
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

常総市商工会（法人番号 ５０５０００５００９５５６） 

実施期間 
 

平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

茨城県・常総市・各支援機関と連携し、小規模事業者の経営の持続化・

発達によるまちの復興・発展及び「地域のブランド化・賑わいの創出」

による地域活性化を目標とする 

（１）伴走型支援による経営計画策定支援の実施 

（２）商工会を中核とした連携支援体制の構築 

（３）賑わいのある商店街・地域づくりの支援 

（４）地域産業資源を活用した地域ブランドの構築 

（５）商工会の創業（第二創業も含む）支援力の強化 

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 

確定申告や各種統計資料により分析した情報を、経営相談・ＨＰで提

供を行い、経営支援セミナーの企画、開催に役立てる。 

２、経営状況の分析に関すること 

  経営分析が活かせる体制の整備を図り、ＰＤＣＡを実行する。又、

巡回訪問時に、水害により事業の停滞している事業所及び地域資源

活用企業を重点的に、経営診断シートを活用して経営分析を図る。 

３、事業計画策定支援に関すること 

  経営分析結果や経済動向調査から抽出した経営課題の解決・経営の

方向性をもとに事業計画の策定を実施し、専門家等の連携により、

実現可能性、実効性の高い計画策定を伴走型で支援する。 

４、事業計画策定後の実施支援に関すること 

 計画の進捗状況に応じて計画的なフォローアップを実施する。又、

創業者フォローアップも行い確実な目標達成を支援する。 

５、需要動向調査に関すること 

  巡回・窓口相談時における支援先の掘り起こしや、消費者需要動向

調査、取引先・バイヤー等需要動向調査、各種統計調査等を活用し

た需要動向調査、県内統一研修会による知識・手法の習得を行って 

  スピーディな情報提供を実施する。 

６、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

外部機関・専門家と連携を図り、展示会や商談会等の出店参加支援を

行う。又、マスメディアを使って小規模事業者の販路拡大と認知度の

向上を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  地域の再建と産業の再生と地域外の流出を食い止めるため、行政、

商工会、各関係機関団体と連携し、実効性のある対策の整備と、経

済活性化に向けた取組を実施する。 

連絡先 
常総市商工会 

 TEL０２９７－２２－２１２１ 
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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 

【常総市の概要】 

① 茨城県西南部、都心から 55km圏内に位置する。 

② 市の中央に鬼怒川が流れており、東部の低地部は広大な水田地帯。 

③ 西部は丘陵地で集落、畑地、住宅団地、工業団地、ゴルフ場が形成。都市機能の強

化も図られている。 

④ 道路体系は南北に国道 294 号が縦断、東西に国道 354 号が横断。市の中央部に首都

圏中央連絡自動車道の整備が進められている。 

⑤ 南北に関東鉄道常総線が走り、取手方面と下妻・筑西方面を結ぶ。 

⑥ 平成 27年 6月 1日現在人口 65,213人。 

⑦ 旧水海道市は平成 2年以降ほぼ横ばい、旧石下町は年々増加してきたが、平成 7年

以降は緩やかな増加。全体としては平成 17年から 22年にかけては減少傾向にある。 

 

≪地域の特徴≫ 

① 常総市の水海道地区は、鬼怒川・小貝川と密接に関わり、鬼怒川の舟運の要衝とし

て発達し、地域の文化・経済の中心的役割を担ってきた。また、石下地区は、古く

は平将門、長塚節のゆかりの地であり、農業、畜産、織物業などで繁栄してきた。 

② 平成 18年 1月水海道市と石下町の合併により常総市として誕生。 

③ 現在は、常総フィルムコミッションの誘致により、平成 14 年度から平成 20 年度ま

での 7 年間で、映画・テレビドラマ・CM 撮影等で 500 本以上を製作してきた。そ

のため、撮影隊延人数は約 55,000 人、エキストラ出演参加人数は 3,000 人以上が当

該地域を利用している。 
④ 水海道地区の衰退は激しいものがあるが、平成 29 年 2 月に圏央道が全面開通したこ

ともあり、先行きの見通しは明るい。特に、工業の誘致が盛んであり、中堅企業が

進出している。 
⑤ 業別人口は第 1次産業 5.9％、第 2次産業 37.8％、第 3次産業 53.0％となっており

第 1 次産業に従事する者は少ないが、広大な水田を従えているため、今後 6 次産業

化が期待できる。 
 

≪地域の強み≫ 

① 鬼怒川、小貝川、飯沼川の土手を活用しサイクリングをはじめとするレクリエーシ

ョン空間としても活用されている。 

② 古来より水運を背景とした市街地形成が図られた地域であり、寺社、文化財が多い。

そのため、これらを地域資源として、テレビや映画のロケ地として活用している。 

③ 東京から近く、圏央道の開通やつくばエクスプレスの開通により、移動時間も短縮

されている。 

④ 観光目的の来訪者は少ない地域であるが、工場の集積やロケ地としての活用などか

ら、飲食店や宿泊業は順調に推移している。 

 



- 2 - 
 

≪地域の商工業者の現状≫ 

 

（１）小規模事業者の現状 

   当市の小規模事業所数は、平成 18 年では、2,656 事業所だったが（平成 18 年国

勢調査）、平成 26 年には、全産業で 2,071 事業所，内訳として建設業 444，製造業

338，卸小売業 476，サービス業 813 となっている（平成 24 年経済センサス活動調

査）。 

 

  <市内小規模事業者数の推移> 

  平成 18年 平成 21年 平成 26年 

工業 建設 471 491 444 

製造 372 378 338 

商業 卸小売り 818 654 476 

サービス 623 976 813 

小 規 模 事 業 者 数 2656 2499 2071 

 

（２）商業の現状と課題 

経営者の高齢化や後継者不足等により、事業所数が年々減少しているほか，大

型商業施設が撤退するなど、身近な生活物資を購入する際にも不便を生じている

状況（買い物難民）である。 

 このようななか、小規模小売店は商品やサービスを提供する機能だけでなく，

市民の情報の交流地として，また，地域文化を発信する拠点としての機能を有し

ているため，経営診断や経営指導等の起業・育成支援策を講じる必要がある。 

 

（３）工業の現状 

 染物や織物などの伝統的な産業が継承されており，伝統工芸品として好評を得

ている。また，清酒・味噌・煎餅・団子・和菓子などの特産品が数多く存在し，

伝統工芸品とともに本市の貴重な地域資源となっている。 

しかしながら、小規模な地場産業は資金的にも技術的にもきびしい状況であり，

伝統産業などの継承，地域資源活用のものづくりなど今後は，独創的で競争力の

ある新商品の創出を促進するとともに，市内外に向けたＰＲを行い，販路拡大を

図っていくことが必要である。 

 

≪常総市の産業振興の方向性≫ 

（１）関東東北豪雨災害による被害の状況 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨で 9 月 10 日に鬼怒川が溢水・決壊したことによ

