
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
潮来市商工会（法人番号 4050005006414） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

小規模事業者の自立した経営の実現と地域活性化を推進するために小規模事

業者が置かれている現状と課題、それに基づく当商工会の振興の考え方を踏ま

えて、今後 5年間の小規模事業者支援の中長期的な目標を下記の通り設定する。 

① 小規模事業者の売上げの向上、利益の確保が図れる事業 

② 商工会を中心とした連携支援による産業活性化を図る事業 

③ 潮来市ブランドを確立し地域の活性化を図る事業 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済動向調査に関すること（指針③） 
小規模事業者の経営実態を把握するために、「経営状況調査」を実施し、 

 収集した情報を、事業者に情報提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること（指針①） 
巡回指導を実施し事業所の現状を把握するための経営分析シートを作成。 

分析シート基軸に分析、評価、解説、経営力向上に向けた提案という分析と 

活用のサイクルを仕組み化する。 

３．事業計画策定支援に関すること（指針②） 
計画的な事業所巡回、経営計画作成を目的としたセミナーを開催し、事業所

に対して経営計画の作成方法の支援、経営者の意識改革を図る。 

４．事業計画策定後の伴走型フォローアップに関すること（指針②） 
   経営計画策定後及び創業後に、巡回等により進捗経過状況の確認、情報提供、

指導、支援を行い伴走型のフォローアップを行う。 

５．需要動向調査に関すること（指針③） 
   地域内の需要動向を把握するために、支援する個社、当地域にて約 1ヵ月間

開催する「水郷潮来あやめまつり大会」の来場者を対象に消費者のニーズを調

査する。 

   各種統計調査や ITを活用した市場、商品情報の動向調査を行う。 

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） 
   展示会・商談会の開催情報を提供し、小規模事業者の出展を促し、販路開拓 

の支援を行う。 

   SNS等を活用した ITセミナーの開催、ITに関する知識、技術のスキルアッ 

プを図り、事業者自ら情報発信、ネット上での販路開拓への取組みを支援する。 

Ⅱ 地域経済活性化に関すること 
１． 既存地域イベントの更なる充実化による賑わい創出事業 

２． 地域ブランドの開発・販路拡大への支援事業 

連絡先 

潮来市商工会 〒311-2436 茨城県潮来市牛堀 17 

       TEL 0299-80-3831 FAX 0299-64-5713 

       URL http://www.itako-cia.jp/  

       E-Mail info@itako-cia.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 

＜第１期における取組と成果＞ 
小規模事業者の事業活性化・経営安定化に向けて、茨城県・各市町村・金融機関・日本政策金融公

庫・中小企業基盤整備機構・ミラサポ・中小企業診断士等と連携し、次にあげる２つの支援事業を目

標として、鹿行地域の５商工会（潮来市商工会・鹿嶋市商工会・鉾田市商工会・神栖市商工会・行方

市商工会）が共同で、第１期経営発達支援事業を実施した。 
 
①個別企業に対して、「新たな経営戦略に踏み込んだ支援」を継続して実施できる体制を構築するこ

と。 
②起業者に対して、経営課題を段階ごとに支援できる長期的起業支援プロジェクト体制（市町村連

携・広域支援）を整備すること。 
また、地域の活性化事業については、従来型の一過性イベント事業から｢地域のブランド化・にぎわ

いの創出｣ができる事業へシフトすることも目標とした。 
上記の目標を達成するため、第１期経営発達支援事業において共同で実施した具体的な取組及び成

果は、次のとおりである。 
 
①個別企業に対して、「新たな経営戦略に踏み込んだ支援」を継続して実施できる体制の構築につい

ては、地域で経営を持続的に行うためのビジネスモデルを提案し、実行支援を実施できるためのスキ

ルを身に付けるため、多面的支援体制（専門家を交えた「広域チーム」による支援体制）を構築した。 
多面的支援体制を構築した成果として、経営発達支援事業実施以前は、各種施策（エキスパートバ

ンク・よろず支援拠点等）の専門家を活用した場合、専門家一任となってしまうことが多かったが、

経営発達支援事業実施後は、定期的に担当専門家以外の専門家及び管内経営指導員等と協議すること

により、専門家間の支援方法の違いや経営指導員間の意見の違い等を聞くことができ、結果として、

担当経営指導員が中心となったチームとして企業支援を行うことができるようになった。複数の経営

指導員等・専門家と連携したことで経営指導員等の個人の意識も変わり、積極的な伴走型の支援へと

指導内容も変わった。 
②起業者に対して、経営課題を段階ごとに支援できる体制を広域に整備するため創業支援計画の市

町村認定をいち早く受けた潮来市商工会が拠点となり、広域的な創業支援を実施した。 
第１期の創業支援事業においては、受講生９３名（うち創業者１５名）とともに経営指導員がセミナ

ーを受講し、その後の創業につながるように伴走型支援を実施した。 
また、従来型の一過性イベント事業から｢地域のブランド化・にぎわいの創出｣できる事業へのシフ

トについては、昭和５６年に商工会の事業として「地域福祉の増進に資する事業」が追加されたこと

から、各地で商工祭が行われるようになった。当時は現在のようにショッピングセンター等も無く、

地域イベントとして成果を上げてきたが、近年は商工祭り自体を廃止、または自治体主導による市民

イベントに商工会が出店するような形に変化している。そのような中で、今回の計画の中では、各地

域におけるイベントの見直しを行い、年間を通じて「地域おこし」につながるような事業を新展開し

た。一例をあげると潮来市商工会における「水郷潮来元気市」、「ろ舟運行の通年化」、「人力車の運行」

などがある。 
鉾田市では、基幹産業（農業）との連携、商工業者の匠の技を発掘することを目的に中心市街地を

活用した賑わいの創出事業「鉾田にぎわいまつり」を実施した。 
 
このような取組を経て、鹿行地域の 5 商工会が共同で実施した多面的支援事業でのスキル及び積極

的な伴走型支援については、引き続き、第二期計画に踏襲しながらも、各商工会の支援すべき地域を

明確にし、広く小規模事業者支援を行うため、共同申請は発展的に解消し、今回は個々の商工会ごと

に計画を作成し、提出することとした。 
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Ⅰ．潮来市の現状 

潮来市は茨城県の南東部（鹿行地区）、東京から 80km 圏に位置し

ている。霞ケ浦、北浦、常陸利根川などに面した水郷で有名な都市。江

戸時代に利根川水運の港町として栄え、現在は水郷筑波国定公園の一角

となっている。水郷潮来あやめ園を中心としたあやめの名所（水郷潮来

あやめ園：毎年 5 月下旬から 6 月下旬が見ごろ）や手漕ぎの舟（通称：

ろ舟）で川を巡る十二橋めぐりといった水郷特有の観光名所を有し、米

栽培を中心とした農業が盛んである。 

人口は、戦前は 20,000 人前後の人口を示してきたが、戦後の昭和 22
年には、引き揚げ等により 24,979 人まで増加した。その後は昭和 40 年

調査まで一時減少傾向を示した後、昭和 45 年からは鹿島開発等の影響

により増加に転じ、平成７年までは再び増加傾向を示したが、平成 7 年

の 32,133 人をピークに減少に転じ、現在(28,442 人(平成 29 年 7 月）)
まで減少傾向している。 

 
 

 
 
■潮来市管内小規模事業者数 
 

年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
事業者数 983 社 983 社 983 社 983 社 983 社 

資料：商工会総代会議案書 
 
（１） 商業の現状 

 少子高齢化の進行により市民の購買力は縮小している。周辺地域では、病院等の公共施設の 

郊外移転が進むとともに大型商業施設の郊外進出も進展している。ＪＲ潮来駅周辺など中心部 

の商店街が衰退傾向を示す一方で、近隣市である神栖市等の大型店、外食産業がロードサイド 

の商業集積地、地域住民の消費も流出している。 

 大型店に消費者が流出する要因としては食品等を製造販売から撤退し、商品を仕入れて売る 
ストアー形態に変わっていったことに要因がある。 
本来の地域商業の特徴は、豆腐屋や和菓子屋など自分の店で製造加工して店先で販売する製 

造販売という形態にあったが、大手スーパーがこうした製造販売を行うようになり、店舗の食 
品加工製造設備・機能を充実させ、鮮魚加工や精肉、揚げ物などの加工調理能力を飛躍的に向 
上させてしまった。 

潮来市 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E5%9B%B3_08223.svg�
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仕入れて売るストアー型業態と最寄品市場は大手流通業が最も得意としてきたところで、さ 
らに製造加工まで加わり、地域住民の多くは安くて便利・豊富な品揃えの大型店へ流出した。 

また、商業事業所数の推移から市内で小売業を営む事業者は家族経営または 1人で経営を営  

む事業者が多く、経営者の高齢化や市全体の人口減少による売上低迷、事業後継者不在等が要

因となり廃業する事業者が増加傾向である。 
 このような現状の中でも生鮮食品、酒類、和洋菓子、洋品店に関しては近隣コミュニティ型 
商業はいわば地域のライフライン的機能を持っており、高齢化が進む地域では尚更、最寄品店 
は必要不可欠の存在となっている。 
 

