
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

麻績村商工会（法人番号 7100005006455 ） 

麻績村（地方公共団体コード 20446-3） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

(１)管内の商業者・サービス業と他業種との連携による販路開拓事業の推進 

(２)産業構造の中で最も多い建設業の支援 

(３）観光業及び関連する他業種への支援 

(４)麻績村施設を生かした創業支援と、創業後間もない事業者への事業計

画策定支援 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 ２．地域の経済動向調査に関すること 

  ①地域経済分析システム「RESAS」の活用と提供 

  ②管内景気動向調査 

３．経営状況の分析に関すること 

  ①小規模事業者が理解しやすい経営分析事業 

４．事業計画策定支援に関すること 

  ①麻績村の地域資源を活かした事業計画策定支援 

  ②創業セミナーの開催 

 ５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ①事業計画策定後の定期的継続的なフォローアップ 

 ６．需要動向調査に関すること 

  ①商業・サービス業の需要動向調査 

  ②建設業の需要動向調査 

  ③観光業の需要動向調査 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ①販売促進会事業 

  ②地域住民向け建設業需要開拓事業 

  ③キャッシュレス決済の導入による観光需要開拓事業 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

  ①夏祭り（サマーナイトフェスティバル）と商工祭 

  ②麻績村地域活性化協議会（仮称）の開催 

  ③満月スタンプ会を活用した販売促進と地元滞留率の向上 

連絡先 

麻績村商工会 

〒399-7701 長野県東筑摩郡麻績村麻 3835-7 

TEL：0263-67-2146 FAX:0263-67-4581 E-mail:info@omisho.jp 

麻績村役場 振興課 

〒399-7701 長野県東筑摩郡麻績村麻 3837 

TEL：0263-67-3001 FAX:0263-67-3094 

E-mail:omisinko@vill.omi.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 

１．目標 

 

（１） 地域の現状及び課題 

① 現状 

（立地） 

麻績村（おみむら）は、長野県のほぼ中央に位置する中山間地域であり、東筑摩郡（ひがしち

くまぐん）の北端にある高原の村である。 

隣村の筑北村（ちくほくむら）と併せて筑北地域と呼ばれており、長野市、安曇野市、松本市

など地域外とのアクセスには、峠を越えていく必要がある。 

古くから善光寺街道（北国街道の一部）の宿場町「麻績宿

（おみじゅく）」として、西日本から長野市にある善光寺へ参

拝する通り道であり、大変な賑わいを見せていた。 

麻績村の名前の由来は、飛鳥時代より高麗から帰化した

人々が麻を紡ぐ技術を伝えたことが由来で、歴史ある街道

と里山の原風景を残す美しい村である。 
 

図 1-1 麻績村の位置図 

 
図 1-2 信濃観月苑から望む「姥捨（おばすて）の月」 中央右下が冠着山 

冠着山（かむりきやま） 

（俗称；姨捨山（おばすてやま）） 

長野県千曲市と東筑摩郡筑北村にまたがる標

高 1,252 メートルの山 

月見の名所として知られ、当村から観月するこ

とができる。松尾芭蕉の更科紀行に書き残され

ているのを見ても、往時の善行寺街道の人気

がうかがい知れる。宿場の歴史と文化は今も大

切に守られている。 

図 1-3 名月の冠着山を望む信濃観月苑 
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【観光施設】 

麻績村の南側、北アルプスを望む丘に広がる

約 6 ヘクタールのカントリーガーデンで、「シェ

ーンガルテンおみ」の名称で親しまれる。 

 

ドイツ語で「美しい庭」という意味を持ち、7 種

類のコンセプトで作られたエリアで構成される。 

約 500種類の樹木と花を楽しむことができ、中

心には宿泊施設と入浴施設、地元素材を使っ

た飲食店がある。 

図 2-1北アルプスを望む天空の庭「シェーンガルテンおみ」 

 

「聖高原（ひじりこうげん）」 

おわん型の三峯山（みつみねやま）に広がる高原

で、標高は 1,000 メートル。西側に聖湖がある。山頂

の展望台から信州の名峰である北信五岳、北アル

プスや浅間山が一望できる。 

周辺には別荘や宿泊施設が点在し、夏にはキャン

プ、冬には隣接するスキー場があり、一年を通してレ

ジャーを楽しむことができる。 

 

図 2-2聖湖（ひじりこ）でヘラブナ釣りをする人々 

 

（人口） 

麻績村の人口（令和元年 10月 1日現在） 

【男】 1,301人【女】 1,412人【合計】2,713人【世帯数】 1,134世帯 

昭和 40年（合計 4,159人）と比較すると 35％減少した。世帯数は昭和 40年（1,089人）に対し

核家族化、一人暮らしの高齢者が増えたこともあるが村の積極的な施策により近年増加（4％

増）に転じている。 

麻績村では平成 27年 10月に「麻績村人口ビ

ジョン」を策定し子育て世代の移住に力を入

れ、若者定住促進住宅事業により４３棟の住宅

が建設された。これにより少子高齢化の進展に

的確に対応し、世帯数増加に良い影響を与え

ている。 

このように、麻績村は人口減少や少子高齢化

といった日本社会が抱える構造的な問題にい

ち早く対応し、自然減の抑制と社会増の増進を

課題としてまちづくりを積極的に行っている。 

 

図 2-3若者定住促進住宅の様子 
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（交通） 

周辺市町村からは峠越えとなるため一般道路ではアクセ

スしづらいが、長野自動車道「麻績 IC」があり、長野市街

地、松本市街地まで４０分で移動できるため交通の利便性

は良い。 

鉄道は村の中心にある JR 篠ノ井線「聖高原」駅から松本

駅まで３０分、長野駅まで４６分の距離にあり通勤圏内とな

る。 

村中心地から国道４０３号線が南北に走り、駅を中心とし

て公共施設が集約したコンパクトな村で、雄大な自然に囲まれながら暮らしたい居住者にとっ

て便利な村となっている。 

図 3-１ ＪＲ篠ノ井線「聖高原」駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 アクセス 

【JR】 

東京から:中央東線特急あずさ利用で、松本まで約 2時間 30分。 

名古屋から：中央西線特急しなの利用で、松本まで約 2時間 05分。 

松本から：篠ノ井線利用(長野方面へ)で聖高原まで約 30分。 

 

【電車（新幹線利用）】 

東京から：北陸新幹線利用(長野乗換 篠ノ井線)で聖高原駅まで 2時間 15分。 

 

【車】 

東京、名古屋方面どちらからでも、長野自動車道麻績 I.C下車。聖高原へ約 10分。 
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（産業構造） 

企業数 106社のうち、建設業 24社、卸・小売業 22社、生活関連サービス業 12社、他に分類

されないサービス業11社、宿泊業・飲食サービス業9社、教育学習支援業9社、製造業8社、

医療福祉 6社、他 5社である。 

 

表-１ 産業構造グラフ 

 
（出典；RESAＳ 2016年企業数(企業単位) 大分類） 

（小規模事業者数の推移） 

平成 24年経済センサス 113社、平成 28年経済センサス  97社 

 

ア 農業 

恵まれた自然環境と肥沃な大地を活かし、麻績村は農業の生産基盤整備を進め農業振

興を図ってきた。おもな農産物は水稲とりんごである。 

水稲は、昔からの伝統技術である「はぜかけ」が盛んにおこなわれている。太陽の光と自

然風により２週間かけてゆっくり乾燥させるため、コメの甘みが増し、「はぜかけ米」という名

で有名寿司チェーン店とも取引中である。 

りんごは南面傾斜で長い日照時間と昼夜の寒暖差が大きいため、リンゴ栽培に最適地と

なる。糖度が高く実の締まったリンゴが生産され特産品となった。 

しかし、麻績村だけでなく日本全国の課題であるが高齢化、後継者不足により活力が失

われつつある。 

 