り，市域の 3 分の 1 にあたる約 40 ㎢が浸水し，死者 2 人・負傷者 40 人以上，全

半壊家屋が約 5,000 棟のほか，農業（被害額 75.5 億円）や商工業（被害額 169.7

億円），各種施設等に甚大な被害があり，生活基盤や地域の産業基盤等に深刻な影

響が出ている。 
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（２）市の復興計画及び復興ビジョン 

このようなかつて経験のない未曾有の災害から，被災者の生活再建，産業・経済

の再建，防災のまちづくりなどを進めていくために，市では「常総市復興計画」を

策定した。 

 

＜復興ビジョン＞ 
 

 
＜復興計画期間＞ 
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≪商工業の再建、振興の方向性≫ 

 常総市では、復興計画のなかで、商工業の再建・振興のため、以下の３つの目標を掲

げている。 

 ①事業再開、継続への支援 

  災害により被害を受けた中小企業者に対し、事業の再開、継続を支援する。 

 ②新たな事業展開等の支援 

  国・県と連携し、被災した中小企業への各種助成などを通じ、新たな事業展開や販

路の拡大、賑わいのあるまちづくり等の取り組みを支援する。 

 ③地域資源を活用した商工業の振興 

  市内での起業化や、農産物など常総市の持つ資源を活かした商品化の取り組みなど

を支援する。また、このために関係者が自由な発想で商工業の振興、農商工連携な

どを考える場を設ける。 

 

≪商工会の役割≫復興計画の内容を反映 

常総市商工会では、このような市復興計画が定める商工業の再建・振興を着実に進

めるため、今年度中に今後３年間の具体的な小規模事業者振興の方向性を示す「被災

中小企業等復興計画」を策定し、地域の小規模事業者の振興と地域活性化に向けた支

援を実施する。 

 <常総市商工会復興計画の概要> 

計画期間 ・平成 30年４月から３年間 

策定方法（案） ・地域消費者へのアンケート 

・事業者が主体的に行う勉強会によるソフト

事業の検討 

・事業者の意見を踏まえたとりまとめ 

策定スケジュール ・30年 9月 地域消費者へのアンケート 

・30年 11月 事業者が主体的に行う勉強会に

よるソフト事業の検討 

・31年 3月 完成 

 

≪商工会の中長期的振興の方向性≫ 

  地域の復興支援を最重点事業と位置付け、地域の強み・課題・街づくりの方向性を

踏まえ、茨城県・常総市・地域金融機関・各種支援機関と連携し、小規模事業者の経

営の持続化・発達によるまちの復興・発展及び「地域のブランド化・賑わいの創出」

による地域活性化を中長期的な振興のありかたとする。 

 

≪小規模事業者振興の目標≫ 

（１）伴走型支援による経営計画策定支援の実施 

（２）商工会を中核とした連携支援体制の構築 

（３）賑わいのある商店街・地域づくりの支援 

（４）地域産業資源を活用した地域ブランドの構築 

（５）商工会の創業（第二創業を含む）支援力の強化 
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≪小規模事業者振興の目標達成のための方針≫ 

 

（１）伴走型支援による経営計画策定支援の実施の方針 

経営指導員が伴走型支援をすることで小規模事業者が現状を把握し、真の問題点を

認識し、顕在化した課題を解決するために、実行可能性の高い生きたビジネスプラン

策定や環境変化に合わせた随時変更等のフォローアップ支援を実行する。 

また、被災した小規模事業者に対し、事業継続に向けたビジネスプランの策定とフ

ォローアップを実施する。 

 

（２）商工会を中核とした連携支援体制の構築の方針 

地域の小規模事業者に対して、商工会が中核となり、行政および地域金融機関等の

支援機関が顔の見える連携を構築し、それぞれの役割を明確にすることで地域最強の

支援体制を整備し、商工業の再建・振興を図る。 

 

（３）賑わいのある商店街・地域づくりの支援 

商工会では、市の水海道地区，石下地区にある商店会の活性化を図るため、消費者

とのふれあいイベント事業を実施し、県，市および商店会員と共に地域の賑わいを取

り戻すための活性化事業を行う。また、市との連携事業では、地域振興イベントとし

て、産業祭を含む市主催の「ふるさとまつり」の運営・参加を通して地域の活性化を

図っている。 

 

（４）地域資源を活用した地域ブランドの構築 

地域特性、地域資源（米・茶・ズッキーニなどの農産物、清酒・味噌・煎餅・団子・

和菓子などの加工品）を活かした新商品の開発やＥＣサイト・メディア等の活用等に

よる販路開拓事業を継続実施する。 

 

（５）商工会の創業（第二創業も含む）支援力の強化を図るための方針 

地元金融機関や地域の関係各団体と連携し、創業支援や事業承継支援のＰＲを図り、

活力ある地域づくりに貢献する。 
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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（平成 30年 4月 1日～平成 35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 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

これまで当商工会では、経営指導員が各々窓口・巡回指導を行ってきたが、地域の

経済動向を定期的に調査、分析、提供するまでには至っていない。また、当地域は関

東・東北豪雨災害による激甚災害の指定地区でもあり、事業継続が困難となり、廃業

に至る事業者も多いことから、地域経済動向情報を整理し活用していく必要性が高い。 

今後は、地域の小規模事業者の決算申告データを活用した独自地域経済動向調査や

各種統計資料を活用した地域経済動向調査を実施し、巡回指導、窓口相談時に管内小

規模事業者へ調査結果の提供、また、商工会ホームページへの掲載による調査結果の

提供等行いながら経営状況の分析及び事業計画を策定の参考資料として活用する。 

 

【事業内容】 

(1)決算確定申告等のデータ分析による情報提供（新規） 

これまでは、決算申告を 500 件行ってきた。しかしそのデータを分析利用して、各

事業所の経営分析指導まで至ってなかった。 

今後は、6 業種（建設・製造・小売・飲食・不動産・サービス業）に分類し１０項

目（業況・売上・仕入価格・販売価格・収益・在庫・受注残高・資金繰り・人手・設

備状況）について調査・分析を行ない、売上や利益といった業績推移や業況を把握す

る。被災した事業者の状況も含めて、業種ごとの経済動向情報として整理し、創業や

経営革新、新規事業展開などに関する相談等に活用していく。 

 

 (2)各種統計資料による経済動向の情報収集と分析提供（拡充実施） 

各種統計資料の調査・分析については、政府系統計調査・白書等を参考に経済動向

などを個人的な思慮で相談支援をしているという状況であり、経営支援につながって

おらず、経営支援体制の構築が課題となっている。 

今後は、行政・金融機関の各種統計資料（中小企業景況調査報告書（全国連、中小

機構）、県内地域の経済動向調査報告書（常陽 ARC））から売上、採算、資金繰り、雇

用などの状況について定期的に分析し、各業種・業界の動向を体系的に把握し、小規

模事業者等の意思決定の参考資料としてホームページ等により年４回情報提供をして

いく。 

情報入手先 調査資料 調査項目 

全国商工会連合会 中小企業景況調査報告書（年 4 回） 地域別景況指数 
中小企業基盤整備機構 中小企業景況調査書  （年 4 回） 産業別・地域別景気動向 
常陽ＡＲＣ 県内地域の経済動向調査報告書（年 4回） 茨城県内地域経済動向 
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 (3)活用しやすい形への情報の加工・提供（新規） 

