、体

制づくりに努めるとともに、専門家を誘導し他機関と連携のもと「地域小規模事業者

の拠り所」となれるようワンストップサービスを心掛け、今後 5年～10 年を見据えた

以下の項目を目標として経営発達支援事業を推進します。 

(1)新たな需要の開拓、販路開拓により売上、収益を向上させるとともに、行政及び金

融機関、関係団体との連携を強化し、小規模事業者が抱える経営課題の克服を図るこ

とで中長期的な小規模事業者の持続的発展を目指します。 

(2)地域内の小規模事業者の増加を図るために創業や第二創業を積極的に支援すること

や事業承継の推進により、地域内事業者の拡大を図ります。 
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3 小規模事業者振興の目標及び目標達成のための方針 

  当商工会は、厳しい経済環境の中で経営を維持発展のために努力している小規模事

業者のために関係機関との連携を強め、次の支援目標を掲げ支援策を実施し当地域の

小規模事業者が抱える経営課題の克服を図り、あわせて前述した地域課題の解決によ

り地域経済の活性化を図ることによって小規模事業者の中長期的な持続的発展を目

指します。 

【重点方針】 

①経営発達支援事業の展開の中で、経営意欲があり問題意識を持った小規模事業者へ

の集中的な支援。 

②時流に乗る産業(インバウンド、ユニバーサルフィールド、高齢シニア向けビジネス)

の育成支援。 

③1・2・3次産業を活かした農商工連携、6次産業化の持続的な支援。 

 (1)小規模事業者支援の目標 

①事業計画策定支援による黒字化経営 

   巡回訪問を通じて中長期的な視点に立った事業計画の策定の必要性を啓蒙する

と共に、小規模事業者の現状把握と経営分析により課題を提起し、その解決に向け

た事業計画の策定を支援し黒字化経営を目指します。 

②事業計画の実施による持続的発展と所得の向上 

    定期的計画的な巡回により事業計画の進捗状況を把握し、事業計画の実行を支

援すると共に、PDCA を徹底し個別事業者と一緒に考える伴走型支援を行うことで持

続的発展と所得の向上を目指します。 

③新たな需要の開拓、販路開拓の支援による収益力の向上 

   需要動向に関する調査・分析を行い、当会ホームページの活用や各種イベント・

物産展・商談会等への出展により広域的な販路開拓を積極的に支援します。出展後

も専門家による指導を通じて販路開拓を行うとともに収益力の向上を目指します。

④事業承継の推進による廃業の減少と事業所数の維持確保 

   小規模事業者への経営実態調査を実施し、事業承継の対象者の絞り込みを行い、

親族及び第三者を含めた後継者への事業承継を支援機関と連携して推進し、これに

より廃業の極少化を目指します。 

(2)地域振興に対する目標 

①地場産業の振興による地域経済の活性化 

小谷村の課題である「人口減少」「高齢化の進行等の顕著な地域経済の縮小」「集

落機能の低下」を克服し、「ひと」を増やし「しごと」を創り「ちいき」を維持して

いくため、地域資源を活用した地場産業の振興を目指します。 

また、農商工連携及び 6 次産業化の推進により地域産物に付加価値を高めた加工

食品開発に取組むため、生産・加工・販売・開発・ブランド化・マーケティング面

での人材育成を図り、地場産業の新たな振興と雇用の創出を目指します。 

②観光資源の新たな活用による地域産業活性化 

時流に乗る産業(インバウンド、ユニバーサルフィールド、高齢者シニア向けビジ

ネス等)に着目し、観光サービス業を生業とする小規模事業者に対して、新たな需要

取り込みのため元気な高齢シニア層及びインバウンド需要に対しての観光資源の活

用を目指します。 
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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 29 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日） 

  小谷村の第 5 次総合計画後期計画(平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日)のう

ちの 4カ年とする。 

 

（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） 

  これまでは巡回による聴き取りのみで、地域内小規模事業者全体の実態・動向・ニ

ーズや課題を把握するための具体的な調査を実施していなかったことから、地域経済

動向の把握が大雑把(従来の把握は県内の業種レベルの経済動向の把握に留まってい

た)であり、景況調査を活用した地域経済動向の把握ができない状況にありました。 

  これからは業種別にピックアップした事業所に対し計画的な調査を実施し、小規模

事業者の経営方針、営業販路開拓、設備投資等の参考にするために活用し、事業者の

経営課題の抽出や今後の事業計画作成に役立てる。 

（事業内容） 

 目的：村内小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を把握し、その時々において

必要な支援策を提供できるようにする。 

(1)主要産業である観光サービス業を中心に、巡回により延べ宿泊者数、前年対比売上、

予約状況の調査を実施し、その情報を商工会内で共有し商工会の事業計画の立案や

行政への企業支援策の要望、提言に活用する。また巡回訪問並びに窓口相談等の経

営相談時に活用し小規模事業者の経営判断に役立てる。 

(2)当地域の業種割合を基に小規模事業者 10 事業者を抽出し(売上、今後の受注見込

み、設備投資の有無、経営上の課題を調査分析し経営状況の分析に役立てる。 

(3)村の観光振興課と連携、情報交換を行うとともに、観光関連の業界誌、各機関が実

施する観光分野の経済動向調査等の報告書を収集整理分析し、地域の経済動向を踏

まえ巡回訪問並びに窓口相談等の際に情報提供し小規模事業者への経営判断に調査

データを活用する。また重要な施策や経営情報については当会 HP にタイムリーに掲

載し周知を図る。 

(目標) 

①観光サービス業の事業者を対象として調査・分析のための巡回訪問を実施 年 1回

②業種割合を基に小規模事業者 10 事業者を調査 

③村の観光振興課との情報交換及び要望・提言 年 2回以上開催 

④当会 HP への掲載 随時 

支援内容 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度

① 観光サービス業調査 任意 １回 １回 １回 １回

② 業種割合調査 任意 １回 １回 １回 １回

③ 情報交換 任意 ２回 ２回 ２回 ２回

④ HP への掲載 任意 随時 随時 随時 随時
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２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

