
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 
筑北村商工会（法人番号 ９１００００５００６４５３） 

筑北村（地方公共団体番号 ２０４５２８） 

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 

筑北村の現状と課題及び長期的な振興の在り方を踏まえ、経営発達支援計画の目標 

を以下のとおり設定する。前回の認定を踏まえて、ここ数年では新規創業者が１社 

しかなく今回も引き続き創業・第２創業・事業承継に対する支援を目標にし管内の 

小規模事業者数の減少に歯止めをかけたい。 

① 観光と農業を中心とした商業・サービス業の支援と、６次産業化を目指す者の

売り上げ向上   

② 住宅修繕から需要を調査し、建設業（建築、職種別工事業）の売り上げ向上を

目指す。 

③ ふるさと宅配便事業に関与する者の支援により売り上げ向上を目指す。 

④ 村の総合計画に従い、創業者を増やし売り上げ向上を目指す。 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

 地域の経済動向調査に関すること 

  景気動向情報等の収集・整理・分析・情報提供及び活用 

 経営状況の分析に関すること 

  集団セミナーの開催・経営分析の実施 

 事業計画策定支援に関すること 

  事業計画策定 

 事業計画策定後の実施支援に関すること 

  経営支援体制筑摩野グループ、長野県よろず支援拠点との連携 

 需要動向調査に関すること 

  アンケート調査の実施 

 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  商工祭をレベルアップした「販路開拓展示会」の開催 

  松筑建設労働組合との連携による住宅デーの開催 

地域経済の活性化に資する取組 

 地域経済の活性化に資する取組に関すること 

   買い物弱者対策事業の支援 

連絡先 

筑北村商工会 

〒399-7601 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 

筑北村 観光課 

 〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条４１９５ 

ＴＥＬ 0263-66-2326 ＦＡＸ 0263-66-3010 

Ｅ－Ｍail ｋａｎｋｏｕ＠ｖｉｌｌ．ｃｈｉｋｕｈｏｋｕ．ｌｇ．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）地域の現状と課題 

 ①現状 

   筑
ちく

北村
ほくむら

は、北は千曲
ち く ま

市
し

・麻績村
お み む ら

・長野市、東は上田市・青木村、南は松本市、西 

は安曇野市
あ ず み の し

・生坂村
いくさかむら

に隣接し、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７７あるう 

ちでは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
ほんじょうむら

・坂北村
さかきたむら

・坂井村
さかいむら

の３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 
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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１５８事業  

 所であるが、業種別では建設業２８．４％、製造業１２．１％、卸売業４．０％、小

売業３０．８％・飲食・宿泊業６．５％、サービス業８．９％、その他１０．８％の

構成である。（平成３１年度商工会実態調査より引用） 

 商店主の高齢化・施設の老朽化、村外大型店への買い物客の流出など商業を取り巻く

環境は年々厳しさを増している。工業も雇用の受け皿となる製造業は３社程度しかな

く、地域内の雇用の場が限られている。そのため地域外へ働きに行かざる状態である。

また下請け企業のため景気にも左右される。 

 

◆人口の推移 

年 度 人 口 ６５歳以上 高齢化率 

平成２２年（2010年） ５，１７２人 １，９２１人 ３７．１％ 

平成２７年（2015年） ４，７３０人 １，９８１人 ４１．９％ 

平成３１年（４月） ４，５２４人 ― ― 

 

 
（村総合計画：人口ビジョンより抜粋） 

 

