
   経営発達支援計画の概要 

実施者名  北茨城市商工会 

実施期間  平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日（５か年計画） 

目  標 

 

Ⅰ．社会の変化に円滑に対応するための経営基盤強化 

Ⅱ．人的資源の開発と質の向上による地域経済の新陳代謝の促進 

Ⅲ．北茨城市の基幹産業である観光の振興と商業の活性化 

Ⅳ．商工会職員の資質向上と連携による商工会ネットワークの強化 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．社会の変化に円滑に対応するための経営基盤強化 
社会経済の多様化に加え、東日本大震災への風評被害への対応など、昨今の北茨城市内の

中小企業を取り巻く環境は大きく変動しており、中小企業者が淘汰されることなく存続して

いくためには、外部環境に迅速に対応していくことがこれまで以上に求められている。しか

しながら市内中小企業・小規模事業所の多くは、経営基盤の強化がまだ十分とはいえず、淘

汰されてしまう事業所も少なからず生じている。 

各事業所のこれまでの経営状態をフィードバックさせ、市内中小企業へより踏み込んだ支

援を実施すべく、巡回指導を一層強化し、企業との信頼関係を補強しつつ新たな事業展開へ

の指標を見出し、それを企業と共に推進していく。そのためには、新商品や新サービス等の

需要の創造、掘り起しをすべく事業計画策定支援、経営分析支援といった、事業の評価やフ

ィードバックをするための仕組みを形成するとともに継続的に事業者にサポートをする、い

わゆる「伴走型支援」を実施する。平成２７度から創設される「小規模事業者経営発達支援

融資制度」の積極的な活用の他、大規模な設備費用発生時には第２のマル経制度資金などの

施策利用促進を図る。 

各種施策利用促進・新商品や新サービスの創出・経営計画策定支援・ICT 進展等に関する情報

提供や施策の活用促進・金融等の経営基盤強化に向けた支援・幅広い経営課題に対応したワ

ンストップサービス体制の拡充・消費税価格転嫁対策の推進 他             

Ⅱ．人的資源の開発と質の向上による地域経済の新陳代謝の促進 
少子高齢化が北茨城市でも歯止めがかからない状況下で、地域の活性化を今後どうすべき

かといったそのあり方が問題となっている。 

中小企業者の高齢化やそれに付随する事業承継の課題にも積極的に取り組み、多様な人材

や新たな雇用など人的資源の創出と充実、新たな事業分野に挑戦する創業者の創出を支援す

る。特に女性の活躍躍進を促すような地域経済の新陳代謝の促進を図る施策を実施し人材育

成プログラムを充実させていくことで、時代の変化に対応した持続可能な発展構造を確立す

る。 

人材育成による経営力強化・将来を担う人材確保の支援・女性の活躍推進に関する取組・ 

円滑な創業サポートシステムの構築・事業継承や再生に向けた支援 他 

Ⅲ．北茨城市の基幹産業である観光の振興と商業の活性化  
北茨城市内の基幹産業は、温泉やあんこう鍋を代表とする観光業や飲食業であり、それに、

水産加工業、漁業、農業が連関する構図となっているため、観光客が減少すれば地域産業も

衰退してしまうという負のスパイラルを有している。東日本大震災後４年弱が経過し、観光

客は震災前比の５～７割まで回復しつつあるが、風評被害は完全には払しょくできず地域産

業にマイナスの影響が出ている状況が今なお続いている。 

 そこで、グローバルな視点でとらえた観光産業の振興、地域の特性を活かした地域ブラン

ドの構築、商店街の活性化策を講じていくなど、ソフトハード双方の視点による強化な振興

策を展開していく。 

接客意識向上への取組推進・観光プログラムの拡充・海外への観光情報発信と外国人観光客

の誘致・街の機能の整備促進・地域資源を活かしたブランディング・地域の特性を活かした

魅力ある事業の展開  他 

 

（Ⅳ．については省略）  

なおこれら４つの目標テーマによる具体的取組については、北茨城市の「第４次計画・後

期基本素案」に記載されている①工業の振興②商業の振興③観光の振興④水産業の振興、の

４つの計画目的を包括しながら事業展開する。４つの目標テーマごとに各関係機関・団体か

ら成る４つのワーキンググループを立ち上げ事業目標を具体化、そして事業運営共同体（北

茨城市商工会・北茨城市）が地域中小事業者・被災者・一般市民に対して包括的な具体的支

援を展開する。 

連 絡 先 北茨城市商工会 

 事務局長 上遠野
か と お の

 忠浩   経営指導員 藤島 匠  

〒319-1542 

茨城県北茨城市磯原町本町１－３－９  TEL:0293-42-2511  FAX:0293-42-0503 

 



（別表１）経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（市内商工業の現況） 

北茨城市は、観光の街であり観光を基幹産業として位置付け、これまでそれに連関して商業・宿泊業・

漁業・水産加工業・農業の振興を図ってきたが、大震災後は風評被害の影響もあって、これらの産業は衰

退の一途をたどり、モノが売れない・人が来ないという状況が連鎖的に続き、先行きの不安から商売をや

める事業者は増える一方であり、全体として商売をしていくという意欲自体が失われつつある。 

また、社会福祉の観点では、他地域と同様北茨城市でも少子高齢化が加速しているなか、当商工会は北

茨城市の委託を受け、近年より婚活サポート事業（男女の出会いの場の提供）を定期的に開催したところ

申込者が殺到し、パーティ開催により成婚を１４組誕生させることができた。こうした事業は地域社会福

祉に十分に貢献できる事業分野であることが確認できたとともに、商工業者だけではなく、その商工業者

を支える消費者・被災者・一般市民など地域社会の福祉に広く資する事業を今後さらに拡充して取り組ま

なければならないと痛感する。 

北茨城市は平成２３年の東日本大震災及び津波の影響により、死者５名、全半壊約２，３００棟という、

市内の歴史上過去に例を見ない甚大な被害を被り、１２月２４日現在未だに３０５名(市内２３５名：市

外７０名)の住民が避難を余儀なくされている。災害公営住宅に移転できた世帯は、１０５世帯（平潟３

６：大津３７：中郷３２）であり今後建設中含めると１３９戸（進行中１２＋２２）である。また、放射

能による風評被害により、北茨城市主要産業である漁業・水産加工業・観光業は売上が前年比平均１０％

以下に落ち込み、震災以後この状況に改善は未だあまり見られない。 

 当市管内の事業者数は、１，８９１で小規模事業者数１，４３１（いずれも平成 18 年時）会員数１，

０３３（平成 26 年 12 月段階）商業２４５、鉱工業１７７、建設業２６５、サービス業３３５、その他の

賛助定款会員１１である。また、１５～２０年前と比較すると、商業が大幅に減少し、サービス業が増加

傾向にある。 

 

（目標） 

 

Ⅰ．社会の変化に円滑に対応するための経営基盤強化 

 

社会経済の多様化に加え、東日本大震災への風評被害への対応など、昨今の北茨城市内の中小企業を取

り巻く環境は大きく変動しており、中小企業者が淘汰されることなく存続していくためには、外部環境に

迅速に対応していくことがこれまで以上に求められている。しかしながら市内中小企業・小規模事業所の

多くは、経営基盤の強化がまだ十分とはいえず、淘汰されてしまう事業所も少なからず生じている。 

各事業所のこれまでの経営状態をフィードバックさせ、市内中小企業へより踏み込んだ支援を実施すべ

く、巡回指導を一層強化し、企業との信頼関係を補強しつつ新たな事業展開への指標を見出し、それを企

業と共に推進していく。そのためには、新商品や新サービス等の需要の創造、掘り起しをすべく事業計画

策定支援、経営分析支援といった、事業の評価やフィードバックをするための仕組みを形成するとともに

継続的に事業者にサポートをする、いわゆる「伴走型支援」を実施する。平成２７度から創設される「小

規模事業者経営発達支援融資制度」の積極的な活用の他、大規模な設備費用発生時には第２のマル経制度

資金などの施策利用促進を図る。 

【具体的な取組】 

Ⅰ－１ 行政の各種施策活用の推進 

Ⅰ―２ 新商品・新サービスの創出 

Ⅰ―３ 企業の将来ビジョン実現に向けた経営計画の策定支援 

Ⅰ－４ グローバル化やＩＣＴの進展等に関する情報提供や施策の活用促進 

Ⅰ―５ 金融・税務・労務等の経営基盤強化に向けた支援 

Ⅰ－６ 幅広い経営課題に対応したワンストップサービス体制の拡充 

Ⅰ―７ 消費税引き上げに伴う適正かつ円滑な価格転嫁対策等の推進 

 