調査結果は、エクセル・ＰＤＦデータにより利用できるものとし、窓口・巡回の経

営相談時等に提供を行っていく。また、調査内容によっては、専門家を利用し地区内

の経済動向を調査・分析する事を行う。また、調査・分析結果から、経営上の課題を

先取りし、経営支援セミナーの企画・開催に役立てる。 

 

【目 標】 

調査項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

確定申告データ

分析件数 
実績なし 6件 12件 18件 24件 30件 

統計調査分析 実績なし 4回 4回 4回 4回 4回 

分析結果のＨＰ等

による公開回数 
実績なし 4回 4回 4回 4回 4回 

※確定申告データ分析は経営指導員 4 名，補助員 2 名合計 6 名で行う。毎年対象を 1

件増加することにより分析結果の正確性の向上を図る。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

小規模事業者に対する経営分析の支援は、これまで、経営革新計画策定時や補助金

申請書作成時に形式的に実施するにとどまり、小規模事業者の多くは、自社の業務改

善やビジネスモデルの再構築に十分活用できていない他、その対象範囲は極めて限定

的となっていた。 

今後は、経営分析を行う支援体制を整備し、定期的・体系的に行う市場調査や経営

分析結果を踏まえ、専門家と連携し、巡回指導を中心とした積極的な提案による伴走

型の指導・助言を行い、実現可能性・実効性の高い事業計画策定により、小規模事業

者の事業の持続的発展を図る。 

 

【事業内容】 
(1)経営分析から課題解決までの経営支援体制の整備（拡充実施） 

経営分析から課題解決までの一連の支援内容の質の向上・維持を図るため、経営支

援体制における指揮命令系統及び役割の明確化を図る。具体的には、事務局長を総括

責任者とし、経営指導員 4 名が経営支援の中核となって全員体制にて、巡回・窓口相

談時の税務・金融相談や各種共済推進等を通して、地域の小規模事業所の経営計画作

成の基礎となる経営分析を実施する。 
分析の過程でより専門的な課題への対応が必要になった場合には、茨城県、商工会

連合会、地域金融機関、よろず支援拠点、中小機構等のコーディネーター、中小企業

診断士等と連携し、小規模事業者が抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポート

していく。また、工業分野の案件については、関係機関（茨城県工業技術センター、

中小企業振興公社、茨城大学等）との連携を強化し、課題解決にあたる。 
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(2)経営診断シートを活用した経営分析（新規） 
巡回訪問、第二創業・創業、経営革新に特化したセミナーの開催時、窓口相談にお

ける金融相談・税務相談・労務相談・補助金相談・経営計画相談・記帳指導などにお

いて経営分析を行う。 
対象は、地域の小規模事業者とし、特に、今回の水害により事業の停滞している事

業所や重点産業である地域資源活用企業（食品製造業、小売業、サービス業）を重点

的に実施する。 
専門知識を有する診断士等と連携することでＳＷＯＴ分析やポジショニング分析

や、ヒアリングの状況に応じて経営診断シートを活用して経営分析を行う。 
 
■経営診断シートの活用イメージ（活用フロー） 

 

・事業者のビジネスモデル          ・経営診断シートの作成 

・事業環境の棚卸し             ・専門家等との連携分析 

・経営資源 

・提供する商品・役務 

・顧客 

・財務分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分析内容のブラッシュアップ 

・小規模事業者の経営課題抽出 

・支援の方向性の検討・決定 

 

 

 

 

 

 

                     ※事業者・商工会職員・専門家 

連携による検討・方針決定 

 

※上記（２）においては、下記の分析項目について分析する。 

事業者概要、ＳＷＯＴ分析、ポジショニング分析、３Ｃ分析、事業環境の棚卸、目標

と構想整理、財務分析（収益性、効率性、生産性、安全性）、課題解決による効果検証、

目標売上・利益の検証等 
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■経営分析の具体的内容 

【対象者の掘り起こし】 

経営指導員の巡回・窓口相談や個別相談会、各種セミナー等を通じた対象者の掘り起こしを行う 

【事業計画策定に求められる自社の経営状況分析からの情報・分析項目・収集方法】 

情報・分析領域 収集情報・分析項目 収集方法  活用 

①組織基本情報 

1.組織概要 

2.ビジネスモデル 

3.顧客獲得方法 

4.近年の状況 

会社案内 

ホームページ 

財務資料等 

 

◎経営支援課題

の抽出 

 

◎支援方針の検

討・決定 

②販売する商品

又は提供する

役務の内容 

1.商品・サービスの特徴 

（売上構成比、売上貢献度比率等） 

2.競争優位性（商品価値等） 

3.顧客の特徴、変化 

4.競合他社の特徴 、変化  SWOT 分析、ポ

ジショニング

分析等からの

経営診断シー

ト 

 

③保有する技術

又はノウハウ 

1.顧客価値 

2.競争優位性 

（技術・ノウハウ等知的資産内容） 

 

④経営資源 

1.顧客価値 

2.競争優位性 

（主要な装置・設備・施設の内容、社

員の保有スキル、ビジネスパートナ

ーとその提供価値等の内容） 

 

⑤財務の内容そ

の他の経営状

況の分析 

1.成長性、収益性、安全性、資金繰り

等の定量分析 

決算書・財務資

料 

 

 

※情報収集にあたっては、経営カルテにおける質問項目に沿って経営指導員がヒアリングを行うこと

を基本とし、それぞれの「情報収集・分析領域」について、上記「収集方法」により情報を補完する。 

【分析方法】 

経営指導員によるヒアリング内容・経営診断シートをもとに、専門家等との連携により経営指導員全

員で構成する経営分析検討会にて分析内容のブラッシュアップを行う。 

【小規模事業者に対する情報提供・経営課題の抽出・支援方針検討決定】 

経営診断シート内容について、事業者・商工会職員・専門家等により経営課題の抽出から課題解決に

向けた支援の方向性を検討決定する。 

【活用方法】 

・中小企業診断士等の専門家と連携し分析をもとに、小規模事業者の経営課題を見出すほか、今後の

経営に対する気づきを与え、その後のフォローアップにより事業計画策定支援に繋げていく。 

・特に若手経営者（後継者含む）には、経営分析の重要性に関する「気づき」を与えることを重視す

るほか、経営者自身の経営分析力の向上セミナーなども活用し支援する。 

後継者のいない経営者には、経営の持続に焦点をあてながら支援を実施していく。 

・作成した経営診断シートは、データとして蓄積・管理し、業種、規模別等によりデータベース化し

た後、経営指導員が閲覧できるようにする。 
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【目 標】 
支 援 内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析対象者掘り起しに