イ 商業 

平成５年に高速道路が開通し、交通の利便性が増し、さらに後継者不足、高齢化による

廃業が相次いだことで店舗数が激減した。 

日常の買い物は、周辺市町村の郊外型ショッピングセンターへ出かける住民が多く、地

元滞留率は 6.5％（平成 30年度）となった。 

 

ウ 工業（建設、製造） 

産業構造として一番多い建設業は、主に総合工事業が最も多く先代から受け継いでいる

事業者が多い。地元密着の土木、建築業者として麻績村住民の生活と深く関わってきた。
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製造業は地域の特産品を加工する食品製造業が中心となる。 

 

エ 観光業 

当村の観光業は、昭和 30 年代後半から標高 1,000ｍにある「聖高原（ひじりこうげん）」を

中心として、観光事業を推進してきた。しかし、時代の変化により減少傾向にある。 

聖高原の延べ利用者数は、平成 15年に 14万 6千人ほどであったが、平成 28年には 6

万 3千人へ半減した。また聖高原の別荘地は、10地区、分譲数 809、うち建築数 455 とな

り、更新時に所有者の世代交代もありやや減少している。 

(平成 29年 10月 1日現在 出典：第 6次麻績村振興計画後期基本計画) 

現在の観光ニーズに合致しなくなりつつあること、旅行の多様化によるものと思われるが、

今後詳細な分析が必要である。 

 

② 課題 

既存の事業者が高齢化による廃業をする中で、空き店舗を活用する創業相談が増えてきた。 

平成30年度においてはすでに5件の相談が商工会にあるが、行政と商工会他地域全体で継

続的な経営支援ができる方針がまだ未策定のままである。 

また、麻績村は多様な働き方の流れに乗り「麻績村ゆりの木公園テレワークセンター」を開設

し、公民館と併設することで地域間交流を行える拠点を整備した。こういった窓口は整いつつあ

るが、オフィスを構えてからの継続的支援まで企画できていないことも課題である。 

さらに、地域産業のうち商業は大型ショッピングセンターの戦略に抗える術はなく、空き店舗と

なってしまうこと。価格・サービス・物流面において、小規模事業者が「今後、地域に根差した商

売とは何か？」という問いについて、商業だけでなく工業、観光業も交えて個社として事業計画

を練られていないことがもっとも大きな課題である。 

 

（２） 小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

① 10年程度の期間を見据えて 

麻績村の産業規模は 100社強であり個数規模が少ない。 

またほとんどが小規模事業者であり、昨年の踏襲で事業を継続することは人口の自然減と比

例し、ますます減少することが容易に推察できる。 

規模が小さくても新たな顧客ターゲットを見出し、現状の経営分析をおこなって新たな事業計

画を策定することが、長期的な振興のあり方における重要な指針である。 

まず、本計画は 5 年と設定し毎年ＰＤＣＡサイクルを回しながら、地域の事業者と事業計画策

定を通して「地域の強み」と「自社の強み」を洗い出していく。 

しかし、当初計画の 2年間は、事業計画策定の重要性について何度も啓もうを図らないと、無

味乾燥なスローガンにしかならないと想定する。 

このため、麻績村での小規模事業者に対する長期的な振興のあり方として、ある一定の業種

に偏った支援を実施するのではなく、麻績村としての産業全体の目標値を作り上げることが重

要である。 

そのためには小規模事業者、行政、商工会、関係機関で情報を共有し個社は事業計画策定

から生じる売り上げ増、利益確保という見える成果を 10年後に見据えていくことが重要である。 

 

② 第 6次麻績村振興計画との連動性・整合性 

麻績村では「第 6 次麻績村振興計画（平成 25 年度～34 年度（令和 4 年度））」の中で、将来

像として 6つのテーマを掲げている。 

このうち、「地域資源を生かした 元気あふれる 村づくり」のテーマの中で農業、林業、商業、
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工業、観光で目標を掲げている。 

商工業に関する目標には商工会の役割と連携について触れており、本計画と麻績村の振興

計画は密接に連動しかつ整合性をとることが絶対条件である。 

 

「第 6次麻績村振興計画 後期基本計画（平成 30年度～（平成 34）令和４年度）での見直し」 

 

商工業の「現状と課題」の中で以下のように述べられている。 

近年の消費者ニーズの多様化やデフレ時代による商品の低価格競争などにより、高

速交通網を使って近隣の大型店へ消費者が流れる傾向にあるため、麻績村の商業地

は後継者不足などの問題と併せ、商業振興が課題です。 

また、麻績村の事業所数は現状維持でありますが、依然として多くの事業所は小規模

であり、村内の就労の場が少ない状況にあります。そのため、大多数の住民が村外に働

きに行かざるを得ない状況であり、このことが若者の村内定住を困難なものにしている一

つの要因となっています。麻績インターチェンジなど交通の利便性を生かした企業誘致

を検討し、新たな働き方を含めた雇用確保をすることが課題となっています。 

商工会や新たな起業者などと連携し、地域商業を活性化させるための支援や環境づ

くりが求められています。 

 

「施策」として計画された目標は以下のとおり 

ア 商工業者や他業種との連携を推進して、イベントなどの事業支援を進めます。 

イ 商工会と連携して若い後継者の育成を支援し、商工業の活性化を図ります。 

ウ 立地条件や地域の特性を活かした商品開発を促進するとともに、村内に増えている

空き店舗の活用を検討し、新規事業者の起業を支援します。 

エ 広域連携を進めるとともに、農業振興地域整備計画との調整を進め、企業誘致、雇

用確保に努めます。 

オ 村内に整備された情報基盤光回線を活用してテレワークという新たな働き方を創設、

企業誘致、若者起業支援、更にＩＣＴ教育環境整備による学習塾など教育関連産業

の推進を図ります。 

カ 既存企業の体質強化を図るため、各種制度を有効活用して企業支援を進めます。 

キ 地域特性を活かした特色ある産業の掘り起しや後継者の育成支援などを行い商工業

等の活性化を図ります。 

 

観光業の現状と課題 

「インバウンド需要、高齢者へ配慮した観光地づくりを進める。」となっており、昭和 30 年

代後半からの別荘地開発や、聖高原等の活用においても「新たな観光ニーズに対応する

ことが重要である」としている。 

 

「施策」として計画された目標は以下のとおり 

ア 外国人等観光客や高齢者に配慮した施設整備を推進するとともに、施設の統廃合を

図り、維持管理費用の縮減に努めます。 

イ 地域資源を活用した新しい観光資源の発掘と活用を図ります。 

ウ 住民や、企業が取り組むイベントへの支援を行います。 

エ 麻績村のホームページや各種情報誌などを活用し、様々な観光情報を提供・発信し

ます。 

オ 近隣市町村との協力による広域的な観光推進体制の確立や、相互連携の強化を図
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り、インバウンド需要に応えます。 

カ 麻績村に寄付された別荘の有効利用を図るとともに、景観整備を推進します。 

キ 地域ぐるみで観光客をもてなすホスピタリティの向上を図ります。 

ク 麻績村全体を観光地として捉え、訪れる観光客を迎え入れるための環境整備を関係

機関や団体、地域住民と連携する中で進めます。 

 

このように、麻績村は長期的視野に立った小規模事業者への振興のあり方について明確に

設定しており、商工会は本施策を計画の中心に添え実行に移すことが大前提となる。 

 