Ⅱ．人的資源の開発と質の向上による地域経済の新陳代謝の促進 

少子高齢化が北茨城市でも歯止めがかからない状況下で、地域の活性化を今後どうすべきかといったそ

のあり方が問題となっている。 

中小企業者の高齢化やそれに付随する事業承継の課題にも積極的に取り組み、多様な人材や新たな雇用

など人的資源の創出と充実、新たな事業分野に挑戦する創業者の創出を支援する。特に女性の活躍躍進を

促すような地域経済の新陳代謝の促進を図る施策を実施し人材育成プログラムを充実させていくことで、

時代の変化に対応した持続可能な発展構造を確立する。 

 

 



【具体的な取組】 

Ⅱ－１ 企業ニーズにマッチした人材育成による経営力の強化 

Ⅱ―２ 次代を担う人材の確保や定着率向上への支援 

Ⅱ―３ 女性の活躍推進に関する取り組みの支援 

Ⅱ―４ 事業計画段階から開業に至るまでの円滑な創業サポートシステムの構築 

Ⅱ―５ 創業間もない企業の経営安定化の支援 

Ⅱ―６ 経営資源を継承する事業引継ぎや財務上の課題を抱える企業の改善・再生に向けた支援 

 

Ⅲ．北茨城市の基幹産業である観光の振興と商業の活性化 

 北茨城市内の基幹産業は、温泉やあんこう鍋を代表とする観光業や飲食業であり、それに、水産加工業、

漁業、農業が連関する構図となっているため、観光客が減少すれば地域産業も衰退してしまうという負の

スパイラルを有している。東日本大震災後４年弱が経過し、観光客は震災前比の５～７割まで回復しつつ

あるが、風評被害は完全には払しょくできず地域産業にマイナスの影響が出ている状況が今なお続いてい

る。 

 そこで、グローバルな視点でとらえた観光産業の振興、地域の特性を活かした地域ブランドの構築、商

店街の活性化策を講じていくなど、ソフトハード双方の視点による強化な振興策を展開していく。 

 

【具体的な取組】 

Ⅲ―１ サービス業・飲食事業所のおもてなし意識向上による交流人口拡大への取組の推進 

Ⅲ―２ 近隣市町村と連携した観光プログラムの拡充 

Ⅲ―３ 海外に対する観光情報の提供と外国人観光客の誘致 

Ⅲ―４ 北茨城の観光・地域情報の周知 

Ⅲ―５ 商業・街の機能の整備促進 

Ⅲ―６ 地域資源を活かした新商品開発とブランド化の支援 

Ⅲ―７ 地域の特性を活かした魅力ある事業の展開 

 

Ⅳ．商工会職員の資質向上と連携による商工会ネットワーク機能の強化 

 

 多様な問題や課題に対応するために、商工会組織及び職員の中小事業者に対する支援能力のさらなる向

上が求められている。また、中小事業者の企業連携を強化・異業種による交流を強化していくことにより

多様な価値観を共有し、新たな価値創造、シナジーを創出できるようなネットワーク機能をさらに強化し

ていく。 

【具体的取組】 

Ⅳ―１ 企業や地域の声を基にした提言・要望活動の積極化 

Ⅳ―２ 職員の支援能力の向上及び組織内で情報共有する体制づくり 

Ⅳ―３ 取引拡大や情報交換等を目的とした異業種交流の場の提供 

Ⅳ―４ 青年部や女性部との協働した事業強化や事業所間連携機会の創出 

Ⅳ―５ 本事業の評価及び見直しの取組及び体制 

 

以上４つの目標は、行政の各種施策のサポート役として事業を進めてきた当会として、今後も行政とタ

イアップし事業を継続して進めていくとともに、地域商工業にきめ細やかな質の高いサービスを提供する

ことが当然求められる。  

よって、これらの目標に関して、各部門別、部会別に現況の課題等を洗い出し、市行政との繋がり、連

携をさらに強固たるものにし、地域内金融機関、工業団地経営者協会、漁協、水産関連団体、農業団体等

の業界団体とワーキンググループを形成し、会員事業所の所属業態との整合性を図りながら、それぞれの

「やる気」を喚起、将来にわたる未来性の明るさを追及する事業並びに部門別展開を推進する事業を包括

的かつきめ細やかに、上記【具体的取組】に基づいて平成２７年度より平成３１年度の５ケ年計画により

多角的・全方位的な事業展開を効果的かつ的確に進めていく。 

なおこれらの目標による具体的取組については、北茨城市の「第４次総合計画・後期基本素案」に記載

されている①工業の振興②商業の振興③観光の振興④水産業の振興、の４つの計画目的を包括しながら事

業展開を実施する。 

  

経営発達支援事業の実施期間及び内容は次頁より 

 



 

経営発達支援事業の実施期間及び内容の詳細 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．社会の変化に円滑に対応するための経営基盤強化  
 

【指針③】 

Ⅰ－１．行政の各種施策活用の推進 

 

これまでの行政（国・県・北茨城市）とタイアップして地域中小企業者に対する支援を継続して進めて

いく他、経営革新等の認定支援機関、各種支援施策の活用を推進する機関であるという本来の商工会が担

うべき大前提の業務に取り組み、地域中小企業の基盤を強固たるものにしていく。 

具体的には、ものづくり・商業・サービス補助金制度、小規模事業者持続化補助金の活用の他、すでに

採択された案件事業所へのフォローアップ、経営革新による経営力強化を推進する。 

 

（目標） 

① 経営革新等支援機関としての業務の推進  

・ものづくり・商業・サービス補助金制度の活用及び採択された案件事業所への伴走型支援

 （フォローアップ） 

・創業補助金及び創業関連融資制度の活用推進 

・小規模事業者経営発達支援融資制度の活用（後述） 

・経営力強化資金及び信用保証制度の活用推進 

・小規模事業者持続化補助金の活用推進とすでに採択された事業者のフォローアップ  

②経営革新による経営力強化の推進  

 ・経営革新計画策定支援の実施  

 

 

 

 

   

 

（具体策） 

 上記①～②の目標については、経営指導員３名を中心に会員事業所を巡回する際に情報の提供をする

他、１年で約１５回程度全会員に発送する文書に折り込んで通知をする。各種補助金や融資制度の活用に

手を挙げる事業所を待つのではなく、当会より各種制度活用の働きかけを行い、実効性ある指導件数を実

績値としていく。会員である役員（商工会理事）は、北茨城市内各地域から３０名選出されておりこの地

理的ネットワークを活かし理事と職員が担当エリアに同行し、推進活動を計画的に展開する。  

 

【指針④】 

 

Ⅰ―２．新商品・新サービスの創出 

 

これまでにも、北茨城市の委託を受け、地場産業の育成と振興を図るための地元特産品の開発と普及に

努めてきた。当会にて平成２６年度より構築・運営するウェブショッピングサイト「きたいばマルトクシ

ョップ」のさらなる活用や、飲食業・サービス業等の事業者や漁業協同組合・加工組合、JA などとの農商

工連携により、地域産業の振興のみならず、風評被害払拭の目的を兼ね、さらなる販路拡大に努めていく。

    

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記① 補助金申請件数 ５件 ７ ７ １０ １０ １０ 

上記② 経営革新申請件数 ３件 ３ ３ ６ ６ ６ 



（目標） 

①北茨城市特産品開発推進委員会の継続開催（品評会を含む） 

②特産品開発支援 

③販路開拓支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

セミナー及び商品開発や販路開拓に関する個別相談会については、平成２５年度より市委託事業「特産

品販路開拓促進事業」で事業化・商品開発支援の依頼をしているフードコーディネータの永倉いちず氏を

引き続き起用し、講師および商品開発コーディネータとして招聘する。また、同じく平成２５年度より運

営している「北茨城市特産品開発推進委員会（H27.3 現在メンバー３５名）を平成２７年度から 

も引き続いて運営し、北茨城を代表する特産品開発や販路開拓についての話し合いの場を設ける。 

上記コーディネータと職員が飲食店や食品加工会社を直接訪れ開発指導を行う他、市内の会員事業所

（飲食業・観光業）にアイデアの募集を行い、JA、漁協、市役所等の役職員を交えた品評会を行う。 

 

【指針① 指針②】 

Ⅰ－３．企業の将来ビジョン実現に向けた経営計画の策定支援 

 

多様な価値観や将来の動向が見えにくい経済状況の中、企業が外部環境や内部環境を十分に分析でき、

自社のコア・コンピタンスを活かしながら、PDCA サイクルを円滑に回し、スパイラルなフローで環境に沿

った企業の成長が図れるよう、①PDCA サイクルにおけるリスクマネジメント支援、②事業の評価システム

の構築と運用、の２つの観点により診断士などの専門家を活用しながら支援、相談体制の拡充に努めてい

く。 

 

