
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
朝日村商工会  (法人番号４１００００５００６７４７) 

  朝日村     （地方公共団体コード２０４５１０） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１） 木工製品の独創性、特産品を開発し意欲的な経営姿勢をもち、

行動で実践している。また、実践しようとしている小規模事業者

への強化支援。中規模企業を巻き込んだ流通・販売システムによ

り小規模事業者の販路開拓と増収・増益の支援。 

（２） 特産品開発や農商工連携による６次産業の創出を図り、新規創

業者の育成支援を行う。 

（３） ゲストハウスの新規参入や温泉施設のリニューアル再開業を

支援するなどして、スキー場・コテージの活用も含め観光事業の

推進を図る。 朝日村の基本計画を踏まえ「村の資源を生かした

商工観光」を柱に、業種間を超えた事業者の発展、活性化に取り

組む。 

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 

  他機関との情報交換を行うとともに事業者からも聞き取り調査を

する。各種統計調査も活用して地域の経済動向を把握する。 

 ２.経営状況の分析に関すること 

  財務分析と非財務の分析を行い、経営課題改善のセミナーを行う。 

 ３.事業計画策定支援に関すること 

  巡回・窓口指導を活用し、丁寧な説明を繰り返し実施。データ活用

などで長期的な事業計画策定を支援する。 

 ４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

  経営支援員等が定期的に関わり、必要に応じて専門家等を活用した

経営課題の解決を図る。 

 ５.需要動向調査に関すること 

  物産展、アンテナショップ等により消費者の需要動向を調査する。 

  近隣商工会や各種調査データを活用し、専門家の活用で管内事業者

の需要動向調査と結果のフィードバックを行う。 

 ６.新たな需要の販路開拓と新製品の開発支援 

  異業種交流による新たな需要の開拓。各種イベント・物産展・商談

会への出店を企画支援。報道メディア、インターネット等を活用した

新たな販路開拓を支援する。特産品の開発を支援する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

朝日村大博覧会の開催、「朝日村農業推進支援組織設立検討協議

会」、「朝日村木質資源循環利用検討委員会」、「朝日村観光事業推進組

織設立検討協議会」に歩調を合わせ、業種間を超えた地域ブランドの

構築を図ります。 

連絡先 

朝日村商工会  

〒390-1104 長野県東筑摩郡朝日村古見 1300番地 5     

TEL:0263-99-2551 Fax:0263-99-3573 E-mail: asahisci@beetle.ocn.jp 

朝日村役場 産業振興課 

〒390-1104 長野県東筑摩郡朝日村古見 1555番地 1 

TEL:0263-99-2001Fax:0263-99-2745 E-mail:info@vill.asahi.nagano.jp 
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平成 30年(2018年)度の商工業者数は 139事業所で、このうち小規模事業者数が 

106事業所。 

平成 19年(2007年)度の調査では 187商工業者、内小規模事業者 168 事業所となっ

ており、10年ほどで商工業業者が 26%も激減している。近隣の大型店やディスカウン

ト店などにより、特に小売店の廃業は年々増加している。 

ア [商工業者数の推移] 長野県下商工会の概況による（長野県商工会連合会） 

年度 建設業 製造業 卸・小売業 飲食業 サービス業 その他 合計 

H20 33 34 31 11 27 37 173 

H22 32 33 31 10 27 14 147 

H24 33 34 31 11 27 33 169 

H26 31 28 26 9 25 37 156 

H28 22 30 24 12 28 21 137 

H30 21 27 24 13 15 39 139 

製造業には木工品製造が、その他には運送業等が含まれる。小規模事業者 106事業所 

 

 また、朝日村はレタス・キャベツ・白菜等の葉物野菜が中心の農業が主要産業であ

り、松本地域一の生産を誇っている。 

イ [産業別就業人口]  平成 27年国勢調査による            

  

農林業 

 

建設業 

 

製造業 運輸業 卸・小売業 宿泊業 福祉医療 その他 

就業者数 864 176 471 161 316 82 238 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《経営体あたり農業算出額(地域間比較)》 

※RESAS より抜粋 

【出典】農林水産省「農林業センサス」 

    全国単位    農林水産省「農業総産出額及び生産農業所得」 

    都道府県単位  農林水産省「都道府県別農業総産出額及び生産農業所得」  

    市町村単位   農林水産省「市町村別農業総産出額(推計)」 

【注記】１経営体当たり農業産出額は、農業産出額を農業経営体数(家族経営体、組織経営体の合計)で除した 

    試算値である。 

    農業経営体には販売なしの経営体を含む 

 

2015 年 
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朝日村第５次総合計画（平成２８年度～平成３０年度終了）では政策の柱の中に、

「村の資源を生かした商工観光を発展させます」とうたわれており、昨年で期限を

経過しましたが、現在作成中の次期計画にも踏襲され継続して取り組む予定です。 

 