③ 麻績村商工会としての役割 

「今までの商工会の取り組み」 

昭和の時代から平成の大合併、創業支援等を経て平成 25 年度まで全国の小規模商工会と

同様に、経営改善普及事業と地域振興事業の 2本柱で継続的に事業をおこなってきた。 

基礎的な経営指導に関連する税務、金融、労働指導は必要不可欠なものとして正確に処理

を行い、また地域振興事業は役職員総出でイベントに協力し、ボランティア活動も青年部女性

部を中心に行うことで、地域の経済指導団体として大きな役割を果たしてきた。 

しかし、長野県は平成 15年度から商工会の経営改善普及事業費にかかる人件費と事業費が

合算され「小規模事業支援事業費」と一括されたことで、小規模な村の商工会は経営指導をお

こなう人材を確保するための安定した予算を組むことが難しくなった。 

こういった危機的な状況を打開するため、平成 25 年度から始まった「長野県商工会中期マス

タープラン」に基づき、限られた予算の中から地域の商工業者を全力で支援する仕組みを構築

し、会員に寄り添った支援体制の確立を行った。 

組織体制を維持するため隣接する筑北村（ちくほくむら）との広域連携だけでなく、さらに広域

的な複数商工会で組織する経営支援センターグループを構築し体制を維持してきた。 

以後、平成 26 年の小規模事業者支援法改正に伴い、小規模事業者の持続的な発展と伴走

型支援の定義が定まると、その意義と重要性は理解できるもののマンパワーが足りず、経営改

善普及事業、地域振興事業は待ったなしで優先するため計画策定に遅れを取ってしまった。 

先人の役職員の皆様が築き上げた事業は現在も継続しておこない毎年一定の評価を受けて

いるが、令和元年度の小規模事業者支援法の改正に伴い、今回商工会の役割を大きく見直

す必要がある。 

 

「職員体制と予算規模（令和元年度）」 

会員数は 88名、予算は一般会計予算で 2100万円、職員体制は経営指導員 1名、臨時補助

員 1名の 2名体制である。 

過去には事務局長、記帳専任職員含め 4人体制であったが、限られた予算と人数の中で、以

前と同じ委託団体の事務処理、地域のイベント等をこなしているのが現状である。 

今後、小規模事業者支援法の改正により大幅に業務量が増えると予想され、従前の業務を維

持したままプラスオンで経営発達支援事業を実施することは不可能である。 

 

「事業のスクラップ＆ビルドの必要性」 

商工会における小規模事業者の長期的視野に立った振興のあり方は、経営発達支援事業を

通して麻績村の方向性に歩調を合わせることが優先すべき事項である。 

このため、第 1に行うことは効果を測ったうえでの事業見直しとスクラップである。 

さらに、第 2はイベントにおいて地域のお祭りイベントは地域の役割として住民へ移管し、需要

開拓や新たな販路先の開拓に結びつけるイベントの企画をたて実施することが商工会の役割
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である。 

第 3 として予算規模と職員体制が少ない商工会にとって、イニシャルコストがかかるハード事

業は行政の役割として依頼し、ソフト面にあたる個社の事業計画策定とフォローアップ等経営

発達支援事業の部分を集中して商工会が担うことが最も大きな役割である。 

 

（３） 経営発達支援事業の目標 

（１）～（２）までで述べた麻績村の現状と課題、小規模事業者に対する長期的な振興のあり方から

導き出される目標について、以下業種の個社支援を想定し、伴走型支援を行うことにより小規模事

業者の持続的な発展を目指す。 

 

① 管内の商業者・サービス業と他業種との連携による販路開拓事業の推進 

モノを売るのではなく、物語性がある「コトづくり」によるイベントにより、商業者の売り上げを向上

させる。イベントは一過性のものではなく、継続して利益が確保できる仕組みの構築を目指す。 

 

② 産業構造の中で最も多い建設業の支援 

世代交代をしている、または事業承継等後継者を検討している事業者について事業計画を策

定する。既存の元請だけに依存せず、自社の強みを分析し新たな展開に打って出られるよう伴

走型支援をおこない利益率向上を目指す。 

 

③ 観光業及び関連する他業種への支援 

需要動向調査を念入りにおこない、新たな販路開拓を町の施策目標に基づいて集中的に実

施する。そのうえで事業計画策定と見直しを行うことで売り上げの向上をはかる。 

 

④ 麻績村施設を生かした創業支援と、創業後間もない事業者への事業計画策定支援 

テレワークセンターによる企業誘致、若者企業支援、創業後の支援も麻績村と協同で継続的

に行うことで、管内事業者数の増加をはかる。 

 

（４） 目標の達成に向けた方針 

経営発達支援事業は会員・非会員の区別なく実施する。会員企業においては事業計画策定の

先進事例となってもらい、個社の成果として売り上げ・利益率向上を図る。さらに本事業の評価を

年度ごとに依頼することで主体的に参加してもらうよう仕組みを構築する。 

また管内だけでなく周辺市町村の事業者にも麻績村との関係を持てるよう配慮したうえで販路開

拓イベント等を実施し、需要動向調査の仕組みを構築する。 

 

なお、現職員体制の 2 人だけでは対応できないため、長野県よろず支援拠点コーディネーター

の指導を常に仰ぎ、協同で行う方針とする。 

コーディネーターには特に非会員である事業所とのつながりを意識してもらい、商工会の活動に

ついて、非会員である事業者の理解を得てもらうよう努め管内小規模事業者全てを対象とする。 

（３）の目標①～④に対しての方針は下記のとおり。 

 

 

① 管内の商業者・サービス業と他業種との連携による販路開拓事業の企画 

やる気のある商業者を募り、他業種との連携による「コトづくり企画」について会合の場を定期

的に設ける。 

合わせて、長野県よろず支援拠点コーディネーター、専門家を招へいし、ＰＤＣＡサイクルをま
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わしながら麻績村と協同で実施する。企画内容を元に個社の事業計画を策定する。 

 

② 産業構造の中で最も多い建設業の支援 

建設業支援は産業構造が特殊で、かつ職種別工事業になると事業計画にまで到達しない可

能性がある。麻績村の建設業は地域に元請、下請ともに地域密着型企業のため、まずは住民

へのＰＲと小規模工事、修繕工事の請負について商工会が主体となって相談希望の交通整理

をおこなう。総合工事業においては工事請負について主体的な役割を果たすため、新たな販

路開拓、業務改善、先代からの事業承継について支援する。 

支援するにあたり、長野県商工会連合会で雇用する民間出身のシニアアドバイザー「上席専

門経営支援員」のうち建設業専門支援員、事業承継専門支援員を要請し、伴走型支援をおこ

なう。事業計画策定は経営指導員が主体的におこなう。 

 

③ 観光業及び関連する他業種への支援 

麻績村の観光資源は非常に多くあり、大きく展開できる可能性が高い。麻績村住民や周辺市

町村をターゲットにした「手の届く贅沢」としての観光事業や、エージェントと組むインバウンド需

要を企画する方法を研究する。 

支援するにあたり、長野県商工会連合会で雇用する民間出身のシニアアドバイザー「上席専

門経営支援員」のうち観光業専門支援員を要請し伴走型支援をおこなう。事業計画策定は経

営指導員が主体的におこなう。 

 

④ 麻績村施設を生かした創業支援と、創業後間もない事業者への事業計画策定支援 

麻績村創業セミナーを支援の入り口にする。 

創業相談を商工会窓口で待つのではなく、セミナーを開催することを告知し周辺エリアからも

参加募集を募る。エリアは、長野市、松本市、千曲市、筑北村を想定する。 

創業後間もない事業者に対しても、事業計画策定と見直しに関するセミナーを継続的に開催

することで、管内小規模事業者の増加を図る。 

また、麻績村のテレワークセンター、空き店舗の情報を常に取得し活用を促す。 

他に、聖高原駅前に商工会の移転計画があり、麻績村と協議しデザイン性の高い訪れたくな

るコワーキングスペースの設計を検討する。交通の利便性、麻績村の居住地としての潜在需要

は高いと思われ、本計画認定期間内に実現するよう努める。 
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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（令和２年４月１日～令和７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 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

今までは、長野県商工会連合会が実施している「中小企業景況調査報告書」を窓口に具備

する、または必要に応じて事業者へ提供するにとどまり、積極的に地域の経済・消費動向を把

握する取組みは実施してこなかった。小規模事業者のほとんどは過去の経験からの経営判断

にとどまり、能動的に情報を取り活用することはなかった。 

②課題 

上記の現状から、ただ闇雲に調査をおこなっても小規模事業者自らの問題として深く認知

するとは思われず、データが活かされない可能性が高い。このため、調査方法と提供方法に

工夫を凝らし RESAS（地域経済分析システム）のビッグデータと、実際の地域経済の調査を統

合し、専門家の意見をふまえながら定期的に地域へ公表する必要がある。 

 