＜商業事業所数の推移＞ 

 
 

区分 平成 16 年 平成 19年 平成 24年 平成 26年 

事業所数（店） 417 407 355 292 

従業員数（人） 2,333 2,142 1,684 1,524 

資料：商業統計調査、経済センサス 

 

■商業の課題 

    人口減少による市場の縮小と、リアル市場からネット市場への進展、流通大手や好調なチ 
ェーン店の出店攻勢など、地域を取り巻く商業環境を分析すれば、地域商業の規模は縮小せ 
ざるを得ないのは明らかである。 
今後、商店街の空き店舗の激増が予想される中で、空き店舗対策は抜本的かつ多様な対処 

が求められる。 

世帯数と人口の減少による需要の減少、大型店へ購買が流出等経営環境の大きな変化に伴

い、経営者が抱える問題が複雑化していることから、経営課題を明確化し、事業計画に基づ

いた経営管理を実施する体制の整備が必要となる。 

      特に高齢・後継者不在による事業者の廃業が増えており、創業支援や事業承継等の支援体 

制の整備により、住民生活を支える経済活動の循環・活性化を促進する必要がある。 

     
 （２）工業の現状 

潮来市には潮来工業団地（潮来市島須）が立地しており。大手食料品製造メーカー企業をは

じめとする多様な誘致企業と地場企業の集積が図られている。 

工業の事業所数は漸減傾向にあり、特に市街地に立地する事業所は、住宅立地などにより 

操業環境の悪化が進んでいる。 

 工業全般では下請けに依存する小規模零細企業の占める割合が高く、取引先からの受注量の 

減少、加工単価の引下げや原材料費の高騰等により苦しい経営が続いている。 
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    家内工業的な小規模な事業所が多数で、経営基盤が弱く景気低迷の影響を受けやすい状況と 

なっている。 

また商品開発や販路開拓等の事業展開が少ないだけでなく、事業者間の結び付き（連携）が 

脆弱であり、需要の創出・循環には至っていない。 

 国内需要の低迷など経済情勢の不透明な中、市内立地企業および小規模事業者を取り巻く状 

況は厳しいものとなっている。 

   建設業は住宅建築関連業種に携わる個人事業主が多く、住宅新築着工件数（H25年度152棟、H 

27年度113棟 ※資料：国土交通省住宅着工統計）の低迷やハウスメーカーの進出による競争 

激化、職人の高齢化や後継者不足の現状である。 

    公共工事への依存度も高く、公共工事が減少するに伴い、経営環境の悪化が懸念される。 

最近では隣接する鹿島臨海工業地帯の発展に伴い、工業地帯へ進出する企業も増加傾向に 

あるが従業員の高齢化や技術者の人手不足は否めない。 

 

＜工業事業所の推移＞ 

 
 

区分 平成 19 年 平成 21年 平成 23年 平成 26年 

事業所数（店） 71 67 63 56 

従業員数（人） 2,079 1,863 1,424 1,252 

資料：工業統計調査 

 

  ■工業の課題 

   製造業では自立した企業になるべく保有技術を活用しての新分野進出や新規取引先の開拓にも 

取り組むことが課題となっている。 

経済構造上，地域経済に大きな付加価値をもたらすことから，新たな企業の立地を促進すると 

ともに，企業の撤退や流出を防止するため，既存工業事業者への支援を行う必要がある。 

専門技術やノウハウなどの経営資源を活用し、企業間連携など、経営の多角化も含めた、中 

長期的な事業計画の策定・実行が必要となる。 

   建設業では公共工事、元請企業に頼らない体質が求められており、高齢化社会に対応した地元 

ニーズを的確に把握し、事業計画の策定による計画的な経営を図ることが求められている。 

   若年層の入職を遠ざけている建設労働問題は、建設業の持つ産業的特質や戦後長い期間をかけ 

て構築されてきた複雑な生産体制などの産業全体が持つ根本的な問題に起因している。 

建設労働問題解消に向け様々な取り組みが進められているが、より根源的な問題解決を追求す 

るためには建設産業が抱える生産体制や産業構造にまで遡った対策を検討することが不可欠で 

ある。 

 人材の確保、育成を図り、技術の継承を行っていく取組みが必要と思われる。 
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Ⅱ．潮来市の産業振興に関する具体的方向性 
   潮来市人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略では、「安心安全な地域づくり・時代に

あった地域づくり・地域と地域の連携」「若者の希望を実現する環境づくり・地域が支える子育

て・健康づくり」「元気な地域産業づくり・安定した雇用の創出」を基本目標とし、潮来市創生

総合戦略（平成 27年～平成 31年）では、基本目標の内「元気な地域産業づくり・安定した雇用

の創出」では次のような目標を掲げている。 

 

施策概要 
観光・サービスや農業等，本市の基幹となってきた産業を支えるとともに，高速道路を活かし

た企業誘致，インバウンド等に対応した新たな観光産業の創出，起業・創業等の多様な働き方

の支援を通じて安定した雇用の創出に取り組みます。 
観光マネジメントや他市町村と連携した広域観光を推進します。また，特産品開発や６次産業 

化により，儲かる農業の実現に取り組みます。 

安定した雇用の創出に向けて，結婚適齢層や若年層，出産・子育て世代の女性の雇用創出を目

指します。また，高速バスを活かし，サテライトオフィス等の新しい働き方を支援します。 
 
○観光資源の創出と観光情報の発信を充実 

潮来市は古くから，県内でも有数の観光地ですが，インバウンドの取り込みや新たな観光ニー 

ズへの対応による交流人口の創出を目指し，観光プロモーションの強化，既存の地域資源の活 

用と新たな観光資源の発掘等に取り組みます。また，市民や事業者の参加による観光振興を図 

るため，市民からの情報発信，花を活用した観光，嫁入り舟と地域の飲食店とのタイアップ等 

も進めます。 

一方，これまでの鹿嶋市，香取市との水郷三都や，霞ヶ浦沿岸地域との連携による観光振興に

ついて，取り組みをさらに充実するほか，茨城県を含め近隣自治体と連携した観光ルート化づ

くりに取り組みます。 
○いろいろな働き方を応援 
 市内での雇用機会の確保を図るため，多様な業種の企業誘致に取り組むとともに，起業創業支

援により，多様な働き方が選べる環境づくり，女性が安心して働ける環境づくり等に取り組み

ます。 
○農産物を活かした新たな産業づくり 
 地域の基幹産業である農業の振興を図るため，農産物のブランド化を進めるとともに，農家収

入の安定化を目指し，道の駅いたこを拠点とした，加工品の開発，販売プロモーションの強化

に，ハイウェイオアシス等の制度を活用した再活性化に取り組みます。 
○潮来を舞台として交流を図る環境づくり 
 潮来市には，観光に携わる人材や企業が多くあることから，このようなネットワークを活かし， 
潮来市への観光交流イベントの誘致を図るとともに，拠点機能の整備を目指します。 
茨城国体・東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に，潮来市の交通の利便性，地域

資源，環境を活かし，スポーツによる地域の活性化を図ります。また，市内のハイウェイオア

シス等の設置について，検討します。 
 
Ⅲ．潮来市商工会の役割 
  商工会は金融、税務、経理、労働等の個別事業所に対する経営改善事業を実施するとともに 

地域振興事業を展開している。 
しかし、踏み込んだ指導が不十分で、一部の事業所を対象としていることが多く、地域全体を 
考慮した指導も不足している。 
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今後は地域の総合経済団体及び小規模事業者支援機関として、行政と小規模事業者を結ぶパイ 

プ役を担いながら、行政等が実施する小規模事業者のための各種施策を理解・普及させるととも 

に、ニーズや課題などを行政に繋げ、小規模事業者の声を届ける役割が期待される。 

また、地域経済を支える小規模事業者は、売上の減少、経営者の高齢化による事業承継問題等 

に直面しており、経営を持続的に行うための支援や施策が必要であり、事業計画策定やフォロー 

アップ体制の構築など、今まで以上に小規模事業者に寄り添った経営サポートが求められている。 
Ⅳ．当地域内の小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
  潮来市は、潮来市人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27年～平成 31年）に

おいて以下の都市像を掲げ、実現するために政策へ取組むとしている。 

   

○安心安全な地域づくり・時代にあった地域づくり・地域と地域の連携 
   ・東日本大震災の被災経験や液状化対策等の復興事業を活かした生活基盤づくり 
   ・広域公共交通の整備による地域間連携の充実 
   ○若者の希望を実現する環境づくり・地域が支える子育て・健康づくり 
   ・若年層の希望を実現できる環境創出と水郷潮来ならでは教育の充実 
   ・市民の人生プロモーション支援と，移住・定住希望者への「潮来ライフ」の提案 
  ○元気な地域産業づくり・安定した雇用の創出 
   ・基幹産業に対する支援と，新たな観光産業の創出，起業・創業等による雇用の創出 
   ・広域観光の推進と儲かる農業の実現 
   ・結婚適齢層や若年層，出産・子育て世代の女性の雇用創出 
   ・高速バスを活かした働き方や企業誘致，起業・創業等による安定した雇用創出 
 