係る巡回訪問延べ回数 
0 400 400 400 400 400 

経営分析件数 未実施 40 40 40 40 40 

 
※平成３０年度より経営指導員４名により算出 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

現在は、事業者からの求めに応じて銀行へ提出する事業計画（リスケジュール等を

伴う経営改善計画を除く）や補助金申請のベースとなる事業計画の策定に関するアド

バイスや支援を経営指導員が行っているが、計画作成に際しては、地域の経済情報、    

企業の経営分析情報、需要動向情報等の情報を活用することはしていない。 

今後は、地域の経済動向調査や経営分析結果、需要動向調査等の情報を踏まえて、

商工会からの巡回指導を中心とした伴走型の指導・助言を行い、積極的な計画作成の

提案により、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

【事業内容】 

(1) 経営課題解決を図る事業計画策定支援（拡充実施） 

金融相談・持続化補助金・ものづくり補助金等の申請時における事業計画策定支援

は、これまで事案が生じた際の実施に留まっており、支援の対象範囲は極めて限定的

であった。 

今後は、地域の経済動向調査結果や経営分析から抽出した経営課題の解決・経営の

方向性や需要動向調査から得られた需要情報をもとに具体的な事業計画の策定を実施

し、計画策定にあたっては、専門家・金融機関等との連携により実現可能性・実効性

の高い計画策定を伴走型で支援する。 

具体的には、事業計画策定セミナー・個別相談会等を、年間を通して定期的に開催

し、事業計画策定の重要性を認識・浸透させ、経営状況の分析と併せて、持続的発展

に寄与する事業計画策定を伴走型で支援する。 
特に、商店街および個店の魅力度向上に関する支援は、これまでは事案が生じた際

の実施に留まっていたことから、今後は、継続的な賑わい創出に繋がる新たな活性化

に向けた取り組みや、個店の魅力度向上を図るために必要な事業計画の策定を支援す

る。 

さらに、水害によって被災等を受け、事業が停滞している事業者に対し、事業の復

興に向けた事業計画策定支援を行う。 

 

(2)創業希望者等に対する事業計画策定支援（新規） 

地域における商工業を活性化するため、新たに商工会報による広報活動により希望

者の掘り起こしを行うほか、創業塾を開催し、創業計画書の作成支援を通して、創業

者の夢の実現を支援する。また、地域資源を活用し創業しようとする創業希望者に対
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しては、収集した需要動向分析結果等もふまえ、積極的な提案を行い、競争力と実現

可能性の高い創業計画書の作成を支援する。 

 

※事業計画策定支援においては、茨城県の補助事業であるエキスパートバンク（経営・

技術強化支援事業）制度をはじめ、ミラサポ等、国の専門家派遣制度を活用し、実

行性の高い事業計画が策定できるよう支援する。また、地域資源を活用した事業計

画の策定支援など総合的・先進的なアドバイスを必要とし、高度専門的な案件につ

いては、茨城県よろず支援拠点を積極的に活用し、小規模事業者の経営課題の解決

を図る。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

(1)事業計画策定セミ

ナー開催回数 
１回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

(1)事業計画策定セミ

ナー参加者数 

40 

事業者 

50 

事業者 

50 

事業者 

50 

事業者 

50 

事業者 

50 

事業者 

(1)事業計画策定事業

者数 

30 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

(2)創業塾の開催回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

(2)創業塾参加者数 
５ 

事業者 

５ 

事業者 

５ 

事業者 

10 

事業者 

10 

事業者 

10 

事業者 

(2)創業計画策定事業

者数 

２ 

事業者 

５ 

事業者 

５ 

事業者 

10 

事業者 

10 

事業者 

10 

事業者 

 

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】 

これまでの小規模事業者への事業計画策定後の支援は、窓口や巡回相談の機会を活

用し、事案が発生する都度の助言・指導をするにとどまっていた。そのため、資金調

達面や販路開拓の部分で計画が予定どおりに進まないことを後から知ることも多く、

タイムリーなアドバイスが行えないことが課題であった。 

今後は、計画の進捗状況に応じて計画的なフォローアップを実施し、計画の実現性

を高めていく。 

 

【事業内容】 

(1)フォローアップ強化による実施支援（拡充実施） 

これまでの小規模事業者への事業計画実施後の支援は、受動的な対応に留まっていた

が、今後は、計画の進捗状況に応じて計画的なフォローアップを実施する。具体的には、

2～3 カ月に 1 度巡回窓口等を実施し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・

助言を行う。また、国、県、市区町村、よろず支援拠点等の行う支援策等の広報、案内

を周知するとともに、高度な課題に対しては専門家派遣を実施することにより、小規模

事業者の確実な目標達成を支援する。確認項目としては、実行計画の進捗状況、売上、

利益、計画遂行上の課題、施策の活用状況、見直しの必要性等とする。 
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(2)創業後の巡回・窓口指導による個別フォローアップ（新規） 

創業者に対し、創業支援後１年間については２ヶ月に 1回、巡回・窓口指導等によ

る個別指導、フォローアップを継続するほか、先輩経営者との意見交換会、指導員等

による個別フォローアップ、具体的には，商工会が関与するイベントへの優先参加と、

イベント出展に関するきめ細かなノウハウ提供等、伴走型の支援を行う。 

さらに、創業者の成熟度に応じて、記帳指導、労務指導、経営指導からビジネスマ

ッチングに繋がる支援を行う。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

フォローアップ

事業者数 

30 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

創業者フォロー

アップ事業者数 

２ 

事業者 

５ 

事業者 

５ 

事業者 

10 

事業者 

10 

事業者 

10 

事業者 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

これまで、当商工会では需要動向調査に関する知識・認識が乏しく、情報収集等の

ノウハウ不足により、個々の小規模事業者に対し消費者ニーズ等の需要動向を的確に

把握できるような支援はできていなかった。 

今後は、小規模事業者が行う「商品開発や改良」、「新たな販路開拓」等が成果を上

げられるよう、次の方針に基づき需要動向の調査・分析および提供を行っていく。ま

た、商工会の経営指導員も需要動向調査の調査手法等のノウハウが不足していること

からこれに関する知識や手法の習得に取り組む。 

 (1)巡回・窓口相談時等における支援先の掘り起こし（拡充実施） 

 (2)消費者需要動向調査（新規） 

(3)バイヤー需要動向調査（新規） 

 (4)各種統計調査等を活用した需要動向調査（新規） 

 (5)県内統一研修会による知識・手法の習得（新規） 

 

【事業内容】 

(1)巡回・窓口相談開催時等における支援先の掘り起こし（拡充実施） 

小規模事業者が、自社の経験や思い込みによる商品開発やサービスの提供等が引

き起こす顧客ニーズとのミスマッチを防止し、プロダクトアウトからマーケットイ

ンへ意識改革を図るため、経営指導員が巡回・窓口相談時およびセミナー等の機会

を活用し、随時、需要動向調査の必要性を小規模事業者に広く啓蒙する。 

(2)消費者需要動向調査（新規） 

①目的 
主に一般消費者等への需要開拓に向けて、商品・サービスの開発・改良に取
り組む小規模事業者が、消費者の実態・動向・ニーズ等を適切に把握するた
め、有効な情報の収集及びその活用支援する。 

②支援対象 
（個社） 

＜一般消費者への需要動向調査＞ 
・地域資源活用事業者等の新商品・新サービス開発に取り組む事業者 
・既存商品・サービスの改良に取り組む事業者 等 
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③調査対象 
 