（目標） 

    ①PDCA サイクルにおけるリスクマネジメント支援 

    ②事業の評価システムの構築と運用 

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

①PDCA サイクルにおけるリスクマネジメント支援 

 中小企業が事業目標を遂行する際、その事業運営を円滑に遂行できるよう、（P）予想されるリスクを抽

出し対応策を検討（D）リスク対応策を実施（C）リスク対応の分析と評価（A）リスク対応策に対するフ

ィードバック、という PDCA に基づくリスクマネジメントシステムを策定し支援ツールとして利用する。

【PLAN】 

 当該事業所にて想定されるリスクに関する情報を収集し、早期の段階にてリスク分析を行う。これらの

リスクは、経営指導員３名による調査により必要な情報を収集・分析して、より具体的なリスクへの対応

策を検討する。    

【DO】 

 事業所のリスクの発生状況や対応策実施状況などのモニタリングを定期的に実施する。分析が不十分な

リスクについては改めてそれらのリスク分析を行い、可能な限り具体策をとる。 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

上記①委員会開催   ３件  ５  ５  ５  ５ ５ 

対象事業所（構成員数） ３５件  ３５ ４０ ４０ ４０ ４０ 

上記②新特産品開発件数   １７件 １９  ２１ ２３   ２５  ２７ 

上記③WEB アクセス数 4,200 件 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記① リスクマネジメ

ント支援事業所実績 

未実施  ５ １０ １５ ２０ ２５

上記② システム運用支

援事業所実績 

未実施 １０ ２０ ３０ ３０ ３０

 



【CHECK】 

 リスク管理の結果、適用したリスク対応策の有効性について事業目標に対する実質的結果を鑑みながら

 検証を行う。リスク管理を実施しなかった場合にはどうなっていたのかも含めて分析する。 

【ACTION】 

 P→D→C、のフローの中で得た有効なリスク管理に対する対応策はデータとして蓄積し、当商工会サー

バ「みんなのふぉるだ」にて経営指導員をはじめ他職員が共有し、次の事業所の案件に活用する。 

②事業評価システムの構築の運用 

企業の評価及び見直しをしていくために、診断士もしくはコンサルティング会社が有する経営診断ツー

ルを北茨城市内事業所用にカスタマイズし運用する。特に北茨城市の基幹産業である、水産加工業、観光

業、飲食業を中心とした業種に特化した経営分析を実施し、経済センサスなどの指標を参考にしながら、

今後の方向性、あるべきビジョンを模索する。  

 また、各事業所ごとにキャッシュフロー計算書を作成し、インタレストカバレッジレシオ（営業利益／

支払利息）等の指標も参考にしながら今後の資金繰りを計画していく。 

分析事例は地域に特化したデータとして蓄積し、すでに構築する当商工会独自サーバ「みんなのふぉる

だ」上でいつでも共有掲載し閲覧できる体制を整える。 

また、専門家派遣については、事業者のニーズに応じて中小企業診断士だけではなく、弁護士や社会保

険労務士など専門家派遣を、茨城県商工会連合会などの機関からの紹介制度を活用して実施する。  

  

【指針④】 

Ⅰ－４ グローバル化や ICT の進展等に関する情報提供や施策の活用促進 

 

経済市場はグローバル化しており、特に中小企業はシェアよりもニッチなマーケットでグローバルな領

域でシェアを伸ばしていくことが求められていると考えられる。 

 海外への販路開拓を進めていくため、海外情報の収集と情報提供や国際貿易取引の支援体制を今後継続

的に構築していく。 

また、世界的に急速な ICT（Information and Communication Technology）の進展がみられる昨今では、

そういった状況に対応できる企業づくりの支援も上記事業と並行して構築し、この、グローバル化と ICT

に対応した事業の双方の展開によりシナジーを創出し事業効果を高めていく。 

 

（目標） 

① 海外情報の収集及び提供  

    ・海外ビジネスセミナーの開催  

②企業の国際化の支援  

・海外ビジネス相談の実施  

・貿易取引実務講座の開催  

・貿易関係証明の発給申請支援 

・ジェトロ等、関係機関との連携による国際化の支援強化     

③急速なＩＣＴ進展に対応できる企業づくりの支援  

    ・先進的なＩＣＴの取り組みに関する事例紹介セミナーの開催    

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

 北茨城市内の事業所でも、中国やベトナムなど東南アジアを中心とした海外の企業との取引を行うケー

スが少しずつではあるが増えている。JETRO 等の機関に協力を依頼し、海外ビジネスに精通した専門家に

よる現地の独特な商慣習,海外情報、貿易取引実務などに関連した総括的なセミナーを開催する。 

 また、NTT 東日本経由（北茨城市では NTT ユーザ協会日立支部）で、タブレット端末やスマートホンを

活用した海外取引セミナー等を開催し、ビジネスチャンスを拡大する一助としていく。 

 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

上記① 

海外ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰの開催 

未実施  ２回  ２  ３  ３  ３ 

上記② 事業実績回数 未実施  ２回  ２  ２  ２  ２ 

上記③ ICT 関連事業実績回数 未実施  １回  １  １  １  １ 



 

【指針②】 

Ⅰ－５ 金融・税務・労務等の経営基盤の強化に向けた支援  

 

地域中小企業・小規模事業所の持続的発展を図る経営基盤強化策として、これまでにも当会で当初より

継続して進めている、資金調達円滑化に向けた金融支援、税務・経理サポートの強化、労務支援、そして

現在置かれている北茨城市の経済動向の調査等をさらに拡充し継続実施する。 

 

（目標） 

   ①企業の資金調達円滑化に向けた金融支援  

小規模事業者経営改善資金（マル経・第２のマル経制度）の利用促進や、平成２７年度から創設される

「小規模事業者経営発達支援融資制度」の利用促進、市町村融資制度の自治金融の利用促進に努め、経営

力強化資金及び信用保証制度の活用や経営者保証に関するガイドラインの周知を徹底する。また、創業間

もない事業者のためには創業関連資金の利用促進を中小事業者に進める。 

   

②税務･経理サポートの強化  

  記帳継続サポートの推進と青色申告制度の普及に努め、記帳指導員の活用による相談体制の強化は

勿論のこと、青色決算説明会等の実施や確定申告相談受付を実施し改正相続税関連の相談体制の整

備も併せて実施する。 

 

③労務サポートの強化  

        ・労働保険に関する手続き及び法務等のアドバイス及び事務受託促進  

        ・小規模企業共済制度及び中小企業退職金共済の普及促進 

     ・復興型雇用創出助成金（第１回～第７回）採択事業所の助成金支給申請手続支援 

 

④経済動向の調査  

       ・北茨城市統計課と連携した北茨城市内の中小企業景況調査の実施 

     ・北茨城市の経済動向と全国・都道府県指標との比較分析及び今後の方向性の模索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

 上記①～③については、経営指導員が他職員の補助を得ながら通常業務(巡回指導・窓口指導)の中で事

業を遂行していく。当然ながら、日本政策金融公庫や市内金融機関５行及び県信用保証協会、日立税務署、

茨城労働局等から発信される最新情報を常に入手し、指導員の巡回指導時に事業所に伝達する。 

 特に融資や助成金が決定した後の事業所のフォローアップは、少なくとも１年に同じ事業所を４～５回

チェックしていくなどのきめ細やかな対応を指導員は心がけていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記①-1 マル経の数 5 件 7 9 11 11 11 

-2 自治金融の数 40 件 40 40 40 40 40 

-3 創業融資関連 1 件 2 3 3 3 3 

上記② 納税相談 8 日 10 10 10 10 10 

上記③-1 労組委託数 70 件 73 76 79 82 85 

-2 小規模企業共済 63 件 65 70 70 70 70 

      -3 復興型助成金 82 件 100 90 80 80 80 

上記④ 市内動向調査件数 未実施 1 件 1 1 1 1 



 

【 指針② 】 

Ⅰ－６ 幅広い経営課題に対応したワンストップサービス体制の拡充  

 

当会がいわば、中小企業・小規模事業者の「ホームドクター」としての本来の役割を担うべく、北茨城

市会員事業所を中心に密着した経営相談の推進や、昨今、多様化し高度な経営課題に対応する相談体制の

強化を進めていく。 

 

（目標） 

①経営指導員３名を中心とした巡回指導 

②経営指導員３名を中心とした窓口指導 

 

 

 

 

（具体策） 

 商工会経営指導員３名を中心とした巡回及び窓口指導を行っていくが、茨城県商工会連合会システムの

「指導カルテ」をいつでも閲覧できるようにする。事業所の有する問題や課題は多岐にわたり、指導員が

その場ですぐに適切な助言ができないケースもあるため、指導員や他職員と常に情報を共有し、関連する

各機関への連絡ルート網を確立しておく。また、「指導を行った」だけの実績ではなく「指導によってど

れだけ事業者を助けたのか」といった効果を月に１～２回事務局長を交えながらひとつひとつ指導内容を

検証する。 

 

【 指針② 】 

Ⅰ－７ 消費税引き上げに伴う適正かつ円滑な価格転嫁対策等の推進 

 

消費税率の引き上げが段階的に続くとされるが、８％→１０％の税率引き上げが更なる消費税価格転嫁 

の問題を生じさせることが予想でき、また、消費税額の仕組みや計算方法もかなり煩雑高度になることが

予想されるため、相談体制を平成２７年度から強化していく。 

 