②課題 

朝日村は、松本市、塩尻市、山形村の商圏であり、近隣のショッピングモール、

大型店、ディスカウント店との厳しい競争に加え、住民の高齢化、ベットタウン化

も深刻で商業は壊滅状況にあり、観光産業は冬のスキー場、夏のキャンプ場以外に

誘客の大きなものはなく、工業も地元木材を使った木工業以外の特質すべきものは

ない。地場産業、特産品の開発は今後の大きな課題である。 

基幹産業の農業も、高齢化や遊休農地、主要作物の葉物野菜が連作障害などの不安

材料も多く、一部の大規模農家以外は農業法人など農地の集約化や生産作物の多様

化など、障害・課題の克服が重要となっている。 

  平成 28年度から実施の総務省地方創生推進交付金の使途にも観光の振興、地場産

品の活用等が盛り込まれている。 

それを踏まえて、平成 28 年度より朝日村では「朝日村農業推進支援組織設立検討

協議会」、「朝日村木質資源循環利用検討委員会」、「朝日村観光事業推進組織設立検

討協議会」の 3つのプロジェクトを推進している。朝日村商工会はその全てに委員、

幹事として参加。特に観光組織については商工会長が協議会長を務め、朝日村観光

協会が平成 29 年 12 月に設立された。初代会長には朝日村商工会長が就任。また、

アグリビジネスセンター(仮称)の設立に伴う農林業、商工業各組織の連携が大きな

課題となっている。 

※アグリビジネスセンター(仮称)とは、ＪＡ、村、農業委員会等の組織が連携し、

ワンストップ型の農業支援体制と農産物を使った特産品を開発するなどのための新

組織。 

地域小規模事業者にとっては、これらの地方創生計画や、①に記載の村の５か年計

画に沿って、商工業、農林業が垣根を越えて連携することにより、様々な業種の小

規模事業者の活性化につなげることができる。朝日村産農産物、カラマツなどの木

材の地産地消・特産品開発やこれらを利用した観光関係の発展を模索しており、中

でも朝日村産の木材は品質が良く、小規模な手作りの物作り屋、木工加工品製造事

業者等(以下、「木工品等製造者という」)も多く、村の小規模事業者に占める割合も

大きいので、そこから生まれる特産品を全体で利用、共用することも課題となって

いる。 

ヒノキ科のネズコ製品の木工品等製造者、特に下駄は朝日村以外の地域でほとんど

生産者が無く、特産品として認知されているが販路開拓が課題。また高級手作り家

具・イス、木の判子などもあり、他の地域から移り住んで、木工業に取組んでいる

人も多い。 

しかし、地域のブランドがなく、生産額も利益も少なく、それぞれが独自の流通ル

ートで販売している現状では、様々な技術の職人が集まっている、材料が豊富で手

に入りやすく相互の融通ができるなど、地域のメリットが生かされていない。農業

も含めた産業間の連携もほとんどないので、生産から流通、販売まで小規模事業者

の連携活用が課題となっている。 



４ 

 

 

(２) 小規模事業者の長期的な振興のあり方 

 ①10年の期間を見据えて 

〇村内経済を活性化し、商業活動の復活、若年事業者の開業奨励等を推進するため

に、まず村内事業者の横のつながりを連携強化し、それぞれの強みを活用する。 

〇農業、製造業との連携により、農産物を活用した特産品を開発し、販路開拓によ

る持続した経済効果を生み出す。１０年後には六次産業化を核とした村づくりに

より小規模事業者が増加、発展を目指します。 

 ②朝日村総合計画との連動性・整合性 

〇行政とタイアップした観光の振興を進めるため、従来の行政的観光協会を脱した

民間型観光関連組織を立ち上げ、村内の地域資源を活用した観光開発により、新

たなゲストハウスや温泉施設の創業等を支援し、連携した商業の復活や滞在人口

の増加を図る。 

〇地域資源を使った今までにない視点の木工製品、農産物やその加工品を活用した

朝日村独自の特産品の開発により、長期的に対応できる朝日村の地域ブランドを

確立する。その中の事業として農産物の活用、木工品のＰＲ、イベントの開催等

を行政とともに行う。  

 ③商工会としての役割 

〇村内の製造業(朝日産材の木工品・特産品の製造)、商業(販売)、流通業(輸送)、

観光業(宿泊)、サービス業(飲食)等に加え、農林業(素材提供)まで幅広く活用し、

それぞれの得意分野をコラボレーションしたシステムの構築や、新商品を１年に

２～３件ずつ開発。それをブラッシュアップしつつ長期的に特産品として確立さ

せ、朝日モデルとして確立し、継続することで村全体の経済の底上げと、少子高

齢化の中で人口減少を止め、山間地朝日村の特色を生かし、村政に合わせ村内商

工業を持続させることを今後の振興の在り方と考えます。 

 

(３) 経営発達支援事業の目標 

   厳しい経済環境の中で、高齢化による廃業が今後も増加する傾向にあり、経営 

  の維持発展は難しい課題となっている。この難局を乗り越えるため、関係機関と 

  の連携を強め、地域の小規模事業者が抱える課題の克服を図ります。 

① 木工製品製造販売事業者及び特産品開発事業者 

② 農林業との協業事業者 

③ 観光関連サービス事業者 

 [本計画の目標] 