  地域の総合経済団体である商工会は、潮来創生総合戦略の政策に沿う形で小規模事業者の持続的 

な発展を目指し、上述の現状・課題・役割等を踏まえ、活気と活力のあふれた地域とするために経 

営発達支援事業を実施する。 

 また小規模事業者の中長期的な振興のありかたとして、行政や関係団体と連携していく。 

 

Ⅴ．小規模事業者振興の目標 
 上記を踏まえて、「個別企業支援の拡充・拡大」と「活力のある小規模事業者や事業後継者育成」

及び「新規創業支援と円滑な事業承継」を図ることで経営の安定した企業を増やし、雇用の創出に繋

げることで地域活力の低下を防ぎ、小規模事業者の持続的な発展を支援する。 

また、各機関と連携を図り個別企業の魅力を向上させることで小規模事業者の「売上の増加・利益

の確保・販路拡大」を目指す。 
 
（１） 地域資源の活用による小規模事業者の振興 

潮来市の自然・歴史・伝統を商店街の振興や、観光客の誘致に活用し、魅力ある賑わい空 
間を創出することで、小規模事業者の振興を図る。 

 
（２） 伴走型支援による経営計画策定支援の実施 

     小規模事業者が自社の強み・弱みを十分理解し、経営課題の解決に向けた事業計画の策定 

支援と、継続的なフォローアップ支援を行い経営力の強化を図る。 

 

（３） 商工会を中核とした連携支援体制の構築 

    小規模事業者に対して、商工会が中核となり、行政、専門的知識・資格を有する人材や金 

融機関等と連携を構築し、小規模事業者の振興支援のために活用する。 

 

（４） 地域資源を活用した特産品のブランド化による地域経済の活性化 

特産品の発掘や創作等、地元産品の魅力向上に向けて、小規模事業者の取組みを支援し、 
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市内外へのＰＲ活動を強化し、潮来市の特産品としてのブランド力を高め地域経済の活性化 

を推進する。 

 
■ 数値目標 
① 小規模事業者の経営状況分析支援 

目標：5年間で延べ200事業所 

② 小規模事業者の事業計画策定 

目標：5年間で延べ200事業所 

③ 小規模事業者の事業計画策定後フォローアップ 

目標：5年間で延べ200事業所 

④ 小規模事業者の特性に応じた販路開拓等マッチング支援（ＢtoB） 

目標：5年間で延べ25事業所 

 
Ⅵ．小規模事業者振興の目標達成のための方針 

「中長期的な小規模事業者振興のあり方」を基に、本会では、潮来市他関係支援機関と連携しな 

がら、平成30 年度から平成34 年度までの5 年間で4 つの目標を制定し、それぞれの目標達成の

ための方針を踏まえ、後述の経営発達支援事業を通じて実現していく。 
 
 （１）地域資源の活用による小規模事業者の振興 
    地域にある魅力的な「地域資源」を発掘し、地域外に効果的に発信することで、地域のイ 

メージ向上を図り、観光客の誘致に努める。 
 小規模事業者の魅力を発掘し、それぞれの顧客ターゲットを明確に定め、地域内外に効果的 
に発信し、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 
 （２）伴走型支援による経営計画策定支援の実施 
    経営指導員が小規模事業者に寄り添いながら、小規模事業者の現状を把握し、課題を認識 

し、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をする。 

また、環境変化に合わせたビジネスプランの随時変更等のフォローアップまで一貫した支 

援を行う。 

 

 （３）商工会を中核とした連携支援体制の構築 
    行政・金融機関、専門的知識や資格を有する人材や関係機関との連携を図り、小規模事業者 

の経営状況や経済動向の把握、支援ノウハウ、施策を共有、活用し事業計画策定支援を行う。 

 

（４）地域資源を活用した特産品のブランド化による地域経済の活性化 

   地域特性、地域資源を活用（農産物等）した新商品の開発、観光施設（道の駅いたこ）、イン 

ターネットを活用した販売体制の拡充、メディア等による情報を発信し地域ブランドの確立を 

目指す。 

 

以上の事業を積極的に行っていくため、商工会を迅速に行動できる支援組織としての体制づくり 

を進めるとともにノウハウの蓄積に努め、潮来市、茨城県商工会連合会、日本政策金融公庫、地 

元金融機関等の各支援機関と連携しながら取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 



８ 
 

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．地域経済動向調査に関すること（指針③） 
＜第１期における取組と成果＞ 
第１期における地域の経済動向調査として、鹿行地域（鹿嶋市商工会・潮来市商工会・鉾田 

市商工会・神栖市商工会・行方市商工会）を対象に現状分析し、地域の特性等を把握し、広域 
全体で地域の動向を共有することにより指導・助言の基礎データとするため、①既存データの 
活用（経済センサス）、②独自データの活用に取り組んだ。 

 
具体的には、①既存データの活用として、ビックデータ（ＲＥＳＡＳ）を活用し、実行支援 

   時に平成２７年度１２件、平成２８年度１９件調査を行った。また、②独自データの作成とし 
て、確定申告データを活用し、鹿行地域の現状（経済動向）調査・分析を平成２７年度１回、

平成２８年度１回実施した。併せて、平成２７年度のプレミアム商品券販売時にアンケートを

行い、消費動向調査を行った。 
 

ビックデータを活用したことで、これまで不明瞭であった地域の経済動向を調べることが出 
来た。また、確定申告データ及びプレミアム商品券販売時のアンケートから小規模事業者の特 
性と消費者動向を分析することで、鹿行地域における指導・助言の基礎データを作成すること 
が出来た。 
これらのデータを併用活用することにより、商圏や地域小規模事業者の経済状況の推移につ 

いてデータを整備することができ、持続化補助金申請等に必要な事業計画の策定支援に活用す 
ることができた。 

 
一方、独自で作成した確定申告データには法人企業は含まれておらず、プレミアム商品券は 

消費者が利用できる店舗が限定され、支援に活用する機会が少なかったが持続化補助金申請時 
には有効的に活用できる事業者もあった。 

 

（取組みの方向性） 

経営発達支援事業を実施するにあたり、各種の統計データを収集・分析並びに巡回訪問、窓口

相談のヒアリングにより把握した経済動向情報を活用し地域内の小規模事業者の経営状況を調

査・分析することにより、問題点等を把握し今後の事業見通しや経営課題解決に向けた支援を行

う。 

 

（活用・提供方法） 

得られた調査結果については経営分析、事業計画作成などの比較資料や職員間での情報共有、 

これまで活用出来ていなかったホームページ、会員宛文書での情報提供、事業の連携を強化する 

ために関係機関との意見交換の際の基礎資料等として活用する。 

個別対応できる動向調査を行う手段としてMieNaを活用し、地域の特色を収集、整理、分析し情

報の提供を行う。 

 
（事業実施内容） 

（１）独自の地域経済動向調査実施＜新規事業＞ 

潮来市創生総合戦略に基づき（元気な地域産業づくり）本事業では業種を絞り込み小規模事
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業者の実態・動向・ニーズ・課題等を把握し、必要な状況に応じて小規模事業者支援策を提供

できるようにすることを目的する。 

小規模事業者の感じている景況感や経営課題等の景況調査を行う。 

市内事業者にアンケート方式で業種別(卸・小売業、サービス業)に景況調査を年2回実施する。 

＜具体的調査事業内容＞ 

１ 調査対象 卸・小売業、サービス業 各20社を抽出 

２ 調査項目 
売上高、仕入、雇用動向、設備動向、景況感 

経営上の問題点について 

３ 調査頻度 年2回実施 

４ 調査方法 

アンケート方式で、抽出した各業種対象事業者に対し調査

を実施する。用紙に関しては巡回訪問を行い事業所へ配布

を行う。 

５ 回収方法 事業所へ巡回訪問を行い回収を行う。 

６ 分析方法 
専門家との連携により、業種別地域景況感・課題等の把握

から支援の方向性を決定し具体的支援指標とする。 

７ 活用方法 
商工会報及びホームページにて公表（年：1回）し、巡回

窓口訪問時に参考資料として情報提供を行う。 

    
（２）申告書決算書等データ活用により小規模事業者経済・経営動向を把握＜既存事業の強化＞ 

商工会が支援する小規模事業者の決算書（約200事業所）をもとに、企業規模に留意し、毎年 

40社（基本的には毎年異なる事業所を選定するが、状況に応じて前年度分析した事業所も含 

む）を抽出し申告書決算書等のデータ分析を行い、売上、利益といった業績、前年度から継 

続して抽出したデータについては前年度と比較し経営動向を把握する。 

業種ごとの経済動向情報として整理し抽出した結果データを参考にし、事業計画策定支援等 

に活用する。 

 
＜具体的調査事業内容＞ 

１ 調査対象 卸・小売業、製造業、建設業、サービス業 各10社を抽出 

２ 調査項目 売上高、仕入、資金繰り、商品在庫、雇用動向、設備動向 

３ 調査頻度 年1回実施 

４ 調査方法 
保有する決算申告データを活用し、抽出した各業種対象事

業者に対し調査を実施する。 

５ 分析方法 
専門家との連携により、業種別地域景況感・課題等の把握

から支援の方向性を決定し具体的支援指標とする。 

６ 活用方法 
商工会報及びホームページにて公表（年：1回）し、巡回

窓口訪問時に参考資料として情報提供を行う。 

 