  人口は、今後も大きく減少し、令和２２年（２０４０年）には２０００人台まで落 

ち込み、それに合わせて高齢化率も上昇し５０％に迫るものと予測されています。 

近年は、独居世帯も増えてきており全世帯数の半分まで迫っている。自動車免許の返

納や身体の老化等により生活（買い物・通院・移動手段）をしていく上でも苦慮して

いる村民がいる。 
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【課題】 

・長野市・松本市・上田市などへのアクセスの良さと地域内に働く事業所が少ないた

め村外へ居住を求める若者が増えたことなどの要因で人口が減少。 

・人口の減少による高齢化率の上昇（５０％弱）・独居世帯の増加による買い物弱者の 

対策。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興の在り方 

  ①１０年程度の期間を見据えて 

   ２１年度から１０年間で１５％もの商工業者が減少している現状を鑑みると、こ 

れから１０年先を見据えた筑北村のビジョンを考えると、地域が発展していく上で 

は商工業者（小規模事業者を含む）の持続的に維持していくことが必要となってく 

る。 

   商工会としては、村の総合計画を踏まえ、地域にある総合経済団体として地域内 

における商工業の継続的な発展に向けて支援を実施する。今まで取り組んできた経 

営改善普及事業による経営基盤安定化のための支援は継続しつつ、小規模事業者が 

自社の継続的な発展に何が必要かを考えて実践するための事業計画の立案、企業と 

して一歩先の攻めの経営への伴走型支援をする。併せて、長野県・筑北村・地域金 

融機関など支援機関との連携強化を図り、事業者が事業を改善し続けられるような 

環境を整備し、やる気のある企業を増やし、地域全体が活性化と魅力向上に努め、 

新規創業者の増加などにつながるような地域貢献を図る。 

 

②筑北村総合計画との連動性・整合性 

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」としているが、平成２９年３月に「第二次筑北村総合計画」（１０年間）
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（平成２９年度～Ｒ３年度（前半）Ｒ４年度～Ｒ８年度（後期）を策定し、「観光・

交流と農業を中心に独創性ある産業が育つむらづくり」を目指しているが、商工

業の振興については、引き続き商工会との連携による商工業の育成を求められて

いる。 

  

  ③商工会としての役割 

   平成２５年度から、国の地域自立型買い物弱者対策支援事業の補助金を活用し、

山間部の買い物困難地域の高齢者・独居者を対象に当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している。仕入については、村内事業所を積極的に利

用し、売上の還流に貢献している。令和元年度には、長野県地域発元気づくり支援

金を活用して、２号車（軽トラタイプ）を購入（１１月納車予定）。更なる住民へ

の利用をしやすい環境を整備している。 

平成１９年度から松
しょう

筑
ちく

建設労働組合と連携し、住宅デー（村内小・中学校、保育

園の施設の修繕ボランティア）を行っている。併せて、工事規模により対応できな

いものについては、後日村からの発注により村内事業者へ工事として回る。 

 

  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（％ 建設業 割合（％ 

２１年度 １８３ ５０ ２７．３ ５０ ２７．９ 

２６年度 １７４ ４９ ２８．２ ４９ ２８．６ 

３１年度 １５４ ４６ ２９．８ ４１ ２６．６ 
３１年度と 

２１年度と

比べて 

△２９ △４ 2.5％ △９ 

 

△1.3％ 

 

 

   平成元年度から、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

上げており、贈答品用として重宝され、村内外の消費者への地元の農産物や食品加

工品を届けることにより、地場産品の掘り起こしと地域のＰＲとして販路開拓をし

ているが、年々発送個数も減っているので、今後個数を増やすためにもパッケージ

のリニューアルなどを検討している。 

  発送個数の推移（筑北村商工会総会資料より） 

年  度 発送個数 

２７年度 ２９８ 

２８年度 ３２７ 

２９年度 ２９８ 

３０年度 ２７８ 

 

 

 

 

 

宅配便の中身イメージ 
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（３）経営発達支援事業の目標 

   筑北村の現状と課題及び長期的な振興の在り方を踏まえ、経営発達支援計画の目

標を以下のとおり設定する。前回の認定を踏まえて、ここ数年では新規創業者が１

社しかなく今回も引き続き創業・第２創業・事業承継に対する支援を目標にし管内

の小規模事業者数の減少に歯止めをかけたい。 

① 観光と農業を中心とした商業・サービス業の支援と、6 次産業化を目指す者の売

り上げ向上   

「はぜかけ米」「西条白菜」「そば」など農産物は収穫できる地域であり、特に

西条白菜は中京・関西方面に出荷されておりブランド野菜です。令和５年度供

用開始の「（仮称）筑北スマートインターチェンジ」が建設予定であり、村内に

ある３ヵ所の直売所（道の駅も含む）や修那羅山の石仏などを周遊できる仕組

みを構築することで売上の向上を図る 

 