  小規模事業者の持続的発展のためには、自社の強み・弱み、財務内容の把握が必要

であり、現状を明確にして経営課題を抽出することで今後の経営計画に役立てること

ができる。これまでの支援は、財務分析(いわゆる金融斡旋の必要性)を中心に実施し

てきたが、多くの小規模事業者が過去の経験や感覚で経営を行っており、資金繰り以

外の経営状況の分析を行う事が難しくこのため支援が必要である。 

 (改善方法) 

  経営状況の分析を行う小規模事業者の支援にあたっては、各種の調査・統計資料の

活用の他、中小企業基盤整備機構が提供する経営自己診断システム等の支援ツールを

活用する。さらにより高度な経営分析が求められる場面では、地域支援機関や中小企

業診断士協会との連携による専門家派遣を実施する。 

（事業内容） 

(1)個別訪問において、事業者ニーズを把握する中で必要とされるビジョン・後継者対

策・設備投資等の主要な経営課題をテーマとしたセミナーを開催し、小規模事業者

の意識啓発と自己分析、経営課題の抽出に役立てる。 

(2)個別訪問にて経営状況の厳しいと思われる小規模事業者や記帳指導事業所を対象

に 5事業者をピックアップし、財務内容の把握(損益分岐点、売上総利益率、自己資

本比率など)と外部環境、商品・製品・サービス等の強み、弱みを専門家と連携し経

営分析をおこない今後の事業活動の中期的な事業計画策定に活用する。 

(3)分析対象となった小規模事業者の、今後の経営判断の参考となるようレポートを作

成し経営者に説明し、経営課題の抽出と解決に向けたアドバイスを行う。 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

セミナー開催回数 3 3 5 5 5

セミナー受講者数 27 27 45 45 45

経営分析件数 0 6 10 10 10

 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 (現状と課題) 

  多くの小規模事業者が過去の経験や感覚で経営を“なりわい”として行っており、

事業計画を策定しそれに基づく経営をマネージメントすることの必要性を認識して

いる事業者は少ない。また、事業計画を策定する場合でも小規模事業者は自社の強み、

弱み、経営課題の把握が十分で無いため、自ら自社の事業計画の策定を立案すること

は容易ではない。 

(改善方法) 

  今後は、事業計画策定の重要性を理解してもらうため、日頃の巡回・窓口相談やセ

ミナー、個別相談会等において事業計画に基づいた経営の重要性を多くの小規模事業

者に伝え、事業計画策定を目指す事業所の掘起しを行う。 

  また、事業計画策定においては上記「1 地域の経済動向調査に関すること」、「2 経

営状況の分析に関すること」、及び「5 需要動向調査に関すること」で行う調査を踏



- 9 - 
 

まえて、小規模事業者の売上拡大・販路開拓に向けた実現可能性の高い計画書を伴走

型支援で作成していく。 

(目的) 

  小規模事業者が経営課題を解決するためには、実効性の高い事業計画策定支援及び

実施支援を行う。その際、「経営支援センター北アルプスグループ」、長野県商工会連

合会のエキスパートバンクの専門家及び「長野県よろず支援拠点」「ながの創業サポ

ートオフィス」等と連携しながら伴走型の支援を行い持続的な発展を図る。 

(支援対象) 

  村内の小規模事業者のうち経営の向上を目指し、経営状況の分析を行い、そのため

の事業計画を必要とする事業者を対象とする。 

(支援方法) 

① 広報活動： 
経営支援員等が行う巡回・窓口相談において、経営状況の分析に基づいた事業計

画策定の重要性を周知しながら、小規模事業者の掘起しを行う。 

② 補助金及び助成金を活用した事業計画策定の提案： 
販路開拓のための小規模事業者持続化補助金及び新商品開発のための地域産業活

性化基金事業の助成金等の活用を提案し、その事業計画策定のための支援メニュー

の一手段として補助金や助成金の活用を周知し小規模事業者の掘起こしを行う。 

③ 支援ツール、経営計画作成アプリの活用： 
事業計画策定にあたっては、中小機構がネットで提供する「経営計画作成アプリ

経営計画つくるくん」等の中小企業支援ナビ・ツールの活用を呼び掛ける他、パソ

コン操作が不得意な事業者には経営支援員等が操作方法のレクチャーを行う。 

(支援内容) 

①巡回・窓口相談において、小規模事業者の現状と展望を把握した中で、事業計画

策定のための情報提供及び施策案内等を行い、事業計画を具現化する。 

②事業計画策定を具現化する一手法として、事業計画の中に具体的に販路開拓や新

商品、新サービス等の提供のための補助金や助成金の活用の検討など提案型の支

援を行う。 

③具体的な事業計画策定にあたり、中小企業支援ナビ・ツール等を活用し「経営支

援センター北アルプスグループ」、長野県商工会連合会のエキスパートバンクの専

門家、「長野県よろず支援拠点」及び「ながの創業サポートオフィス」等と連携し

必要に応じた段階的な伴走型支援を行う。 

 

(目標） 

 以下のとおり実施し、小規模事業者の事業計画策定支援を着実に実施する。 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

個別面接事業者数 10 20 20 20 20

事業計画策定(事業者)数 0 3 5 5 5
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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) 

策定した事業計画の進捗管理を小規模事業者が自ら行い、課題の把握・解決を行

うことは容易ではない。これまで行ってきたフォローアップは回数もその内容も各

経営支援員等の判断で行ってきて定期的なものではなかった。また提供している施

策情報も一般的な融資制度や補助金公募案件等であって、必ずしも個々のニーズに

あった情報ではなかった。 

(改善方法) 

事業計画策定後は、計画策定に関わった経営支援員等が寄り添い、計画策定後の

必要なフォローアップを行う。また寄り添う過程で顕在化した高度な経営課題に対

しては、「経営支援センター北アルプスグループ」、長野県商工会連合会のエキスパ

ートバンクの専門家、「長野県よろず支援拠点」及び「ながの創業サポートオフィス」

等と連携し伴走型の支援・助言を行い経営課題の解決を図り小規模事業者の事業経

営の持続的発展を図る。 

 (支援対象) 

   上記、事業計画の策定を行った事業者、また小規模事業者支援施策を活用した事

業者等を対象とする。 

(支援方法) 