（３）他機関の経済動向調査の収集、調査結果の活用・提供＜既存事業の強化＞ 
 行政・金融機関の各種統計資料（景気ウォッチャー調査（内閣府）、中小企業景況調査報 

告書（全国連、中小機構）、各業界トレンド情報（日経テレコン）等各種レポートから売上、 
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。小規模事業者等の意思決定の参考資料として商工会報・ホームページ等（年：1回）により 

情報提供をしていく。 

地域外の経済動向や市場規模等の収集、分析することにより新たなターゲット層の把握や絞

り込みの有効データとして活用し事業計画策定に繋げていく。 

また、巡回窓口相談時の資料としても活用。 
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＜具体的調査手段・項目＞ 

情報入手先 調査資料 調査項目 

内閣府統計 景気ウォッチャー調査 （年 4回） 景気判断動向指数 

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 

日経テレコン 各業界トレンド情報  （年 4回） 業種別トレンド 

 

＜活用方法＞ 

各調査により収集した調査データを分析し、小規模事業者に利用しやすくデータを加工し、レポ

ートとしてまとめる。 

分析結果を職員間で情報を共有し、経営分析指標・事業計画策定支援指標として活用する。 

 

＜調査事業に関する目標＞ 

事業内容 H29年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

独自地域経済動向調

査・分析回数 
－ 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

調査対象事業者数 － 40 社 40 社 40 社 40 社 40 社 

申告データ活用による地

域経済動向調査・分析回数 
－ 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

調査対象事業者数 － 40 社 40 社 40 社 40 社 40 社 

統計資料活用地域経済動

向調査・分析延べ回数 
－ 16 回 16 回 16 回 16 回 16 回 

統計活用調査情報提供事

業者数 

（巡回窓口相談時提供数） 
－ 200事業所 200事業所 200事業所 200事業所 200事業所 

 
２．経営状況の分析に関すること（指針①） 

  ＜第１期における取組と成果＞ 
第１期における経営状況の分析として、巡回訪問・窓口相談、各種セミナーを通して、分析対

象となる小規模事業者を絞り込み、独自分析シートを活用し、広域商工会経営指導員 20 名と多面

的診断可能な専門家 3 名による広域チーム体制の中で経営分析に取り組んだ。 
 具体的には、広域チーム体制は、支援を一連の流れで行う広域実行支援（分析・調査・計画策

定・フォローアップ支援）を通し、多種多様な課題に対応可能なスキルを身に付けることをテー

マに実施した。また、支援の中でも最も難しい販路開拓支援については、現場にあった多面的診

断体制の再構築が重要であることも全体で共有することができた。 
 経営分析を行った事業者は、鹿行地域 5 商工会で平成 27 年度 1,776 件、平成 28 年度 1,779 件、

平成 29 年度 1,800 件（見込み）となり、平均でも 350 件を超える成果があった。また、広域チー

ム体制で行った経営分析、需要動向調査及び事業計画策定まで実施できた件数は、平成 27 年度 12
件、平成 28 年度 19 件、平成 29 年度 17 件（見込み）となり、目標を達成することができた。 
 広域チーム体制については、全体での協議・検証をする際、当初は各支援先の事例発表的なも

のになっていたが、2 年目からは個別企業の分析結果に対する考察や、追加して実施すべき分析手

法などについての活発な意見交換ができてきている。そのため、チームで多面的な診断が可能な

支援体制が整ってきている。 
 一方、支援対象の絞り込みをし、支援対象ごとに担当者を決めて支援を行ったため、各商工会

の一部の経営指導員等による支援に留まっており、商工会組織全体で対応できる仕組み作りが課

題となった。独自分析シートは、ヒアリングを行う上で有効的な項目に整理されたが、一部分で

質問内容が事業者の目線で設定されていなかったことも判明した。 
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   （取組みの方向性） 

小規模事業者の強み・弱み・機会・脅威を把握した上で、事業計画策定のための資料として活 

用できるよう支援するとともに、経営分析を自発的・自律的に実施し、事業計画を策定できるよ 

う支援する。 

 

 （活用方法） 

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、事業所の経営課題の抽出、事業計画の方向性検討に活用する。 

 

  （事業実施内容） 

（１） 経営分析の必要性を周知する活動＜既存事業の強化＞ 

巡回・窓口相談、各種セミナーの開催時に「経営状況の分析」の必要性を説明する。 

自社の「強み」「弱み」や経営課題に気づくこと、事業者自身の経営分析力の向上を促す。 

商工会としては、(2)の経営分析シートを基軸に、経営分析→評価および解説→経営力向上 

に向けた提案という分析と活用のサイクルを仕組み化する。 

 

（２）経営分析シートを活用して経営課題を把握＜新規事業＞ 

  経営分析シートは調査項目として、経営理念、経営目標、財務分析等を明記した内容と 

なっており、小規模事業者から直接ヒアリングした情報をもとに作成する。 

小規模事業者に対して、経営分析シートを作成することで、小規模事業者の実態を把握 

し、経営状況の分析と経営課題を把握・整理し、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る。 

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

データベース化した後、職員が閲覧できるようにする。 

  

 ■分析シートの内容・活用方法 

  ①活用フロー 

    

 

 

 

 

  ②各種項目の内容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

事業者・商工会職員 

                                  専門家連携による 

                                  検討・方針決定 

 

事業者データ入力 
分析シート作成 

経営分析結果の 
提供 

経営課題の抽出と 
支援の方向性決定 

・事業者の概要 
・経営目標 
・財務状況 
➢ヒアリングした

情報を整理 

・経営分析シートの 
 作成 
・専門家等との 
 連携分析 

・分析内容のブラッ

シュアップ 
・小規模事業者の経

営課題を抽出 
・支援の方向性を検

討し決定する 
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 ③経営分析シート（参考：ローカルベンチマーク） 

 ※細かい分析項目及びシートレイアウトについては今後検討していく 

 

 
 

 

  ■経営分析の具体的な内容 

   ＜分析項目及び方法＞ 

小規模事業者の経営は、資金繰りに左右されやすいため、利益を確保できる事業を判断する 

ための損益分岐点売上高、売上総利益率、売上営業利益率等や、財務の安全性を判断するため

の流動比率、当座比率、固定比率、キャッシュフロー等の財務分析を実施する。 

経営に重要な利害関係にある顧客・競合・自社の視点、事業を取り巻く外部環境について政 

治的・経済的・社会的・技術的な視点、自社の経営資源であるヒト・モノ・カネの視点から、

最終的に自社の経営資源の強みと弱み、外部環境の機会と脅威についてSWOT分析、ポジショニ

ング分析等を実施し、財務分析と合わせて今後の支援の方向性を検討、決定する。 

※情報収集については、経営カルテにおける質問項目に沿ってヒアリングを行う。 

 

＜活用方法＞ 

    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。 

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。 

作成した経営分析シートは、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、職員間で閲覧できるようにする。 

 

＜効果＞ 

経営分析の重要性を理解することで、事業計画策定の必要性と今後の経営戦略の方針を定め 

ることができ、場当たり的な経営から、事業計画に基づく経営に移行することができる。 
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＜経営状況の分析関する目標＞ 

内容 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営状況分析の

ための巡回件数 
0 40件 40件 40件 40件 40件 

経営状況の分析

件数 
0 40件 40件 40件 40件 40件 

 分析対象者については事前に業種別（商業、工業、建設業、サービス業）から選定を行う。 

 各業種から 10 件を対象とするが、選定を行う際に多少の件数変更はある。 

 

３．事業計画策定支援に関すること（指針②） 
  ＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における事業計画策定支援として、小規模事業者の新たなビジネスモデルを構築するた 
めには、１経営指導員による支援では限界があるため、経営戦略に踏み込んだ支援を望む小規模 
事業者に対して、専門家と経営指導員等の広域チーム体制による事業計画策定支援を実施した。 

 
具体的には、広域チーム体制における事業計画策定支援件数は、平成 27 年度 12 件、平成 28

年度 19 件、平成 29 年度 17 件（見込み）であった。 
結果として、需要・販路開拓につながらなかった支援ケースもあったが、経営指導員等が多面 

的診断可能な専門家とチームを組むことによって、目的としていた経営指導員等の事業計画策定 
支援スキルについては、一定レベルの向上を図ることができた。 

 
また、それぞれの支援ケースにおいて、専門家からの高度な支援方法や他の経営指導員等の意 

見、提案を含め支援内容を記録した実行支援カルテを作成した。カルテは、広域チーム内で検証 
され、データ化、各商工会においてカルテデータを共有することで、事業計画策定時の参考資料

として活用できるようにもなった。 
 

一方、広域チーム体制は、各事業において全体での協議、検証が必要となるため、支援完了ま 
でに長い期間を要してしまう。今後、限られた人材、時間の中で、小規模事業者が事業計画策定 
の重要性を真に捉え、自ら事業計画を策定できる小規模事業者をさらに増やすためには、経営指 
導員等の創意工夫によるさらなる積極的な提案と、効率よくタイムリーな支援を行える体制づく 
りの見直し、再構築が必要である。 