（２）事業内容 

①地域経済分析システム「RESAS」の活用と提供 

地域の課題を発見し、その解決策を検討することがシステム活用の目的であるため、本事業

は麻績村に関連するすべての情報を定期的に調査し、小規模事業者はじめ地域住民に広く

知ってもらう必要がある。 

こういったことをふまえ、本調査内容が広く認知されるようになった段階で、地域の経済社会

構造全体を俯瞰して地域をマネジメントし、解決策を検討するための基礎資料とする。 

 

【情報収集・整理、分析を行う項目】 

「地域経済循環」、「産業構造」、「企業活動」、「観光」、「まちづくり」の 5 項目について、上

記の基礎資料になりえるデータを段階的に取得する。 

しかし、地域経済循環等の情報収集・整理は毎年更新ではないため、本データの収集と

分析は積み上げ型で調査することで基礎資料とする。 

これとは別に、観光マップの From-to分析等は毎年更新されるため、毎年更新される調査

は前年比較をおこない、増減から傾向を練る。 

本計画期間においてもっとも優先すべき項目から着手していく。 

 

【調査手段・手法】 

実施するにあたり、麻績村と連携し調査をおこなう。特に「企業活動」マップ内（産業間取

引」）（企業間取引）のデータは行政限定メニューのため、共同で調査研究をおこなう。 

また、分析手法については、原則経営指導員が操作するが、研修のため関東経済産業局

及び長野県商工会連合会が実施する操作説明会へ継続的に参加し、操作方法を取得す

る。あわせて長野県よろず支援拠点コーディネーターの指導及び長野県商工会連合会に

在籍する経験値の浅い経営指導員を監督・指導をおこなうスーパーバイザーの指導を受け
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て詳細分析をおこなう。 

分析結果は、A4サイズ 2枚のレポートとして年 2回作成する。レポート内容は先に掲げた 5

項目内のメニューから 3項目を目安に抽出する。 

 

②管内景気動向調査 

管内事業者の数が 100 社強であり、商工会で把握できる事業者について原則すべてに調査

を依頼する。 

【情報収集・整理、分析を行う項目】 

記入は無記名とし、業種（卸・小売、飲食業、サービス業、建設業、製造業）のみ回答す

る。フリーのコメント欄をつける。分析をおこなう項目は、売上額、仕入単価、採算、資金繰

り、業界の業況とする。各指標について、前回比較で 1（悪い）～５（良い）の数値で事業者に

記入してもらう。調査時期は、調査依頼時期にあわせ上半期（4 月～9 月）下半期（10 月～3

月）とする。 

 

【調査手段・手法】 

商工会の総会開催通知時及び理事会開催時に役員へ依頼する。（毎年 4 月と 11 月頃の

2 回）役員は、傘下にある村別の事業書へ配布し回答の依頼を実施する。回収率の目標は

50％とする。 

情報の収集・整理は職員 2 名で行い、原則商工会へファックスか商工会入り口に回収ボッ

クスを設置する。また職員は窓口・巡回指導時において景況感等のフリーコメントを事業者よ

り口頭で収集することで精度を高める。 

 

（３） 成果の活用 

小規模事業者が事業計画を策定するための指針として活用する。 

報告結果レポートは、広く事業者に提供するため麻績村商工会のホームページにて公開す

る。また、業種別会議や行政が関連する会議にて活用し、会員・非会員を問わず広く提供す

る。提供資料はその場限りにならぬようホームページにおいて、更新データではなく過去の調

査結果全てが閲覧できるよう整理する。 

フリーコメントは、情報収集の結果として経営指導員が管理し企業機密に注意を払ったうえ

で、事業計画策定、地域マネジメントの解決策の基礎資料として活用する。 

以上、職員体制 2名の現状をふまえ年 2回①②のデータを統合して広く公表する。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

公表回数※ なし 2回 2回 ２回 2回 2回 

※①と②のデータをあわせて同時期に公表する。 
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３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

融資あっせん時に財務分析を中心に行うが、分析内容は資金繰りを検討するための指標とし

て実施するのみで、事業計画策定を目的とした分析は行っていなかった。 

また、経営分析の重要性について小規模事業者へ積極的に働きかけてこなかった。 

②課題 

分析を行うためのフォーマットをあらかじめ用意する体制を整えないと継続できない。分析フォ

ーマットの選択集中と経営指導員が理解し、実施できるようになるための研修が必要である。 

また経営分析のセミナー等は参加者を集めることが難しく、継続実施も現実的でないと思われ

る。商工会として経営分析を行うことを周知しつつ、こちらから提案し個別に対応することが現実

的であると想定する。 

 

（２）事業内容 

全国商工会連合会提供「経営計画作成のための経営分析と提案力向上ガイド」を活用して、経

営分析を行う。本ガイドは指導経験の浅い経営指導員がすぐ活用できるよう企画されたガイドで

あり、特に非財務分析の手法に長けている。 

これは平成 29年 10月から長年経営相談実績のある民間コンサルタントと、指導能力の高い経

営指導員が全国から集まり経営計画策定推進ワーキンググループを組織して作り上げたもので、

商工会の経営改善普及事業と連動して経営分析が可能になる実用的なフォーマットである。 

相談タイプ別フローとして「販路開拓」「商品・サービスの開発、改良」「事業承継」「融資（マル

経）」として提供しており、本ガイドをマスターすることで一定レベルの分析が可能になる。 

ガイドは長野県商工会連合会主催の経営指導員義務研修で習得し、財務分析はローカルベ

ンチマークを活用し、事業者ごとのデータを作成する。 

本分析支援においては、長野県よろず支援拠点コーディネーター及び長野県商工会連合会

在籍のスーパーバイザー、法定経営指導員から指導を仰ぎながら実施する。 

なお、創業者、創業間もない者については創業セミナーから誘導し、経営状況の分析を行う。 

 

① 小規模事業者が理解しやすい経営分析事業 

【分析を行う対象者】 

本計画で目標設定した事業者（創業者、創業間もない者含む）、融資相談者、ネット de記帳

や弥生会計を利用して、記帳代行を行っている事業者、巡回・窓口相談を介し掘り起こした事

業者 

 

【分析を行う項目】 

「非財務分析」 

以下の項目について経営指導員によるヒアリングを基本に調査する。 

ア 外部環境 

ライバル、パートナー、お客様（市場）、環境 

イ 商品・サービス、販売 

商品・サービス、調達・生産・原価、課金モデル、 

ターゲット、販売窓口・販売ルート、販売促進・営業活動 

ウ 実施体制 

有形資産、ヒト（経営者・従業員・管理）、無形資産 

エ 課題設定、経営方針と目標 
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何を、いつまでに、どのように 

「財務分析」 

ローカルベンチマークで必要とする分析項目 

①売上高増加率（売上持続性）、②営業利益率（収益性）、③労働生産性（生産性）、

④EBITDA 有利子負債倍率（健全性）、⑤営業運転資本回転期間（効率性）、⑥自己

資本比率（安全性） 

 

【分析手段・手法】 

個社にいきなり難しい分析を提案せず、経営分析の重要性を啓発しながら次のステップを念頭

に分析をおこなう。本項目は経営指導員が主で実施し、長野県よろず支援拠点コーディネータ

ー等の支援を受けながら実施する。 

 

ステップ 1 

融資で使用する簡易資金繰り表から経営分析へつなげる。 

融資相談があった際には経営分析の必要性を提案し、事業者が身近に感じられる実際の

決算数値から経営分析を行う。 

ネット de 記帳や弥生会計を利用して記帳代行を行っている事業者に対して、決算終了時

点において、経営分析を行う。 

この段階では、3 年から 5 年の目標利益から導き出す目標売上、損益分岐点売上、変動

費、固定費の改善提案をＡ４サイズ 1枚で行う。 

 