支援対象事業者の既存顧客 
毎年 11 月に開催する「常総ふるさとまつり（平均来場者数１万人）」に来
場する地域内外の消費者 等 

④調査方法 
・商品・サービスの提供店舗における店頭アンケート 
・イベント開催時のアンケート調査 

⑤調査項目 

【新商品・サービスに対する調査項目】 
(a)商品・製品・サービスの価格（価格対品質：高い、普通、安い） 
(b)品質・味・量（良い、普通、悪い） 
(c) 商品やパッケージのデザイン（良い、普通、悪い） 
(d) 関心度（購入を検討しますか）   
(e)購入や利用のしやすさ（良い、普通、悪い） 
(f)商品・サービスに対するイメージ（良い、普通、悪い） 
(g)用途・目的（家庭用、贈答用等） 
(h)改善点（自由記載：品質、価格、その他において改善を要する点） 
  をアンケート項目として実施。 
   
【既存商品・サービスに対する調査項目】 
(a)商品・製品・サービスの価格（価格対品質：高い、普通、安い） 
(b)品質・味・量（良い、普通、悪い） 
(c) 商品やパッケージのデザイン（良い、普通、悪い） 
(d) 店舗や商品・サービスの知名度（○○を知っていましたか） 
(e)店舗や商品・サービスの購入・利用経験(購入・利用したことがあります

か) 
(f) 関心度（購入を検討しますか）   
(g)購入や利用のしやすさ（良い、普通、悪い） 
(h)商品・サービスに対するイメージ（良い、普通、悪い） 
(i)用途・目的（家庭用、贈答用等） 
(j)改善点（自由記載：品質、価格、その他において改善を要する点） 
 をアンケート項目として実施。 
 

⑥標本数・頻度 

標本数は、イベント時調査については、ふるさとまつりの開催時（年１回開
催）において、１商品あたり 30件を目途に需要情報を収集する。  
店頭調査については、試作品開発から１か月の期間を定め、標本数 30 件を
目途に需要情報を収集する。 

⑦支援内容 

(a)需要動向の収集及び活用が必要な事業者の選定 
  事業計画策定事業者の内、新商品・新サービスの開発や既存商品・サー

ビスの改良に取り組む事業者を需要動向調査の対象事業者に選定する。 
(b)需要動向調査の実施スケジュールの作成 
   選定した対象事業者における商品・サービスの開発・改良に有効な情報

を提 供するため、事業者の商品開発・改良計画とマッチングさせた需
要動向調査の実施スケジュールを作成する。 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 
   ⑤の調査項目から対象事業者が開発・改良に取り組む商品・サービスに

適した調査項目を選定する。 
(d)調査票(アンケートシート)の作成・提供 
   選定した調査項目を活用して、商品・サービスの開発・改良に取り組む

事業  者が活用可能なアンケートシートを作成し、提供する。 
(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 
  収集した需要動向調査の結果について、専門家と連携を図りながら、必

要な改善点を分析し、事業者の商品・サービスの改良に活用可能な情報
に加工、提供する。具体的には、支援事業者ごとに調査結果を取りまと
めたレポートを作成し、商品開発・改良へのフィードバックを図る。 

(f)需要動向調査結果を活用した商品の開発・改良等の支援 
収集・加工した需要動向調査の情報を活用して、商品の開発・改良に取
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り組む事業者に対し、必要に応じて専門家派遣等を活用した商品・サー
ビスのブラッシュアップや茨城県工業技術センターや茨城県デザイン
センター等の専門機関との連携による商品・サービスの高度化・専門化
等の支援を実施する。 

 

(3)取引先・バイヤー等需要動向調査（新規） 

①目的 
主に取引業者（商社・バイヤー等）への需要開拓に向けて、商品の開発・改
良に取り組む小規模事業者が、消費者の実態・動向・ニーズ等を適切に把握
するため、有効な情報の収集及びその活用支援する。 

②支援対象 
＜商社、卸・小売業者等への需要動向調査＞ 
・地域資源活用事業者等の新商品開発に取り組む事業者 
・既存商品の改良に取り組む事業者 等 

③調査対象 

・支援対象事業者の既存取引先・バイヤー 
・展示会に来場するバイヤー 等 
 
＜需要動向調査の実施を想定する主な展示会例＞ 

・地元金融機関が実施するビジネスマッチング 
・全国商工会連合会が主催するニッポン全国物産展（商談会） 
・首都圏で開催される「グルメ＆ダイニングショー」や「FOODEX JAPAN」等

の国際見本市 
④調査方法 取引打合わせ、納品等取引先との接触の際のアンケート調査 

⑤調査項目 

(a)商品・製品・サービスの価格（価格対品質：高い、普通、安い） 
(b)品質・味・量（良い、普通、悪い） 
(c) 商品やパッケージのデザイン（良い、普通、悪い） 
(d) 取引ロット数（いくつから取引可能ですか）   
(e)納期（発注から何日以内か？） 
(f)納品方法（常温、冷凍、冷蔵） 
(g)改善点（自由記載：品質、価格、その他において改善を要する点） 
(h)業界内のトレンド（何が流行しているか） 
  をアンケート項目として実施。 

⑥標本数・頻度 
標本数は、既存取引先数等に応じて調査を実施する。 
調査頻度は年２回実施する 

⑦支援内容 

(a)需要動向の収集及び活用が必要な事業者の選定 
  事業計画策定事業者のうち、新商品の開発や既存商品の改良に取り組む

事業者を需要動向調査の対象事業者に選定する。 
(b)需要動向調査の実施スケジュールの作成 
   選定した対象事業者における商品・サービスの開発・改良に有効な情報

を提 供するため、事業者の商品開発・改良計画とマッチングさせた需
要動向調査の実施スケジュールを作成する。 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 
   ④の調査項目から対象事業者が開発・改良に取り組む商品・サービスに

適した調査項目を選定する。 
(d)調査票(アンケートシート)の作成・提供 
   選定した調査項目を活用して、商品・サービスの開発・改良に取り組む

事業者が活用可能なアンケートシートを作成し、提供する。 
(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 
  収集した需要動向調査の結果について、専門家と連携を図りながら、必

要な改善点を分析し、事業者の商品・サービスの改良に活用可能な情報
に加工、提供する。具体的には、支援事業者ごとに調査結果を取りまと
めたレポートを作成し、商品開発・改良へのフィードバックを図る。 

(f)需要動向調査結果を活用した商品の開発・改良等の支援 
   収集・加工した需要動向調査の情報を活用して、商品の開発・改良に取

り組む事業者に対し、必要に応じて専門家派遣等を活用した商品・サー
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ビスのブラッシュアップや茨城県工業技術センターや茨城県デザインセ
ンター等の専門機関との連携による商品・サービスの高度化・専門化等
の支援を実施する。 

 