 
（取組みの方向性） 

事業者が経営課題を解決するため、経営分析シートから抽出した分析結果、地域経済動向の 

把握、経営分析の結果を踏まえ商工会の支援を中心として、関係機関とも連携して小規模事業 

者に伴走型の助言・支援を行い、持続的発展に寄与する。 

実行面においても着実にフォローを行っていく。  

 
（事業実施内容） 

（１）経営戦略策定セミナー＜新規事業＞ 

   巡回訪問や窓口相談で掘り起しを行った意欲的な事業者を中心とし、経営課題を掘り起し、経 

営の方向の見出すことを目的とした、セミナーを開催し、小規模事業者の経営戦略策定を支援す 

る。実施には、事業計画策定のきっかけづくりと事業者の経営に対する意識改革、計画策定の意 

義に重点をおき実施する。 

 
（２）事業計画策定支援＜既存事業の強化＞ 

     事業計画策定を目指す小規模事業者に対し支援を行い、先に記述した「地域の経済動向調
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査に関すること」「経営状況の分析に関すること」「需要動向調査に関すること」で行う調

査を踏まえて、小規模事業者と共有し経営課題の明確化を図り、その解決に向けた事業計画

を作成できるよう支援を図る。 

また、作成されたデータは事務局内に蓄積し職員間で情報共有を図り、支援能力向上に向

けた企業情報として活用する。 

 

＜具体的事業内容＞ 

・事業計画策定の重要性、有効性 

・事業計画策定のための経営分析 

・事業計画策定後の実績管理（PDCA） 
事業計画策定の一連の流れと、事業計画策定の有効性について理解できるよう実施する。 

 
＜効果＞ 
事業計画策定のための一連の流れや、事業計画策定の重要性・有効性を理解することで、事 

業計画に基づく経営が実現できる。 

 

（３）創業支援＜新規事業＞ 

    創業者については、重点的に2カ月に1回（初年度）2年目以降は4半期に1回、巡回訪問し、資 

金繰りや販路開拓の状況など確認しながら、経営、税務、金融等の総合的な支援を行う。 

 

＜策定セミナー、経営計画策定、創業に関する目標＞ 

支援内容 H29年度 H30 年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営戦略策

定セミナー 
－回 

20社 

（年1回） 

20社 

（年1回） 

20社 

（年1回） 

20社 

（年1回） 

20社 

（年1回） 

事業計画策

定件数 
－ 40社 40社 40社 40社 40社 

創業支援 － 2件 2件 2件 2件 2件 

 
 ４．事業計画策定後の伴走型フォローアップに関すること（指針②） 

  ＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における事業計画策定後の実施支援については、広域チーム体制の多面的な支援によるフ 

ォローアップを実施し、小規模事業者に寄り添った指導・助言を行った。 

 

具体的には、多面的診断可能な専門家を活用した広域チーム体制により、伴走型支援体制が構築 

され、事業遂行のフォローアップ支援ができ、さらには、経営指導員等が専門家とチームを組むこ 

とによって、フォローアップ支援のスキルの向上が図れた。 

 

平成２７年度（支援実績：１２社・延べ４０日） 

平成２８年度（支援実績：１９社・延べ１１８日） 

平成２９年度（支援見込み：１７社・延べ１３６日） 

 

初年度は、各商工会で取り組む事業者支援事例の報告にとどまっていたが、２年目以降は、全指 

導員（１９名）、専門家（３名）で構成される広域チーム体制は、広域で実施される実行支援の検証 

の場として年３回実施しているが、当初は検証の場として位置付けたものの診断というよりは報告 

に留まっていたが、２年目以降は、広域チーム体制の中で多面的に診断・検証する場に代わってき 

た。 
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しかし、支援の手法等については身についたものの、実行支援（需要・販路開拓）にまでは至ら

なかったため、今後は改善の必要がある。さらには、事業計画実施に伴い資金を必要とする場合、

今後も関係機関と連携し、資金調達に向けた支援、各補助金の情報を提供する必要がある。 

 （取組みの方向性） 

   小規模事業者が策定した事業計画を順調に推進できるよう、担当職員だけに留まらず、職員全 

員が情報共有して対応していく。 

関係機関と連携し、小規模事業者の持続的発展のための経営力向上を実現する。 

伴走型支援を行う事業所にも経営革新に取り組めるよう事業者育成を行っていく。 

 

  （事業実施内容） 

（１）計画策定者へのフォローアップ支援強化＜既存事業の強化＞ 

    事業計画策定者等に対しては策定後、巡回訪問、窓口相談において計画の進捗状況の確認や、 

売上計画の状況、経営上の課題などの必要な指導、助言のフォローアップ支援を行う。 

 支援の頻度は4半期に1回とする。 

    また、専門的解決課題解決にあたっては関係支援機関の専門家派遣制度を活用する。 

    資金面においては、日本政策金融公庫や地元金融機関と連携しながら、効果的な投資で計画 

が推進できるよう支援する。  

 
＜フォローアップに関する目標＞ 

支援内容 H29 年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

フォローア

ップ支援 
10件 40件 40件 40件 40件 40件 

※フォローアップ支援は巡回訪問を1事業者あたり年4回。伴走型支援は月に1回。 
    フォローアップにより現状把握ができることから、2年目については事業計画の進捗状況に合

わせて、メールや電話によるフォローアップも組み込んでいく。 

 
 ５．需要動向調査に関すること（指針③） 

  ＜第１期における取組と成果＞ 
第１期における地域の需要動向調査として、鹿行地域（鹿嶋市商工会・潮来市商工会・鉾田市商 

工会・神栖市商工会・行方市商工会）を対象に、顧客の商品・サービスに対するニーズ等について 
分析を行い、相談内容等に応じて分析結果を提供した。 

 
具体的には、①既存データの活用として、各統計調査等のデータを活用し、県全体の需要動向を 

整理分析した（平成２７年度１１社１回、平成２８年度１７社１回、平成２９年度１７社１回）。ま 
た、②独自データの活用として、平成２７年度に５市地区で「プレミアム商品券」事業を実施した 
ため、販売時にアンケートを行い、需要動向調査を行った。 

 
広域で需要動向調査を行うことで、広範囲のデータ収集ができ、これまで不明瞭であった地域の 

需要動向を調べることができた。また、プレミアム商品券販売時のアンケートから小規模事業者の 
特性と消費者動向を分析することで、地域における指導・助言の基礎データを作成することができ 
た。これらのデータを併用活用することにより、商圏や地域小規模事業者の経済状況の推移につい 
て、より精度の高いデータを整備することができ、持続化補助金申請等に必要な事業計画の策定支 
援に活用することができた。さらに、各種業界別・業種別等の情報を整理分析し、提供することが 
できた。 

 
プレミアム商品券発行によるアンケート調査は、単年度事業で１回のみの実施、かつ、消費者が 
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 利用できる店舗が限定されていたため、情報量としては不足していたが、得られたデータ、情報を

インターネットで公開し、小規模事業者等に提供した。 

 
（課題解決策） 

需要動向調査は、経営資源の少ない小規模事業者にとって新商品開発及び販路開拓の実施に 

係る失敗リスクを低減するための重要な調査であり、商工会として慎重に支援する必要がある。 

個々の小規模事業者が多様化する顧客ニーズに的確に対応し「市場が求めているものを作る」 

「消費者が望む者を売る」というマーケットインの考え方を浸透させる。 

消費動向・需要動向調査の実施や官公庁による統計調査結果等を通じて販売する商品や提供 

するサービスの需要に関する動向を把握する。 

各種データ結果等を分析し、情報提供することで小規模事業者の商品開発や新サービスの考 

案、新たな需要開拓、売上・利益確保等に繋げていく。 
   ➢ 小規模事業者が既存事業の経営改善を図り、販路拡大を目指すため、また新たな商品やサ

ービスの需要開拓を行うためには、市場・需要動向調査は必須であり、市場ニーズを的確に把

握、蓄積して小規模事業者に提供する仕組みを構築する。 

 
（事業実施内容） 

（１） 消費者需要動向調査・情報収集・分析支援＜新規事業＞ 

① 目的 

巡回や窓口相談等を通じて需要動向調査の必要性を小規模事業者に説明し、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・改良に取組む小規模事業者が、消費者の実態・ 

動向・ニーズ等を把握するため、有効な情報の収集及びその活用支援する。 

また、商工会では小規模事業者が実施した調査結果について集計・分析を行い簡潔なレポー

トにまとめ、小規模事業者へフィードバックする。 

その結果を基に必要に応じて専門家派遣等を活用し、販売戦略の見直し、新商品開発、事業 

計画策定等に繋げる。 

 

② 支援対象（個社） 
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。 

 

③ 調査対象 

支援対象事業者の既存顧客 

市内イベント（あやめまつり、水郷潮来元気市等）に来場する地域内外の消費者。 

 

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・聞き取り調査。 

イベント開催時のアンケート調査。 

 

