
経営発達支援計画の概要 

実施者名 つくばみらい市商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

つくばみらい市の強み・課題を踏まえ、創業・第二創業（経営革新）支援・小規模

事業者販路開拓支援を行い県・市・その他企業等と連携した地域活性化事業を通じ

て個別企業の経営力向上、販売促進等を継続して支援するとともに、起業（創業）

並び事業持続化支援を行うプロジェクトを構築する。 

(1)魅力ある商店づくりを支援 

(2)市・関係機関と連携した既存工業の経営強化 

(3)特産品を活かした企業振興・創業支援 

(4)メディアパークシティ整備構想の実現 

(5)起業（創業）並び事業持続化支援を行うプロジェクト構築 

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（指針③） 

地域に必要とされている事業所の本質等を明確化するために、地区内の経済動向

を調査・分析し、消費行動変化や関連産業動向予測を可能にする。 

２．経営状況の分析（指針①） 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー

を通じて、小規模事業者の経営分析を行い、小規模事業者のビジネスモデルの再構

築、そのための事業計画策定のための基礎資料としての活用を図る。 

３．事業計画策定支援（指針②） 

市場調査や経営分析結果の提供を踏まえ、専門家と連携し、商工会からの巡回指

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、効果的な事業計画

策定により、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援 

専門家等と連携し、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。 

５．需要動向調査 

小規模事業者の販売する商品やサービスに対する需要動向調査を計画的・体系的

に実施し、販路開拓を見据えた基礎的資料としての活用を図る。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

外部機関・専門家と連携を図り、消費者の需要動向や市場環境をふまえ、当地域

における新商品（特産品等）や新サービスの販路開拓をするため、展示会、商談会

等の出店参加支援等を行う。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済の活性化のための場づくり 

２．地域イベントによる地域経済の活性化 

３．将来の創業者創生に向けての若年層への啓発支援 

４．「ロケのまち」ＰＲ活動による地域経済の活性化 

連絡先 

つくばみらい市商工会 事務局長 吉川徹 

〒300-2341 茨城県つくばみらい市福田 671-2 

TEL:0297-58-1700 FAX:0297-58-7969 

URL http://www.miraishoko.com/ e-mail info@miraishoko.com 
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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 

 

Ⅰ つくばみらい市の現状 

１．つくばみらい市の現状 

 

当地域は、つくば市の南西に位置し、伊奈町・

谷和原村の合併によって出来た田園都市である。

（市の約 50%が農地となっている）平成 17 年 8

月 24 日につくばエクスプレスが開通し「みらい

平」駅が新設された。県の主導開発で駅周辺の人

口は将来 2万 5千人規模になる見込みである。 

一方、旧市街地は、昭和 50 年代の開発から 30

年以上たっており少子高齢化が目立つ地域にな

ってきた。商業施設の撤退。廃業により高齢者な

どが身近な生活物資購入する際にも不便を生じ

ている状況（買い物難民）にあり、その解消など

が地域の課題になっている。 

 

当市は、行政人口は増加しているが、みらい平駅周辺に限られている。その人口増

により駅周辺住民を対象にした開業が多少だが多くなってきた。事業所数は、1,371

事業所あり、主な内訳として建設業 241、製造業 160、運輸業 66、卸小売業 309、飲食

サービス業 138、サービス業 101 の割合になっている。東京から 50 分以内で来られる

という立地条件も好条件と考えられる。 

 

 

２．地域産業の現状と課題 

(1)商業の現状 

 

商業については，一部幹線道路沿いに点在する大規模小売店舗が見られたほか、そ

の大半は日用品を扱う小規模店が住宅地等に形成されている状況であった。しかし、

つくばエクスプレスの開業に伴う、みらい平駅周辺地区の新たな拠点の形成により、

商業・業務用施設の出店も進みつつある。一方、市内の小規模小売店については、近

隣の大型店やコンビニエンスストアやの進出により消費者が流出し閉店する店も多

く、店舗数の減少・空き店舗の増加が進んでいる。 

また、少子高齢化や車社会に順応した生活重視により、元々地元にあった小売店等

の売上が低下するなどの経営環境は厳しい状況にある。広域合併前には市内にスタン

プ会組織があったが、加盟店の減少（閉店）等があり現在は解散消滅している。商店
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会振興組合等の任意組織が無く、特に小売業に関しては後継者不足といった問題もあ

る。2012 年 7 月に実施した買い物動向調査によると、下記の表のような結果であった。

 

 

買い物動向（地元吸収率）調査結果 （単位：ポイント） 

 

 

 

 

 

 

 

 ○買い物動向（地元吸収率）調査から得られる当市の特徴 
 
①大型商業施設や専門量販店などの立地動向が地元吸収率に大きく影響している。

②全体的に県平均を下回っている。 
③前回比で増加している品目は、大型専門店と大型家電店によるものである。 
④つくばみらい市の消費動向の現状は、つくば市・守谷市に依存している。 
 なかでも、守谷市に大きく依存している傾向がある。身の回り品・余暇・趣味関