①  木工製品の独創性、特産品を開発し、意欲的な経営姿勢を持ち、行動で 

実践している、しようとしている小規模事業者への強化支援。 

中規模企業を巻き込んだ流通・販売システムにより小規模事業者の販路 

開拓と増収、増益の支援 

② 特産品開発、農商工連携による６次産業の創出を図り、新規創業者の育 

成支援を行う。 

③ ゲストハウスの新規参入、温泉施設のリニューアル再開業を支援するな 

どして、スキー場、コテージの活用も含め観光事業の推進を図る。 
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       朝日村の基本計画を踏まえ「村の資源を生かした商工観光」を柱に、業

種間を超えた事業者の発展、活性化に取り組む。 

 

(４）目標の達成に向けた方針 

      ① 事業計画の策定支援 

      アンケート調査結果や巡回を通して問題点を把握し、長期的に持続可能  

な事業計画を策定し、小規模事業者個々の課題の克服と増収・増益を目指

す。 

         新たな需要の販路開拓として消費者や商談先のニーズ調査や同業他社の 

調査資料を活用し、各種イベント・物産展・商談会への出店を企画支援。イ

ンターネット等も活用した広域的販路拡大を支援する。同業者間で個々に融

通のつく仕事をコーディネートし、大量生産や技術の有る分野の分業による

ローコスト化を図り、相互利益の上がる流通・販売システムづくりを支援す

る。 

② 新商品開発による地域経済の活性化 

     少子高齢化の中にあり、特産品もないに等しい当地域に、新たな地域ブ 

ランドを確立し、新規販売力を確保するため、ブランドマークの作成や農 

商工連携を推進し、農産物や豊富な木材を活用した特産品、新商品の開発 

することにより、共同して個店の増収に活用する。 

特産品の開発や、地域資源を活用し、ゲストハウスの新規参入や、村唯

一の温泉施設のリニューアル再開業を支援し、観光協会を活用しながら既

存のスキー場、コテージの有効活用も含め観光事業者の支援を図る。 

③ 行政との協力強化による全産業の活性化 

      「朝日村農業推進支援組織設立検討協議会」、「朝日村木質資源循環利用 

検討委員会」、「朝日村観光事業推進組織設立検討協議会」に歩調を合わせ 

業種間を超えた村内の活性化に取り組むことにより小規模事業者の生き残 

りにつなげる。 
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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 

【現状】 

   地域の経済動向は、企業への聞き取りと決算・確定申告時のデータ、融資時

の書類作成でしか把握しておらず、場当たり的な感覚に頼っているため、大括

りの動向しか把握できていない。したがって、事業者も地域の詳細な経済動向

を把握しておらず、商工会でも課題の分析による支援ができていない。 

【課題】 

朝日村の産業動向を把握するため、総務省の補助金により朝日村が行ってい

る「朝日村農業推進支援組織設立検討協議会」、「朝日村木質資源循環利用検討

委員会」、「朝日村観光事業推進組織設立検討協議会」での基礎調査やデータ、

視察に参加して得た情報、資料が活用できていないことや、外部のビックデー

タ等を活用した専門的な分析を行う必要がある。 

また、インターネット等のメディアから、小規模企業景気動向調査（全国

商工会連合会）、経済月報（長野経済研究所）、中信地区経済動向（松本信用

金庫）、長野県の工業統計調査や朝日村の統計調査などの各種調査を検索活用

する。 

※ 「朝日村農業推進支援組織設立検討協議会」とは、朝日村の農業支援の

窓口を１本化し、遊休農地の活用、6 次産業の構築、特産品の開発など

を推進するための組織設立の検討会。 

※ 「朝日村木質資源循環利用検討委員会」とは、朝日村の山林から産出さ

れる木材を伐採、集材、製材、製品、廃材利用等、循環した木材利用の

検討会。 

※ 「朝日村観光事業推進組織設立検討協議会」とは、朝日村の観光を中心

になって推進する組織の設立を検討する組織で、平成 29年 12月に「朝

日村観光協会」を設立したが、組織が安定するまで今後の運営を検討し

ている。  

 

（２）事業内容 

①事業者からの聞き取り調査 

          個々の企業独自の内容があり、財務調査だけでは景気動向が把握できない 

業種もあるので、直接面談調査することにより経営内容まで踏み込むことがで 

き、個社の事業計画策定にも寄与できる。 
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     【調査】 

              管内小規模事業者２０社(製造業、建設業、小売業、飲食・運輸・サー

ビス業から５社ずつ)を業種による財務(売上額、仕入額、経常利益、経費、

人件費等の月別データ等)、経営に関する特殊事情（販売先、業界内容、

法的規制等）について２ヶ月ごと経営指導員等の巡回時に調査票による聞

き取り調査を行う。 

【分析】 

部門ごとの企業の聞き取りによる調査票を、外部専門家のアドバイスや

支援を受け分析し、業種ごとの平均値をデータ化する。 

  