② 住宅修繕から需要を調査し、建設業（建築、職種別工事業）の売り上げ向上を

目指す。 

建設業の生き残りを検討する中、人口減少（地元若者定住者）が続く中、現在

実施している住宅デーの内容を一部変更し、村民全体にアンケートを行うこと

で住宅修繕の需要を把握し、村に対しても補助金の復活を依頼しつつ、売上の

向上を図る。 

 

③ ふるさと宅配便事業に関与する者の支援により売り上げ向上を目指す。 

小規模事業者の兼業農家より宅配便の農作物を購入してるが、ここ数年専業農

業者や農業法人も商工会会員となりより品質の良いものが手に入るようになっ

てきたので、現在年４回発送している宅配便を年５回もしくは６回まで増やす

ことにより、支援者に対しても売上の向上を図る。 

 

④ 村の総合計画に従い、創業者を増やし売り上げ向上を目指す。 

    現在、筑北村において地域協力隊が１５人程度在籍し、林業系や農業系・観光・ 

サービス系の事業を村の総合計画に従いながら３年間の期限で活動している。 

その中には、そのまま定住する隊員もいるので、国・県の補助金を活用しなが 

ら新たに創業し売上の向上を図る。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①「6 次産業化」を目指す者への支援ルール 

農商工連携に詳しい、長野県商工会連合会在籍のシニアアドバイザー（農商工連 

携専門）の指導を仰ぎ、経営指導員と連携して伴走型支援を行うことが筑北村の 

支援ルール） 

②建設業の支援については、松
しょう

筑
ちく

建設労働組合を経由して、共同実施する。 

③ふるさと宅配便は、筑北村と過去の実績を加味して、売上に還流できるよう企画 

を再設定する。 

④ 創業については、同じ経済圏でもある麻績村と連携することにより地域全体で

活力にある地域の目指す。 
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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（令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

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（筑北 

地域として、筑北村・麻績村の両村）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を行っている。 

課題としては、調査対象の事業者数が少なく、事業の継続性（数年で廃業を 

検討している）がない事業者が多い。 

 

 （２）事業内容 

     ・情報収集は、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、小規模事業者を対象に４半期１回、アンケート調査を実施する。 

・分析を行う調査項目は、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を記述してもらうなど 

 である。 

・調査手段・手法は、「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。 

 

（３）成果の活用 

  情報収集した結果については、長野県商工会連合会の上席専門経営支援員 

等と連携し課題の抽出・分析を行い、その内容をホームページ等へ掲載する 

ことにより、幅広く小規模事業者に情報提供できる。併せて、経営指導員等 

が巡回した際にも参考資料とする。また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。 

 

（４）目標 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

公表回数 ０回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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３.経営状況の分析に関すること 

  

（１）現状と課題 

現状は、経営指導員の専門知識が不足のため、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。金融斡旋や記帳指導、決算 

確定申告等を優先するため詳細な分析を行っておらず事業計画策定に役立 

てることができなかった。 

課題は、金融斡旋や記帳指導、決算確定申告等を優先するため詳細な分析を 

行っておらず事業計画策定に役立てることができなかったため、村や金融機 

関・専門家等の連携をすることで改善したうえ実施する 

 

  （２）事業内容 

①集団セミナーの開催 

小規模事業者が抱える経営課題を把握するための巡回や業種別の集団セ 

ミナーを開催（下段の表参照）し、経営意欲のある小規模事業者を抽出す 

る。 

募集方法：チラシを作成し、筑北村内へ新聞折込をする併せて、商工会ホ 

ームページにも掲載する。 

開催回数：年２回 

参加者数：２０／回 

 