（目標） 

①消費税セミナーの開催 

②巡回相談 

③窓口相談の実施  

 

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

 巡回指導及び窓口個別指導では、下請取引において、法律上問題がないかどうかなど、当商工会顧問税

理士及び日立税務署との協議や情報により「チェックシート」を当会独自で作成し、問題や課題を整理し

やすくしていく。また、消費税転嫁による問題を顕在化させていくためには定期的なセミナーの開催を実

施するが、セミナー終了後に個別相談窓口を設置し、親会社の情報を含むより踏み込んだ相談体制を確立

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①巡回指導 652 件 800 800 800 800 800 

②窓口指導 415 件 480 480 480 480 480 

支援内容 現 

状 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

消費税セミナー実施回数 ２回    ３     ３   ３ - - 

消費税転嫁対策巡回指導 ４回  ３５   ３５ ３５ - - 

消費税転嫁対策窓口指導 ４回 ５０ ５０ ５０ - - 



Ⅱ．人的資源の開発と質の向上による地域経済の新陳代謝の促進 
 

【 指針 ② 】 

Ⅱ－１ 企業ニーズにマッチした人材育成による経営力の強化 

    

中小企業の「質」を向上させていくためには、当然重要な経営資源のひとつである「ヒト」の職務遂行

能力を向上させていくことが重要と考える。よって、OJT・Off-JT を併用した、中小企業・小規模事業所

のビジネススキル、技術スキル強化に対する支援、経営者など企業別・機能別の能力向上支援、資格取得

を目的とした人材育成機会の提供、補助金を活用した人材育成の推進を実施していく。 

 

（目標） 

① 従業員のビジネススキル強化に対する支援  

  ・中堅社員リーダーシップ養成講座、新入社員研修、といった Off-JT の開催 

     ・中小企業への OJT 導入支援（下記④の補助金等と連動） 

② 経営者など企業の部門別・機能別の能力向上支援  

・経営力強化セミナー、労務管理者養成講座、BCP セミナー、企業危機管理セミナー等の開催 

③ 資格取得を目的とした人材育成機会の提供  

・事務、IT、介護、建設、医療等の分野に特化したセミナー、研修会の開催 

④ 補助金を活用した人材育成の推進   

 ・人材育成事業に関する厚生労働省管掌補助金・助成金等の活用  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

上記①～④の中で、①OJT 導入支援と④補助金を活用した人材育成の推進以外の Off－JT については、

過年度に全国中小企業団体中央会や北茨城市からの補助を受けて実施した「きたいば脳活塾」の内容を参

考にし、１～２ヶ月程度の期間に各種メニューを土日を中心に開催する。 

 上記①OJT 導入支援と、上記④補助金を活用した人材育成の推進、の２つのテーマについては、会員へ

の情報の提供後、OJT 導入や補助金活用を希望もしくは検討している事業所に当会担当者と人材育成コン

サルタントが訪問し、その事業所に適正な OJT 導入及び OJT リーダーの育成の手法及び OJT 導入を模索す

るとともに、具体的事業実施計画書を作成し、厚生労働省管掌の補助金・助成金・奨励金の活用へと導く。

 

【指針① 指針②】 

Ⅱ―２ 次代を担う人材の確保や定着率向上への支援 

 

いわゆる「売り手市場」といわれている就職状況であるが、中小企業は大企業と比べ経営基盤が弱く、

最近特にみられる都心利益集中型の経済体質の中、「地方」の北茨城市として景況は非常に厳しい。労働

市場の環境は、全体として改善の兆しが見られるものの、業種によっては依然厳しいものがあり、求人と

求職のニーズが一致しない、いわゆる「雇用のミスマッチ」が生じている。 

また、産業構造の変化や仕事に対する価値観の多様化により、契約社員や派遣社員、パートタイマーな

ど非正社員の増加による雇用形態の多様化が進み、経済状況によってとても変化が大きく流動的である。

よって、どのような外部環境でも雇用が確保でき労働者が対応できるよう、ハローワーク高萩や北茨城市

等と連携し、若年労働者を中心とする雇用の安定化への支援を複合的かつ継続的に実施していくことが必

要となる。 

 

 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記①ｏｆｆ-JT 

プログラム回数 

未実施  ５回 ５ ５ ５ ５ 

OJT 導入実績事業所数 未実施  ４回 ４ ４ ４ ４ 

上記②部門別・機能別 OJT 未実施  ２回 １ 1 1 1 

上記③資格取得講座 １５回 ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

上記④補助金申請件数  ３件   ３ ３ ３ ３ ３ 



（目標） 

～若年労働者等の雇用安定化への支援～（随時・労働保険事務組合受託事業と連動）  

①若年労働者定着率向上セミナーの開催  

②企業と大学及びハローワークの就職担当者との情報交換会の開催  

③学生対象就職説明会の開催  

  

 

    

 

 

 

（具体策）     

上記①：若手労働者が新卒で就職してもすぐ会社を辞めてしまう状況を回避する策を盛り込んだ専門

家によるセミナーを開催する。講師は茨城労働局・ハローワーク高萩に依頼するか、もしくは、

民間人材派遣・人材育成関連会社に委託する。 

上記②：近隣の大学生が大企業だけではなく地域の中小企業の魅力にも気づき関心を持ってもらうことを

目的として年に２回程度情報交換会を行う。 

上記③：上記②の情報交換会を踏まえたうえで、新卒、学卒予定者を募集する地域中小企業者と学生との

    マッチングを実施する。 

 

【指針① 指針②】 

Ⅱ―３ 女性の活躍推進に関する取り組みの支援 

 

国が掲げる施策テーマのひとつに、「女性の活躍推進」が挙げられるが、市内中小企業では未だに男性

優位の状況が一部の業種・分野にて見てとれ、長年の商慣習や企業風土など、女性の活躍・躍進や地位の

向上を阻む要素が複合的に在ると考えられる。そこで、女性の活躍を今後担っていく指南役となるリーダ

ーの育成（いわゆる OJT リーダー）やポジティブアクション（女性優位のための積極的施策）を、労働福

祉関係の補助金も活用しながら展開する。 

     

（目標） 

・女性創業者を創出していくための開業啓発セミナーの開催  

   ・企業内で女性の活躍推進を担うリーダーづくり研修会の開催  

  ・各事業所へのポジティブアクション（女性優位のための積極的施策）の導入支援 

 

 

 

 

 

（具体策） 

 上記３つの各種事業実施については、厚生労働省の「ポジティブ・アクション能力アップ助成金（中小

企業３０万）」の活用を目的としたセミナー・研修会・導入支援を総合的に年５回程度実施する。 

 社会保険労務士からの支援も得ながら、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障と

なっている事情の改善を目的として行う措置に関して数値目標を定め、その数値目標を達成させていける

よう継続的・伴走的に支援する。 

 

【 指針① 指針② 】 

Ⅱ－４ 事業計画段階から開業に至るまでの円滑な創業サポートシステムの構築 

 

北茨城市内の商工業・サービス事業者は、少子高齢化や震災による廃業等の影響もあり減少している。

特に市内の商業の状況を見ると、地域に７つある商店会も実質的には３つしか機能していない。 

そこで、創業者を１人でも多く育て、地域に根ざしていくようにしていくためにも創業支援機関と連携

した支援体制の構築や創業予定者に対する川上から川下までのトータルな支援が求められる。 

 

 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記① セミナーの開催 １回 ２ ２ ２ ２ ２ 

上記②情報交換会の開催 未実施 ２回 ２ ２ ２ ２ 

上記③就職説明会の開催 未実施 1 回 1 1 1 1 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記研修会及び導入支援

実績 

未実施 ５回 ５ ５  ５  ５ 



（目標） 

①創業支援機関が連携した支援体制の構築  

・創業関連事業を集約したホームページによる情報提供  

②創業予定者に対する支援  

・創業計画書の作成支援  

 

（具体策） 

 上記①については、当商工会ホームページに最新の創業関連情報を４半期に分けてまとめて掲載し周知

を図るとともに、文書でも市内会員に発送する。 

 上記②については、融資などのみを目的に創業計画書・事業計画書の作成を行っていくのではなく、計

画書の作成を通じて事業者自身が将来像を描くビジョンをスクリーニングし、事業者自身が自ら考え、経

営手法を確認整理できるように促していく。 

創業計画書自体は金融機関のテンプレートを使用するが、必要に応じて職員がカスタマイズする。 

 

【指針 ②】 

Ⅱ－５ 創業間もない企業の経営安定化の支援 

 

いざ開業しても、経営のノウハウをよく知らなかったり、資金が十分ではない、補助金・助成金・奨励

金等の制度を知らないなどといった理由のために、廃業に追い込まれるケースが北茨城市内でも時折生じ

ている。そこで、創業してからその後の２～３年までは、事業を軌道に乗せるために中小事業者との伴走

型の支援が必要となるため、創業間もない企業の経営安定化への支援を推進する。 

 