(4)各種統計調査等を活用した需要動向調査（新規） 

商工会の重点支援産業の需要動向や各業界のトレンド等を把握・情報提供する。

国や民間の各種分析データを収集・分析し、小規模事業者が開発・販売する予定の

商品・サービス（技術）に関する需要動向に関する分析結果を提供することで、小

規模事業者の需要開拓を支援する。 

<需要動向調査の対象・項目・目的> 
調査対象統計資料 調査項目 調査の目的 

「工業統計調査」（経済

産業省） 

業種別の製造品出荷額 製造業における取引先の

需要動向の把握 

「商業統計調査」（経済

産業省） 

業種別の商店数・商品年間販売数 商圏の変化 
消費者の嗜好変化 

日経 MJ等の商業誌 各業界トレンド情報 消費者の嗜好変化 
新商品・サービスの開発 
重点産業の需要動向 

常総市統計資料 「人口及び世帯数」、「年齢別人口」 ターゲットエリアの選定 

ターゲット顧客の選定 

  

 <需要動向調査の対象者、分析方法、活用方法> 
○主要対象者 

・事業計画を策定した小規模事業者 

・重点産業分野において商品の試作・開発・販路開拓に取り組む小規模事業者 

・創業予定者 

〇調査・分析方法 

・上記で整理したデータから事業所に関連した情報を抽出するとともに、(2)(3)の情報収集

で得られた情報を加えて、需要開拓の成否に影響を与える可能性のある項目について分析

を行う。 

・分析した情報を「２．経営状況の分析に関すること」における SWOT 分析の外部環境分析

の資料としても活用する。 

○成果の活用 

・調査結果については中小企業診断士等の専門家と連携し、消費者の意識や今後の需要動向

の推定などについての分析を行った後、経営指導員が資料としてまとめ、商工会内で情報

共有し、小規模事業者の需要開拓支援時の資料として活用する。 

 

 (5)県内統一研修会による知識・手法の習得（新規） 

経営指導員が適切な情報を提供できるよう、県連主催で実施する日経テレコン・

業種別審査辞典・独自景況調査レポート研修会をとおして、仮説の作成・検証の方

法のほか各種の編集方法を身に着けスピーディーな情報提供を実施する。 
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【目 標】 
支援内容 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

需要動向調査支援対象

事業者数 (2)+(3) 
未実施 16事業者 16事業者 16事業者 20事業者 20事業者 

統計調査情報を活用し

た需要動向調査回数

(4) 

未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

統計調査情報を活用し

た需要動向調査支援対

象事業者数(4) 

未実施 
40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

研修受講回数(5) 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

 

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】 

小規模事業者に対する需要開拓支援は、これまで、各種展示会・商談会への参加勧

誘等にとどまっており、小規模事業者の売上増加に対する効果は十分とはいえなかっ

た。 

地域の小規模事業者も展示会等への出展やマスコミへのプレスリリース等について

はノウハウや経営資源の不足等もありハードルが高いという意識から、積極的な活用

には至っていない状況であり、特に支援を要する分野である。 

今後は、前述した需要動向調査により調査・分析した内容を活用し、小規模事業者

の売上の増加や新規顧客の獲得に向けたより効果的な需要開拓支援を行う。 

 

【事業内容】 

（１）消費者（BtoC）への需要の開拓支援（新規） 

①支援目的 
一般消費者の需要開拓強化を目指す小規模事業者に対し、効果的な販売促進活動

を支援することにより、一般消費者の需要開拓を支援する。 

②支援対象者 一般消費者の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

③訴求対象 一般消費者 

④支援内容 

(a)商品・サービスに係る情報発信支援 

  新たに開発した新商品や新サービスについて、茨城県商工会連合会の「いばら

きブランド」認証取得により商品価値を高め、プレスリリース作成支援による

地元新聞（茨城新聞）やミニコミ誌、インターネットテレビ（いばキラＴＶ）

などマスコミへの情報発信強化に向けた支援を実施する。 

(b)ＥＣサイトへの出品・出店、ネット販売体制構築支援 

全国商工会連合会が運営する「ニッポンセレクト.com」や楽天・Yahoo・Amazon

等の他社通販サイト等への登録支援、自社ホームページを活用したネット通販

事業のサイト構築支援を行うと同時に、商品の「魅せ方（パッケージデザイン・

商品画像・サイト内視覚効果演出等）」について専門家等との連携による支援

強化を図り、インターネットを活用した新たな販路開拓を行う支援を実施。 

(c)イベント出展支援 

地域で開催されるイベント（常総ふるさとまつり等）の会場にて、効果的な商

品開発や販路開拓を実現する支援を実施。 
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会場での商品の魅せ方についても、上記(b)同様他チラシ・カタログ製作・商品

PR 動画活用等販促支援も同時に行う。 

⑤フォローアップ 

専門家等とも連携し、上記支援の実施結果の総括を行い、需要開拓の取り組みも

ＰＤＣＡサイクルにより、次回の取り組みに対する成果の向上・新販路開拓につ

ながる方策の検討・実施等について継続的支援を伴走型でフォローアップする。 

 

【目 標】 
支援内容 平成 30 年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

(a)情報発信事業者数

（ﾌﾟﾚｽリリース等） 
6事業者 6事業者 6事業者 8事業者 8事業者 

(b)ＥＣサイト出品・出

展、ネット販売体制構

築 事業者数 

6事業者 6事業者 6事業者 7事業者 7事業者 

(c)イベント出展 

事業者数 
4事業所 4事業所 4事業所 5事業所 5事業所 

(ｄ)売上増加事業者

(d)の年間売上平均

増加率（前年比） 
2％ 2％ 2％ 2％ 2％ 

(e)フォローアップ事

業者数 

※(a)+(b)+(c) 

16事業者 16事業者 16事業者 20事業者 20事業者 

 

（２）商社・バイヤー等（BtoB）への需要開拓支援（新規・拡充） 

①支援目的 
商社・バイヤー等の需要開拓を図るため、展示会への出展を目指す小規模事業者
に対し、展示会開催情報の提供と国・県等の支援施策を活用することにより、展
示会出展の促進とそれによる販路開拓を支援する。 

②支援対象者 商社・バイヤー等の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定する小規模事業者等 

③訴求対象 ・地域内外に販路を持つ商社、卸・小売業等のバイヤー等 

④支援内容 

＜展示会等出展支援＞ 
全国の展示会等情報を収集し、会報やウェブサイトにより、地域の小規模事業
者に向けた情報提供を行い、茨城県産業大県創造基金等の展示会への出展支援
施策の活用、商品 PR 資料の作成等の出展への実行支援を実施し、提供する商品
や希望する販路等に応じたバイヤー・商社等が集まる下記展示会等への出展を
支援する。 

 ＜出展支援する主な展示会等＞ 
・地元金融機関が実施するビジネスマッチング 
・全国商工会連合会が主催するニッポン全国物産展（商談会） 
・首都圏で開催される「グルメ＆ダイニングショー」や「FOODEX JAPAN」等の

国際見本市 

⑤フォローアップ 

専門家等とも連携し、上記支援の実施結果の総括を行い、販路開拓の継続的支援
を伴走型でフォローアップする。需要開拓の取り組みに対してもＰＤＣＡサイク
ルにより、次回以降の情報発信・展示会出展等の成果向上・商談成約率の向上・
新販路獲得につながる方策の検討・実施等について継続的支援を伴走型でフォロ
ーアップする。 
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【目 標】 
支援内容 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

(a)展示会出展事業
者数 

4事業所 4事業所 4事業所 5事業所 5事業所 

(b)成約件数 
※(a)×1社 

4件 4件 4件 5件 5件 

(c)フォローアップ
事業者数(=(a)) 