     ②経営分析の内容 

      対象者 ：集団セミナーを開催し、参加者の中から意欲的で販路拡大の高 

           い事業者５社を選定する。 

      分析項目：財務分析：売上高・経常利益・損益分岐点など 

           SWOT分析：企業の強み・弱み・脅威・機会など 

      分析手法：中小機構「経営計画つくるくん」等のソフトを活用して経営指 

導員等が分析を行う。 

 （３）成果の活用 

分析の結果は、該当する小規模事業者に説明するとともに商工会内の共有 

データとして保管し、事業計画策定支援の基本資料として活用する。併せ 

て経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

（４）目標 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

ｾﾐﾅｰ開催回数 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

ｾﾐﾅｰ参加者数 ２回 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

経営分析件数 ― ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 
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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 

現状は、小規模事業持続化補助金の申請に事業計画の策定支援の提案を行う 

程度であるが、本来事業を安定的に持続させていくためには事業計画を策定 

し、その計画に沿って事業を展開していくことが大事ではある。多くの小規 

模事業者はその重要性を理解していない。計画策定支援への取組としては専門 

家とほとんど連携ができておらず、特に持続化補助金の申請に合わせた事案の 

みであり、補助金獲得に向けての策定になっていた。１０年先を見越した抜本 

的な計画でできなかったことが課題である。創業セミナーを３年間開催した 

が事業者の参加意欲が低く根本的な計画の見直しやセミナーへの参加意欲が 

低い要因を改善するように、これからは、巡回へ移行をしていく。 

 

（２）支援に対する考え方 

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・需 

要動向調査・地域の経済動向（外部環境）調査等の結果を踏まえ、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。 

 

（３）事業内容 

支援対象者：目標で設定した事業者で経営分析を行った者 

手   段：経営指導員をはじめとする職員で経営分析を行った者の対して 

声がけ等を行う。 

     手   法：長野県よろず支援拠点と連携して経営分析の指標を基に事業計 

画策定を行う。 

 

（４）目標 

支 援 内 容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策定件数 １０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０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 

   事業計画を策定した事業者には、定期的な巡回によるヒアリング等実施は行っ 

てきたが、補助金ありきの事業計画策定支援となっているため計画ができた時点 

で支援は終了となってしまった。課題としては、小規模事業者も作成した事業計 

画で生じた経営課題を理解してもらうことが重要で、併せて経営指導員が先頭に 

立てるように実施し、必要にするよう専門家等を活用できるようにシステムを構 

築する。 

 

（２）事業内容 

   ①支援に対する考え方 

    目標で設定したすべての事業者を対象とするが、事業計画の進捗状況等の把 

握して四半期に一度フォローアップの回数を設定する。 

 

   ②支援内容 

事業計画との間にズレが生じている・進捗状況が思わしくないなどの判断材 

料としては、売上の上昇・減少などで判断し、経営支援体制筑摩野グループ 

の経営指導員等や長野県よろず支援拠点と連携し計画の再設定を行う。 

 

   ③手段手法 

    事業策定した事業者に対してリストを作成し、だれが見ても進捗状況・売上 

額・利益率の把握が定期的に確認できるようにする。 

 

 （３）目標 

支援内容 現状 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 
０回 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

フォローアップの

頻度（延回数） 
０件 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 

売上増加事業者数 

（特に小売業者） 
０社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

利益率２％以上 

増加の事業者数 

（特に建設業者） 

０社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 
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６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

現在は、管内の需要動向調査は行っていない。 

当商工会は、他の商工会と違う事業を行っており、平成２５年度から国の地域 

自立型買い物弱者対策支援事業「おたがいさまネットワーク」で移動販売車を 

運行している。最近は、他市町村からは専門的（豆腐屋・魚屋）な移動販売車 

が巡回し、また来店者も商品のマンネリ・今までよりも身体の不自由等になり 

販売車まで来れない事由により伸び悩み苦戦をしている。 

 