経営支援員等による定期的なフォローアップ 

   これまで経営支援員等が個々の判断で行っていたフォローアップを、今後は四半

期に一度を目標に個別訪問を実施し、事業計画の進捗状況の確認、現状把握を行う。

同時に、改善策を寄り添って考え、事業者にあった各種施策の活用やマッチング機

会の提供等、経営課題に応じた必要な伴走型支援を行う。 

 (支援内容) 

①事業計画策定後に、国・県・長野県中小企業振興センター・長野県商工会連合会等

の行うビジネスマッチング、商談会、専門家派遣、融資制度、小規模事業者持続化

補助金、中小企業国内販路開拓助成事業、専門展示会出展支援事業、地域産業活性

化基金事業、農商工連携支援基金事業等の支援策や助成金を活用し、申請、実施し

たそれぞれの事業者に対し、申請段階前後、申請後の計画実施との乖離状況、実施

後の実績支援など、伴走型支援、フォローアップを行う。 

②事業計画策定後の実施支援を受けて、経営力強化等に取組む小規模事業者が設備資

金等を必要とする場合は、日本政策金融公庫(企業活力強化資金等) 及び長野県中

小企業融資制度(地方創生推進資金・事業展開向け等)を活用しその計画の実現を支

援する。 

 

（目標） 

 以下のとおり実施し、小規模事業者の事業計画策定後の支援を着実に実施持する。 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

フォローアップ件数 0 12 20 20 20

補助金・助成金の活用件数 2 4 5 5 5
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５ 需要動向調査に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

   小規模事業者が商品・サービスを提供する際、“顧客ニーズがどこにあるのか”

という視点が不足している現状があった。企業の持続的発展のため事前に需要動向

調査は不可欠であるが、その必要性と情報の集め方を具体的に実践している事業者

は少ない。今後は小規模事業者自身が需要動向調査の必要性を認識し、その調査手

法を理解しどう実施するかが課題となる。 

これまでは、小谷村観光連盟及び小谷村観光振興課から情報提供を受けた観光入

込数のデータや巡回訪問時の情報収集のみで需要動向を調査・分析し、小規模事業

者に対し情報提供を行ってきたが、特に観光は感覚的な部分も多く(例：夜間宿泊施

設の灯りが少なかったとか)、経営改善に結びつけるデータとなっていなかった。 

また商工業の分野では「売れる商品を作る」という視点に欠けているケースが見

受けられ、新商品を開発して展示会や商談会で売り込む場合にも、買い手のニーズ

を踏まえたもので無いと成果に繋がらず、マーケットインの考え方が不足していた。

 (改善方法) 

   小規模事業者に対して、販路開拓のために需要動向調査の必要性を、経営支援員

等が日々の巡回・窓口相談等を通じて必要性を説明する。また、需要動向調査は、

①消費者動向、②商圏・市場規模、③トレンド調査、④エージェント・バイヤーの

視点から行う。そのため観光商談マッチングや商談会等の企画を通じて、直接バイ

ヤーや取引対象企業から買い手ニーズ(商品のストーリー性、付加価値性、ブラン

ド性等の項目)を収集し、小規模事業者の販路開拓に役立てる。 

(目的) 

   小規模事業者の持続的経営においては、小規模事業者自身が提供する商品・サー

ビスについて、その顧客である消費者や取引先の需要動向を調査・分析し、将来予

測を立てたうえで事業計画を策定することが必要である。 

（事業内容） 

(1) ①消費者動向、②商圏・市場規模の調査 

これまで情報収集してきた観光連盟及び村観光振興課からの観光客入込データに

加え、観光庁のインバウンド及び分野別の統計データや関東甲信越各県の山岳及び

スキーの観光客入込データを公表する年次及び季別ごとのデータを把握すること

で、地域や季節の観光動向を比較分析し、広域観光圏時代の観光客のニーズと傾向

を商工会 HP にて情報を発信提供する。 

また観光業界誌、日本ケーブルの経営情報誌「スノービジネス」や日経テレコン

等から、魅力あるサービス、顧客開拓のための先進取組事例、全国商工会連合会の

商工会支援事例集、成功事例等の情報を収集セレクトし、その情報を巡回訪問や商

工会 HP で提供する。また各小規模事業者が経営計画を立案するうえで、ターゲット

とする客層、商圏、市場規模等、小規模事業者の持続的発展に役立てるため調査を

通じて得た情報は、小規模事業者の既存の商品・サービスの改善に繋げる他、事業

計画策定時の売上高目標値の設定にも活用する。 

(2) ③トレンド調査 

政府統計や民間調査機関が実施するトレンド調査で得られたデータ、例えば管内

業種構成にあったインバウンドや食品市場、住宅リフォーム市場等トレンド調査デ
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ータを活用して需要動向を把握し小規模事業者の商品開発や営業活動に役立てる。

(3) ④エージェント・バイヤーの視点からの調査 

   エージェント・バイヤーからの需要動向を把握する最適な場として展示商談会時

に、新商品・新サービスに対するアンケート調査(商品のストーリー性、付加価値

性、ブランド性等の項目)や個別商談で得た情報を整理分析し、小規模事業者の新

たな商品サービスの開発に繋げる他、事業計画策定時の売上高目標値の設定にも活

用する。 

（需要動向調査目標） 

支援内容(回数) 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①の消費者動向調査 不定期 4 4 4 4

②の商圏・市場規模調査 不定期 4 4 4 4

③のトレンド調査 不定期 4 4 4 4

④の取引先の視点調査 不定期 4 4 4 4

⑤HP への掲載回数 不定期 5 10 15 20

 

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) 

  観光サービス業分野の販路開拓支援では、1998 年長野オリンピック開催後の大北地

域の観光経済の後退による需要の低下と少子高齢化等の社会の構造変化に直面して

いる当村の観光サービスを生業とする小規模事業者は、団体客から個人客層に支持を

得られる施設づくりを実現する必要がある。また、新たな需要取り込みのため元気な

高齢シニア層及びインバウンド需要に対しての販路開拓を推進する必要がある。 

  また、商工業分野の販路開拓支援では、小規模な製造事業者や農商工連携による農

産品生産事業者に対して、長期に渡る一貫した支援がなかった。今後、経営を維持し

ていくためにも商品サービスの「差別化」「高付加価値化」への転換が不可欠である。

 (改善方法) 