4事業所 4事業所 4事業所 5事業所 5事業所 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

【現状と課題】 

従来の地域経済の活性化策は、行政主導型の事業開催・地域ごとに行っている祭事

への参加や、各種イベント等の開催をはじめとする一過性の事業が中心であり継続的

な活性化が図れていないことが大きな課題としてあげられる。 

今後は、地域活性化の方向性を見極めるために、市、観光協会、農協等と連携し情

報交換を行ない、賑わいの創出や地域ブランド化し活性化を図る必要があったが、９

月に発生した関東・東北豪雨災害が発生したことにより想定外の問題・課題等がある。 

地域の再建と産業の再生と地域外の流出を食い止めるため、行政、商工会、各関係機

関団体と連携し、実効性のある対策の整備と、経済活性化に向けた取組みの実勢が喫

緊の課題となっている。 

 

【事業内容】 

(1)地域経済の活性化に向けた体制づくり（新規） 

常総市、観光協会、商工会、商工会青年部・女性部、農協で構成する「常総市活性

化会議」を年間計４回行い、地域経済の活性化並びに地場産品を使った特産品の開発，

また，疲弊した商店街復興復旧を行う地域活力の創出を検討する。 

(2)地域イベントによる地域経済の活性化（新規） 

毎年 11 月に開催される「常総ふるさとまつり（場所：常総市石下庁舎）」には積極

的に協力している。常総ふるさとまつりでは、地域の文化、産業資源の再認識を図り、

事業所 PRを図るために、かかしコンテスト、商工業者の出店、農家の軽トラ市、ステ

ージイベント（歌、物まね等）、抽選会などが催されるが一過性のものとなっている。

地域を担う若者や女性の意見を採り入れた委員会を設置し発展性のあるイベントを開

催する事により、地域のにぎわい性を創出し、地域経済の活性化を図る。 

 

(3)風評被害を受けている地域産品のＰＲ支援（新規） 

豪雨災害により被害を受けた農産物（米等）を市と連携してＰＲしていく。新たに

開発した地域ブランドや新サービスを茨城県庁広報広聴課にプレスリリース、また，

地元新聞（茨城新聞）や茨城県が運営するインターネットテレビ（いばキラＴＶ）な

どマスコミに情報提供することを目標とする。 
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(4)被災地復興に向けたコミュニティの再生（新規） 

当市における被災した事業者は 1,000 件以上あり、現在では約９割がなんらかの形

で事業を再開しているが、完全復旧までには至っておらず、また、被害が多かった石

下地区の商店街は本来の商店街としての機能を果たしていない状況である。 

県及び市と連携して、常総市復興整備計画に基づき、茨城県被災中小企業事業継続

支援補助金等を活用し、施設・設備の早期復旧への支援を実施する。また、商店会等

の関係団体と連携して、現在機能不全に陥っている商工業集積の再建支援をするとと

もに、地域ニーズに対応する販売戦略を踏まえた個店の事業計画策定を支援し、コミ

ュニティの再生等魅力ある商店街の再建を図る。復旧の状況に応じて、常総市が進め

ている「都市ゾーン計画」と連携しながら、水海道商店街、石下商店街が主催するイ

ベントを継続的に実施し、商店街を中心とした賑いの創出に貢献していく。 

 

【目 標】 

項 目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域経済の活性化に向けた体制づくり 

会議開催数 未 実

施 

4回 4回 6回 6回 6回 

地域イベントによる地域経済の活性化 

イベント開催回数 未 実

施 

1回 1回 1回 1回 1回 

出店者数 10 事

業所 

10 事業

所 

10 事業

所 

12 事業

所 

12 事業

所 

12 事業

所 

来場者数 4,000

人 

4,000人 4,000人 6,000人 6,000人 6,000人 

 

 

 

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等の情報交換に関すること 

【現状と課題】 

現状においては、他の支援機関との情報交換は、茨城県商工会連合会を中心とした

商工会同士の交流や職員の人脈による専門家との情報交換を中心に都度実施している

ものの、より具体的な情報・ノウハウ等の情報交換は行われていない。そのため、小

規模事業者の複雑・多様化する課題解決や、新たな販路開拓を支援するためには、解

決策やノウハウ等の情報交換に広がりの少ない状況となっている。今後は、次により、

経営発達支援事業の円滑な実施に向けた、他の支援機関との連携を通じた支援ノウハ

ウ等の情報交換を図っていく。 

 

【事業内容】 

(1)多様な支援機関との情報交換（拡充実施） 

商工会連合会および県西地区商工会 PM会議※（隔月開催で年間計６回）や茨城県中
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小企業振興公社及び茨城県中小企業団体中央会に所属する専門家等と支援の現状等に

ついて情報交換をするとともに、支援のノウハウ、支援の現状、今後の課題、成功事

例 失敗事例等についてより具体的な情報交換を行う（年２回程度）。 

また、地域の金融機関（毎月）、㈱日本政策金融公庫（年１回）とも情報交換の場を

設け、金融支援に関する情報交換を行う。 

 

(2)地域ブランド創出のための情報交換の場の構築（新規） 

地域資源を活かした、新たな商品開発を進めるための基盤づくりとして、地元行政

や食品専門家、常総名産会（酒蔵や味噌蔵、製茶業者など常総市の名産品を取り扱う

小規模事業者 13事業所が集まる団体）などとの地域資源活用から地域ブランドの創出

に関わる情報交換・企画立案を行う場を創出する（年２回）。 

 

(3)販路開拓に寄与する基盤としての情報交換（拡充実施） 

販路開拓に関しては、全国連・県連といった連携支援機関などと、「産業祭」「商談

会」「展示会」等における出店時の販売ノウハウ、実施後のフォローアップに関する支

援ノウハウ等の情報交換を行う（年１回）。 

 
※ PM会議とは県内の商工会を 6ブロックに分けて、各商工会の地域の課題を抽出し、その解決方法に取り組むプロ

ジェクトマネージャー（PM）の事である。 

 

 

 

                    外部連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

地域ブランド(2)

や販路開拓(3)に

関する情報交換会

開催回数（回） 

3回 3回 3回 3回 3回 

 

 

 

小規模事業者 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題】 

職員の資質向上等については、これまで、県連の行う職員研修や県西ブロック職員

協議会が行う研修会等への参加を中心に対応を図ってきた。しかし、今後、小規模事

業者の持続的成長に向けた経営力強化を支援していくためには、当所職員において、

①戦略上の意思決定に関与可能な高度な支援能力、②実践的なノウハウなど習熟能力、

③職員間の知の共有が不可欠といえる。 

現在は、こうした能力向上のための取り組みが体系的・計画的に行われているとは

いえず、また、ノウハウ等の共有化についても部分的なものにとどまっている。そこ

で、以下の方法により、経営指導員等の資質向上を図っていく。 

 