ステップ 2 

全国商工会連合会作成「経営計画作成のための経営分析と提案力向上ガイド」を用い

て、分析を実施する。 

 

ステップ３ 

さらにやる気のある事業者に対して中小企業庁 「経営力向上計画」の認定を目指す。 

中小企業庁ホームページでインターネットから直接入力できる「経営力向上計画申請プラ

ットフォーム」を活用する。非財務分析、財務分析ではローカルベンチマークの入力により経

営力向上計画の申請や報告の手続きをサポートする。 

既に、ステップ１，２で分析は完了するため、関東経済産業局の経営力向上計画の認定を

受けることで生じるメリットを説明し、事業者のやる気を促す。 

 

（３）成果の活用 

・目標で定めた個社に対してフィードバックし、事業計画策定の経営分析資料として活用する。 

・中小企業庁の経営力向上計画を活用して、事業計画策定につなげる。 

・長野県商工会連合会が運用するカルテ入力・管理システム「小規模事業者支援システム」の

個社カルテに分析データをアップロード、またはシステムへ直接入力し、他の職員がいつでも

フォローアップや活用ができるよう管理する。 

 

（４） 目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

分析件数 なし １５件 １５件 ２０件 ２０件 ２０件 

分析件数（創業他） -  ２件  ２件  ３件  ３件  ３件 

当初 2年間は、法定指導員他専門家のフォローを受ける。 
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４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

現状、経営分析と同様に特定個社の事業部門（商品）別の売上を見据えた実行計画は、これま

で策定してこなかった。 

課題としては、事業計画策定には相当数時間を要するものと思われ経営指導員が経営発達支

援事業に専念する時間が確保できるかが課題である。そのためには目標達成のための方針で定

めた「スクラップ＆ビルドを進めること」について関係者の理解を得ることが重要である。 

 

（２）支援に対する考え方 

セミナー受講者から事業計画策定を促す手法は、当地区の小規模事業者数の規模数と職員

体制 2名で継続してセミナーを行うことは難しい。 

そこで、商工会で「事業計画策定の伴走型支援をおこなっている」ことを行政や関係機関の協

力をえて四半期ごとに告知していく。 

セミナーの企画を立てる時間を割くより、告知チラシや、インターネット告知の工夫を凝らして商

工会に相談者から連絡が入りやすい企画を立てる。 

ただし、麻績村の長期振興計画の中で「企業誘致、若者起業支援」と謳っているため、創業セミ

ナー等の事業者向けの入り口は必須である。このため麻績村と協議して創業に関するセミナー

は開催し、創業予定・創業間もない者に事業計画策定を継続して行う仕組みを構築する。 

この場合、セミナー開催後に創業予定・創業間もない者に対して前項の経営状況の分析につ

いて実施し、事業計画策定へ誘導する。 

 

（３）事業内容 

①麻績村の地域資源を活かした事業計画策定支援 

【支援対象】 

ア 目標で設定した業種の個社 

販路開拓企画を協同で実施していく商業者・サービス業、産業構造の中で最も多い建設

業、観光業及び関連する他業種、創業者支援と関連した創業後間もない個社 

イ 前項目で経営分析を行った事業者 

 

【手段・手法】 

手段・手法として具体的には麻績村広報への「事業計画策定支援」ができる旨の折り込み依

頼、周辺市町村も含めたインターネット告知が有効であると思われる。 

あわせて、巡回、窓口指導において会員・非会員を問わず経営分析から始まる事業計画策定

を推進していく。 

経営指導員が主として分析用フォーマットを活用して事業計画策定支援にあたるが、長野県よ

ろず支援拠点コーディネーターと相談があればすぐ対応できる体制を構築し、他の業種別専門

家とも協力して実施する。 

また、中小企業庁「経営力向上計画」を活用して、より精度の高い事業計画策定を支援対象へ

提案していく。 

実施にあたり法定経営指導員、長野県商工会連合会在籍のスーパーバイザーは定期的に確

認をおこない、経営指導員のフォローを実施する。 
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②創業セミナーの開催 

【支援対象】 

ア 空き店舗を活用した新規創業予定者 

イ 創業間もない事業者 

 ウ 移住定住者の新規創業予定者 

【手段・手法】 

手段・手法として具体的にはセミナーを開催することをホームページやチラシ折り込みで告知す

る他、情報誌等へ掲載し参加者を募る。 

 また、麻績村で採用し、任期を終えた元地域おこし協力隊の創業が増えていることから、麻績

村とも連携し、セミナーへの参加を促す。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業計画 

策定件数 
なし １０件 １０件 １５件 １５件 １５件 

創業セミナ

ー参加者数 
５名 ５名 ６名 ８名 ８名 ８名 

創業計画 

策定件数 
なし ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 

  

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

現状、融資あっせんのフォローアップとして進捗状況を管理することはあるが、計画的に事業計

画策定を実施した者に定期的な策定後支援は行ってこなかった。 

課題として、事業計画策定者の進捗状況管理を何らかの形で管理し、計画的な窓口・巡回指

導に組み入れて実施しないと失念する可能性がある。 

現在使用している長野県商工会連合会管理のカルテ入力・管理システム「小規模事業者支援

システム」を有効に活用することが必須となる。 

 

（２）事業内容 

【支援に対する考え方】 

フォローアップは、1 年で終わるものでないと定義し、少なくとも 3 年間は実施し、事業者自ら

計画内容を失念しないようにすることが重要である。 

また商工会として長期間にわたり伴走型支援を行うことで、小規模事業者との信頼関係を醸

成することになり、売上向上・利益率確保に結ぶつくことになると考える。 

 

【支援内容】 

フォローアップは事業計画を策定した事業者及び創業計画を策定した事業者の全てを支援

対象とする。 

頻度は四半期ごとにフォローアップし、3年継続することを原則とする。 

創業者及び創業間もない者については、2 か月に一回など頻度が上がると想定されるが、創

業者の数は計画段階で算定できないため、目標値は四半期に一度を最低条件とし、臨機応変

に回数を増やして対応する。 

（事業計画と進捗状況がズレている場合の対処方法） 

当初と商品・サービスの寿命が予想より短かったり、想定したターゲットに関する情報が見立
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てと違っていた場合であれば情報獲得がすべての鍵となるため、長野県よろず支援拠点コー

ディネーターに応援を依頼して正確性の高い情報を集めなおす。 

無理な計画になったと経営指導員が判断した場合、再度ヒアリングし課題を再度洗い出す。 

また、ベンチマークとする数値や、事業計画を策定した際の商品サービスが、マーケットイン

で実施した際に反応が良くない可能性がある。この場合は需要動向調査を再度別の視点で

実施し、リスタートする。調査には法定経営指導員の助言を仰ぎ、相談内容に合致した専門

家を投入して支援を行う。 

 

【手段・手法】 

エクセルで事業計画・創業計画策定者の一覧を作成し、さらに小規模事業者支援システム

を活用することで四半期ごとの進捗管理をおこなう。 

事業計画策定後のフォローアップに使用する支援に関連するデータ類は、原則 3年は使用

するので経営指導員の個人ファイルや紙ベースで管理するには限界がある。 

また担当が変わった際、過去の支援内容が分からなくなることを避けるため、いつでも容易

に閲覧できかつ保存期間は永年である「小規模事業者支援システム」のカルテ入力を活用す

る。具体的には個社のカルテを入力する際に、本システムではエクセルやワードなどのファイ

ルをアップロードする機能がある。 

支援時に使用した経営分析、財務分析シートなどを手間なくカルテと紐づけする。またフォ

ローアップの際は使用したデータを PDFにデジタル化しアップロードする。 

データはいつでも閲覧が可能になり、前回フォローアップした内容が簡単に取り出せるた

め、前回の支援を反映した正確な支援が出来る。 

 