（３）成果の活用 

 〇商工会ホームページ「朝山どっと混む」で年 6回公表したうえで活用する。 

〇新たな事業形態の企業(６次産業や複合業務、新規製材所)や特産品開発に

利用する。各企業の販売戦略に活用する。個社の事業計画策定にも活用する。 

〇商工会報や経営指導時、商工会の部会等で検討・紹介するとともに、集 

めたデータに基づき経済状況に関する情報を事業者に提供する。 

 

（４）目標 

 
 

支援内容 現 状 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 

公表回数 未実施 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

        

 

３.経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

小規模事業者のほとんどが、自社の財務内容や強み、弱みを掌握していな 

い。日々の経営に追われ、生産額・利益も少なく、それぞれが独自で販売して

いるため、技術力や製品力なども現状では把握できていない。 

   【課題】 

融資の実施等で財務分析を行っている企業もあるが、資金繰り以外の経営分

析についても方法、活用の支援が必要。 

また、経営分析を行う小規模事業者には、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、信用保証協会のＭｃｓｓ等の支援ツールや、各種の統

計、調査資料を活用することや、より高度な経営分析は、中小企業診断士や公

的機関を活用し、連携しながら経営分析を行うのが望ましい。場合によっては

それらの専門家派遣を実施する必要がある。 
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  （２）事業内容 

①小規模事業者の問題点抽出の為に必要な経営基礎知識、後継者対策、経営分析

等の経営課題をテーマとした「経営分析セミナー」を開催し、事業者の自己分析、

経営課題への気づきを促すとともに、日々の巡回、窓口相談を介して意欲的な事

業者を掘り起こし、財務分析と非財務の分析を行う。 

セミナーは管内小規模事業者を対象にチラシ、新聞折込、個々の通知、広報、

ホームページ等で周知。小規模事業者数（約１００社）や開業者数を考慮し、年

2回開催し 16人以上の参加者を募る。 

    ②経営分析の内容 

(対象者) 

  木材品等製造者、観光関連事業者、地場産品加工・開発事業者 

      (分析項目) 

小規模事業者の内容、生産する製品、得意分野 

財務分析として過去の売上・利益、利益率、の数値と増減状況。 

非財務分析(SWOT分析)として自社の強み、弱み、経営環境(市場の動 

向、規模、競合状況、後継者、悩み・問題点、今後の希望)等を調査。 

      (分析手段・手法) 

経済産業省の「ローカルベンチマーク」や中小機構の「経営計画つく

るくん」等のソフトを活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 （３）成果の活用 

収集したデータはＳＷＯＴ分析などを活用し個々の事業主には分析結 

果をそれぞれに巡回等で開示し、今後の経営指針に反映させバックア 

ップする。 

また、個々の事業者を伏した中で、部門（業種・全体・製造品目等）ご 

とに集計し、朝日村との情報交換や意見活動を通して村の施策に反映さ 

せる。 

          

  （４）目標 

     以下のとおり、セミナー等を開催し、経営分析を促す。 
 

支援内容 

 

現 状 

 

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 

セミナー開催回数 未実施 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回 

経営分析件数 未実施 20件 20件 20件 20件 20件 

 

４.事業計画策定支援に関すること 

   （１）現状と課題 

【現状】 

管内ほとんどの事業者が、税務申告を目的とした決算書や申告書の作成で過

去の経営を判断しており、事業計画を作成しての長期的展望に立った経営をし
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ていない。また、長年の自身の経営感覚を基本としているため、事業計画の必

要性を認識していない。したがって毎年度終了時点でしか自社の財務的経営状

態を把握していない。 

【課題】 

事業計画の策定方法も理解しておらず、自らの作成は難しい。 

  また、新規開業者の事業計画策定も開業資金を絡めての指導はあるものの、

事後相談が多く、簡易な計画しかできていない。 

   （２）支援に対する考え方 

           小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を述べても、いままで 

     自己流のやり方で経営してきており、不便を感じていないので、事業計画の有

効性を少しでも理解してもらうための「事業計画策定セミナー」を行う必要が

ある。経営分析を行った事業者のうち、策定条件が整った順に今までの支援経

験から考えて５割程度／年の事業計画策定を目指し、継続して残りの事業者を

支援していく。 

      また、持続化補助金や農商工連携補助金等の申請に合わせて事業計画の策定

につなげて繋げていく。 

（３）事業内容 

  ① 経営分析を行った事業者やすでに経営分析に準ずる内容を経験してい 

 る事業者を経営指導員等の巡回時や窓口相談時等に見出し、「事業計画策 

定セミナー」を開催。 

開催にあたっては個別に文書を配布し、一般にチラシでも周知する。 

内容は基礎的項目から始め、最終策定まで２回に分けたセミナーを開催 

し、毎回 5 名以上の参加をめざす。 

② 事業計画の策定 

【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする。 

【手段・手法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員等 

と外部専門家がチームを組み、事業計画策定を支援する。 

その際「経営支援センター筑摩野グループ」、長野県商 

工会連合会の専門家派遣事業、「長野県よろず支援拠点」、 

長野県各試験場や中小企業支援センター等との連携を密に 

事業を行う。また、中小企業支援ナビ・ツール(経営計画作 

成アプリ 経営計画つくるくん)などのネットで提供され 

る無料アプリ活用を紹介し、経営指導員等がパソコン操作 

方法の支援も行う。 

（４）目標 

支援内容 現 状 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 

セミナー開催回数 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

事業計画策定数 未実施 10件 10件 10件 10 件 10件 
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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】 