連商品は顕著に表れている。以上の点から、つくばみらい市は、ベッドタウン化し

た田園都市といえるだろう。  
 

 ○商業の課題 

 

   当市の小規模小売店は、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育成支援策を講じる必要がある。 

 

(2)工業の現状 

 

工業は、当市は農業振興地域のため、市北部地域にのみ工業専用地域がある。また、

工場団地等の任意組織が無い。市内各所に小規模零細企業が散在している状況である。

事業所・従業員共に減少傾向にあり雇用環境は厳しい状況である。 

当市の工業専用地域には、流通基盤を強化する広域幹線道路の整備が進められてい

るが、新たな立地企業を呼び込むためのエリアがほとんどない状況だ。したがって、

企業立地を促進するために、既存工業専用地域の計画的な拡大を図る必要がある。現

在、福岡地区に工業用造成地を造る計画があり、地権者との話し合いが始まった状況

にある。具体的構想になれば、地域の産業資源や交通網の充実による高速輸送など、

本市の優位性を積極的にアピールし、雇用機会の拡大、地元経済の活性化や既存企業

の各種支援も重要になっている。 

 

調査品目 県平均 つくばみらい市 前回比較増減 

食料品。日用品 92.3 72.5 20.0 減 

紳士・婦人・子供服 59.6 34.5 13.9 増 

身の回り品 55.8 13.9 7.8 減 

リビング用品 54.0 32.0 17.6 増 

余暇・趣味関連商品 68.1 13.8 6.6 減 
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○工業の課題 
 
当市周辺にはクボタ等の大企業があり、既存企業はその下請け工場が多い。技術

を生かした事業を支援し、下請け企業から脱却する指導が必要になる。 

 

 

 

Ⅱ つくばみらい市の産業振興に関する具体的方向性 

 

つくばみらい市総合基本計画は、環境共生型のまちづくり、安心して暮らせるまち

づくり・地域の魅力を生かしたまちづくりを基本理念とし、つくばみらい市総合計画

新基本計画（平成 24 年～平成 29 年）では、次のような目標を掲げている。 

 

商業 
 
○商工会と連携しながら、融資制度・助成制度を活用した既存商店の経営合理化や店舗の近

代化など、地域商業力の活性化を促進する。 
○商業・業務用施設の適切な誘致による新たな商業拠点の形成や既存商店街の環境整備など

地域の商業機能を維持・充実する取組を進め、大型店と既存商店の共存共栄を図る。 
○多様化する消費生活に関する問題に対応するため、消費生活センター機能の充実に努め

る。 
 
工業 
 
○地元経済の活性化と雇用機会の拡大のため、本市の持つ立地条件を最大限活用した企業立

地を促進するとともに、既存工業専用地域の計画的な拡大について検討する。 
○公共職業安定所をはじめとする関係機関との連携による就職情報の提供などを通じて、地

元雇用の確保、促進に努め、雇用環境の整備・充実を図る。 
○既存企業のニーズを把握し、それらに対応した柔軟な施策展開を図ることにより、企業活

動の活性化を促進する。 
 

 

 

Ⅲ つくばみらい市商工会の役割 

 

 つくばみらい市の現状と課題を鑑み、地域唯一の経済団体（商工会）として地域経済

を活性化する為、商工会は行政と連携し、つくばみらい市総合基本計画の実現に向けて

事業推進する。また、茨城県・つくばみらい市・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て、小規模事業者等の持続的発

展（地域経済活性化）を目標にした伴走型支援を行う。 
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Ⅳ つくばみらい市商工会のこれまでの取り組み・小規模事業者振興の目標 

 

 (1)魅力ある商店づくりを支援 

 

商工会では、巡回や窓口指導をしているものの、各事業所の内面まで掘り下げた支

援援ができていない。今後は、積極的に、巡回指導を行い、よろず支援等の外部支援

機関等との連携を行い、具体的な支援活動の取り組みをすすめていく。 

具体的には、消費者ニーズに応じた個性的で独自性のある品ぞろえや良質なサービ

ス、豊富な商品情報など、各個店の魅力ある商店づくりを支援するため、情報の提供

や指導・相談体制の充実に努める。また、安定した商業活動を支援するため、店舗改

装や設備導入など経営の近代化を促進する各種融資制度の周知徹底と活用の促進を図

る。市や地元企業と連携し、地域資源や伝統を生かしたイベントを開催するほか、観

光や農業などの他の産業とも連携し、知名度向上や魅力ある店づくりを支援する。 
 

 (2)市・関係機関と連携した既存工業の経営強化 

 