（３）目標 

フォローアップは四半期に一度とし、3年継続する。 

支援対象が商業者の場合は売上増加を目標とし、建設業・製造業は変動費、固定費を含め

た利益率の増加を目標とし、本計画で想定される事業者から下記の目標値を算定する。 

（売上増加事業者数、利益率増加事業者数） 

フォローアップ事業者数12社（R2～R3）のうち、商業・サービス業・観光業関連では6社の売り

上げ増、建設業・製造業関連では 2社の利益率増とする。 

R4 年度以降は商業・サービス業・観光業関連 2 社の売り上げ増、建設業・製造業関連では 1

社を追加目標として掲げ、8社の売り上げ増加と 3社の利益率増加を目指す。 

 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
なし １２社 １２社 １８社 １８社 １８社 

頻度（述べ回数） - ４８回 ４８回 ７２回 ７２回 ７２回 

売上増加事業者数 - ６社 ６社 ８社 ８社 ８社 

利益率 3％以上 

増加の事業者数 
- ２社 ２社 ３社 ３社 ３社 
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６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

現状では、「使えば分かる」、「食べれば分かる」「いいものだから絶対売れる」「長年の付き合い

による信頼関係がある」といった事業者側からの視点が中心であり、商工会の事業も経験則に基

づくプロダクトアウトの発想から抜け切れていなかった。 

また、新たな視点を受入れることは事業者にとって苦痛を伴うものであり、需要動向調査の成果

を見せ納得してもらうまで最後まで個社に伴走する必要がある。 

そのためには、経営指導員単独での調査には限界があり、業種ごとの専門的な情報調査機関

のデータや、「個社に役立つ生きたデータをどのように集め個社に提供できるか」が課題である。 

 

（２）事業内容 

支援対象者は、当初目標で設定した業種で経営状況の分析、事業計画策定を行った事業者

を原則とする。 

共通項目として、長野県商工会連合会在籍のシニアアドバイザー（上席専門経営支援員）と、

長野県よろず支援拠点コーディネーターの指導を仰ぎながら調査を実施する。 
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① 商業・サービス業の需要動向調査 

【調査等を行う項目】 ア 業種の理解、業界の動向、業務内容・特性、審査のポイント、

取引推進上のポイント、関連法規制、業界団体 

 

イ 商圏分析 

エリアマーケティングで不可欠な「商圏レポート」の作成 

地域ターゲティング、品ぞろえの適正化、新規出店の検証、 

競合店比較、移転の検証を目的に設定した地域の消費支出

額・購買力の項目を調査する。 

レポートに出力される項目は主に以下のとおり。 

【水準評価】 

人口規模、「安定（持ち家世帯比率等）」、「流入（昼夜間人口

比）」、「密集（昼間人口密度等）」、「成長（将来人口増減

等）」 

【特性評価】 

「年代構成」「就業状況」「世帯人員構成」「世帯員」「住居状

況」「消費購買力構成」「富裕（年収700万以上就業者比率）」 

【手段・手法】 ア 事業性評価を行う際に取得する業種別審査辞典の活用によ

り調査を行う。辞典は長野県商工会連合会で定期的に購入

するデータをシニアアドバイザーが取得・分析し、麻績村にて

経営指導員とともに個社の現状と課題と突合し、分析をおこ

なう。 

 

イ 市場情報評価ナビ「MieNa（ミーナ）」㈱日本統計センターの

システムを契約する。契約主体は長野県商工会連合会で、

商工会は安価で年間契約が可能。操作方法は長野県商工

会連合会経営支援課で定期的に実施している研修会に参

加し、操作方法を学ぶ。商圏レポートは、地域設定をするだ

けで簡単に作成できるため、レポートの分析は長野県よろず

支援拠点（中小企業診断士）コーディネーターと実施する。 

【成果の活用方法】 当該事業者にフィードバックし、事業計画策定及び事業計画策

定後の支援に活用する。また計画が当初予定とズレている場合

の対処として分析結果を個社に提供する。 
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② 建設業の需要動向調査 

【調査等を行う項目】 ア 業種の理解、業界の動向、業務内容・特性、審査のポイント、

取引推進上のポイント、関連法規制、業界団体 

（① と同じ） 

イ 専門家帯同による直接ヒアリング 

元請、下請けの現状と課題、非財務分析から想定する成長

産業の採算性（F/S）調査 

【手段・手法】 ア 事業性評価を行う際に取得する業種別審査辞典の活用によ

り調査を行う。辞典は長野県商工会連合会で定期的に購入

するデータをシニアアドバイザーが取得・分析し、麻績村にて

経営指導員とともに個社の現状と課題と突合し、分析をおこ

なう。（①と同じ） 

イ 建設業は職種別工事業で多数分かれており、個社の需要は

元請・下請の取引関係について個社ごとにヒアリング調査が

必須である。麻績村の総合工事業は、土木と建築の割合が

個社ごとに全く違う。このため業界動向の基本情報を確認の

うえ、専門的な内容に踏み込み長野県商工会連合会在籍の

シニアアドバイザー（建設業専門）帯同のうえ、ヒアリング調査

を行う。 

建設業は売上向上よりも、新たな請け先の開拓と、利益率の向

上を主眼において成果につながるよう支援する。 

【成果の活用方法】 当該事業者にフィードバックし、事業計画策定及び事業計画策

定後の支援に活用する。また計画が当初予定とズレている場合

の対処として分析結果を個社に提供する。 



２０ 

 

 

 

③ 観光業の需要動向調査 

【調査等を行う項目】 ア 観光客の顧客特性やトレンドを見据えた商品・サービスを個

社に対しておこなう。ただし、麻績村には観光資源はあるもの

の観光業を完全な生業としている業態は少ないため、飲食サ

ービス業と連動して調査を行うこととする。また、RESAS の観

光マップ（目的地分析、From-to 分析）の分析と合わせてエ

ージェントの調査報告資料から以下の項目を調査する。 

「観光客の流れ方」、「観光施設の注目度」、「他市町村におけ

る外国人の滞在状況」の項目について、麻績村に流れを引き

込めないかの調査をおこない個社に適用する。 

 

イ 「長野県 観光地利用者統計調査」の活用 

1.目的 

観光地利用者の観光地における利用状況及び観光消費額

の実態を把握するため 

2.調査の対象 市町村で選定した観光地 

（平成 29年:285か所）（観光地の基準は年間延利用者がお

おむね 5,000人以上） 

3.主な調査項目 

ア.観光地利用者の県内、県外別及び月別の利用者数 

イ.観光地利用者の日帰り、宿泊別及び月別の利用者数 

ウ.観光地利用者の日帰り、宿泊別及び月別の観光消費額 

4.調査の時期 1月 1日から 12月 31日まで 

5.調査の方法 県⇔地域振興局⇔市町村⇔観光地 

【手段・手法】 ア、イとも、観光の需要調査は、経験値に基づく専門知が必要な

ため、長野県商工会連合会在籍のシニアアドバイザー（観光業

専門）帯同のうえ、ヒアリング調査を行う。 

 

麻績村は、観光業が中心産業でないため行政と連携し一般的

な需要動向調査から個社の特定商品・サービスの開発に結び付

ける必要がある。 

 

上記の調査項目は、結果的に個社の商品・サービスに資するも

のと思われ、観光業専門シニアアドバイザーが懇意にしているエ

ージェントからの情報とあわせて、個社に提供する。 

 

市町村で選定した観光地から、個社へ集客することが現実的で

あるため、長野県観光地利用者統計調査のデータを取得し活用

する。 

【成果の活用方法】 当該事業者にフィードバックし、事業計画策定及び事業計画策

定後の支援に活用する。 



２１ 

 

（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

① 調査対象 

事業者数 
なし ８社 ８社 １１社 １１社 １１社 

② 調査対象 

事業者数 
なし ３社 ３社 ５社 ５社 ５社 

③ 調査対象 

事業者数 
なし 1社 １社 ２社 ２社 ２社 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

現状、個社に対して需要開拓を実施したことはなく、展示会等の情報提供にとどまっていた。 

商工会としても経験がないため、専門家や麻績村との連携をどのように構築するかが課題であ 

る。 

 