  現在事業計画策定支援を実施しておらず、仮に事業計画を策定しても、事業者

がそれを活用し、自ら実践していく事は現状では非常に困難である。支援体制も

不定期な巡回や窓口訪問では効果を得られていない。 

【課題】 

情報提供も不特定多数をターゲットにしており、個々の実情に合った支援をし

てこなかった。 

   （２）事業内容 

         事業計画策定後は、事業計画を策定したすべての者をフォローアップの対象 

とし、経営指導員等が定期的に関わり、個々の事業者のレベルに合わせ必要な事

項について助成していく。  

フォローアップ頻度は四半期に１回実施、３年間は同じ頻度で実施する。また、

進捗状況に応じて、事業計画との間に誤差が生じていると思われる場合は、広域

連携の山形村商工会や「経営支援センター筑摩野グループ」、長野県商工会連合

会の専門家派遣事業、「長野県よろず支援拠点」、長野県各試験場や中小企業振興

センター等と連携し、今後の検討を行い修正等の専門的な支援・助言を行う。 

 

（３）目標 
 

支援内容 

 

現 状 

 

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 

フ ォ ロ ー ア ッ プ  

対象事業者数 
  ０ 10社 10社 10社 10 社 10社 

頻度(延べ件数)   ０ 40回 80回 120回 160 回 200回 

売上増加事業者数 ０ １社 ２社 ３社 ３社 ３社 

                    

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

これまで需要動向調査は実施してこなかった。 

【課題】 

地域内で需要動向が問題になる木工製品等の販売先は、地域というよりは地域

外の都市部が有望だと考えられ、都市部のデパート、百貨店での販売実績はある

ものの、個々の取引のみで特別な需要動向の調査も行っておらず、販路拡大の成

果は全く上がっていない。 

このことを踏まえ、性別、年代、品目や使い道などの動向情報を調査し、販売

方法を再考する必要がある。 

また、観光事業については、昨年「朝日村観光協会」の設立は実現したものの、
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観光関連事業者も少なく、詳細の需要動向調査等はほとんど行われていない。 

（２）事業内容 

①物産展・アンテナショップでの B to C消費者ニーズ調査 

物産展等参加の支援事業者に対し、今後の経営支援を行う上でターゲットと

される都市部の顧客のニーズをつかむことは、事業の持続化にとって重要であ

る。加えて来村観光客に対する土産品や、地域を代表する特産品を開発するう

えでも顧客ニーズ調査が必要である。 

【サンプル数】来場者２００人 

【調査手段・方法】都市部の住民をターゲットに、イベント・商談会・デパ 

ート会場等の来場者を対象にして、経営指導員、物産展参  

加者が聞き取りながらアンケート調査を実施し、物産展参

加 5社を対象の顧客ニーズを把握する。 

      【分析手段・手法】調査結果は、商工会連合会の販路開拓担当上席経営支援 

員や、外部専門家の意見を聞きつつ経営指導員等が分析を

行う。 

【調査項目】 調査票(性別、年代、品目や商品の使用方法、価格帯、デザイ 

ン、改良点、今後希望する商品等 

【分析結果の活用】分析結果は、当該５社に対して経営指導員等が巡回等 

直接説明し、今後に役立てる。 

 

④ 日経テレコンや、近隣の商工会の協力を得て販売額、販売地域、製品につ

いての情報提供を受け、朝日村産の強み・弱みを分析し、酷似した製品に

対しては(販路開拓専門)上席専門支援員の支援を要請し、経営指導員と共

により詳細に分析し、①の支援事業者にフィードバックする。 

   

（３）目標 
 

支援内容 

 

現 状 

 

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 

① 調査対象 

事業者数 
未実施  ５社 ５社  ５社  ５社  ５社 

② 調査対象 

事業者数 
未実施  ５社 ５社  ５社  ５社  ５社 
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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】 

村商工会では販路開拓支援に関して専門家派遣相談や展示会の紹介、産業フ 

ェア―の開催、パンフレットの作成、取引先照会などを行っているものの行き 

当たりばったりで計画性もなかった。 

【課題】 

一方、村内には特産品が乏しく、しいて言えば「ネズコの下駄」「柿ドレッ 

シング・柿ソース」などがあげられるが、商業、観光業者にとっては新需要の

開拓に対して寄与していない。小規模事業者の販路開拓に対する意識が低いこ

とと、現状維持体質から積極的に需要の開拓を行ってこなかった。 

これにより、新たな需要の開拓支援はほとんど停滞し、特産品も消滅し、新

たな開発もできなくなっている。 

（２）事業内容 

 ①異業種交流による新たな需要開拓 (ＢｔｏＢ) 