技術を生かした企業を育てるため、関係機関等との連携強化を図る必要がある。商

工会では、専門知識を有する人材が不足しているため工業支援策が不十分であった。

これからは、関係機関（振興公社・筑波大学･茨城大学･茨城県出先機関等）との連携

を強化し、各事業所を支援する。また、連携をすることにより有益な情報提供等が可

能になる。 
 

 

 (3)特産品を活かした企業振興・創業支援 

 

個々の店舗で販売していた地域資源（米、トマト、間宮林蔵、ワープステーション

江戸）を生かした商品を、商工会が、平成 24 年に商工会認定特産品事業を行い 10 品

目の認定を行った。平成 26 年には、つくばみらい市「みらいプレミアム」事業が始ま

った。農産品を含む特産品事業（当商工会特産品商品も含む）が始まり、市と共に特

産品（29 品目）のＰＲ事業を展開している。 

各事業所が行ってきた商品開発への支援活動ができていない状況であった。今後は、

商品開発に関する情報提供並び収集や他の支援機関との連携に取り組み、商品開発に

弾みをつけていく支援をすすめていく。 

 

 

 (4)メディアパークシティ整備構想の実現 

 

つくばみらい市では、情報・メディア産業としてメディアパークシティ整備構想を

掲げている。メディアパークシティ整備構想とは、新しい時代に即応した産業振興策

である。具体的には、マルチメディアなど高度情報技術を活用した先端的情報産業の

集約を図ることだ。その中心である「ワープステーション江戸」は、ロケ地として利



５ 
 

用数を伸ばし一定の評価を得たが、それ以外の整備が遅れていることからつくばみら

い市は、この構想の見直しを行った。現在は、ＮＨＫエンタープライズがワープステ

ーション江戸の運営を行っている。市では、ワープステーション江戸への道路網の整

備を図り、ロケ機能を核とした映像メディア産業を中心に「ロケのまち未来交流空間

づくり」を進める計画がある。 

商工会としても市と協力連携し産業の活性化を支援する必要がある。商工会事業と

して「ロケのまち」ＰＲ活動は、主に施設の紹介であった。今後は、施設の利用促進

を図るため市観光協会と連携し、イベント等での利用促進並びＰＲ活動の取り組みを

進めていく。 

 

 

(5)起業（創業）並び事業持続化支援を行うプロジェクト構築 

 

今までは、起業支援については、創業資金援助を中心としたものであった。これか

らは、起業するに当たってのセミナーの開催や個別相談も実施する。 

持続化支援については、事業主(代表者)の考え方や経営方法が、具体的に理解でき

ない状況があった。この反省点を考慮し、タブレットを使った経営計画ソフトの利用

や個別相談を実施し具体化に向けて努力する。 

事業継承については、計画を立てた上で進めていく必要がある。相続時の事業継承

ではなく経営計画に基づいた事業継承にするように個別相談会を実施する。実施に当

たっては、各専門家等の協力も依頼する。 
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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 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．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】 

小規模零細事業所では、自社で分析・情報収集する手段・経験等が無い。地域に必

要とされている事業所の本質等を明確化するために、地区内の経済動向を調査・分析

し、これにより、消費行動変化や関連産業動向予測を可能にする必要がある。 

一方、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、

地域の経済動向を調査、分析する事については、平成 24 年度に一度実施を行ったにと

どまっている。また、その後の独自調査は行っておらず政府系統計調査・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、個々の職員支援から全職員の考えを入れた支援体制に変更し、情報の共有

化を図る事によりスムーズな支援を行う。 

 

【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 280 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、重点産業を地域資源活用企業（食品製造業、小売業、サービス業）と定

義し、企業規模などにも留意しながら、毎年 30 事業者を抽出、商工会事業所の決算

確定申告等のデータ分析を行い、売上や利益といった業績推移や業況を把握する。

これにより、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、各種統計資料（国

勢調査、経済センサス（商業統計含む）、家計調査、工業統計等）や行政・金融機関

の各種レポートを定期的に分析し、人口動向、及び商業・工業の動向を定期的・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情報提供をしていく。

 

 (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
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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 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

確定申告データ分

析件数 
5 件 10 件 15 件 20 件 25 件 30 件 

統計調査分析 実績なし 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

 

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ほか、その対象範囲は極めて限

定的となっていた。 

今後は、小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セ

ミナーの開催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行い、小規模事業者のビジネス

モデルの再構築、そのための事業計画策定のための基礎資料としての活用を図る。 

また、専門的な課題等については、茨城県、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、小規模事業者の抱える経営

上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 

【事業内容】 

(1)経営分析が活かせる体制の整備（拡充実施） 

これからは、会員事業所の経営計画作成の基礎となるデータと分析が必要にな

る。そのために、具体的な支援が出来るような体制づくりを行い、経営分析→経営

計画支援→事業実行→結果報告→事業改善提案（ＰＤＣＡ）を実行する。 

 