（２） 事業内容 

① 販売促進会事業（BtoC） 

（支援に対する考え方） 

商工会が新たに展示会を開催することは困難なため、毎年実施している商工祭を個社の売

上増を図るための販売促進会に切り替えて実施する。 

地域イベントの要素は残しつつも、経営発達支援事業による個社支援を中心にすることを念

頭にして、出展者及び麻績村には理解を得るよう努める。 

商工祭は、長年実施しており地域住民に広く認知されているため、内容が充実することで発

展的に販売促進会が継続できると思われる。 

 

（支援対象） 

商業・サービス業の事業者には、日々の経営について不安を覚えつつも地域の事業やボラン

ティア活動に積極的に参加してもらえる企業が多い。 

こういった者を対象に、商工会として「個社の売り上げを上げるための販売促進会を実施す

る」と公的にアナウンスすることで、日々の売り上げ増に繋がるため麻績村の中心を担う商業・サ

ービス業を支援対象とする。 

 

② 地域住民向け建設業需要開拓事業（BtoC及び派生して BtoB） 

（支援に対する考え方） 

上記①の販売促進会事業にあわせて、小規模工事、修繕の受付を麻績村建設業組合が実施

する。主に総合工事業の者が窓口となり、商工会は交通整理を行う。 

同時に、地域住民へ「お家、修繕のお困り相談」と銘打ってチラシを作成、個社の PR を順番に

入れながら定期的にチラシを発行する。 

職種別工事業者へ住民が直接依頼することは考えにくいため、総合工事業が請負う仕組みを

作り、下請けに発注することで成約数を上げていく。 

まずは、修繕工事や小規模工事、駐車場舗装工事など小規模工事の受注を目指す。 

 

（支援対象） 

総合工事業（土木、建築）、また派生する職種別工事業 
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③ キャッシュレス決済の導入による観光需要開拓事業（BtoC） 

（支援に対する考え方） 

観光需要を確保するために、キャッシュレス決済による「お店検索」等を活用する。 

キャッシュレス決済推進事業に登録し、地域で統一したQRコードについて積極的に加入し、地

域の加入ボリュームを増やすことで、観光客が支出する仕組みを構築する。 

 

（支援対象） 

観光業及び観光に関連する商業・サービス業 

 

（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

① 販売促進会事業 

（BtoC） 

 

なし ２社 ２社 ３社 ３社 ３社 

売上額／社 - 5万円 5万円 10万円 10万円 10万円 

②地域住民向け建設

業需要開拓事業 

（BtoCorB） 

- １社 １社 ２社 ２社 ２社 

成約件数／社 - 2件 2件 3件 3件 3件 

③キャッシュレス決済

の導入による観光需

要開拓事業（BtoC） 

- ２社 ２社 ３社 ３社 ３社 

売上額／社 - 3万円 5万円 10万円 10万円 10万円 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

 毎年８月の第１土曜日に、村の一大イベントである夏祭りを村内各団体の御協力の基に実行委員

会組織で行っている。この夏祭りの始まりは、商工会青年部が企画運営をしていたが、高齢化等に

より 18 年ほど前から実行委員会組織としたもので、当初の流れを受け継ぎ、商工会長が委員長とな

っているため企画運営は商工会事務局が主体となっている。 

 また、毎年 11月の第一土曜日に「商工祭」と称し、企業 PR の場を設けているが、参加する企業は

１割にも満たない状況である。 

  夏祭りや商工祭は長年継続しており、地域活性化を目指しているが、管外からの人の流入と消

費活動の増加に目立った効果が出ていない。イベント開催によって地域の知名度向上やにぎわい

の創出に一定の効果はあるが、イベントは一過性の特性があり、地域の魅力の基本的な底上げに

はなっていない。 

 商工振興事業において、満月（みづき）スタンプ会は、村内 19 事業所、筑北村 1 事業所の計 20

事業所が加盟店となっている。年１回の総会の他、年３回程度の役員会、年１回の加盟店懇談会を

開催し、スタンプ発行における付加価値や知名度向上等について、情報交換を行っている。 

また、通年で抽選会を行っている。満印となったスタンプカードで 500 円引きするだけでなく、１回

抽選することができ、引いた等番によって押印をする。これにより、消費者の満足度を高めさらなる購

買意欲を高めている。 

しかし、加盟店の中には、消費者に対するカード提示の声掛けがなかったり、押印できる商品・サ



２３ 

 

ービスの明示が不明瞭だったりと、各事業所においての対応がまばらである。 

（２）事業内容 

①夏祭り（サマーナイトフェスティバル）と商工祭の開催（拡充） 

両イベントは、商工会が主体となり長年継続的に開催しており、地域のイベントとして定着して

きているが、事務局の人的体制や来場者も年々頭打ちとなっていることから、今後は村内の事

業者がイベントに数多く出店していただき、各個店の売上増進を図る。 

また、出店者を多くすることでイベントの魅力を高めると同時に運営する人的体制を整備す

る。イベント時に来村する村外者向けに各商店や飲食店を紹介する周遊マップを作成し、配布

することで集客を図る。 

     

②麻績村地域活性化協議会（仮称）の開催(新規) 

商工会が主体となり、村全体の活性化のため、麻績村、商工業者、JA麻績支所、松本信用金

庫、八十二銀行明科支店等の各関係団体の長から構成する麻績村地域活性化協議会（仮称）

を設置し、定期的に会議を開催する。商工会は、協議会の事務局を担うとともに中心的な役割

を果たす。 

当面の協議する課題 

（１）駅前周辺の整備 

（２）観光客の誘致による観光産業の活性化 

（３）地域資源の活用による６次産業化 

（４）新規開業者を増やすための環境整備 

     

③満月カードを活用した販売促進と地元滞留率の向上（拡充） 

      現在使用しているスタンプはQRコード式になっており、QRに情報をいれることが可能である。 

      各個人のQRコードに店舗情報を入れることで、個社の PRをすることができ、販促活動を図る

ことができる。また、導入するにあたり、大きな投資の必要がないことから、どのような業種でも気

軽に始めることができるため、QR コードを活かした方法を事業者に PR し、加盟店増加を図り、

魅力ある満月スタンプ会づくりをすることで、地元滞留率を向上させる。 

       

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 

９．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）現状と課題 

周辺の 5商工会（筑北村・松本市波田・山形村・朝日村）で経営支援センター筑摩野グループを 

組織し、広域的な小規模事業者支援体制を構築している。月１回会議を開催し、各単会からの案

件（小規模事業者の相談）について検討を行っている。また、日本政策金融公庫の地区担当者・保

証協会の地区担当者・地区内の金融機関担当者と小規模事業者の支援に関する情報交換を目

的とした懇談会を、年１回開催し、支援の現況と課題、対応策、支援ノウハウなどについての情報

交換と共有を図っている。 

しかし、経営指導員としての経験が浅い職員が多いことから、経済状況調査・需要動向調査結

果などを用いた経営の分析手法や事業計画策定のノウハウを吸収するため、長野県商工会連合

会シニア上席専門経営支援員の活用により、深い研究・討議を行い、経営指導員によるグループ

支援力を向上させることが課題となっている。 

 

（２）事業内容 

  ①経営支援センター筑摩野グループとの連携（拡充） 

   事業所支援に際してグループ内職員が共同支援し、課題解決を図る場とすると同時に、経営
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指導員が個々に保有している支援ノウハウだけでなく、情報・知識・経験を共有することで、支援

スキルの向上を図る。また、各管内の景況や需要動向等の情報交換も図ることで支援能力の向

上を目指す。（月１回） 

 