  観光サービス業分野及び商工業分野に共通の改善方法として、小規模事業者への観

光商談マッチングフェアへの参加促進及び展示商談会への参加促進の場を提供し、旅

行商品の開発、ツアーの実施、サービスの開発、共同の販路開拓・広告宣伝、共通ブ

ランドの立ち上げなど誘客と購買促進のための場とする。 

  また、その準備のため各分野のプロモーションスキルを持った専門家を小規模事業

者に派遣し、販売促進等の支援を行う。 

 (事業内容) 

 ①全国商工会連合会「観光商談マッチングフェア」への事業者参加 

   マッチングフェア出展事業者は、観光の専門家による「事前セミナー・ワークシ

ョップ」に参加し、現地 2次交通手段・現地ガイド対策・体験商品等の旅行商品の

ブラッシュアップを図りプレゼンテーションスキルを高めて、マッチング当日は旅

行エージェント等との直接商談等の新たな需要の開拓を行う。 

 ②展示商談会への事業者参加 

 ・北安曇地方事務所「北アルプス山麓ブランド」関係展示商談会への参加により、松

本市、長野市など主要都市圏への売込み、北アルプス管内市町村の道の駅等販売先
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店頭への山麓ブランドを通じた販路開拓に繋げる。 

 ・長野県「おいしい信州ふーど発掘商談会」関係展示商談会への参加により、東京圏

及び名古屋圏の、百貨店、卸などのバイヤーとの販路開拓に繋げる。 

・全国商工会連合会出展枠の「グルメ＆ダイニングショー(東京ビッグサイト)」及び

新日本スーパーマーケット協会主催「スーパーマーケットトレードショー」など全

国規模商談会への参加により、全国や首都圏からの百貨店、卸などのバイヤーとの

販路開拓に繋げる。 

・今後の販路先エリアについては、関東東京圏ではこだわりや専門分野の卸・専門店

等の付加価値のある直接的な販路先開拓、中京圏大坂圏は地域有力卸商社等を通じ

た間接的な販路先開拓の深耕を図り、出展機会及び出展企業増に取組む。 

   このようにして小規模事業者が参加しやすいよう機会提供を進め、新たな需要開

拓のため上記 4つ(・くろポツ)の商談会ルートでの直接商談等の需要開拓を行う。

   ③受託型製造モデルによる村内加工事業者とのマッチング 

   信州産・国産の農産物(さるなし、ルバーブ等)を素材に、ドライフルーツの商品

化に向けて、加工技術力のある南信州菓子工房㈱や産地の道の駅たまかわ等と村内

加工事業者が連携する受託型製造のマッチングにより新たな需要の開拓に繋げる。

④マスメディアや HP の活用 

観光分野では「塩の道トレイル」がロングトレイルブームの中で、様々な旅行雑

誌、アウトドア雑誌に掲載されている事により認知度が拡大し、宿泊施設の新たな

販路先の開拓に繋がる。商工分野では上述の商談会の主催者サイドで、毎年開催地

域のターゲットに向けた参加企業商品の事前の掲載 PR を実施しているため、新た 

な販路先の開拓に繋がりパブリシティーによる信用の裏付けともなっている。 

⑤効果検証については、参加商談会ごとに、商談件数、成約件数、受注件数、売上額

等について商談会ごとにフォローを行う。 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

観光商談マッチングフェア件数 1 1 1 1 1

北アルプス山麓ブランド商談件数 3 5 5 5 5

おいしい信州ふーど発掘商談件数 2 2 2 2 2

全国規模商談会件数 1 2 2 2 2

受託製造モデルのマッチング件数 0 2 2 2 2

取引契約成約件数 4 6 8 10 10

取引商品受注件数 2 3 4 5 5

取引商品売上高(万円) 50 100 150 200 300

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

 【農林産の地場産業】の現状と問題点として「昭和 40 年代より山菜・きのこ・山岳

果実等の地域資源を活用した特産品づくりによる産業振興に取組み「JA 大北山菜加工

場」「道の駅おたり」等でオリジナル商品が開発されるなど一時期売上を伸ばしてき

たが、高齢化による原材料出荷量の減少や販売促進活動の低迷、山菜加工場の施設・
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製造ラインの老朽化等により、特産品全体では売上が減少しています。」 

  このような状況の中、特産品開発では小谷村商工会と連携した全国展開プロジェク

トによる特産・観光プロジェクトから女性の加工製造グループ「小谷の四季」による

賞味期限を長く設定した無添加の加工食品を開発し販路開拓に取組んでいます。 

  地場産業振興の今後の課題は、原材料安定供給に向けた栽培振興、加工施設整備・

運営体制を含めた生産体制の確立、販路拡大等に取組み、地場産業としての経済的な

自立と雇用の確保に向けた具体的な施策を後期計画で実施するかにかかっている。 

（事業内容）【全体】 

・事業実施の全期間の取組や実施手順、スケジュールの概要  

   小谷村山村活性化推進協議会において戦略の方向性を定め、連携する生産者、加工

事業者、流通販売業者等が抱える課題(安定供給に向けた栽培振興、生産体制の確立、

加工施設整備、商品開発、販路拡大等)に対し 1年目の平成 28 年度は主に地域資源等

の利用形態等の調査、合意形成を図り実施体制づくりや活動組織づくりに取組む。 

2 年目及び 3 年目は運営主体の中核的人材の育成、商品開発・販路開拓に主に取組

む。全体を通じて以下の戦略に基づき、村内地域ぐるみで人材育成、農産物の付加価

値化や所得向上等の取組を推進する(※農水省山村活性化支援交付金 1千万円×3年) 