 (2)巡回指導等の機会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、融資・経営の

相談業務により分析の対象となる小規模事業者をピックアップする。ピックアップ

する事業所は、事業の停滞している事業所とし、この経営状況等を把握し、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等の項目

を元に経営分析を行う。経営分析項目は、企業概要、事業コンセプト、商品・製品・

サービス動向、成長性、収益性、強み、課題等とする。 

 

(3)重点産業に対する経営分析（新規） 

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）について

は、成長中の企業をピックアップし、上記と同様の分析を提案し更なる成長を働き

かける。 
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【目 標】 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回訪問件数 280件 290件 310件 330件 330件 330件 

経営分析件数 5件 10件 15件 20件 25件 30件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

小規模事業者に対する事業計画の策定支援については、これまで主に、創業支援・

経営革新事業・各種補助金活用・金融支援等の機会を通じて実施するなど受動的な取

り組みであり、また、原構想に意見を述べる十分なデータや情報を有しなかったこと

から、計画骨子に関しては深く関与することができなかった。 

今後は、定期的・体系的に行う市場調査や経営分析結果の提供を踏まえ、専門家と

連携し、商工会からの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、効果的な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)巡回・窓口指導時の事業計画策定支援（拡充実施） 

相談時に、タブレット・ノートＰＣ等を活用し視覚を通してわかりやすい指導を

行う環境を整えることにより、窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者からの相談

等を受ける体制を整備するし、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし、

および事業計画策定支援を行う。 

 

(2)補助金制度や金融制度の活用に伴う事業計画策定支援（拡充実施） 

事業計画策定を目指す小規模事業者のほか、金融相談・持続化補助金・ものづく

り補助金申請時に伴走型の事業計画策定支援を行う。この分野に関しては、これま

では、事案が生じた際の実施に留まっていたが、今後は、年間を通して定期的に事

業計画策定相談日を決めて行う。また、小規模事業者経営発達支援融資制度に対し

ても積極的な広報により、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしと事業

計画策定支援を行う。 

 

(3)経営の革新を模索する小規模事業者に対する事業計画策定支援（拡充実施） 

これまでの商工会での取組は、事案が生じた際の実施に留まっていたが、今後は、

地域における経営革新の実現を促すため、経営革新計画に係る承認事業者の増加を

図る。具体的には、第二創業（経営革新）に関する相談会を定期的に開催し、第二

創業（経営革新）計画の策定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。 

また、経営革新の実現を促すため、特に地域資源の活用事業者に対しては、収集

した需要動向分析結果等をもとに、特産品開発を視野に入れた積極的な提案を行う。

小売業に対しては、収集した需要動向分析結果等をもとに、新業態の開発を視野

に入れた積極的な提案を行う。 

工業分野の事業所には、同様に、収集した需要動向分析結果等をもとに、関連技
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術を活かした経営発達のための積極的な提案を行う。 

 

(4)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、茨城県、つくばみらい市・茨城県商工会

連合会・よろず支援拠点と連携して「みらい元気創造塾」（創業・第二創業塾・経営

革新塾）を開催し、創業支援並び経営革新の支援を行う。創業・革新後も講習会・

個別相談や巡回指導等により、伴走型の支援を実施する。みらい元気創造塾の概要

は次のとおり。 

①みらい元気創造塾（全４回開講）は、主に創業希望者の知識向上を図り、創業

計画の策定支援を行うことにより、創業支援を行う事業とする。具体的には、

隣接する商工会と共催で行って来たセミナー事業を見直す。理由は、みらい平

駅周辺の人口増が顕著になった事。それに伴い駅周辺に創業希望する者が増え

てきた。また、今後も増えることが予想される。そこで、当商工会単独で創業

者を支援するセミナーを開催することにより地域の商工業基盤を強固なものと

する。 

②みらい元気創造塾の受講者が、経営計画に基づいて市町村金融を利用する場合

は、利用条件である営業年数の緩和（1年未満にする）等を行政側に交渉する。

また、マル経融資を行う場合は、融資利率（利息分）に対して 20％の補助（上

限 2 万円）を行う。その目的は、当市には市町村制度金融（自治・振興）があ

り低利で借りる事の出来る融資制度があるが、商工会独自のマル経融資の優位

性を引き出す事により、より事業者の利便性を図る事にある。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

セミナー・説明

会開催回数 
7回 10回 10回 15回 15回 15回 

事業計画策定事

業者数 
4事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所

塾開催回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

創業支援者数 4事業所 5事業所 6事業所 6事業所 6事業所 6事業所 

第2創業（経営革

新）支援者数 
2事業所 2事業所 2事業所 3事業所 3事業所 3事業所 

 

 

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。 

 



１０ 
 

 