⑤ 調査項目 

＜店頭＞ 

(a)商品・製品・サービスの価格 ※価格対品質等 

(b)品質・味・量 

(c)商品やパッケージのデザイン 

(e)商品・サービスに対するイメージ 

(f)用途・目的（家庭用、贈答用等） 

(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）をアンケート項目として実 

施。（聞き取りの場合も同項目） 
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⑥ 目標数 

試作品開発、新サービスの提供から1ヵ月間の期間を定め、30件を目途に需要情報を収集する。 

⑦ 活用方法 

商工会で整理分析し、巡回訪問を実施した際の情報提供ツールの1つとする。 

商品の開発、見直し、価格設定等の売上増に向けた消費者ニーズとして売上拡大など事業 

計画策定に活用する 

 
（２）統計資料等を活用した消費者動向・需要動向調査の実施＜既存事業の強化＞ 

消費者需要動向調査等を実施した小規模事業者が事業計画を策定する際、開発しようとする 

商品・サービス等が市場動向にマッチしているか、また小規模事業者が属する業界全体の需要 

動向の変化を把握するため、各種情報ツールや統計資料から情報を収集する。 

    

＜需要動向を調査するための情報ツール、統計資料＞ 

     ・工業統計調査 

・消費者意識基本調査 

・日経テレコンPOSEYES 

・日経ＭＪ等の商業誌 

・家計消費状況調査 

・金融機関の発行する調査・レポート 
     

➢ 収集した情報については整理するとともに、事業計画を策定した事業者に対してデータ 

やアンケート調査結果から事業者に関連した情報を抽出し分析を行う。 

更に詳細な分析を必要とする場合は専門家等に依頼する。 

分析結果については事業者に報告し、今後の需要開拓支援時の資料として活用する。 

     ※分析結果のデータについては商工会内でも情報を共有する。 

 
   【需要動向調査に関する目標】 

調査内容 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

需要動向調査 

支援対象事業者数 
－ 10社 10社 10社 10社 10社 

需要動向調査回数 

（1事業所1商品あたり） 
－ 2回 2回 2回 2回 2回 

統計調査を活用した 
需要動向調査回数 

－ 1回 1回 1回 1回 1回 

小規模事業者への情報提

供事業者数 
－ 10社 10社 10社 10社 10社 

※需要動向調査回数については、支援事業者の取引形態に応じて適宜実施する。 

 

  ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること（指針④） 

  ＜第１期における取組と成果＞ 
第１期におけるＩＴを活用した市場開拓として、ＩＴを活用できる人材が不足している小規模 

事業者のため､ホームページの作成･ＳＮＳの活用等のセミナーを開催し､ＩＴを活用した情報発 
信による販路開拓の支援に取り組んだ｡ 

 
具体的には、ホームページの作成･ＳＮＳの活用等のセミナーを開催〈平成２７年度に１回（受 
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講者２４名）、平成２８年度に２回（受講者４４名）、平成２９年度に現状で 1 回（受講者×１２ 
名）〉を開催し、専門業者の支援を受けながら、ＩＴ販路拡大の機会を提案した。特に、大手ＥＣ 
サイトを活用する手段として、独自販売システム｢おとどけねっと｣を活用（登録：平成２７年度

９社、平成２８年度９社、平成２９年度１０月で２社）。 
これにより、楽天市場・ヤフーショッピング・Ａｍａｚｏｎ・ポンパレモールへの同時掲載が 

効率的に実施できるようにした。さらに、鹿行地域の掲載事業所の独自性とＰＲ効果を高めるこ 
とを目的とし、「おとどけねっと」内に独自のネットＰＲ画面「茨城鹿島灘の逸品」を開設した。 

 
一方で、鹿行地域独自のシステムを構築し、提供できたことは非常に良かったが、このシステ 

ムに対しての評価や、販売実績の分析が行われていない。平成２７年度については､募集登録作業 
に時間を要してしまった｡平成２８年度についても､新たな募集活動が中心で、売れるための実行 
支援が不足していた。平成２９年度も新たな掲載募集活動を実施しているところである｡ 
新たな市場開拓の創出に関しては､一定の成果（ＥＣ登録数）を得ることができた。販売実績に 

ついては、売上に結びつつある事業所もあるものの、全体的に成果を出すには、継続的に掲載し 
ながら検証することが重要である。今後も企業育成の観点から、ＩＴを活用した市場開拓を継続 
した上で、販売実績の分析が必要である。 

 

  （取組みの方向性） 

   ミラサポや全国商工会のホームページとして利用されている「SHIFT」の登録事業者数を増やし 

ていくことに加え、顧客目線にたった自社ＨＰの改善・提案指導を行うことで売上増加や受注増 

加、販路拡大に繋げていく。 

新たな販路開拓・売上増加を目指す企業には各種補助金制度を積極的に活用することで取組を 

支援する。 

市等が開催する物産展や商談会の周知・参加・出展を促すとともに、インターネットやマスコ 

ミ等で情報発信し認知度を向上させ、全国的規模での販路拡大支援を実施する。 

 

（事業実施内容） 

（１）消費者への需要の開拓支援＜新規事業＞（BtoC） 

   一般消費者への需要開拓強化を目指す小規模事業者対し、効果的な販売促進活動を支援 

することにより、地域内の需要開拓を支援する。 

     小規模事業者は商品開発力や販売戦略において課題を多く抱えていることが考えられるた 

め、専門家を招聘するなど商品力の向上や販売戦略の構築を図り、売上増加・利益確保に繋 

げていく。 

      新たな販路開拓・拡大を目指す事業者に対しては積極的に取組めるよう、小規模事業者持 

続化補助金等の各種補助制度を活用・推進し、申請に係る書類作成等の支援を行う。 

 

① ＩＴを活用した販路開拓 

ＩＴ活用セミナーを開催し、当地域の小規模事業者（特に情報化対応が遅れている事業者） 

に対し、フェイスブックやＳＮＳなどのＩＴ活用セミナーを年1 回開催する。 

➢ ＩＴ技術のスキルアップと人材育成を図り、事業所自らが情報発信でき、Ｗｅｂでの 

販路をつくり、取引に結び付くような取組の支援をする。 

      商工会のインフォメーションツールであるＳＨＩＦＴを利用したホームページ作成支援 

を積極的に推進する。 

 

② マスコミ、広報等による需要開拓支援 

     新聞社等（無料で広報できる）パブリシティを活用して小規模事業者の製品、サービス、

技術等をＰＲしていけるよう、商工会はマスコミ等とのコンタクトを取り連携を深め、認知

度向上と新たな販路開拓を図る。 
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③ イベントへの出展支援 

    地域で開催されるイベント（名称：水郷潮来あやめまつり、概要：水郷潮来あやめ園にて

100 万株のあやめが咲き、期間中には嫁入り舟や手漕ぎの舟（通称：ろ舟）が運航され、土、

日には地元囃子団体の演奏等がおこなわれる。期間：毎年 6 月中、来場者数：83 万人、出展

者数：約 10件）（名称：水郷潮来ハロウィンパーティー、概要：水郷潮来あやめ園内をハロ

ウィンの装飾を行い、周辺商店街街路灯や店舗もハロウィンのイメージとなる。会場にはス

テージを設営し地元で活動する子供から大人まで様々な団体がダンスや音楽の披露を行う。

期間：10月、来場者数：5千人、出展者数：約 15件）期間や金融機関等で開催される各種展

示会（めぶき食の商談会（常陽銀行、売り手企業等（農業生産者、食品加工業等が自社商品

などを展示し買い手企業等（小売業者、外食・観光産業等のバイヤーに向けたＰＲ及び自由

商談を実施、出展者数：約 200社、来場者：約 2,000 人）、筑波銀行ビジネス交流商談会（筑

波銀行、食、ものづくり、海外、観光・サービスに関わる企業が地域資源と地域の魅力を発

掘し発信するとともに地域間の連携と交流の促進を図る。出展者数：約 235 社、来場者数：

約 2,600 人）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。 

会場での商品の魅せ方についても、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。 

 

  （２）商社・バイヤー等への需要の開拓支援＜新規事業＞（BtoB） 

     地域外需要の獲得を図るため、域外での展示会への出展を目指す小規模事業者対し、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、地域外への展示会出展の促

進とそれによる販路開拓を支援する。 

     出展企業には、出展ブースのレイアウトや商品紹介等来場者とのコミュニケーション会話

についてアドバイスを行いブースへの来訪や成約率の向上を図る。 

     展示会等終了後は、アンケート調査を行い、成約状況や改善点等を聞き取り、成果確認と 

次回以降の出展に役立てる。 

 

① 販路開拓・メディア戦略の支援 

     効果的な自社ＰＲパンフレット・商談シート等の作成手法及び効果的なメディア露出の 

    ための記者クラブへのＰＲ手法、名刺交換後の販促ＰＲ活動方法等を支援していく。 

 

② 商談会等への出展・参加勧奨 

     小規模事業者の経営力の向上あるいは新たな市場の開拓などに繋げるため、地域内外に 

おける商談会等への出展、参加を積極的に利活用するよう勧奨する。 

     