 朝日村の産業は農業立村であり商工業も多種多様なことから、今後の需要開

拓はそれぞれの事業が連携することが必要。小規模事業者にとって、ドレッシ

ングや小木工製品など、単独での需要の開拓は難問であることから、商工会が

まとめ役となり、事業のマッチング(朝日村生産品をピックアップし、詰め合

わせセットを企画する等)により、小規模事業者の商品の販路開拓を図る。ま

た、新商品の開発や販路・流通等をコーディネートすることにより需要を喚起

する。 

□商品と商品の組み合わせがマッチする企業のリストアップと相談会を 

 年３回実施し、新しい需要の開拓による販路の拡大を目指す。(商業交 

流支援) 

□村内の運送会社を活用した都市圏への共同配送によるコストの削減と、 

全国に流通網を持つ村内企業の物流システムを活用し、販路のなかった国 

内各地への、木工製品や農商工連携による特産品等の新たな需要開拓を支 

援する。(物流交流支援) 

②展示会やメディアの活用による新たな需要開拓(ＢｔｏＣ) 

経営指導員等の巡回・窓口相談等で展示会等の開催情報を連絡。また、商工

会報や商工会ホームページにも展示会等の情報を掲載し周知を図る。その後、

出店希望者を募り、希望者には出店に際しての諸手続きや出店の支援を行う。

また、報道メディアに告知し、出店者の情報を周知してもらう。 

「朝日村を元気に」の趣旨で商工会が音頭をとって始めた「朝日村大博覧会」 

は、原則的に隔年開催をし（特別な行事の場合を除く）、出店者数約２０企業、

入場者数は平均５００名を数えている。各個社がさらに発展するため、商工業

を始め、農林業、サービス業、建設業等の村内全産業を対象とした産業フェア

を開催。今後は毎年の開催を目指し、出店者も４０社を目指す。村内・松本地

域内を中心に新聞折り込みチラシの配布、関係機関へのポスター掲示等でＰＲ

し、村内企業の新たな商圏を築く。 

③長野県が東京銀座すずらん通りに開設した、県の特産品を紹介する「銀座
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ＮＡＧＡＮＯ」（来場者１日当たり 100名前後）に年間５社以上出店し、朝日村  

の生産品を展示・販売。木工品の家具イスや小木工品の製作実演などを通して、

毎回販売額２０万円を目指す。首都圏に新たな商圏を築く支援を行う。 

④ 特産品開発による需要開拓事業(ＢｔｏＢ) 

経営支援員等の巡回・窓口相談等で新商品開発等や包装紙、パッケージの新 

規作成について把握する。その内容について実現可能か事業者と検討し、具体

的な問題点は専門家に相談する。新製品の完成後は、新たな需要の開拓に利用

し朝日村の特産品としてＰＲの支援を行う。 

 

 

（３）目標 

支援内容 現 状 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 

 

(2)‐① 

リストアップ相談

会参加事業者数 

0 10社 10社 10社 10社 10社 

  成約件数／社 0 2社 4社 4社 4社 4社 

(2)‐② 

共同配送 

参加事業者数 

0 3社 5社 5社 5社 5社 

(2)‐② 

共同配送 

成立件数／社 

 

0 1件 2件 3件 3件 3件 

(2) - ② 

朝日村大博覧会 

出店事業者数 

13 社 20社 25社 30社 30社 30社 

売上額／社 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 

(2) - ③ 

銀座ＮＡＧＡＮＯ 

年間出店者数 

3 社 5社 5社 5社 5社 5社 

売上額／社 未集計 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

④特産品開発 

参加事業者数 
未実施 2社 3社 4社 4件 4件 

成約件数／社 未実施 1社 1社 2社 2社 2社 
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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り組みに関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

朝日村商工会では地域経済の活性化のために、前掲の「朝日村大博覧会」

の主管、「お夏まつり」、「音楽祭」等への参加・協力を行っている。また、

朝日村で企画している「朝日村農業推進支援組織設立検討協議会」、「朝日村

木質資源循環利用検討委員会」、「朝日村観光事業推進組織設立検討協議会」

の取り組みに参画している。 

【課題】 

平成２９年度には「朝日村観光協会」が設立され、今年度は「朝日村アグ

リビジネスセンター(仮称)」の設立を見込んでいるが、本格的運用までには

時間がかかる。商工会として農業にどのように関わるか現時点では未定だ

が、地域経済の活性化に資する取り組みを継続していく。 

 