（目標） 

①巡回相談 

②窓口相談  

 

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

開業したばかりではまだ経営基盤がしっかりと固められるわけではないので、市内で新規開業した事業

所をピックアップし当該事業所を集中的に助言・支援を行う。 

 北茨城市内７つの地域を主に３名の経営指導員で巡回しているが、該当する担当地区で１名あたり、４

～５の新規開業事業所を目安に、開業後の進捗状況を確認把握しながら、随時適切な対応を行う。 

 

【指針① 指針②】 

Ⅱ―６ 経営資源を継承する事業引継ぎや財務上の課題を抱える企業の改善・再生に向けた支援  

 

後継者がいないために廃業したり、民事再生法等の法的整理などを活用しないまま事業を断念する企業

は、平成１４～１５年に比べて減ったものの、未だに恒常的に事案として出ている。 

さらに、北茨城市を含む地域では、取引先や一般顧客が震災による影響により廃業もしくは引っ越し等

により廃業する、いわゆる「連鎖廃業」のような状況も生じている。 

ソフトの分野からの円滑な事業継承の支援と、ハードの分野からの企業の再生及び経営安定に向けた支

援が求められ、その両方の分野により事業を継続してもらうための支援を行う。個人保証に頼らない円滑

な事業承継への支援や事業再生関連の公的機関への橋渡しなど、当会が地域中小企業のセーフティーネッ

トとしての役割を果たしていく。 

 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記① 情報掲載回数 未実施 ４回 ４ ４ ４ ４ 

上記② 実績回数（事業所数） ３回 ５ ５ ５ ５ ５ 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記① 巡回相談 

（指導員１名あたり） 

未実施 ３事業所  ５ ５ ５ ５ 

上記② 窓口相談 

（指導員１名あたり） 

  

未実施 ３事業所  ５ ５ ５ ５ 



 

（目標） 

①円滑な事業承継の支援（ソフト面）  

１）第三者による事業継承の円滑化支援のための専門家派遣  

２）いわゆる「嫁不足」に悩む中小事業者に対する婚活サポート事業の実施 

 

 

 

 

 

(具体策) 

上記①－１）：事業継承を円滑に実施していくための専門家（税理士・弁護士）を招聘し、年に２回程度

の期間を設定し、事業承継で相談等の依頼を受け当該事業所に派遣をする。 

上記②－２）：これまでにも北茨城市の委託を受けて年に２回程度実施している「婚活サポート

事業」、いわゆる婚活パーティを年に２回開催する。 

      北茨城市内の観光スポット、体験型施設を利用する他、他地域との交流を兼ねたパーティ 

（小旅行プラン）、飲食と共同作業を交えた楽しいパーティを企画し、独身の男女の出会いの

一助としていく。 

（目標） 

②企業の再生及び経営安定に向けた支援（ハード面）  

・茨城県中小企業再生支援協議会への紹介  

・セーフティネット関連制度の普及広報活動 

 

 

 

 

（具体策） 

事業再生の知識や仕組みへの理解が市内中小事業者に浸透しているとはいい難く、茨城県中小企業再生

支援協議会等公的機関の橋渡しを積極的に行う前に、セーフティ関連制度の広報活動を積極的に進める。

 リーフレットを全会員に送付し周知を図ることによって、まずは前提として「そういう制度がある」と

いうことを知ってもらい、事業継続を断念することなく、再生支援に向けたポジティブなスタンスを市内

中小事業者がとっていけるよう情報発信を常に行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記１）専門家派遣回数 ２回 ２ ２ 2 2 2 

上記２）事業者対象パー

ティの開催 

２回 ２ ３ ３ ３ ３ 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記②の普及広報活動 

事業実績 

２回 ２ ２ ２ ２ ２ 



 

Ⅲ．北茨城市の基幹産業である観光の振興と商業の活性化 
  

【 指針② 】 

Ⅲ―１ サービス業・飲食事業所のおもてなし意識向上による交流人口拡大への取組の推進 

 

北茨城市内の基幹産業として、温泉やあんこう鍋をはじめとする観光業や飲食業であり、それに、水産

加工業、漁業、農業が連関する構図となっているため、観光客が減少すれば地域経済も衰退してしまうと

いう負のスパイラルを有している。 

東日本大震災後４年弱が経過し、観光客は震災前比の５～７割まで回復しつつあるが、風評被害は完全

には払しょくできず、地域経済にマイナスの影響が出ている状況が今なお継続している。 

 そこで北茨城市の観光商品に付加価値を高めるべく、提供する商品だけでなくサービス面、特に旅館

業・観光業・飲食業といった業務に携わる従業員に「おもてなし」の心を伝える取組を行い、北茨城の魅

力を内外に広めていく人材、いわば北茨城市行政が進める「観光プロモーション」をコーディネートでき

る人材を育てていく。そのために、実験的に「北茨城観光文化コンシェルジュ検定」（仮称）を創設し、

一般の方にも北茨城の魅力づくりを共同して携わるきかっけとしていく。 

 

（目標） 

①企業のおもてなし意識向上による交流人口拡大への取り組みの推進  

・企業のおもてなしへの取り組みの推進 （巡回指導の際随時） 

・おもてなし普及セミナーの開催  

  

 

 

 

（具体策） 

北茨城市内の基幹産業である、サービス業・観光業・飲食業に従事する従業員を対象にした「北茨城の

おもてなし」をテーマにしたセミナーを年に１回開催する。 

 具体的内容については、北茨城市商工会サービス業委員会が実施運営主体となり、事業内容を決定して

いく。 

 

（目標）  

②おもてなしのこころを持った、北茨城の魅力を広める人材の育成  

  

・北茨城観光文化コンシェルジュ(仮称)の育成と検定試験の実施  

 

 

 

 

 (具体策) 

 北茨城の観光文化に詳しい人材の発掘育成を目的に一般の市民（市外・市内を問わない）を対象に、「北

茨城観光文化コンシェルジュ（仮称）」を募集し、北茨城市生涯学習課・商工観光課監修により検定問題

やマニュアル本を作成する。平成２８年度までに準備を行い平成２９年度より検定試験を実施する。 

 

【 指針④ 】 

Ⅲ―２ 近隣市町村と連携した観光プログラムの拡充 

 

観光客の増加をめざし、受け入れ体制の充実、PR の強化、そして隣接都市との広域的な連携による広域

観光圏の形成を目指すべく「見る・体験する・味わう」を観光振興の柱に、様々に楽しめる観光地として

の整備を進めていく。 

 そのためには、グリーンツーリズム、ブルーツーリズムとの連携により、農業や漁業、山や海など地域

資源を活用した様々な体験メニューを提供し、地域経済の活性化と都市住民の交流を進める。 

 

 

 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

セミナーの開催 未実施 1 1 1 1 1 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

検定の実施 未実施 未実施 未実施 1回 1 1 



 

（目標） 

広域連携観光の推進  

①グリーンふるさと振興機構の事業協力 （随時 平成２８年度まで） 

②広域ガイドブックの作成  

 

 

 

（具体策）  

 主に首都圏から日帰りもしくは１泊で周遊できる北茨城を含めた茨城県北エリア・栃木県北エリア・福

島県南エリアの３か所を含む広域的なガイドブックを平成２９年度から作成する。ガイドブックの内容

は、行政区のカテゴリーに捉われず、首都圏からの観光客誘致に特化したガイドブックの仕様とし、東京

を中心とする観光案内所や駅等に広く頒布する。 

   

【 指針④ 】 

Ⅲ―３ 海外に対する観光情報の提供と外国人観光客の誘致 

 

観光客の誘致対象を日本国内だけでなく、今後需要増が非常に見込まれる東南アジアを中心とする海外

まで拡大し、中国の航空会社が就航する茨城空港と連携した PR 活動や、外国人対応のインフラ整備及び

外国人観光客受け入れ準備のための、旅館業・観光業従事者を対象にした長期セミナーを開催する。 

 

（目標） 

 

① 外国人観光客の誘致活動 

１）茨城空港など航空会社とタイアップした、東南アジアを中心とする海外への市内観光

情報の広報と誘致活動 

       ２）市内ホテル・旅館の施設及び公共機関の外国語表記化などインフラの整備支援 

     ②外国人観光客の案内とＰＲ活動 

１）英語、広東語、韓国語版パンフレットの作成と東南アジアへの普及 

２）北茨城観光案内所（2か所）を活用した、外国人観光客に対する応対 

 

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

 これまでも茨城空港にて主に春秋航空を利用する中国人観光客に北茨城の観光PR事業を展開してきた。

２７年度からも継続して上記②－１で作成する外国人観光客向けのパンフレット（３か国語対応）を新た

に作成し、茨城空港などで観光 PR 事業を継続実施する他、行政や観光協会と協力し、北茨城市からの補

助や支援を得ながらホテル・旅館・駅・道路などの外国語表記化を少しずつ進め、外国人観光客の誘致に

努める。 

また、市内の JR 磯原駅と JR 大津港駅にある観光案内所 2か所において、外国人からの問い合わせや案

内に対応できるよう、スタッフのスキル向上も含めて体制を整えていく。 

 