➢ 具体的な商談会として日本食研株式会社と連携した食の商談会を市内で開催する。 

（年：2回）対象者としては市内で飲食、サービス業を営む小規模事業者へ日本食研が展開 

している商品等を中心として商談を行える機会を提供する。 

 上記（1）-③金融機関等主催の商談会への出展・参加を勧奨も実施。 

参加する事業者に対して、出展前及び出展中にレイアウト、陳列、プレゼン方法、接客 

などについて指導を行い、商談・成約を高めるための支援を行う。 

出展後はＰＤＣＡサイクルを活用した検証を行い、専門的な課題がある事業所に対して 

は、専門家を派遣して課題の解決に向けた支援を行うなど、売り上げ増加に向けた継続的 

な支援を行う。 
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【新たな需要の開拓に寄与する事業に関する目標】 
支援内容 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

ＩＴ活用セミナー参加事業者数 

（B to C） 
－ 5社 5社 5社 5社 5社 

マスコミ、広報等による情報発

信支援事業者数（B to C） 
－ 2社 2社 3社 3社 4社 

SHIFT新規登録事業者数 

（B to C） 
－ 2社 2社 2社 2社 2社 

商談、展示会等への出展事業者

数目標 (B to B) 
－ 1社 1社 1社 2社 2社 

商談、展示会等による商談成立

目標 (B to B) 
－ 1社 1社 1社 2社 2社 

商談、展示会等による成約、新

規取引先成立目標 (B to B) 
－ 1社 1社 1社 2社 2社 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

 第 1 期における地域経済の活性化に資する取組みとして桜まつり、ろ舟事業を中心とした地域総合

振興事業へ取り組んだ。 

  

  具体的には、桜まつり（毎年 4月上旬開催、潮来市観光協会主催）事業へ市内小規模事業者の出 

展を促し、会場である権現山公園に来場するお客様に地元食材を使用した食品の提供等を行った。 

  平成 29年 4月に実施した桜まつりでは地元煎餅製造販売業者による「手焼きせんべい体験」、地 

元飲食店とコラボレーションした新しい煎餅の食べ方の提案、試食等を実施し体験、試食した方か 

らは好評を得られることができた。 

 平成 28 年度からろ舟事業の通年化を実施し、5 月の連休期間、9 月、10 月の土、日、祝日にろ舟

運航を行い 6月のあやめ祭り期間外でもろ舟遊覧を行うことで観光客へ潮来の魅力を提供した。 

 

 一方で、桜まつり等のイベントへ小規模事業者を出展させる事はできたが、販売方法の問題点、 

売上状況の把握、主催団体との連携不足による準備、段取り不足も多々見受けられる結果となった。 

 ろ舟事業についても、来場者へのヒアリングや要望等を調査する事ができなかったことにより事

業の乗船者数の減少、会場周辺のインフラ整備等の課題も増えた状況となった。 

 

  （取組みの方向性） 

行政をはじめとした関係団体と連携し、特色ある地域ブランド創出や産地形成、地域内消費拡 

大のビジョンの共有を図り、各種事業を展開する事で小規模事業者の持続的発展を促し、地域経 

済の活性化につなげる。 

  「駅前通りなどの中心商店街の再生を促す事業」「定住人口を増加させるために魅力的な街づく 

りに資する事業」「通年観光に向けた観光（ろ舟、人力車、嫁入り舟）」を実施するため、関係 

する各種機関・団体等で構成する委員会で、その目的に応じた事業効果や、これまでの事業成果 

を検証しながら、地域経済の活性化により効果のある計画を策定し事業を展開する。 

平成27年からは水郷潮来元気市、平成28年からは水郷潮来ハロウィン共に市内中心市街地を中 

心として一過性のイベントではない継続的な事業をはじめた。 
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（事業実施内容） 

（１） 地域イベントによる地域経済活性化＜既存事業の強化＞ 

潮来市最大のイベントである水郷潮来あやめまつり大会（来場者数80万人）、潮来祇園祭禮 

などで潮来市（役割：事業の情報発信）と商工会（役割：出店業者等の募集及び選定、ろ舟 

事業の周知及び運航管理）、水郷潮来観光協会（役割：加盟店等サービス提供、観光客おも

てなしサービスの徹底）、商店会組合（役割：隣接する商業店舗を中心に期間中にサービス

可能なアイテム等を検討し、提供する。）が協力して市外、県外からの観光客増加を促し、

賑わいの創出と地域活性化を図る。 

      ➢ イベントの実施から得られる経済効果を検証した上で問題点を洗い出し、小規模事 

業者の経営活動に直結する観光施策を導き出していけるよう、観光施策の更なる充 

実を図り来場者の増加に努め地域経済の活性化に結び付けていく。 

また、関係する個社に対してはイベントの費用対効果を向上させるためにイベント 

内容や日程などの情報を早期に発信し意識共有と取組み支援する。 

 

  関係機関、団体との協議については4半期に1回実施する。 

 

＜組織＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

潮来市役所 潮来市商工会 

水郷潮来 
観光協会 

あやめ 1 丁目 
商店会 

地域振興事業協

議会 
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（２）地域ブランドの開発・販路拡大活動の支援＜新規事業＞ 

  地域の特産品創出に向け、市内商店・企業と連携を図り地域独自ブランドを開発促進する。 

  既存商品のブランド認定及び販路拡大のためにインターネット、市の観光物産の拠点でも 

 ある「道の駅いたこ」を活用した情報発信、商品販売を推進する。 

  ➢ 販売実績を活用した消費者需要動向も調査し、商工業者へも情報提供を行う。 

    また、若手事業者を中心とし、地元特産品のイメージアップ、商品の掘り起こしを 

   積極的に実施する。 

 

   地域小規模事業者の事業機会の獲得と地域経済やコミュニティの活性化の効果が期待できる。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 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 

＜第１期における取組と成果＞ 
第１期における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として 

は、専門家・地区内経営指導員等間で連携し実施する実行支援（「経営の分析」・「調査・検証に基づ 
く具体的事業計画の策定」・「事業の実施」）の中で、支援ノウハウ・支援の現状を把握し、情報交換 
に取り組んだ。 

 
具体的には、専門家と経営指導員等が支援した内容を企業支援シートに記入し、実行支援会議に 

おいて、５名程度の小グループになり、支援内容について討議を行い、支援内容の充実強化と経営 
指導員等のスキルアップに努めた。 
（実行支援会議開催回数平成２７年度２回、平成２８年度３回、平成２９年度３回見込み） 
また、当初計画には無かったが、平成２９年７月２２日に中小企業基盤整備機構関東本部と連携 

して「中小企業支援者の役割と具体的な手法について」を開催、指導員を含め２７名が参加し支援 
ノウハウを学んだ。 

 
これまでの経営改善普及事業で行ってきた経営指導においては、経営指導員等間での情報共有は 

限定的であり、経営指導員等のスキルによって指導内容に差があった。しかし、第１期の取り組み 
を通じて、専門家や他の経営指導員等の各々が持つスキル・経験を学ぶ機会が増えたことにより、 
支援内容に厚みができた。 
企業支援においては、専門家に丸投げするのではなく、経営指導員等が企業の問題と課題を深く 

整理することができるようになり、適宜有効なアドバイスを専門家に求めることができるようにな 
った。 
当初事業計画には無かったが、施策として重要な事項については、中小企業基盤整備機構関東本 

部と連携する体制が整った。 

    

（取組みの方向性） 

 地域の経済動向・資金需要に関する情報、商工会主体の関係機関連絡会議の中で、商工会単独で 

は入手しがたい支援ノウハウや情報を職員同士で情報共有し、小規模事業者に対しての相談対応の 

スキルアップを図り、新たな需要確保の開拓を進める事業計画の策定を図る。 

 

（事業実施内容） 

① 鹿行地区5商工会の職員を対象とする研修会及び茨城県商工会職員協議会研修会において、 

それぞれの地域経済動向や支援現況、支援ノウハウ、課題解決方法等の情報・意見交換を行い、

連携強化を図りながら支援力の向上に努める。 

開催頻度：年2回 

 



２３ 
 

 

② 日本政策金融公庫土浦支店と鹿行管内商工会で行っている「小規模事業者経営改善資金貸付 

推薦団体連絡協議会」において、地域経済動向や資金需要動向及び国の行う金融施策等を小規

模事業者に届けるための情報・意見交換を行い、連携強化を図りながら支援力の向上に努める。 

開催頻度：年1回 

 

③ 得られた情報については、小規模事業者へ周知するとともに、朝礼、勉強会、ミーティング 

等にて職員間で情報を共有し、小規模事業者への需要開拓につながる事業計画策定に活用する。 

 
 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
  ＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における経営指導員等の資質向上等に関する取り組みについては、現場経験を必要とさ 
れる複雑な業務と、小規模事業者のニーズに即応できる専門的なスキルの両面が求められること 
を踏まえ、これまでの机上の研修スタイルから、各単会で受け入れテーマを設け、実践的な研修 
を実施する体制を構築した。また、広域チーム体制で個々の事業者への実行支援をする中で、経 
営指導員等のスキルアップに取り組んだ。 