【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） 

経営革新承認企業など、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、必要に応じて 2～3カ月に 1度巡回訪問し、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、案内を周知し、フォローアップを実施す

る。 

 

 (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、２ヶ月に 1回程度、巡回・窓口指導による個別指導等、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、税務相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。また、地域資源を活用し

た創業に対しては、特産品開発を視野に入れ、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を行う。 

 

 (3)セミナー開催による構想の実現支援（新規） 

重点事業である個店の魅力づくり、地域資源を活用した特産品開発等に関連する

計画の実現を支援するため、定期的に関連するセミナーを開催する。また、参加企

業に対しては、フォローアップとして、専門家と連携し実現を助ける継続的な支援

を実施する。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

フォローアップ

件数 
4事業所 6事業所 6事業所 7事業所 8事業所 9事業所 

創業者等フォロ

ーアップ件数 
4事業所 5事業所 6事業所 6事業所 6事業所 6事業所 

セミナー開催数 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

小規模事業者の販売する商品や提供する役務の需要動向調査については、これまで、

商工会が巡回指導やアンケート収集等によって収集した市場のニーズ変化や一般的な

市場動向に関する情報を、相談に対応する形で、断片的に提供するにとどまっていた。

そのため、小規模事業者の商品・サービスの見直しや新たなビジネスモデルの構築、

これによる小規模事業者の顧客数及び売上額の増加に貢献できないことが大きな課題

となっている。今後は、小規模事業者の販売する商品やサービスに対する需要動向調

査を計画的・体系的に実施し、販路開拓を見据えた基礎的資料としての活用を図る。
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【事業内容】 

(1)地域資源を活用した商品やサービスの需要動向調査（新規） 

当所の重点産業（地域資源活用事業者）の育成に向けて、主に地域資源である間

宮林蔵・トマト・米・ワープステーション江戸を活用した商品やサービスの需要動

向調査を実施する。具体的には、秋葉原や地元商工感謝祭・見本市等イベントに付

随し、アンケート調査を実施する。調査項目は、現在の商品やサービスに対する意

見や、今後開発を期待する商品やサービスについて消費者から率直な意見をいただ

き、小規模事業者の連携企業の発掘、商品の改善や活発な新商品開発（特産品開発）

に役立てる。 

 

 (2)業種別市場の需要動向調査（新規） 

上記のほか、地域小規模事業者の商品・サービスに関する市場動向の把握のため

に業種別の調査を実施する。 

対象業種については当所重点産業業種をとりあげ、市場規模調査、主要顧客属性

調査、引き合い動向調査を行う。調査については、専門家を招聘し情報の収集と分

析を図り、商品力・製品力・店舗力強化および販路開拓のための基礎的資料として

の活用を図る。小売業に対しては、店舗力の向上や新業態開発を促すため、導線、

品揃え、店舗施設、接客などに対する調査を行う。 

 

 (3)地域の小規模工業の保有技術に対する需要動向調査（新規） 

地域の小規模工業が保有する技術について、関係機関（振興公社・筑波大学･茨

城大学･茨城県出先機関等）と連携し技術情報を整理する。その後、関係機関に対し、

該当技術の高度化の方向性に関する調査を行う。また、必要とする技術に関する情

報収集も行う。 

 

【目 標】 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向 

調査回数 
未実施 8 回 10 回 10 回 10 回 10 回 

調査人数 なし 80 人 100 人 100 人 100 人 100 人 
業種別市場の需

要動向調査 
未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

技術動向調査 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

誘やセミナーへの参加や茨城県商工会連合会や近隣商工会等への依頼にとどまってお
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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。 

今後は、新たに、外部機関・専門家と連携を図り、消費者の需要動向や市場環境を

ふまえ、当地域における新商品（特産品等）や新サービスの販路開拓をするため、展

示会、商談会等の出店参加支援を行う。また、マスメディア（茨城新聞、ミニコミ誌）

等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。 

 

【事業内容】 

 

(1)イベントと連携した小規模事業者の販路開拓支援（新規） 

当地区において、展示会を単独開催することは難しいが、青年部が主催するイベ

ントや商工感謝祭などのイベント開催時に、新たに展示会コーナーを設置し市内外

向けての販路開拓を支援する。出展の際には、出展商品の選定や展示手法、ＰＯＰ

などに対する助言指導といった出展支援を行い、販路開拓と認知度の向上を図る。

 

(2)外部機関と連携した小規模事業者の販路開拓支援（拡充実施） 

直近の大都市圏である東京内や千葉県等において開催される、「中小企業」に特

化した展示会に向けて、つくばみらい市等と連携して小規模事業者に対して出展並

び視察支援を行う。また、つくばみらい市特産品地域ブランド推進協議会が認定し

たつくばみらい市の自然、文化、歴史のもとに生産される農林水産物、加工品など

地元製造業者や生産者が開発した商品（みらいプレミアム）の販路開拓と認知度の

向上を図るため市と共に県内外に向けたＰＲ活動を行う。 

また、小規模工業の支援として、集めた技術等を活用し、リクエストに応じてマ

ッチング等の提案を行う体制を整える。 

 