(1)農畜産物等の現状と課題 

(2)取組方針、将来像、組織形成及び収支計画等に関する戦略 

(3)生産拡大のための農林事業者に対する戦略 

(4)加工商品開発及び加工機械設置・施設設計に関する戦略 

(5)中核的人材育成による運営体制に関する戦略 

(6)販路開拓及び売上計画に関する戦略 

(7)バリューシステムへの取組み及び販売体制に関する戦略 

(8)その他山村活性化に向けた必要な取組み 

・事業実施手法 

   地域ぐるみで、加工グループ、農業生産組合、販売流通機関などで構成する協議

会を組織し、外部コンサルタント等を活用し地域資源の利用形態等の調査、合意形

成、組織づくり、人材育成、商品開発等を実施する。 

人材育成については、食品加工技術、食品衛生管理、食品品質管理等のカリキュ

ラムを実施する。商品開発については、当村の農林産物や信州産・国産の農産物(さ

るなし、ルバーブ等)を加工原料ベースに位置付け、ドライフルーツの商品化に向け

て、加工技術力のある南信州菓子工房㈱や産地の道の駅たまかわ等と村内加工事業

者が連携する受託型製造により新たな需要の開拓を図る。また賞味期限が長く設定

できる加工食品や高齢者を対象としたスマイルケア食のメニュー開発にも取り組

む。消費拡大、販路開拓については、東京ビッグサイトのグルメショーなど大規模

商談会、効率の高い商談展示会をはじめ実店舗への売り込みなど販路拡大に取組む。

・事業全体の推進体制、事業管理体制 

   小谷村(小谷村山村活性化推進協議会・事務局)：北村和則(特産推進室長)・吉田

三郎(小谷村商工会)・水野聡子(地域おこし協力隊員)、経理責任者：栗田寧(特産

推進室)・加工部門(村内農産加工グループ及び食品加工事業者)、生産部門：小谷

村(観光振興課長・農業生産者等)、サービス部門(村内商工事業者他)、流通販売部

門(小谷村商工会・JA 大北・道の駅おたり他) 
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【平成 28 年度】 

地域資源の賦課状況・利用形態等の調査、山岳果実(さるなし等)・山菜栽培(山ウ

ド・ワサビ等)・雪中野菜などのパイロットファーム整備検討、加工拠点施設の運営

体制、人材育成、地域資源を活用したドライフルーツなどの試作品開発、ブランド

化、販路開拓など、以下(1)～(8)の内容に取組む。 

(1)地域資源の賦存状況・利用形態等の調査  

・農家の生産意欲の調査と加工事業者による利用形態を把握することで品目ごとの

生産量と加工品の全体量を把握する。 

・加工事業者、販売事業者等の意向調査、取扱商品等の要望調査により需要を把握。

・実施主体：小谷村(協議会)、専門家他 

(2)取組方針、将来像、組織形成及び収支計画等の合意形成、組織作りに関する取組 

・地域全体の農林山業の振興を図るため、各集落間の連携による生産加工販売の各

機能の集約化をポイントに合意形成、組織作り、施設機械整備を把握する。 

・実施主体：小谷村(協議会)、専門家他 

(3)生産拡大のための農林事業者に対する戦略策定に関する取組み。 

・生産地集落間のネットワークを構築し効率的な集出荷、労働力の補完に取組む。

・実施主体：小谷村(協議会)、専門家他 

(4)加工商品開発及び加工機械設置・施設設計に関する取組み 

・当村の農産物を加工原料ベースに賞味期限が長く取れるなど付加価値のある加工

食品開発及び高齢者を対象としたスマイルケアのメニュー開発などに取組む。 

・連動して、この加工食品の開発から生産に必要な施設機械設計を検討する。 

・実施主体：小谷村(協議会)、専門家他 

(5)中核的人材育成による運営体制に関する取組み 

・食品の加工技術、衛生管理、品質管理など一連の食品加工過程に関する人材育成。

・農業と農業ビジネス、経営管理等に関する人材育成。 

・実施主体：小谷村(協議会)、専門家他 

(6)販路開拓及び売上計画に関する取組み 

(7)バリューシステムへの取組み及び販売体制に関する取組み           

・開発商品を展示商談会へ出展、個別店頭への営業等による販路開拓及び受託加工、

新規流通バリューシステムの開拓、オンラインショップ展開などの取組み並びに

売上計画。 

・実施主体：小谷村(協議会)、専門家他 

(8)その他山村活性化に向けた必要な取組み 

【平成 29 年度】 

(5)の人材育成に取組みます。具体的には食品加工技術(製造技術・衛生管理・品質

管理等)の習得、新たなメニュー・試作品開発・販路開拓等に関する知識・技術の習得。

(4)(6)(7)の運営体制のマーケティング、管理マネージメントなど経営技術の習得な

ど。また加工技術を活用した新商品開発・販路開拓も人材育成と並行して実施する。

【平成 30 年度】 

  前年事業の継続として、主に(4)(6)(7)の試作品開発及びパッケージデザイン・PR

パンフ・賞味期限検査・カロリー成分分析等の検査費など開発商品の改良・完成に取

組む。販路開拓では、商品の販路を開拓するため商談会・展示会等への出展、併せて
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消費者ニーズに対応するための消費者アンケートなどにも取組む。 

(5)の人材育成も、引続き製造技術者の育成を基本に、より完成度を高める内容とし

て、加工施設での生産効率の向上・コスト意識をもった経営感覚を養う人材育成、ま

た販路開拓のための営業の人材育成などに取組む。 

(事業完了後に期待される効果) 

本事業の取組み完了により、農産物のブランド化や、従来の 6 次産業化＝1 次産業

⇒2次産業⇒3次産業と、入口である生産から加工、加工から販売と、より付加価値の

高い方＝消費者と接する“出口”へ進んでいく考え方に加えて、考え方を逆方向、つ

まり出口(3 次産業)から入口(1 次産業)へ発想の転換により、需要を把握し何が実際に

売れていて、何が求められているのかが分れば、何を加工すれば良いのかが分かり、

そして最終的には何を栽培すれば良いのか、どんな農産物に需要があるのかが分かる

ようになるため、新たな農業の振興にもつながる。そうすると、より需要のある農作

物が生産できるようになり、需要のある農産物や加工品が造れるようになり、需要の

ある先に届けることができるようになる。この需要に対応する「需要対応型６次産業

化」の考え方が農林山資源を活用し小谷村山村活性化の新たな“仕組み＝プラスのス

パイラル”が構築される。 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

農業所得額(10a/千円)全品目合計 611 611 991 1,000 1,000

新商品開発数 0 3 3 5 5

販売先開拓数 2 5 5 5 5

※新加工センター売上高(万円) 0 － － 2,500 3,000

※新加工センターは、平成 29 年度設計、平成 30 年度建設、平成 31 年度開業の計画で

小谷村第 5次総合計画後期計画(平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日)に位置付

けられた。 

 