 

 

 

       

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記②広域ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの作成 未実施 未実施 未実施 1回 1 1 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記①－１）  

広報誘致活動 

２回 ４ ４ ４ ４ ４ 

上記①－２）  

インフラ整備支援 

未実施   ― ―   ―  １回  １ 

上記②－１）  

パンフレット作成 

未実施  １回 ―   １   ―  １ 

上記②－２）  

観光案内所応対 

継 続  継続 継続  継続  継続  継続



 

【 指針④ 】 

Ⅲ―４ 北茨城の観光・地域情報の周知 

 

 北茨城の観光の魅力を広めるべく、北茨城市の委託により当会で運営する北茨城市観光案内所「びす

とれ」を情報発信地の起点として位置づけていく。 

 現在 JR 大津港駅と H27.３月開設予定である JR 磯原駅構内の２か所の観光案内所の場所を活用し、コ 

ミュニティ FM やインターネット TV による配信、及び北茨城市が推進するフイルムコミッションの制作な

どによる PR 活動により北茨城の魅力を発信する多彩なプロモーションを充実させていく。 

 

（目標）   

市内の観光案内所 2 か所を中心とした、コミュニティ FM やインターネットラジオ等を活用した地

域情報発信 

     

 

 

 

（具体策） 

 当商工会が運営する北茨城市内の観光案内所は、平成 27 年 3 月 25 日より 2か所に増え、情報発信の体

制は広範囲になり、より充実することになる。 

 平成 29 年度開始を目標に、北茨城市及び周辺地域の情報発信の拠点としてコミュニティ FM とインタ 

ネット動画配信サービスをスタートさせる計画である。 

総務省への申請手続経由での北茨城のコミュニティ FM 開局及び運用が困難である場合には、インター

ネット上での WEB ラジオ放送など他手段を検討する。 

また、USTREAM などを使ったオンライン上での地域情報の配信サービスもそれに併せてスタートさせ、

これら２つを連動させながら運用していく。 

近隣の FM ひたちや FM いわき、AM茨城放送とのネットワークを構築し、近隣の情報が広範囲で発信・ 

受信できる体制を平成 29 年度までに整備構築する。 

 

【指針② 指針④】 

 

Ⅲ―５ 商業・街の機能の整備促進 

  

北茨城市は隣の福島県いわき市と同様、古くより石炭産業を中心に商業が繁栄し、２つの漁港を基盤に

水産業・水産加工業・商業・温泉観光産業の町として栄えた。   

現在、北茨城市内には７つの商店街（会）が存続し、北茨城市商店連合会（北茨城市商工会内）が１つ

にまとめているが、商店街は大きく磯原・中郷地区と大津・平潟地区とに２分している。市内には３つの

駅があるが、JR 磯原駅が北茨城市の中心となり、磯原・中郷地区エリアに含まれる。JR 磯原駅の東口及

び西口それぞれ商店街があるが、再開発された西口及びそこから３Km ほど南に延びる新市道（中郷町桜井

地区）に大型 SC が１４店舗立ち並び、今後も大型 SC がいくつか進出する予定である。駅の東口及びその

他５つの商店街については、後継者問題・震災の影響等により、市内の商店会員数は年平均約８％減（平

成２１年：２４６名→平成２６年：１４９名）と激減している。内陸（磯原駅西地区・中郷地区）は郊外

店の進出により逆に来客者が個店にも立ち寄るといった付随効果も一部では見られる。しかしながら、沿

岸地区（大津地区・平潟地区）は商店街自体津波と震災により崩壊しているエリアが多く、当該地域の住

民の一部は商店街から離れた復興住宅（仮設住宅）や雇用促進住宅に避難しているため、商店街としての

本来の役割はほどんど機能していない状況ともなっている。 

今後、商業者を取り巻く環境の動向を踏まえながら、空き店舗対策や商業経営の基盤強化に取り組み、

集客力を高め、商店街の再生と活性化を図り、地域の特性やニーズを活かした商業拠点の形成が求められ

ており、中心市街地活性化の推進、にぎわいのある商店街まちづくりの推進、商店街の次代を担う若手経

営者等の育成交流促進、商店街の個店の魅力向上と固定客（リピーター）の創出を推進していく。 

 

（目標） 

     ①北茨城市商店連合会による商店街・まちの機能の整備促進に関する委員会の開催 

     ②近隣若手経営者を中心としたイベントの開催 

     ③各商店街の個店事業主への「スモールビジネスマーケティング」の手法導入指導 

       

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

情報配信サービス 未実施 未実施 未実施 運 営 運 営 運 営



 

 

 

 

 

 

（具体策） 

 上記①：北茨城市商店連合会による会合はこれまでにも継続して開催されてきたが、避難者が市内 3か

所の復興公営住宅に移転したことから、商店街の今後の在り方や活性化策についても十分な検

討を必要としている。 

     北茨城市の都市計画課・復興担当課などと北茨城市の商店会連合会代表者とで、復興公営住宅

     のエリアを含めた新たな商圏・まちづくりを検討していく委員会を年に３回程度実施する。 

      

上記②：茨城県北臨海地域の３商工会（北茨城・高萩・日立市十王）及び１商工会議所（日立）の若手

商業経営者と合同で展示即売会等の共同事業を年に 1回程度開催する。（平成２８年度～） 

  商業者のうち、地域の特産品を取り扱う食品製造事業者・水産加工業者・小売業者を中心に一

般を対象とした販促イベントとする。 

 

上記③：個店の魅力度を高めていくとともに、投資が少なくかつ効率的なスモールビジネスマーケティ

ング（口コミの活用)の手法を導入できるよう支援を行う。 

     経営指導員が通常の巡回指導の中で実施していくが、特にぐるなびなどの WEB 上の口コミツー

ルやアプリへの活用など、特にインターネットの扱いに慣れていない事業者に助言をしてい

く。また、インターネットの活用以外でも、店舗内のレイアウトやポップ、価格設定等の見直

しを事業者と共に検討していくなど、インストア上での課題を抽出し解決していく、それがい

つでも事業者が商工会職員と行える、という体制を商工会側で構築する。 

 

【指針③ 指針④】 

 

Ⅲ―６ 地域資源を活かした新商品開発とブランド化の支援 

 

グリーンツーリズム・ブルーツーリズム・スポットツーリズムの３つを融合させ地域特産品の開発と知

名度向上、第６次産業を見据えた事業化を実施する。具体的には、地域の特性を活かした製品開発への支

援、大都市圏等への販路開拓の支援、地域におけるブランド力向上のための支援、そして「B to B」、「B to 

C」取引の促進のための支援へとつながるような総合的なブランド化の支援を目指していく。 

また、北茨城市から産出された蛙目粘土を活用した、当会が開発及び普及を進めている茨城県指定郷土

工芸品「五浦天心焼」の普及促進のためのイベントを実施し、北茨城市内の窯業の発展にも貢献していく。

 

（目標） 

   ①第６次産業を見据えた企業の事業化への支援 

   ②五浦天心焼研究会と連携した五浦天心焼の展示即売会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 具 体策）

   上記①：新たな特産品開発による地域活性化を目的に、新しい農産物（日本にほとんど流通しない

      品種の作物）の種苗を入手し、栽培・生産体制を整え、流通ルートの確立や、その農作物を

使った新たな新商品の開発、大都市圏への品評会への参加などへと徐々に展開していく。 

       ５か年計画である程度の流通化が見込めるよう、既存の「北茨城市特産品開発推進委員会」

      が中心となって本事業を運営する。 

  

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記①委員会の開催 未実施 ３回 ３ ３ ３ ３ 

上記②イベントの開催 未実施 ―  １回 １ １  １ 

上記③指導件数 未実施 ― ― １０件 １５ １５ 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記① 支援実績数 

 

未実施 

 

１ 

事業所 

 

１  １ 

 

１ 

 

 １ 

 

上記② 

五浦天心焼展示即売会

開催 

１回 １ 

 

１  １ 

 

１ 

 

 １ 

 



上記②：茨城県郷土工芸品「五浦天心焼」展示即売会は当会主催で毎年開催しており、相当の知名度

と集客が見込まれている。今後も年１回程度継続して開催していく。陶芸家７名から構成さ

れる五浦天心焼研究会のメンバーが話し合いの場を持ちながら展示会に向けて準備をしてい

く。回を重ねるごとに来場者人数が増加している。マンネリ化を防ぐため、展示会に合せた

陶芸体験イベント、他地域特産品も一堂に会した展示会など工夫を凝らした即売会へと促し

ていく。 

       なお、商工会担当者が五浦天心焼研究会の会合に毎回参加するとともに、展示会へ運営と

予算の捻出にも携わる。 

 

【 指針④ 】 

 