(3)小規模事業者に対する伴走型の販路開拓支援（新規） 

地元新聞（茨城新聞）やミニコミ誌に情報提供し、掲載までのプロセスを支援す

る仕組みづくりを行う。具体的には、掲載希望者を計画的に募り、専門家と連携し、

プレスリリースの作成支援を行うほか、小規模事業者と一体となりマスコミへの働

きかけを行う。 

また、展示会、商談会での参加企業に対しては、フォローアップとして、専門家

と連携し出展結果を総括する機会を設けるなど販路開拓の継続的な支援を実施す

る。 

 

【目 標】 

 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

展示会参加回数 3回 3回 4回 4回 5回 5回 

展示会出展支援者数 3事業所 3事業所 4事業所 4事業所 5事業所 5事業所
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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、今後の地域活性化の方向性を見極めるために、つくばみらい市、観光協会、

商工会（青年部・女性部）、茨城みなみ農協等と連携した「つくばみらい市活性化会議

（仮称）」を年４回開催し情報交換を行う。また、検討した地域活性化の方向性を踏ま

え、地元産業の育成支援を目的とした商工感謝祭を開催し、市内の幅広い産業ＰＲを

図り地域活性化を図る。 

 

【事業内容】 

 (1)地域経済の活性化のための場づくり（新規） 

つくばみらい市、観光協会、商工会、商工会青年部・女性部、茨城みなみ農協で

構成する「つくばみらい市活性化会議」を計４回行い、会議において、「６次産業」

を中心とした地域の活性化の方向性について検討する。 

 

(2)地域イベントによる地域経済の活性化（新規） 

新たに、特産品のＰＲ、消費拡大を目的としたイベント（みらいプレミアムまつ

り・仮称）を、駅付近等において、商工会青年部・女性部・若手農業経営者（４Ｈ

クラブ）と連携して実施する。これまでのイベントは、継続的な活性化が図れてい

ないことが大きな課題であったが、地域を担う若者や女性の意見を採り入れた継続

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)将来の創業者創生に向けての若年層への啓発支援（新規） 

将来にわたり、地域のにぎわい性を創出し、地域経済の活性化を図るため、将来

の創業者創生に向けて、若年層への啓発支援を行う。つくばみらい市教育委員会と

連携し、小学生（第４学年）の社会勉強として商売の仕組み（仕入れ・販売・決算・

納税・利益配分まで）を理解するイベントを開催する。この事業については、先進

地商工会の視察や勉強会を行ってから着実性を高めた後に実行する。 

 

 (4)「ロケのまち」ＰＲ活動による地域経済の活性化（新規） 

これまで、商工会事業としての「ロケのまち」ＰＲ活動は、主に施設の紹介にと

どまっていた。今後は、施設の利用促進を図るため市観光協会と連携し、施設利用

事業への取り組みを進めていく。具体的には、小学生を対象とした青年部イベント

「逃亡中（鬼ごっこ）」や時代劇用セットを活用したコスプレイベント等を開催し施

設利用を促進し、一過性でない継続的な地域のにぎわい性を創出し、地域経済の活

性化を図る。 
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【目 標】 

項 目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域経済の活性化のための場づくり 

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 なし 10事業所 10事業所 12事業所 12事業所 12事業所

来場者数 0人 4,000人 5,000人 6,000人 6,000人 6,000人

「ロケのまち」ＰＲ活動による地域経済の活性化 

施設利用回数 1回 2回 3回 3回 3回 3回 

 

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 

【現状と課題】 

支援機関との支援ノウハウ等の情報交換は、これまで、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が中心であり、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。 

小規模事業者の業績向上に直結する課題解決や販路開拓、これによる新しいビジネ

スモデルの構築の支援には、他の支援機関との情報交換が不可欠であり、今後は、次

の取り組みにより、支援力の向上を図っていく。 

 

【事業内容】 

 (1)多様な支援機関との情報交換（拡充実施） 

関東地区の支援機関を対象とする「中小企業大学校研修」において、支援ノウハ

ウ、支援の現状、業態の推移等について情報交換をする。また、当市の隣接商工会

が他ブロックに該当するためあまり交流が無い状況にある。当市商工会指導員が隣

接商工会に出向き情報交換を行う事でより支援技術や関連企業情報など詳細な情報

収集をする。（具体的には、常総市・守谷市・取手市・つくば市） 

 

 (2)支援ノウハウ等の情報交換の場の構築（新規） 

地区内の商工会指導員、商工会議所指導員が集まる「マル経協議会議」において、

情報交換の時間を新設する。これにより、支援ノウハウ、支援の現状、地域情報に

ついて情報交換をする。 

 