Ⅲ 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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の情報交換に関すること 

(現状と課題) 

小谷村内及び大北管内の商工会・大町商工会議所、支援機関・金融機関及び専門家・

行政等との定期的な連絡会議は既に実施しているが、各機関との事業報告及び経済状

況の報告が中心であった。 

 これら機関と連携して小規模事業者の動向、支援策やノウハウ等の情報交換を行

うと共に、金融・税務・労働・商品開発・販路開拓・農商工連携・創業・経営革新等

の支援力向上を図るために、必要な支援機関とそれぞれの強みを提供しあうことで、

地域として実質的な効果が上がるよう支援事業を実施する。 

(目的) 

 当会が、地域における小規模事業者の最も身近な支援機関として、経営発達支援 

計画を実施するにあたり、他の支援機関との連携強化を図ることでこれまで持ち得な

かったノウハウを補完・強化し、小規模事業者への支援力を引き上げる。 
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(連携内容) 

(1)日本政策金融公庫と経営支援センター北アルプスグループによるマル経協議会 

(年 1 回)の開催【金融支援力の強化】 

年1回開催してきたが情報交換が主であった。今後は、創業をはじめとした様々

な小規模事業者への金融支援実績や成功した手法を相互に紹介し、また支援機関

に必要な金融情報や地域経済・需要の動向など経営発達支援計画に沿った具体的

な情報交換の場とする。 

(2)長野県信用保証協会(年 1回)と経営支援センター北アルプスグループ(年 6回)に

よる業務連携支援会議の開催【創業・経営改善支援力の強化】 

年 1回開催してきたが協会業務情報交換が主であった。今後は、創業や経営改

善計画をはじめとした様々な小規模事業者への保証支援実績や成功した手法を相

互に紹介し、また支援機関に必要な信用保証情報や地域経済・需要の動向など経

営発達支援計画に沿った具体的な情報交換の場とする。 

(3)長野県よろず支援拠点(年 1 回)※1 と経営支援センター北アルプスグループ(年 6

回)との連携【経営課題のワンストップ支援の強化】 

  専門知識を要する経営課題の解決のため、個別案件毎に、長野県よろず支援拠点

の専門家と協働しワンストップ支援の強化を図る。 

  ※1【長野県よろず支援拠点】関東経済産業局委託事業 

(4)ながの創業サポートオフィス(年 1 回)と経営支援センター北アルプスグループ

(年 6回)との連携【創業のワンストップ支援の強化】 

  創業段階(相談・セミナー・金融・税制・技術等)に応じ創業予定者の個別案件毎

に、ながの創業サポートオフィスの専門家と協働しワンストップ支援強化を図る。

(5)経営支援センター北アルプスグループによる検討会議の開催(年 6 回)及び中信広

域経営支援センターとの連携【経営分析・事業計画策定支援力の強化及び新たな需

要の開拓】 

 北アルプスグループ検討会議を年間 6回開催し、経営支援員等チームで小規模

事業者を支援すること等を通じて、経営分析・事業計画策定支援力の強化及び新

たな北アルプス管内の需要の開拓を図る。また検討会議には中信広域経営支援セ

ンターの専門家も加わり経営や販路開拓等の連携を強化する。 

(6)税理士会・中小企業診断士等の士業との連携(年 1 回)【経営分析・事業計画策定

支援力の強化】 

   年 1 回開催してきた関東信越税理士会大町支部とは情報交換が主であった。今

後は、創業税制をはじめとした様々な小規模事業者への税務支援実績や成功した手

法を相互に紹介し、また支援機関に必要な税務情報や地域経済・需要の動向など経

営発達支援計画に沿った具体的な情報交換の場とする。 

中小企業診断士による診断を主としたエキスパートバンク制度を有効に活用し、

個別案件毎に、経営分析・事業計画策定支援力の強化を図る。 
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２ 経営支援員等の資質向上等に関すること 

(現状と課題) 

 小規模事業者が事業計画に基づいた経営を進めるためには、支援の最前線に立つ

経営支援員等一人一人の経営に関する知識や情報力、時代の流れを読む力等を備えた

マンパワーによる指導力に頼るところが多いが、それぞれの支援能力に差があるのが

現状である。そのため経営支援員等一人一人の支援能力の底上げは急務である。 

特に、経営分析、需要分析、商品サービスの開発、販路開拓、需要調査の活用法、

経営改善の提案等の経営発達支援を進めるためには、経営支援員等としての充分な知

識が少なく専門家への依存度が高く、経営支援員等はよりレベルアップした経営発達

支援が進められるよう、専門家と小規模事業者との繋ぎ手としての役目が果たせるよ

う、専門的な知識の習得や事業所訪問時の経営課題の聴取能力、提案手法等のプレゼ

ンスキルの向上が求められる。 

併せて、施策情報、経済動向、支援事業等の情報共有の徹底がなされていないのが

現状であり、小規模事業者が施策活用機会や優遇税制利用機会の逸失に繋がることも

あるので、情報共有する仕組みの再構築が必要である。 

これらの課題解決に対して、組織として経営支援員等の支援能力の向上を計画的

に進める必要がある。 

(改善方法) 

 小規模事業者への記帳指導・税務指導・金融斡旋といった従来の経営指導に加えて、

経営分析、事業計画策定、需要分析・商品サービスの開発・販路開拓といった経営発

達支援においては、経営支援員等はより専門的な知識の習得が求められている。その

為の OJT と OFF-JT の組合せにより、小規模事業者が事業計画に基づいた経営を進める

ことが出来るノウハウを習得するための、集団・個別研修を行い経営支援員等のスキ

ルのバラつきを解消し、対応の差が生じない様にする必要がある。 

 このため、施策ごとに必要とするスキルを持つ経営支援員等を養成するために、経

営革新・創業・事業計画策定・経営分析等、目的別に経験を積んだ経営支援員等によ

る組織内での養成研修を行う必要がある。 

また、組織内において経営支援員等の間で支援ノウハウや成功事例を共有できる仕

組みを構築するとともに、施策情報や個々の事業者に対する支援状況も共有し、経営

支援員等個人が有するノウハウや情報を組織の財産として保有していく体制とするこ

とにより小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得が図られる。 

 これには、経営支援センター北アルプスグループの検討会議において若手職員がベ

テラン経営支援員とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、支援・助言内

容・情報収集方法を学ぶなど、OJT により伴走型の支援能力の向上を図る。 

さらに長野県商工会連合会の「商工会中期マスタープラン」で県連が提供している

経営支援事例データベース蓄積検索システムを活用し商工会内職員間で支援ノウハウ

情報を共有化するなど、小谷村商工会の組織の財産としても年度ごとに個別ファイル

を作成蓄積し手元でも保有保管ができる体制を構築し、これにより事業者に対する情

報提供を円滑に行うとともに、支援のバラつきを解消し事業者の経営支援に対する信

頼を高める必要がある。 

(経営支援センター北アルプスグループとは) 