② 地元金融機関、日本政策金融公庫、長野県信用保証協会との連携（拡充） 

   金融機関や日本政策金融公庫及び信用保証協会は、金融業務だけでなく経営支援にも積極

的に関わり始めている。商工会としても、金融機関や日本政策金融公庫、信用保証協会を単に金

融問題を解決する機関とせず、事業者支援のためのパートナーと位置付けて、年１回開催する懇

談会の他に、日常の業務を推進する上で資金の需要動向、融資制度等の情報交換をするととも

に、事業所支援について共同で検討し、支援を推進する。 

 また、地域内情報を保有している地元金融機関の担当者と随時情報交換を行い、小規模事業

者の資金繰りのみならず、課題解決や事業計画策定支援に向けた連携を深めていく。 

  日本政策金融公庫においては、経営改善貸付連絡協議会（ﾏﾙ経協議会）に積極的に参加し、

管内の景気動向や資金貸付の状況、需要動向等について情報交換を行う。 

    

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

 長野県商工会連合会主催の統括・副統括・主任経営支援員（経営指導員）・経営支援員（補助

員）の専門研修の受講や、商工会 WEB 研修を受講するとともに、経営支援センター筑摩野グルー

プ検討会議での共同支援に参加し、OJTで支援ノウハウの向上を図っている。 

従来までの商工会の支援力は、経営指導員等の個人の能力や経験値に裏付けされたものが多

く、職員の経験年数や従事内容によって持てる知識・能力に個人差が生じている。 

 そのため、職員の退職や人事交流によってその差が顕著に表れるため、今後の目標としている持

続的な個社支援が一旦途切れてしまい、継続性が失われるのが現状であり、喫緊の課題となってい

る。 

 

（２）事業内容 

 ①外部研修会等の積極的活用 

   従来の義務研修の他に、中小企業大学校や長野経済研究所の各種研修などに参加すること

により、専門的なスキルの習得を図る。 

  また、補助員に対しても、全国商工会連合会が運営する「WEB研修会」を受講させることで、能

力向上を図り、組織全体としての支援能力の底上げを図る。 

  

 ②職員間の情報共有の体制づくり 

   現在、巡回や窓口支援の際に個々にヒアリングを行い情報把握しているが、今後は職員間で情

報の共有を図るために、相談対応の事業所ごとにメモを整理しファイル化する。ファイルは職員間

で閲覧可能とし、事業者と対応を行う都度、経過を記入、また経営状況の分析や計画書、各種申

請、支援内容等を蓄積することで、職員間で共有を図り、職員一体となった継続的な支援につな

げる。 

 

③伴走型支援能力の向上 

小規模事業者の課題解決に専門家や商工連上席専門支援員を派遣する時には、職員が帯同

しOJTの機会を設け、伴走型支援能力の向上を図る。筑摩野グループ検討会議でも、事例として

報告し、筑摩野地区内の経営指導員とも情報を共有し、支援能力の向上を図る。 
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１１．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）現状と課題 

事業の評価は、理事会及び毎年開催されている通常総会で結果を報告するのみで、評価及び

見直しをする仕組みはなかった。 

課題として、職員体制が２名のため PDCA サイクルを回した後、改善実行ができない可能性もあ

るため、役員にも主体的な参加をお願いする必要があると思われる。 

 

（２）事業内容 

①経営発達支援事業評価委員会の開催（年 1回） 

当商工会役員、麻績村役場振興課、専門家（長野県よろず支援拠点コーディネータ）により構成

される経営発達支援事業評価委員会を設置し、年度末に開催し、事業の実施状況・成果などを報

告する。 

評価委員会では、その事業内容を検討し、成果の評価を必要な場合は改善方針を検討し、見直

し案の提示を行う。評価委員会において、作成された評価見直し案は、商工会理事会へ報告し、

承認を受ける。事業の内容、成果、見直し結果などは、麻績村商工会ホームページにて公開し、

地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態にする。 
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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 

（令和４年７月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営

発達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 

 麻績村商工会では、税理士との顧問契約をはじめ、中小企業診断士、司法書士、社会保険労務

士等の経営コンサルタントとともに、よろず支援拠点事業・事業引継ぎ支援センター・エキスパ

ートバンク事業などを活用しながら連携し、事業を推進している。 

 経営発達支援事業は、経営指導員が統括責任者・実務担当者となり、臨時補助員が補佐する体

制で推進する。 

 また、近隣の商工会と経営支援センター筑摩野グループを組織し、高度専門的な案件に連携し

て対応すべく一層の体制整備を進める。 

 

 

■ 事務局体制 

 

 

       法定経営指導員       麻績村 

         １名         振興課 

                        

 

       臨時補助員 

         １名 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経

営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏 名 ： 塚原 亜希子 

  ■連絡先 ： 麻績村商工会  TEL 0263-67-2146 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

   経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の 

  評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 
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（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 

  長野県東筑摩郡麻績村麻 3835-7 

  麻績村商工会 

  ℡：0263-67-2146 / FAX :0263-67-4581 

  E-mail：info@omisho.jp 

 

②関係市町村 

 

  長野県東筑摩郡麻績村麻 3837 

  麻績村役場 振興課 

  ℡：0263-67-3001 / FAX :0263-67-3094 

  E-mail：omisinko@vill.omi.nagano.jp 
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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） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 

 

小規模企業対策事業費 

①経済動向調査費 

②創業セミナー 

開催費 

③販路開拓支援 

事業費 

 

 

100 

800 

 

100 

 

100 

800 

 

100 

 

100 

800 

 

300 

 

100 

800 

 

300 

 

100 

800 

 

300 

（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 

 長野県補助金、麻績村補助金、一般財源（会費収入、手数料収入等） 

 

 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

①連携者：公益財団法人長野県産業振興機構 理事長 山浦 愛幸 

    （よろず支援拠点・事業引継ぎ支援センター） 

住 所：長野県長野市若里一丁目 18番 1号長野県工業技術総合センター3階） 

 

②連携者：長野県信用保証協会 会長 山本 智章 

長野県信用保証協会松本営業部 部長 猿田 芳明 

住 所：長野県松本市島立 976-1 

 

③連携者：株式会社八十二銀行 取締役頭取 松下 正樹 

     株式会社八十二銀行明科支店 支店長 宮澤 博史 

住 所：長野県安曇野市明科中川手 3786-1 

 

④連携者：松本信用金庫 理事長  

     松本信用金庫筑北支店 支店長 百瀬 豊 

住 所：長野県東筑摩郡麻績村麻 4106-1 

 

⑤連携者：中小企業診断士 原祐治事務所 

住 所：長野県塩尻市洗馬 2680-87 

 

連携して実施する事業の内容 

地域の経済動向調査②③④ 

・景気動向調査の手法・助言・活用 

 

経営状況の分析・需要動向調査① 

・経営課題の洗い出し方法と経営分析への専門的支援 

・需要動向調査の手法と助言 

 

事業計画の策定・実施支援① 

・巡回及び窓口による事業計画策定の支援 

・事業計画策定後の実践に向けた支援 

・創業 3年以内の小規模事業者に対するフォローアップ支援 

 

創業支援①②③④⑤ 

・創業計画の策定手法と助言 

・創業計画策定セミナー開催の情報提供 

 

地域経済の活性化①②③④⑤ 

・行政、関連団体、専門家と連携し、地域資源の生産、販路、商品開発の手法と助言 
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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②③④ 

・金融機関等との支援事業情報交換 

連携して事業を実施する者の役割 

・事業計画実施による資金需要支援・創業など各種事業計画策定の助言・経済動向に関する情報

の提供など②③④ 

（効果） 

連携して事業計画策定支援にあたり財務分析を実施することで、より精度の高い事業計画策定

が可能になる。 

 

・よろず支援拠点による専門家派遣、創業に関する専門的支援、情報提供等① 

・専門家派遣、資質向上、情報提供、創業支援に関する専門的支援・商店街活動に関する専門的

支援① 

（効果） 

職員体制を補完する役割を担い、かつ管内小規模事業者すべてを対象にすることが可能にな

る。また経営状況の分析から支援に入ることで、より精度の高い事業計画策定が可能になる。 
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連携体制図等 

       

 

 

 
                         

     

 

 

 

 

長野県産業振興機構 

                            長野県信用保証協会 

                           金融機関 

                           中小企業診断士 

 

 

                 

 

 

 

 