 
具体的には、研修体制として経営指導員等全体について、毎年２回・各商工会２名程度の経営 

指導員等に対して、広域内でショートスティ研修を実施した。潮来市では企業ビジネスプラン塾 
（４回)、鹿嶋市ではネット通販の現状と成功のポイント講習（２回)、神栖市では創業セミナー＆ 
創業スクール(４回)、鉾田市では茨城県いばらき商人塾事業講習(５回）、行方市では補助金の活用 
講習会など、それぞれ経営指導員等を派遣することで、スキルアップを図るとともに、支援体制 
の強化を図ることができた。実行支援としては、広域チーム体制の中で、多面的診断可能な専門 
家と専門的な踏み込んだ支援を実施したことで、経営指導員等のスキルアップ繋がった。 

 
しかし、経営指導員等の減少が進む中で、統一した日程、時間に複数の経営指導員等を派遣す 

ることは困難である。また、各商工会において、スキルを習得した経営指導員等から他の職員へ 
効率よくフィールドバック、情報共有ができる仕組みづくりも必要である。 

 
  （取組みの方向性） 
   小規模事業者の支援に当たっては、経営指導員及び職員の支援スキルの平準化が重要であり、 

各種研修会等の支援能力の強化及び共有化と計画的実施への環境整備を図る。  

 
 （事業実施内容） 

① 経営指導員等の資質向上のため、茨城県商工会連合会の実施する各種研修や外部研修を受講 

するとともに、ミラサポ等の専門家派遣制度を活用し、小規模事業者の相談において専門家に

同行し、指導・助言等の支援ノウハウの習得に努め支援能力向上に取り組む。  

経営計画策定のポイントなどを学び、支援ノウハウ習得するためのOJTの充実を図る。 

 

② 経営指導員が習得した支援ノウハウを共有し、全職員に詳細説明を行うことで職場全体での 
支援力向上を図る。  

 
③ 職員の異動等があっても支援体制が維持できるよう、小規模事業者の支援情報は、商工会基 

幹システムに入力して保管するとともに、指導実績の情報を共有し、支援ノウハウのマニュア

ル化を行う。  

経営分析で収集した分析結果をデータ化して、職員が共有できるようなシステムを構築する。 
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 ３．事業の評価及び見直しをする仕組みに関すること  
  ＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における事業の評価及び見直しをするための仕組みについては、広域商工会（５商工会） 
で定期的に協議、検討することで、商工会間の比較競争が芽生え商工会長及び職員の意識改革に 
繋がった。 

 
具体的には、以下のとおり事業の評価及び見直しを行った。 

 
① 検証体制は、３段階において実施する。 
・専門家５名、事務局長５名・課長５名・茨城県連ブロックマネージャーの１６名により、 
事業内容について、年３回実施状況・成果の検証を行う。 
・上記の検証内容に踏まえ、年３回実施する広域会長会議において協議・検討する。 
・上記の検証内容に基づき、各商工会の理事会に報告し、協議決定し総代会での承認を得る。 

 
② 事業の成果・評価・見直し結果について 
 ・各商工会ホームページで公開する。 

 

（取組みの方向性） 
本計画の遂行に当たっては、定性・定量的評価を毎年行いその成果や課題をしっかり把握し 

次年度以降の活動に反映させ、小規模事業者の持続的発展につながるよう次の取り組みを行う。 

なお、本計画の目標数値（巡回・経営分析・事業計画策定等）は経営指導員の人事評価制度 

の目標設定にも連動させモチベーションアップを図る。 

 

 （事業内容） 

   「経営発達支援計画事業評価委員会」を新規に立ち上げる。 

委員：潮来市の担当職員及び中小企業診断士などの外部有識者 

開催：毎年１回 

検討項目 

①前年度に実施した小規模事業者向けの事業結果を最終的に達成できた項目と達成できなかった

項目を明らかにする。 

 

②達成できなかった目標については、委員会において、その評価に基づいた課題や問題点の抽出

を行う。 

 

③理事会に報告してその意見を反映し、計画の見直しを含め、次年度の小規模事業者向け経営発

達事業計画として、具体的な方策を検討する。 

 

   事業の成果、評価、見直しの結果等については商工会ホームページ等で公開する。 
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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 

（29年 10月現在） 

（１）組織体制 

   潮来市商工会 

  【会 員 数】856名 

 

  【役 員 数】 30名（会長 1名、副会長 2名、理事 25名、監事 2名） 

   

【事 務 局】  5名（局長 1名、経営指導員 2名、補助員 1名、記帳専任職員 1名） 

   

【事務局機構図】 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 潮来市商工会 

   住 所 〒311-2436 茨城県潮来市牛堀 17番地 

   電 話 0299-80-3831 

   ＦＡＸ 0299-64-5713 

   ＵＲＬ http://www.itako-cia.jp/ 

   E-mail info@itako-cia.jp 

 

 

 

 

 

会長 
副会長 

理事会 監事会 

総務委員会 

事務局 
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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 

(30年4月以

降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 

 

経営計画支援

事業費 

 
経営革新セミ

ナー事業費 

 
創業支援事業

費 

 

 

4,000 

 

 

500 

 

 

2,000 

4,000 

 

 

500 

 

 

2,000 

4,000 

 

 

500 

 

 

2,000 

4,000 

 

 

500 

 

 

2,000 

4,000 

 

 

500 

 

 

2,000 

（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 

県補助金、市補助金、会費、手数料、各種受託料等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 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 

小規模企業支援施策を有効に活用し、小規模事業者の持続的な発展ときめ細かな支援を行うため、

行政、茨城県商工会連合会、金融機関、その他の支援機関等と連携を図る。 

連携者及びその役割 

 

＜連携者一覧＞ 

番号 連携者 氏名 住所 電話番号 

1 茨城県 
知事 

大井川和彦 

〒310-8555 

茨城県水戸市笠原町 978-6 
029-301-1111 

2 潮来市 
市長 

原 浩道 

〒311-2493 

茨城県潮来市辻 626 
0299-63-1111 

3 全国商工会連合会 
会長 

石澤 義文 

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町 1 丁目

7-1有楽町電気ビル北館 19階 
03-6268-0088 

4 茨城県商工会連合会 
会長 

外山 崇行 

〒310-0801 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

茨城県産業会館 13階 

029-224-2635 

5 
中小企業庁 

ミラサポ運営事務局 
－ － 0570-057-222 

6 
日本政策金融公庫 

土浦支店 

支店長 

田村 清 

〒300-0043 

茨城県土浦市中央 1-1-26 

多摩川土浦ビル 

029-822-4141 

7 常陽銀行潮来支店 
支店長 

小林 英行 

〒311-2424 

茨城県潮来市潮来 286-1 
0299-62-2110 

8 筑波銀行潮来支店 
支店長 

風野 純男 

〒311-2424 

茨城県潮来市潮来 6083-2 
0299-62-3050 

9 水戸信用金庫潮来支店 
支店長 

長戸 武士 

〒311-2425 

茨城県潮来市あやめ 1-7-12 
0299-63-1233 

10 佐原信用金庫潮来支店 
支店長 

辺田 治 

〒311-2424 

茨城県潮来市潮来 463-2 
0299-62-2564 

11 茨城県信用組合潮来牛堀支店 
支店長 

舘 勝秀 

〒311-2435 

茨城県潮来市上戸 215-1 
0299-80-3535 

12 茨城県信用保証協会 
会長 

川俣 勝廣 

〒310-0801 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

茨城県産業会館 5階 

029-224-7811 

13 水郷潮来観光協会 
会長 

高塚 悌治 

〒311-2425 

茨城県潮来市あやめ 1-1-16 

ＪＲ鹿島線潮来駅前 

0299-63-3154 

14 
㈱いたこ 

（道の駅いたこ） 

代表取締役 

原 浩道 

〒311-2416 

茨城県潮来市前川 1326-1 
0299-67-1161 
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＜役割り＞ 

番号 1.2との連携により、県内及び市内経済・需要動向の情報収集がスムーズに行われ、小規

模事業者へ情報の発信が図れる。 

潮来市と連携することで産業全体の認知度向上が期待される。 

  

番号3．4．5との連携により、県内経済・需要動向の情報収集がスムーズに行われ、小規模事

業者へ情報の発信が図れる。 

   エキスパートバンクや物産展の支援メニューの活用により、専門的で高度な支援が可能となる。 

専門家派遣等の各種支援メニューの活用により、事業者の多様化・高度化したニーズ、課題を 

解決することに導くことができる。 

 

   番号6から12との連携により、経営分析・事業計画の策定支援において金融面の専門的な助言 

を得ることができる。 

的確な課題解決策を提案するなど事業者に寄り添った伴走型支援を行うことが可能となる。 

 

番号13.14との連携により、各団体等が行っている取組や事業への理解を深めることができ、 

協力体制をとることで地域経済活性化への効果が期待できる。 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

行政 
（国・茨城県・潮来市） 

全国商工会連合会 
 

茨城県商工会連合会 

 
支援機関 

金融機関 

潮来市 
 

商工会 

小規模 
 

事業者 
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