Ⅲ―７ 地域の特性を活かした魅力ある事業の展開  

    

 北茨城市のもつ、山と海の両方を有するという観光資源を活用すべく、地域の特性を活かした賑わいの

場を創出する。北茨城を代表する賑わいの場づくりを生み出し推進していくが、特に北茨城市が推進する

ノルディックウォークの拠点づくりなどを進め、にぎわいを創出することで北茨城の「地域のブランド化」

を進めていく。 

  

（目標）   ①イベントによる振興 

・雨情の里港まつりを開催し地場産業の販路拡大と農林水産業、工業の振興を図る。  

・北茨城市が主催する北茨城市民夏まつりなどの各種イベントの出店参加 

   

  

 

 

（具体策） 

当商工会が北茨城市から委託を受け主催する「雨情の里港まつり」は２６回を経たが、来場者は市内の

イベントでは最大級であるものの、毎年同様のいわゆる「産業祭」的イベントと化し、地域の活性化を促

す起爆剤となる新しいアイデアや取り組みが不十分であるともいえる。 

実行委員会のメンバーも固定的であるため、一般市民等も交え、アイデアを広く募集しイベントに取り

入れるなどの工夫を凝らしていく。 

また、そのイベントの日だけの活性化だけではなく、特に会場となる大津漁港周辺の水産加工業者や漁

業者に対して今後貢献できるような仕組みを取り入れたイベントにする。 

根本の目的として、いまだ根強く残る、周辺地域の食に対する一般からの不信感の払しょくを目的に、

本事業に取り組んでいく。  

   

 （目標）     

②スポーツによる地域のにぎわいづくりの推進  

・レンタサイクル及びノルディックウォークの利用促進 

・ノルディックウォークの拠点づくり推進事業の実施  

 

 

 

 

(具体策) 

 地域の一般市民の健康福祉の増進と観光 PR の一環として、当会が運営する観光案内所では、常時レン

タサイクル及びノルディックウォーク用ポールの貸し出しを行っている。さらに利用率を向上させていく

ために、レンタサイクル及びノルディックウォークのコースを、本事業で作成する予定の観光ガイドブッ

クにシート化して貼付し広報を行う。(予算はⅢ―２ 近隣市町村と連携した観光プログラムの拡充 で対

応）それ以外にも、行政を通じた広報を行い、利用回数を増加させていく。 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

イベント（祭り関係）の

主催・共催 

２回 ５ ５ ５ ５ ５ 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ･ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ用 

利用回数   （年間） 

180 台 190 250 250 280 280 



 

Ⅳ．商工会職員の資質向上と連携による商工会ネットワーク機能の強化  
 

 

【 指針③ 】 

Ⅳ―１ 企業や地域の声を基にした提言・要望活動の積極化  

 

北茨城の経済社会の活性化に向け、当会が主体となって上部団体等に提言・要望活動を展開していく。

また、地域一般、特に被災者の意見やニーズを抽出し市政に反映する仕組みを整える。 

 

（目標） 

①地域経済社会の活性化に向けた提言･要望活動の展開 （随時） 

 ・市の施策に関する要望の実施  

・国の重要施策に対する提言・要望の実施（地元出身の国会議員経由）  

・全国商工会連合会、茨城県商工会連合会等と連携した要望活動の実施  

 

     ②地域の声を基にした事業展開 

     ・市統計課の高齢者居住分布図及びハザードマップを基にした、津波の被災者及び買物困 

難者を対象とする高齢者福祉向上のための移動販売サービス（行商サービス）事業の継 

続実施及び利用者からの要望抽出 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

（具体策） 

 平成２３年度より北茨城市からの委託を受け週３回被災地や高齢者が多く居住する住宅を回り移動販

売を行う「北茨城市行商サービス」を当会にて運営している。 

 この事業は北茨城市行政としても市内において被災者や高齢者の福祉支援に資する重点事業として今

後も継続して当会へ委託することが見込まれている。そこで、この事業にて、移動販売に合せ、被災者や

高齢者等一般の方から、求める食料品だけではなく普段の生活上の意見やニーズをアンケートで聴き取

り、データ化した上で、行政等への提言をする材料の一つとしていく。 

 

【 指針②  】 

Ⅳ―２ 職員の支援能力の向上及び組織内で情報共有する体制づくり 

  

効率的な事務局運営の推進と商工会内の体系的な Off-JT・OJT の実施を進めていき、多様化、高度化す

る地域中小事業者の課題に対しての経営指導員３名を中心とした職員の分析・助言能力の向上を図り寄与

することが昨今特に求められている。 

 そして、体得した知識やノウハウが、職員及び次世代を担う職員に共有・承継していけるような体制づ

くりを迅速に進めていく。 

 

（目標と具体案） 

①Off-JT プログラム 

 １）中小企業大学校が主催する研修に、職員全員が年に１度は参加する。 

          経営指導員３名の職員については、当該大学校の研修プログラムの中で専門Ⅱ程度

の高度な研修参加を必須とする。 

 ２）補助員・記帳専任職員については、平成２７～２８年度の期間中「経営指導員 Web 

研修」の受講を全過程終了することをめざす。 

 

 

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

移動販売利用者 

（週３回実施で１日平均

来客者数） 

４４名 ６０ ７０ ７０ ７０ ７０ 

要望 

（ｱﾝｹｰﾄ聞き取り件数） 

 ＊月ベース平均 

 

 ２０件 

 

５０ 

 

５０ 

 

７０ 

 

 

８０ 

 

８０



 

②OJT プログラム 

 １）茨城県商工会連合会からの紹介を受け、他地域商工会の経営指導員の協力のもと、

当会経営指導員が他地域商工会の現地に赴き、他地域職員と１週間程度同行し、助言

や指導内容について、地域ごとのケースの差異を体得しながら、より柔軟で多様な価

値観を学習する。 

 ２）ジョブ・エンラージメント（職務拡大）とジョブ・エンリッチメント（職務充実） 

  を考慮した当会全職員（事務局長以外）の業務任務の見直しを年度当初に行い、MBO 

（目標による管理）を徹底させる。期間を１年とし、年度終了時に事務局長がチェック 

し本人の各業務の達成度との再確認及び次年度の目標の再構築を行う。 

 

③知識・ノウハウの共有化 

 暗黙知を形式知化すべく情報を共有し活用していくナレッジマネジメントの手法を準

用し、日常の助言・指導業務において表面的な日報ではなく、対象事業所の人柄や癖、

考え方、経営哲学などの気が付いた細部の情報を当会グループウェア上で蓄積し、職員

で共有できるような体制を整備する。 

 その際「サイボウズ ASP」等のナレッジマネジメントシステムウェアを当会用にカスタ

マイズし運用することを検討する。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 【指針①】 

 

Ⅳ―３ 取引拡大や情報交換等を目的とした異業種交流の場の提供 

異業種が交流できる場を設けることにより、情報交換をきっかけに、取引拡大や新商品・サービスの創

成へとつなげていく。 

（目標） 

・気軽に参加でき販路拡大につながる会合の提供  

・市などとの共催する会合などによる異業種間との情報交換  

 

 

 

 

(具体策) 

  商工会が通常執り行う様々な講習会や賀詞交歓会、通常総代会などでは、普段接することのない事業

主や従業員などと交流できる貴重な場となりえる。会合の後、十分に情報交換が行えるよう、飲食を伴う

気軽な演出や時間配分を事務局にて心がけていく。 

 

 

 

 

 

 

内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

上記①－１） 大学校研修 未実施 全員 全員 全員 全員 全員

上記①－２） Web 研修 未実施 補助員 記専職員 ― ― ― 

上記②－１） 他地域同行 未実施  ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

上記②－２） MBO 管理 未実施 全員 全員 全員 全員 全員

上記③  

ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ一式 

未実施 ― ― ―  一式 一式

 支援内容 現 

状 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

大規模な会合参加者合計数計 300 名  400 400 400 400 400 



Ⅳ―４ 青年部や女性部との協働した事業強化や事業所間連携機会の創出 

 

青年部員・女性部員それぞれの連携・連帯を強化させていくとともに、新たに青年部と女性部がタイア

ップして地域社会に広く貢献する事業を部員主導のもとに展開する。 

 

（目標） 

①青年部との連携強化  

      ・青年部事業の支援  

      ・茨城県商工会青年部連合会活動の支援 

②女性部との連携強化  

      ・茨城県商工会女性部連合会活動の支援 

    ・北茨城ひなあかり展（吊るし雛作成）など、市内外からの観光客の誘致を図るための 

イベントの開催   

   ③青年部と女性部との協働事業実施（新規）  

 

 

 

 

 

  

（具体策） 

 特に上記③は本事業において初めての試みであるが、これまで積み重ねてきた青年部、女性部それぞれ

の事業実績に基づき、観光客誘致のための活動、将来を担う子ども達を育成する目的のための活動など、

これまでにはない青年部と女性部の枠組みを超えた新たな事業を協働で見出し、その事業テーマに基づい

て活動を行う。 

 