【事業内容】 

(1)研修参加による能力向上（拡充実施） 

全国商工会連合会・茨城県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業基盤整

備機構の主催する研修に経営指導員及び補助員が年間１回以上参加することで、経営分析、

経営革新、販路開拓、事業再生といった、小規模事業者が行う戦略上の意思決定に関与可

能な高度な支援能力の獲得・向上を図る。 

 (2)外部機関・専門家と連携した支援業務による資質向上（拡充実施） 

経営指導員等は外部機関、専門家と連携したチームで小規模事業者を支援すること等を

通じて、指導・助言内容、情報収集方法を習得し、職場内ＯＪＴにより伴走型の支援能力

の向上を図る。 

 (3)職員間の支援ノウハウの共有化による資質の向上（新規事業） 

商工会内で、経営指導員等が研修及び情報取集で得た支援ノウハウの共有化を図るため、

定期的（月１回）に報告会を開催する。 

また、経営指導員等の支援内容・経過等については日々、支援カルテに入力し、データ

ベース化することで、支援データを共有できる体制構築を図る。 

商工会の情報共有システムで一括管理し、即時支援に活用できるようにするとともに、支

援ノウハウの共有による資質向上を図る。 

 

３．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 

【現状と課題】 

茨城県商工会連合会で行っている、事業評価システムに目標値と実績値を記入し、

理事会にのみ報告していた。 

【改善方法】 

毎年度、本計画に掲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・見直しを実施し、小規模事業者が常に閲覧可能な状態を構築する。 

【事業内容】 

 商工会正副会長や市関係者（産業労働部長・商工観光課長）、外部有識者（中小企業

診断士等）により、事業の実施、成果の評価、見直し案の提示を年２回実施する。

（既存の見直） 

 事業の成果、評価、見直しの結果については、商工会理事会へ報告し、承認を受け

る。（既存の見直） 
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 事業の成果・評価・見直しの結果を常総市商工会のホームページ（新規事業） 

（http：//www.joso.or.jp/）で計画期間中公表する。 

 情報が一方通行にならないようＨＰで意見を書き込める環境についても整備する。 

 

 

http://www.joso.or.jp/


- 23 - 
 

（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 29年 10月末日現在） 

 

経営発達支援事業を実施する為に、経営指導員 4名を中心に実施する 

      また、商工会役員 35 名（会長 1 名、副会長 2 名、理事 30 名、監事 2 名）もあわ

せ役職員一丸となり本事業を遂行する。 

   事務局長 1名、経営指導員 4名、補助員 2名、記帳専任職員 1名、 

   記帳指導職員 1名、臨時職員 4名 合計 13名 

 

 組織体制 

事務局長 

 

            

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総務企画課＞ 
補助員 2 名、臨時職員 4 名 

（計 6 名） 
◎経理 
◎団体共済（アクサ） 
◎青色女性部 
◎珠算検定 
 
 

＜経営支援課＞ 
指導員 4 名、記帳専任 1 名、記帳指導 1 名 

 （計 6 名） 
＜経営改善普及事業＞ 
◎経営革新 
◎経営相談 
◎融資相談  
◎補助金申請 
◎労働保険 
＜地域経済活性化事業＞ 
◎経営革新講座、 
＜地域総合振興事業＞ 
◎工業部会 
◎建設業部会 
◎商業部会 
◎サービス業部会 
◎共済事務 
◎会報発行 
◎青年部 
◎女性部 
◎青色申告会 
◎法人会事業 
◎法人会青年部 
◎サービス会 
◎中央商店会 
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（2）連絡先 

茨城県常総市水海道橋本町 3552-1 

常総市商工会 

TEL0297-22-2121 

FAX0297-22-2124 

 

 

      URL http：//www.joso.or.jp/ 

 

e-mail info@joso.or.jp 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joso.or.jp/
mailto:info@joso.or.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） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

 

経済動向調査費 

経営状況分析費 

事業計画策定費 

事業計画策定後 

需要動向調査費 

新規需要開拓費 

600 

700 

1,300 

500 

600 

500 

600 

700 

1,300 

500 

600 

500 

600 

700 

1,300 

500 

600 

500 

600 

700 

1,300 

500 

600 

500 

600 

700 

1,300 

500 

600 

500 

（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、手数料収入、国補助金、県補助金、市補助金により調達を行う。 

 

 

（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） 

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 

当商工会では、小規模企業者が直面するあらゆる課題を直接受け止め、伴走型の支援

を実施する。実施にあたり、専門性の高い融資関連・専門知識・販路開拓などは、金融

事業者・専門家派遣事業者・ビジネスマッチング事業者などと連携しながら進めていく。 

また、商工会としてのスキルアップや実施した事業計画の再構築に関しては、常総市、

茨城県商工労働観光部中小企業課、茨城県商工会連合会、中小企業基盤整備機構といっ

た機関から指導を受ける。 

 

連携者及びその役割 

連携者 役割 

常総市  

市長 神達岳志 

常総市水海道諏訪町 3222-3 

地域活性化事業 

茨城県商工労働部中小企業課 

課長 滝 睦美 

茨城県水戸市笠原 978-6 

常総市商工会が開催する創業・経営革新セミナ

ーを支援する 

茨城県商工会連合会 

会長 外山崇行 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

常総市商工会職員のスキルアップを図るための

研修、ツールの活用により支援する 

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 

中小企業大学校研修に於いて職員のスキルアッ

プを図るための研修・ツールの活用により支援

する 

茨城県中小企業振興公社 

理事長 山口やちゑ 

茨城県よろず支援拠点 

企業の個別相談に対し、専門的な見地から助

言・専門家の紹介を行う 

中小企業庁 経営支援課 

ミラサポ 

東京都千代田区霞が関 1-3-1 

企業の個別相談に対し、専門的な見地から助

言・専門家の紹介を行う 

茨城県中小企業団体中央会 

会長 幡谷祐一 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

各種マッチング展示会等を開催し、企業の販路

拡大を支援 

㈱日本政策金融公庫土浦支店 

支店長 田村 清 

茨城県土浦市中央 1-1-26 

創業・経営安定のための融資を支援する 

常総名産会 

会長 坂入司郎 

常総市篠山 639 

地域ブランドの創出，研究開発 
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民間金融機関 

常陽銀行水海道支店 

支店長 軽部良一 

茨城県常総市水海道宝町 2790 

常陽銀行石下支店 

支店長 廣瀬寿嗣 

茨城県常総市新石下 4500-1 

筑波銀行水海道支店 

支店長 内村尚史 

茨城県常総市水海道宝町 3377 

筑波銀行石下支店 

支店長 染谷洋紀 

茨城県常総市本石下 106 

結城信用金庫水海道支店 

支店長 飯貝㤗朗 

茨城県常総市水海道諏訪町 2793 

結城信用金庫石下支店 

支店長 霜村正行 

茨城県常総市新石下 3294-1 

茨城県信用組合水海道支店 

支店長 生天目忠博 

茨城県常総市水海道諏訪町 3280-2 

茨城県信用組合石下支店 

支店長 渡部和宏 

茨城県常総市本石下 4601 

東日本銀行水海道支店 

支店長 白井辰男 

茨城県常総市水海道諏訪町 3277-1 

創業・経営安定のための融資を支援する 
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連携体制図等 

  

 

 

 

 
 

 

 

小規模事業者 
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