 (3)販路開拓に寄与する基盤としての情報交換 

販路開拓に関しては、全国連・県連・近隣商工会等が開催する「産業祭」「商談

会」「展示会」などの情報交換と、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図る。 
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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】 

当商工会の職員の資質向上については、県連の行う職員研修が主で専門的知識研修

は指導員のみ行ってきた。職員は、各担当があり専門的知識を共有する機会が少なか

った。少人数の事務所だけに、巡回指導で指導員が事務所にいない状況が予想される。

窓口相談時に、的確な相談内容の把握と報告など職員間の連携体制の明確化を図る必

要がある。そのために、まず強固な連絡体制づくりや非常時の職員体制が必要になる。

また、小規模事業者のビジネスモデルの再構築に必要となる一連の高度な支援能力

についても、体系的・計画的に行うことが不可欠である。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)職員間の専門的知識の共有化による資質の向上 

当市商工会職員研修「みらい寺子屋」を開催し、資質向上を図る。具体的には、

研修後に、職場内に置いて約１時間程度発表会を開催し研修内容の共有化を密にす

る。開催時は事務局長以下職員が全員参加する。組織内で経営指導員のノウハウを

共有するため、指導相談内容をいろいろな視点から考える機会を設ける。１事業者

対１指導員ではなく、１事業者対２指導員+補助員+専任職員等となり指導内容も幅

広いものになる。 

また、指導員以外の職員も資質向上は、「みらい寺子屋」を有効利用する。指導

員不在時の対応や相談内容の把握など、指導員に情報が伝達できるようにする。 

 

 (2)外部機関・専門家と連携した支援業務による資質向上 

よろず支援拠点の支援を受けて事業を実施する時には、必ず職員が同伴し支援の

実務体験することで資質向上を図る。若手経営指導員の場合は、巡回指導等におい

て、ベテラン経営指導員とチームを組み小規模事業者支援等を通じて、指導・助言

内容、情報収集方法を学ぶなどのＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

 (3)研修参加による資質向上 

全国商工会連合会・日本商工会議所・茨城県商工会連合会が主催する研修の参加

に加え、振興公社等が主催する「革新セミナー」や中小企業大学校の主催する研修

に経営指導員等が年間１回以上参加することで、経営資源の発掘・売上げや利益確

保を重視した支援能力の向上を図る。 

 

 (4)強固な連絡体制づくりや非常時の職員体制 

職員が出勤できない状況や、緊急時にどう対処するか等のマニュアルを作成す

る。これにより、緊急時の対処法が明確になり確実性が高い対処が可能になる。 
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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 

 

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。 

 

【事業内容】 

 

 (1)商工会長・副会長等や外部有識者３名（行政 1 名、学識経験者 1 名、中小企業診

断士 1 名）により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。これを

正副会長会議へ報告・提示（伴走型支援の強化、地域活性化に関する取り組み強化、

経営指導員の資質向上等）する。 

 

(2)正副会長会議においては、事業内容ごとに評価・見直しの方針を決定する。 

 

(3)事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける。

その結果を受け、当所事業の見直しは、所内ミーティングにより具体的な対応を取

り、ＰＤＣＡサイクルを回すことで、より一層の実効性向上を図る。 

 

(4) 事業の成果・評価・見直しの結果については、当会ホームページ

（http://www.miraishoko.com/）で計画期間中公表し、地域の小規模事業者が常に

閲覧可能な状態にする。ホームページには、現在の会員向けの情報のほか、本事業

における成功事例・活用事例などの情報を充実させることで、アクセスアップを図

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 

（ 平成２７年 ４ 月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事務局長  （１名）  経営指導員 （２名） 

    補助員   （１名）  記帳専任職員（１名） 

 

    経営発達計画に関する専従者 ２名 

 

（２）連絡先 

 

   つくばみらい市商工会 

 

   茨城県つくばみらい市福田６７１－２  

    電話  ０２９７－５８－１７００  

ＦＡＸ ０２９７－５８－７９６９ 

    ＵＲＬ http://www.miraishoko.com/  

 

 

事務局長

指導員

・経営改善普及事業

・経営発達支援事業

・地域総合振興事業

補助員

・共済事業推進

・指導員補助

指導員

・経営改善普及事業

・経営発達支援事業

・地域総合振興事業

記帳専任職員

・経理記帳推進

・指導員補助
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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） 

 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 3,420 3,370 3,970 3,870 3,970 

 

専門調査 100 0 100 0 100 

創業・革新・第 2

創業支援事業 800 800 800 800 800 

経営計画策定支

援事業 
250 250 250 250 250 

経営計画個別相

談事業 
70 70 70 70 70 

展示会派遣事業 50 100 100 100 100 

展示会開催事業 150 150 150 150 150 

地域活性化イベ

ント事業 
2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 

（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 

 