 長野県商工会連合会で、商工業者の支援体制強化のための中期マスタープランを
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作成し、支援方法の手法として小規模事業者に対して、高度な支援が必要な場合に複

数の商工会の経営支援員が支援ノウハウを集結し支援課題を解決するために構築され

た体制である。 

 

３ 事業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)  

従来の事業評価は長野県商工会連合会からの「商工会中期マスタープラン」などで、

数値上の内部評価により総会資料に掲載し総会時に報告するだけであった。 

(改善方法) 

以下の内容により結果について地域の小規模事業者が常に閲覧できるよう弊会 HP 

により公表する。 

(事業内容) 

毎年度、本計画に記載の事業実施状況及び成果について以下の方法により評価・ 

検証をおこなう。 

①経営支援員等に対して年間の巡回件数、経営革新、創業支援、商品開発、補助事業

申請等の目標数値を設定し、四半期毎に達成度合いを確認するとともに、更なるス

テップアップに向けてヒアリングの実施、また結果については人事考課に反映する

事によりモチベーションアップを図る 

②中小企業診断士、小谷村議会経済委員長、小谷村副村長等の外部有識者による委員

会を設け、経営発達支援計画の事業の評価・見直しを年 1回以上行います。 

(毎年 12 月実施) 

③事業の成果・改善の結果について、理事会に報告し承認を受ける。(毎年 1月) 

④事業の成果・改善の結果を商工会 HP で計画期間中公表する。 
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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 28 年 4 月現在）

（１）組織体制 

事業統括責任者 商工会長 

事業遂行責任者 統括経営支援員 

事業遂行者   経営支援員・補助員・会員・青年部員・女性部員 

商工会員数 193 名、青年部員数 9 名、女性部員数 28 名 

会長 1 名、副会長 2 名、監事 2 名、理事 13 名 

統括経営支援員 1名、主任経営支援員１名、経営支援員１名、経営支援員臨時 1 名 

（２）連絡先 

長野県北安曇郡小谷村大字千国乙 6762 

TEL0261-82-2888  FAX0261-82-2889 

URL http://www.nagasuki.jp/otari/ 

E-mail otari@valley.ne.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、小谷村

商工会は北アルプスグループ(小谷村商工会・白馬商工会・美麻商工会・池田町商工会・

松川村商工会の 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支援員により対応する。 
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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） 

 29 年度 

( 29 年 4 月以降)
30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 3,000 3,000 3,000 3,000 

 

伴走型小規模事業者 

支援推進事業 

①調査・分析費 

②セミナー開催費 

③フォローアップ費 

④販路開拓費 

3,000

500

500

500

1,500

3,000

500

500

500

1,500

 

3,000 

500 

500 

500 

1,500 

 

3,000 

500 

500 

500 

1,500 

 

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 
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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 

(2) 経営状況の分析 

(3) 事業計画の策定支援 

(4) 事業計画策定後の実施支援 

(5) 需要動向調査 

(6) 新たな需要の開拓 

(7) 地域経済の活性化 

(8) 他の支援機関との連携をつうじた支援ノウハウ等の情報交換 

(9) 経営支援員等の資質向上 

連携者及びその役割 

1 連携者の氏名 

■村内公共団体 (役割：(1)(6)(7)(8)) 

小谷村役場 村長 松本 久志 

長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙 131 TEL0261-82-2001 

小谷村観光連盟 会長 松本 久志 

長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙 131 TEL0261-82-2233 

■村外公共団体 (役割：(6)(7)) 

農林水産省 関東農政局 長野支局 局長 石田 寿 

  長野市旭町 1108 長野第一合同庁舎 TEL026-233-2500 

長野県工業技術総合センター 所長 宮下 純一 

  長野市栗田西番場 205-1 TEL026-227-3131 

■公的支援機関 (役割：(3)(4)(6)(8)(9)) 

 中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 

  東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル TEL03-3433-8811 

全国商工会連合会  会長 石澤 義文 

  東京都千代田区有楽町 1-7-1 TEL03-6268-0086 

長野県商工会連合会 会長 柏木 昭憲 

  長野県長野市中御所岡田 131-10 TEL026-226-2828 

長野県商工会連合会 中信支所 中信広域経営支援センター 支所長 山下 佐代 

長野県松本市島立 856-1 TEL0263-47-8880 

長野県中小企業振興センター 理事長 太田 哲郎 (ながの創業サポートオフィス)

  長野市若里 1-18-1 TEL026-227-5013 

長野県中小企業振興センター 長野県よろず支援拠点 

  チーフコーディネーター 白川 達男 

長野県長野市若里 1-18-1 TEL026-227-5875 

長野県北安曇地方事務所 所長 久保田 俊一 

長野県大町市大町 1058-2 TEL0261-23-6523 
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■支援機関である金融機関 (役割：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)) 

日本政策金融公庫 松本支店 国民生活事業 事業統括 高坂 英樹 

  長野県松本市中央 1-4-20 TEL0263-33-7070 

長野県信用保証協会  会長 荒井 英彦 

  長野県長野市南長野県町 597-5 TEL026-234-7271 

長野銀行 白馬支店 支店長 宮島 賢次 

  北安曇郡白馬村北城大新切 7078-10 TEL0261-72-3010 

八十二銀行 白馬支店 支店長 小田切 誠一 

  北安曇郡白馬村北城 5940 TEL0261-72-3982 

■専門家  

地域資源活用の会 (役割：(6)(7)) 

代表理事 高橋 正之 (農林水産省 6次産業化プランナー) 