Ⅳ―５ 本事業の評価及び見直しの取組及び体制 

 

（目標）  

   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・検証を行う。

    

 ①商工会及び連携体である北茨城市の関係者ではない、中小企業診断士等の第三者側外部専門家で構成

される「北茨城市経営発達支援事業評価委員会」を発足し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案

の提示を行う。 

②当商工会監査役（２名）内部監査を１ケ年度半期ずつ２回実施し、その結果を上記委員会に報告する。

 内部監査は前述の「Ⅰ―３．企業の将来ビジョン実現に向けた経営計画の策定支援」で前掲した中小

事業者に対して行う PDCA サイクルにおけるリスクマネジメント支援及び事業の評価システムの構築

と運用を自商工会内部の運営に関しても準用させながらスクリーニングを行う。 

③上記委員会が監査役の内部監査を受け、同委員会に於いて評価・見直しの方針を協議し決定する。 

 ④事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会及び総代会に報告し、承認を受ける。 

 ⑤事業の成果・評価・見直しの結果は北茨城市商工会ホームページで計画期間中公表する。 

 

  上記①～④は、平成２７年度～３１年度事業期間分で毎年各年度実施される。    

支援内容 現 状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①青年部事業回数 １４回 １５ １５ １６ １６ １６ 

②女性部事業回数 ２１回 ２１ ２１ ２２ ２２ ２２ 

③青年部・女性部協働事業 未実施 ２回 ２ ５ ５ ５ 

  



 

（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２７年１月現在） 

（１）組織体制  

   本事業に対して、当商工会役員をリーダーとする当事業プロジェクト委員会を擁立し、事

業の意思決定機関とする。また事業実施機関としてワーキンググループも併せて設立する。

   当会は課制度を採用していないため、経営指導員３名を中心に本事業の事務局として運営

し事業を推進する。その他職員及び緊急雇用対応事業（北茨城市委託事業）に係る職員は計

１０名在籍するが、経営指導員３名の運営補助として携える。 

   さらに、商工会役員（会長１名・副会長２名・理事２５名）にも協力支援体制を整える。

                  ＊実施体制については別紙「連携体制図等」を参照   

     

（２）連絡先 

   茨城県北茨城市磯原町本町１－３－９ 

   一括窓口：０２９３－４２－２５１１（代表を含め３本の回線あり） 

   ＵＲＬ：http://www.kitaiba-shoko.jp 

      Ｅ-Mail:kitasho@atlas.or.jp 

              事務局長 上遠野 katono@atlas.plala.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（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） 

 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額      

 

Ⅰ．社会の変化に円滑に対応するた

めの経営基盤強化 

（Ⅰ－１～７） 

5,000   5,000   4,000  4,000   4,000

Ⅱ．人的資源の開発と質の向上によ

る地域経済の新陳代謝の促進 

（Ⅱ―１～６） 

  5,000  5,000  4,000    4,000    4,000

Ⅲ．北茨城の基幹産業である観光の

振興と商業の活性化 

（Ⅲ―１～７） 

  8,000  8,000 10,000   10,000   10,000

Ⅳ．商工会職員の資質向上と、連携

による商工会ネットワーク機能の

強化（Ⅳ―１～５） 

  2,000  2,000  2,000    2,000 

 

   2,000

合      計 
 20,000   20,000

 

  20,000  20,000  20,000

調達方法 

平成２７～３１年度の各年度 

国補助金（申請額）１５，０００千円 自己財源 ５，０００千円 合計 ２０，０００千円 

    ＊自己財源は、会費手数料収入、県及び市補助金、雑収入、積立金取崩等にて捻出する。

（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。



（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 

北茨城市経営発達支援プロジェクト委員会（仮称）を擁立し、同委員会を中心に行政、公的機関、

事業団体、事業者などの関係者をメンバーに加え、本事業の意思決定機関として位置付ける。 

関係する組織とは、共催・後援・支援を依頼することとなるが、４つの目標テーマに様々に連関し、

それぞれのテーマにワーキンググループ（分科会）を開催し具体的な事業計画の立案・実施を進め

る。 

プロジェクト委員会及びワーキンググループ（分科会）での事業計画に基づき、４つの目標テーマ

に関連する各種団体と商工会事務局とで協力体制を構築し本事業を遂行する。 

連携者及びその役割 

◎事業全体の包括的連携（共催・後援・支援）及び当事業に関する指針付与 

（プロジェクト委員会・ワーキンググループの双方） 

・北茨城市【商工観光課を主とする各課】 

・茨城県【中小企業課を主とする各課】 

・国【経済産業省関東経済産業局】 

 

◎４つの目標テーマによるワーキンググループ（分科会）での事業計画策定及び事業実施における

連携 

 

Ⅰ．社会の変化に円滑に対応するための経営基盤強化 

 ・行政（国・茨城県・北茨城市）・市内金融機関・政府系金融機関 

→施策活用に関するアドバイス・プロジェクト委員会の参加 

  ・市内飲食業・旅館業・食品加工業事業者・大津平潟漁業組合・大津平潟水産加工業協同組合

・JA 常陸 

   →新商品・新サービスの共同開発・プロジェクト委員会の参加 

  ・茨城県中小企業診断協会・茨城県中小企業経営者協会・茨城県中小企業団体中央会 

   →相談体制の支援・プロジェクト委員会のオブザーバーとしての参加 

  ・市内 IT.ICT 関連事業者（ソフトウェア開発） 

   →システムの構築委託 

  ・日立税務署・茨城労働局・ハローワーク高萩・日立労働基準監督署 

   →事業遂行に対するアドバイス・相談会の講師等の招聘 

  ・帝国データバンク→市場調査依頼 

  ・茨城県商工会連合会→当会の巡回・窓口指導とりまとめ 

 

Ⅱ．人的資源の開発と質の向上による地域経済の新陳代謝の促進 

  ・茨城労働局・ハローワーク高萩→当事業のアドバイス・セミナー講師等の招聘 

  ・㈱日立建機・北茨城市理容組合・建設業親交会・商工会建設業部会及び鉱工業部会→事業の

共催と後援 

  ・日本政策金融公庫日立支店・茨城県中小企業診断協会・茨城県中小企業課 

→セミナー・説明会の共催 

  ・いばらき出会いサポートセンター・県子ども家庭課 

   →婚活サポート事業の共催・後援・アドバイス 

  ・茨城県中小企業再生支援協議会 

  →民事再生等の事業再生に関する橋渡し 

 

Ⅲ．北茨城市の基幹産業である観光の振興と商業の活性化 

  ・北茨城市観光協会・商工会サービス業委員会・グリーンふるさと振興機構 

→事業の共催・後援 

  ・JTB 株式会社水戸支店→観光商品の共同開発 

  ・JA 常陸・大津平潟漁業組合・大津平潟水産加工業協同組合 

   →事業の共催 

  ・茨城空港・JR 水戸支社→外国人観光客の誘致・PR 活動の提携 

  ・語学関連事業者→サービス業・飲食業事業者等への語学指導・海外パンフレット作成委託 



   

 

・商工会商業委員会・商店連合会→本事業の共催 

  ・北茨城市都市計画課→都市再生協議会(仮称)への参加 

  ・商店街づくり事業事務局（東京）→本事業へのアドバイス・補助金活用 

  ・商店街活性化関係専門コンサルタント→ブランディング・街づくりの指南 

  ・茨城県工業技術センター窯業指導所→本事業の共催・アドバイス 

  ・ジェトロ→本事業のアドバイス 

  ・JR 水戸支社→販促活動のための場の提供 

  ・北茨城市観光協会→事業の共催 

  ・NTT ユーザー協会→当事業の共催・事業遂行のためのアドバイス 

  

Ⅳ．商工会職員の資質向上と連携による商工会ネットワーク機能の強化 

 ・中小企業大学校→研修の場の提供 

  ・商工会役員・各委員会の委員長・青年部長や女性部長→事業遂行の主導 

  ・ハローワーク高萩→OJT/Off-JT の手法採用 

  ・富士通他ソフトウェア企業→ナレッジマネジメントシステム ASP のライセンス貸与 

 

 

    

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



連携体制図等 

 

トップダウンの組織・連携ではなく、地域商工業者・被災者・地域市民一般に対して包括的かつ 

きめ細やかなボトムアップの支援体制・連携を整える。 

 

 

              

          

              包括的支援 

 

                【事業実施運営共同体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       共催                         共催 

                   

 

 

                 【事業実施主体】  

            参画                参画 

          

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

北茨城市商工会 

北茨城市経営発達支援

プロジェクト委員会 

【意思決定機関】 

４つの目標テーマに基づくワーキンググループ 

      【事業計画策定・実施機関】  

行政 

(国・県・北茨城市) 

各関係機関 

各事業団体 

地域事業者 

商工会役員など

地域商工業者・被災者・地域一般市民 

北茨城市 