   （２）事業内容 

①朝日村大博覧会Ⅵの開催 

     過去５回の開催を主管し、産業フェアも実施したところ、農業事業者か 

らの協力も得られ、村のイベントとして定着してきた。朝日村商工会、松本 

ハイランド農業協同組合朝日支所、朝日村を中心に村内団体や個人、約２０ 

名で実行委員会を組織し、月１回の委員会開催を行う。事業により新規事業 

者の発掘指導と６次産業化具体策も視野に、村全体で行うことにより地域の 

活性化と商工事業者の販路拡大にも活用でき、今後の村の政策とも一致する。 

②朝日村プロジェクトへの参画 

   各会、それぞれ年２回以上開催される「朝日村農業推進支援組織設立検討 

協議会」、「朝日村木質資源循環利用検討委員会」、「朝日村観光事業推進組織 

設立検討協議会」に参画し、村内事業を把握、商工会としての意見の具申を 

行い、地域の発展と活性化に寄与する。また、特に商工会長が「朝日村観光 

事業推進組織設立検討協議会」の協議会長を務めており、平成２９年度設立 

の「朝日村観光協会」については、重要なホジションを担うため、今後の観 

光事業に大きく寄与できる。 

③地域ブランドの構築 

「朝日村木質資源循環利用検討委員会」等の検討項目に加えて、朝日村製品 

の「あさひブランド」ロゴ、マーク等を作成し、村内で作られた製品に添付 

することにより、朝日村製品の認知度をあげ、木工製品を中心としたブラン 

ド構築を目指す。村内にデザイン等のアイディア募集を行い、行政・専門家 

の意見等を参考に製作する。４年後からの使用を目指す。  
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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 

【現状】 

山形村商工会との広域連携を中心に、近隣の５商工会で組織する「経営支

援センター筑摩野（ちくまの）グループ」※1 との定期的連絡会議は開催して

いるが、金融機関、専門家、行政機関等との連携は定期的に実施しておらず、

ほとんど事業の実施状況や連絡事項のみに終わっている。 

※ 1 [経営支援センター筑摩野(ちくまの)グループ] 地区内の朝日村商工

会、麻績村商工会、筑北村商工会、松本市波田商工会、山形村商工会で組

織する広域連携 

【課題】 

 これらの関係支援機関との連携・協調を図り、より具体的に小規模事業者

の支援を行っていく必要がある。企業の現況、金融、税務、労働、販路開拓、

商品開発、開業・創業、経営革新等の支援に際して、支援策、ノウハウの情

報交換、共有化を図り、それぞれの得意分野で補完しあうことにより、地域

での実効が上がるような支援事業を実施する必要がある。 

 

   （２）事業内容 

     ①経営支援センター筑摩野グループによる検討会議 

経営支援センター筑摩野グループによる検討会議(経営支援・事業計 

画策策定)毎月(年１２回)と、必要に応じて企業の現地踏査を行い、 

経営指導員等のチームによる小規模事業者支援を行い、経営支援能 

力、事業計画策定支援力の強化、向上を図る。また、地域内の新たな 

需要開拓を連携して実施する。 

②日本政策金融公庫との経営改善貸付協議会(金融支援) 

       松本地域の経営指導員による経営改善貸付協議会を年１回開催するこ 

とに加えて、経営支援センター筑摩野グループによる研究会を年３回実 

施し、創業や小規模事業者の様々な金融支援実績を発表して共有すること 

により、ノウハウの伝達による金融指導能力のレベルアップを図る。 

        ③長野県信用保証協会との金融会議の開催(金融支援) 

      経営支援センター筑摩野グループによる勉強会・事例研究、情報交換 

年１回開催し、支援の状況、支援ノウハウ、情報交換を行う。 

     ④税理士会・中小企業診断士等専門家との連携(税務・経営支援) 

      関東信越税理士会松本支部との情報交換会を年１回開催。経営支援セン 

ター筑摩野グループによる中小企業診断士等専門家との情報交換会を年１ 

回開催し、小規模事業者の所得税・消費税申告等の税務支援や経営に関す 

る財務対策支援と、他の専門家による経営支援、事業計画策定支援の情報 

交換、事例研究等の連携を行い、税務指導能力、経営分析、事業計画策定 

支援力の強化を図る。また、エキスパートバンク制度の活用で各専門家と 

の連携を図る。 
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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 