（２）事業内容 

    調査対象：販売車で商品を購入する消費者 

調査項目：移動販売車に来る目的、好きな食べ物、好みの味、あったらいい 

と思う商品など。 

     調査手段：４地区（本城・坂北・坂井・麻績）を巡回販売している先の消費 

者に対して上記調査項目の４半期に１回需要動向調査を行う。 

     手  法：アンケート結果については、経営指導員と連携者（特に中小企業 

診断士）分析を行う。 

成果の活用方法： 

調査結果を分析した上で、納品先に対してフィードバックをする 

ことで、マンネリ化した商品に変化をプラスし、消費者に購入意 

欲に反映させる。 

 

（３）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

調査対象事業者数 

（納品先） 
０社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

調査延べ対象者 

（来店者） 
０人 240名 240名 240名 240名 240名 
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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 

   現状は、年１回新そばが収穫できたころに合わせて「商工そば祭り」を開催 

し、地元事業者が出店して賑わいを創出しているのみであり、事業者にとって 

は、メリットがなかった。 

課題としては、節目の年第１０回継続できたこともあり、これから事業者の持 

続的発展を検討する中、少しずつではあるが管内にも自店の付加価値のついた 

商品を商品化する店舗も出てきており商工祭へ変更する時期がきた。 

 

（２）事業内容 

①商工祭をレベルアップした「販路開拓展示会」の開催 

・展示会の具体的名称：筑北村産業フェスタ（仮称） 

・概 要：産業フェスタを開催し、地域住民や村外に向けて、新商品・新サ 

ービス・新技術等の認知度の向上を図り来場者にＰＲを兼ねなが 

ら物品販売もする。 

・来場者数（予定）：５００人 

・出展者数：１０社 

 

②松筑建設労働組合「住宅デー」の開催 

名 称：住宅なんでも相談会 

概 要：毎年７月に開催している住宅デーは公共施設（小中学校・保育園） 

のみの工事であり、建設・建築業者にメリットがない。 

上記産業フェスタに合わせ相談会を開催することにより業者のＰ 

Ｒができる（特にリフォーム工事に力を入れることで地元業者に 

発注できる） 

 

（３）目標 

 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

産業フェスタ

（BtoC） 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

出店者数 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

売上高／社 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 

なんでも相談会 

（BtoB） 
０名 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 

成約数 ０社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３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組に関すること 

 （１）現状と課題 

    現状は、平成２５年度より買い物弱者対策事業（移動販売車）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生鮮食料品 

や日用雑貨の販売を行っているが買い物弱者対策（移動販売車）については、 

年々住民にも認知されており利用者も増えてきているが、近年は横ばいに推移 

している。地域振興は毎年、坂井地区の修那
し ょ な

羅山
ら さ ん

商工
しょうこう

桜
さくら

まつりと、１１月に 

開催している筑北村商工そば祭りについては企画運営している。筑北村夏まつ 

りは、実行委員会（委員として委嘱されている）組織で参加、当日は出店者と 

しても参加している。 

     移動販売車への来店者数の推移 

年 度 来店者数（延べ人数） 

２５年度 １，６０８人 

２６年度 ３，５５０人 

２７年度 ３，２５９人 

２８年度 ２，９４０人 

２９年度 ３，０９２人 

３０年度 ２，８４９人 

    課題としては、基本的には収益が上がる事業ではないので、いかに来店者数を 

増やす要因と、連携先（社会福協議会やＮＰＯ本城）との協調事業として可能か 

も併せて検討する。 

 

（２）事業内容 

①買い物弱者対策事業の支援 

  現在も買い物弱者対策事業（移動販売車）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をしているので継続していくが、介 

護施設を運営する村内のＮＰＯ団体（特定非営利活動法人本城）や筑北村社会福 

祉協議会とも連携して、高齢者の安否確認（筑北村認知症高齢者等徘徊ＳＯＳ 

ネットワーク事業）など公共的な地域見守り隊の役割も併せて担っていく。 

今後は、筑北村全体を考えると買い物弱者対策事業はより重要な位置づけと 

    認識できるので商工会としても新たなシステムづくりを構築するために検討 

委員会を２カ月に１回開催する。 
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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 