  東京都町田市中町 4-16-4 TEL080-5180-4758 

日本食品協会 (役割：(6)(7)) 

代表理事 西野 伸明 (農林水産省 6次産業化プランナー) 

  大阪市鶴見区諸口 5丁目浜 7-13 TEL090-6234-9420 

㈱キースタッフ (役割：(6)(7)) 

代表取締役社長 野口 朋宏 

  東京都中央区銀座 1-23-10 グランドガーラ銀座 304 号 

帯金司法書士事務所 (役割：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)) 

所長 帯金 康祐 (認定司法書士) 

  長野県北安曇郡白馬村北城 397 TEL0261-72-8222 

 株式会社 MK コンサルティング (役割：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)) 

代表取締役 黒沢 正行 (中小企業診断士) 

  長野県松本市城西 2-5-12 TEL0263-31-8108 

くまい税務会計事務所 (役割：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)) 

 所長 熊井 弘 認定経営革新等支援機関 税理士 社会保険労務士 AFP 

長野県大町市平 5033 TEL0261-22-1003 

㈱農文協プロダクション (役割：(6)(7)) 

代表取締役 鈴木 敏夫 (企画プロデューサー) 

  東京都港区赤坂 7-5-17 2F TEL03-3584-0416 

安藤スポーツ・食文化振興財団 (役割：(6)(7)) 

理事長 安藤 宏基 

  大阪府池田町満寿美町 8-25 TEL072-752-4335 

 日本ロングトレイル協会 (役割：(6)(7)) 

会長 節田 重節 (元日本山岳会副会長) 

長野県小諸市大久保 1100(安藤百福記念センター内) TEL0267-24-0825 

 南信州菓子工房㈱ 代表取締役 木下 裕亮 (役割：(6)(7)) 

  長野県下伊那郡阿智村春日 3291-1 TEL0265-43-5211 

道の駅たまかわ 駅長 穂積 俊一 (役割：(6)(7)) 

  福島県石川郡玉川村岩法寺宮ノ前 140-2 TEL0247-57-3800 
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2 連携の役割とその効果 

(1)小規模事業者の経営意欲に基づく経営支援 

 ①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

おこない小規模事業者の強み・弱みを明らかにするとともに、経営支援員の支援能

力の向上に繋がる。 

②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おこな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。 

③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。 

④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

計画の検証をおこなうとともに、経営支援員の支援能力の向上に繋がる。 

⑤販路開拓支援において長野県中小企業振興センター等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おこない、ビジネスマッチ

ングをおこなうとともに経営支援員の支援能力の向上に繋がる。 

 

(2)新規創業及び事業承継への支援 

①創業・事業承継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・事業

承継計画の検証をおこなうとともに経営支援員の支援能力の向上に繋がる。 

②創業・事業承継において金融機関等と連携することにより、創業計画等の策定に基

づいて小規模事業者に対する金融支援をおこない資金繰りの円滑化に繋がる。 

 

(3)農商工連携及び 6次産業化への支援 

  小谷村役場特産推進室、村内の生産者団体、加工事業者、専門家等と連携し、村の

特産品開発の拠点となる「加工・貯蔵施設等整備事業」と並行して、農商工連携及び 6

次産業化の推進のための事業に取組むことにより、小規模事業者を含めた生産・加工・

販売・商品開発・ブランド化・マーケティング面での人材育成を図り、地場産業の新

たな振興と雇用の創出に繋がる。 

 

(4)広域観光・インバウンドへの支援 

  高齢者人口の増加にともなう健康増進志向は、山岳及び山麓トレッキング・里山ウ

ォーキングに向かっている。この活動フィールドを有している村の「塩の道」を広域

観光のキーワードに位置付け、日本ロングトレイル協会及び安藤百福財団と連携しイ

ンバウンド需要を含めた歩く旅による達成感、歩く地域の選択肢を観光客に提供する

ことであらたな需要が開拓され観光振興と誘客の創出に繋がる。 
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連携体制図等 
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小規模事業者 
【経営発達支援事業】 

農商工連携・6次産業化 

・中小企業基盤整備機構 
・全国商工会連合会 
企業支援部 

・長野県商工会連合会 
経営支援課 

・長野県商工会連合会 
・中信広域経営支援センター 
(3)事業計画の策定支援 
(4)事業計画策定後の実施支援 
(6)新たな需要の開拓 
(8)他の支援機関との連携・・・ 
(9)経営支援員等の資質向上 

経営支援センター  
北アルプスグループ 

(3)事業計画の策定支援 
(4)事業計画策定後の実
施支援 

(9)経営支援員等の資質
向上 

小谷村商工会 

・長野県北安曇地方事務所 
商工観光建築課 

・長野県中小企業振興センター 
・長野県よろず支援拠点 
・ながの創業サポートオフィス 
・中小企業診断士 
・税理士 
・司法書士 
・行政書士 
・長野県信用保証協会 
・日本政策金融公庫松本支店 
・JA大北おたり支所 
・長野銀行白馬支店 
・八十二銀行白馬支店 
・松本信用金庫白馬支店 
(1)地域の経済動向調査 
(2)経営状況の分析 
(3)事業計画の策定支援 
(4)事業計画策定後の実施支援 
(5)需要動向調査 
(6)新たな需要の開拓 
(8)他の支援機関との連携・・・ 
(9)経営支援員等の資質向上 

・小谷村役場観光振興課 
・小谷村役場特産推進室 
・小谷村観光連盟 
(1)地域の経済動向調査 
(6)新たな需要の開拓 
(7)地域経済の活性化 

農商工連携・6次産業化 
・関東農政局長野支局 
・北安曇地方事務所農政課 
・北安曇農業改良普及センター 
・長野県工業技術総合センター 
・長野県中小企業振興センター 

マーケティング支援センタ 
・地域資源活用の会 
・日本食品協会 
・㈱キースタッフ 
・㈱農文協プロダクション 
・南信州菓子工房㈱ 
・道の駅たまかわ 
広域観光・インバウンド 
・安藤スポーツ食文化振興財団 
・日本ロングトレイル協会 
(6)新たな需要の開拓 
(7)地域経済の活性化 

広域観光・インバウンド 



- 26 - 
 

 