【現状】                             

当会は少人数の職員のため、口頭でそれぞれ連絡しており、情報の共有 

化ができていない。 

         【課題】 

異動も少ないことから資質の向上精神が停滞気味なことは否めない。 

   （２）事業内容 

①長野県商工会連合会や長野県が主催する研修に、事業に従事する全職員 

が年間１回以上の出席をし、従来の能力向上に加えて、売上、利益の確 

保と商品開発、販路開拓を重視した支援能力の向上を図る。また、県中 

小企業振興センターのセミナーへ年間 5回以上参加し、支援能力の向上 

を計る。 

     ②会員減少の中で、早期の情報収集や職場内で情報の共有と意見交換のた 

め、毎週初めに朝礼を実施し、前週の指導内容を毎週月曜日にそれぞれ 

報告する。また、特に重要な案件はその都度報告しあい、応援が必要な 

場合はすぐに話し合いの上対応する。完結した相談内容についての勉強 

会を毎月１回月末に開催し、経営指導員のノウハウを職員全員で共有す 

るとともに、場合によっては経営指導員に同行するなどして事後処理も 

行う。 

③経営支援センター筑摩野グループでは、５商工会の経営指導員が共同し 

て案件の処理にあたり、月一回の勉強会にはそれぞれの事例発表も行っ 

ており、今後も頻度を増やしながら実施していく。山形村商工会とは 

広域連携を結んでおり、経営指導員等の応援や案件の共有など全職員の 

資質の向上に努めていく。 

       また、小規模事業者支援システムへ経営カルテを始め、企業の財務・ 

      非財務状況、案件ごとの処理データを積極的に登録し、事例の共有を図る 

とともに、他者の事例・ノウハウを享受する。 

    

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 

 【現状】 

商工会の実施事業について、毎年の通常総会において報告され承認を得

ている。総会前の監査会において、事業及び会計の監査を受けているが見

直しまで踏み込んだ議論はされていない。 

     【課題】 

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・検証を行いＰＤＣＡサイクルにより見直していく必要が 

ある。 

   （２）事業内容 

① 「商工会業務評価委員会」を設置し、半期毎に事業の実施状況を確認す

る。 
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② 上記委員会は、朝日村産業振興課長、村監査委員、「長野県よろず支援

拠点コーディネーター、法定経営指導員を含めた会議で、半期ごとの報

告のほか、年１回委員会を招集して事業の実施と成果の評価を行い、必

要があれば、見直し案の提示を行う。 

③ 上記の意見を参考に毎年３月の理事会において事業の計画を練りなお

す。また必要があれば事業実施、事後検証までのサイクルを見直し、改

善案を提案する。 

④ 事業実施状況と翌年度計画は商工会の総会、理事会に報告し、承認を得

る。 

⑤ 事業の成果、評価、見直しの結果を会報に掲載するとともに、ポータル

サイト「朝山どっと混む（http://asa-yama.com/）」で公表し、評価・

見直し結果を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６月現在） 

 

（１）実施体制      

 

 

 

法定経営指導員 １名 

 

     
  

                

補助員   １名  

 

記帳指導員   １名 

 

一般職員     1名 

              

 

 

（２）当該経営指導員の関わり 

    ①法定経営指導員の氏名、連絡先 

      ■氏 名:宮本 浩幸 

            ■連絡先:朝日村商工会 TEL 0263-99-2551 

 

②当該経営指導員の関わり 

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状況の管理・

確認、事業の評価・見直しをする際の情報提供等を行い、その後の事業を有効に実施する

ための指導を行う。 

 

（３）連絡先 

 〒390-1104                 〒390-1104  

     長野県東筑摩郡朝日村古見 1300－5    長野県東筑摩郡朝日村古見 1555番地 1 

朝日村商工会              朝日村役場 産業振興課 

TEL  0263－99－2551          TEL  0263－99－4104 

FAX   0263－99－3573          FAX  0263－99－2745 

  E-Mail  asahisci@beetle.ocn.ne.jp    E-Mail  info@vill.asahi.nagano.jp 

     

 

 

 

朝日村役場産業振興課 
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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） 

  令和元年 

6月以降 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

必要な資金の額    1,500    2,500    2,070    2,070    2,070 

 

①調査研究費 

②セミナー開催

費 

③販路開拓費 

④ブランド推進

費 

⑤資質向上費 

  30 

     30 

1,000 

  400 

     40 

 

   30 

     30 

1,000 

 1,400 

      40 

0       

   30 

   1,000 

   1,000 

   40 

 

0  

   

30 

  

1,000 

  

1,000 

     40 

0  

     

30 

  

1,000 

  

1,000 

     40 

（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、県補助金、村補助金、受託料収入 
 

（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 

   *㈱ARC東京堂  長野県東筑摩郡朝日村西洗馬 1131-3 代表取締役 亀子貴之 

連携して実施する事業の内容 

村の産業を一堂に会した「朝日村大博覧会」の開催を共同して実施し、朝日村の特

産品開発と観光事業の振興及び新たな需要の開拓を行う。全国展開を図っている株式

会社東京堂の流通網を活用し、産業間のつながりによる合同商品パッケージ化を推進

し、朝日村の認知度アップ、活性化と販路開拓、新たな需要の掘り起こしをめざして

連携する。 
 

連携して事業を実施する者の役割 

 

企業者 自社の強みを生かした専門分野での連携により、相互の経営発達につながる。 

  *㈱ARC東京堂 (専務取締役  高橋真二)  

                   （新商品開発・流通販路開拓） 
 

連携体制図等 

経営発達支援事業  

 
  新たな需要の開拓に寄与する事業 

 

朝日村商工会                     ㈱ARC東京堂 

            ← 商品開発の提案 ←  

  

→ 事業者の紹介  → 

 

→ 参加者の取りまとめ → 

           

            ← 流通網の提供  ← 

 