     情報分析の専門家との連携・セミナーを通じて得た専門知識を経営支援体制 

    の地域グループ単位である筑摩野グル―プと情報交換・共有していたが、実際 

    は、個社支援で生じた事案の提供のみであった。商工会単独での支援は限界が 

あり関係機関との連携や職員各々のスキルアップが必要不可欠であることを 

改めて考えさせられた。 

 

 （２）事業内容 

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
ち く ま

野
の

グル 

    ―プの支援機関（５商工会：朝日村
あさひむら

、山形村
やまがたむら

・松本市
まつもとし

波田
は た

、麻績村
お み む ら

、筑
ちく

北村
ほくむら

） 

で構成）を対象とした「経営支援グループ検討会議」（毎月上旬に１回開催） 

において、情報交換の時間を設けており、各商工会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。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。 

 

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 

     事業者支援を行う上で、目標や成果を上げていくことは大事なことで、良い 

結果を導くためにも自己研鑽が求められる。しかしながら、小規模事業者数が 

少ないところや職員に限りがあるところでは、他の業務への負担がかかり、事

業者支援へ力（ちから）を注ぐには難しい。様々な研修会へ参加を引き続き行

っていくが、専門家や上席専門経営支援員との連携を実施していく。 

 

 （２）事業内容 

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毎週月曜日に５商工会の一 

般職員に対して指導事例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 
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図り、支援ノウハウを組織内で共有する。 

① 経営支援グループ「筑摩野グループ」との連携 

② 各種研修会への参加 

③ 専門家及び上席専門経営支援員との連携 

 

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 

理事・監事の内部有識者及び中小企業診断士等の専門家の外部有識者を交 

えての評価により客観的に評価をいただけたが、計画当初で決定していた計画 

通り（件数や回数）には進めていけなかった。ＰＤＣＡサイクルのチェックに 

対しても機能させて引き続き事業推進していく。 

 

 （２）事業内容 

商工会役員、筑北村観光課長、法定経営指導員に外部有識者として中小企業 

診断士等をメンバーとする事業協議会を年１回経営発達支援事業の進捗状 

況・事業の成果・見直しについて検討を行う。 

商工会の理事会においては、事業協議会からでされた報告に基づいて事業の 

見直しの方針を決定する。 

毎年度、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 

商工会のホームページ等で閲覧できるように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 

（令和元年１０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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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法定経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名：中斎洋一 

■連絡先：筑北村商工会 ℡0263-66-2444 

 

■氏 名：麦島佳孝 

■連絡先：松本市波田商工会 ℡0263-92-2246 

 

 

※法定経営指導員については、複数名を記載しても構いません。 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 

    経営発達支援事業の実施・実施に係わる指導及び助言、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 

 

   〒３９９－７６０１ 

   長野県東筑摩郡筑北村坂北２１９１－１ 

   筑北村商工会 

   ＴＥＬ：０２６３－６６－２４４４  ＦＡＸ：０２６３－６６－３１１６ 

   E-mail：chikusho@mhl.janis.or.jp 

 

   〒３９９－７５０１ 

   長野県東筑摩郡西条４１９５ 

   筑北村 観光課 

   ＴＥＬ：０２６３－６６－２３２６  ＦＡＸ０２６３－６６－３０１０   

   E-mail：kankou@vill.chikuhoku.lg.jp 

 

 

mailto:chikusho@mhl.janis.or.jp
tel:０２６３－６６－２３２６
mailto:kankou@vill.chikuhoku.lg.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 １，０００ １，０００ １，０００ 

 

セミナー開催費 

調査研究費 

販路開拓費 

資質向上費 

 

３００ 

３００ 

３００ 

１００ 

３００ 

３００ 

３００ 

１００ 

３００ 

３００ 

３００ 

１００ 

３００ 

３００ 

３００ 

１００ 

３００ 

３００ 

３００ 

１００ 

（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 

商工会費、筑北村補助金、県補助金など 

 

 

（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 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

連携体制図等 

 

 


	【筑北村商工会】経営発達支援計画概要.pdf
	★【筑北村商工会】経営発達支援計画別表１～４.pdf