会費収入・各種事業収入・補助金収入・協賛金収入など 

 

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

 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 

①地域活性化事業        ②創業・第二創業（経営革新）支援事業 
③経営分析・需要動向調査    ④事業計画の策定・実施支援 

連携者及びその役割 
 
○地域活性化事業・創業・第二創業（経営革新）支援事業・事業計画の策定実施支援 
 
①茨城県商工労働部中小企業課 課長 沼尻憲 
  茨城県水戸市笠原９７８-６    電話 ０２９－３０１－３５４４ 
  （創業・革新セミナー開催支援） 
 
②つくばみらい市産業経済課 課長 谷口雅之  
   茨城県つくばみらい市加藤２３７ 電話 ０２９７－５８－２１１１ 
   （地域経済動向創業・特産品商品開発支援） 
 
○創業・第二創業（経営革新）・経営分析・需要動向調査支援 
 
 ①全国商工会連合会 会長 石澤義文 
   東京都千代田区有楽町１－７－１ 電話 ０３－６２６８－００８８ 
  （職員スキルアップ・経営分析・需要動向調査支援・販路開拓支援） 
 
 ②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  電話 ０２９－２２４－２６３５ 
  （創業・第二創業・経営革新・職員スキルアップ・経営分析・需要動向調査支援） 
 
 ③中小企業基盤整備機構 理事長 高田担史 
   東京都港区虎ノ門３－５－１   電話 ０９－３４３３－８８１１ 
  （職員スキルアップ・講師派遣支援） 
 
 ④ミラサポ 
   ミラサポ運営事務局       電話 ０５７０－０５７－２２２ 
  （職員スキルアップ・専門講師派遣支援） 
 
 
⑤日本政策金融公庫土浦支店 支店長 磯貝浩昭 
   茨城県土浦市中央１－１－２６ 電話 ０２９－８２２－４１４１ 
  （創業・経営革新・経営安定・事業再生・需要動向調査等支援） 
 
 
 ⑥茨城県信用保証協会 会長 角田芳夫 
   茨城県水戸市桜川２－２－３５ 電話 ０２９－２２４－７８１１ 
  （創業・経営安定・事業再生等の支援） 
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⑦つくばみらい市内金融機関 
   常陽銀行 伊奈支店 支店長 佐藤広子 
     茨城県つくばみらい市谷井田２２１５－２ 電話 ０２９７－５８－５５５２ 
   筑波銀行 伊奈支店 支店長 渡邉一弘 
     茨城県つくばみらい市谷井田９４７－１  電話 ０２９７－５８－５１００ 
   茨城県信用組合 伊奈支店 支店長 押切康幸 
     茨城県つくばみらい市谷井田５０１－８  電話 ０２９７－５８－９１１１ 
  （創業・経営安定・需要動向調査支援）  
 
 ⑧茨城県中小企業振興公社 理事長 楠田幹人 
   茨城県水戸市２－２－３５   電話 ０２９－２２４－８０３０ 
  （特許・専門家相談・事業計画策定・実施支援） 
 
 ⑨茨城県工業技術センター センター長 幡谷祐一 
   茨城県東茨城郡茨城町長岡３７８１－１ 電話 ０２－２９３－７２１２ 
  （商品開発・実験・検証等調査・事業計画策定・実施支援） 
 
 ⑩筑波大学 学長 永田恭介 
   茨城県つくば市天王台１－１－１ 電話 ０２９－８５３－５９９９ 
  （産学連携・商品開発情報提供） 
 
 ⑪茨城大学 学長 三村信男 
   茨城県水戸市文京２－１－１   電話 ０２９－２２８－８６００ 
  （産学連携・商品開発情報提供） 
 
 ⑫中小企業診断士 阿内利之 
   茨城県笠間市北吉原１１２    電話 ０２９６－７２－５５０９ 
  （職員スキルアップ・経営分析・需要動向調査支援） 
 
○地域活性化事業・創業・第二創業（経営革新）支援事業支援 
 
 ①茨城みなみ農業協同組合 組合長 齊藤繁 
   茨城県つくばみらい市谷井田１６０９ 電話 ０２９７－５８－５１１８ 
  （農業関連の創業革新支援） 
 
 ②ＮＰＯ法人（古瀬の会）小菅新一 
   茨城県つくばみらい市寺畑３３６－１ 電話 ０２９７－５２－４５１０ 
  （農業関連の創業革新支援） 
 
 ③ワープステーション江戸 山中一郎（NHK ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ） 
   茨城県つくばみらい市南太田１１７６ 電話 ０２９７－４７－６０６２ 
  （地域活性化事業支援） 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つくばみらい市商工会 

 

経営発達支援事業 

◆小規模事業者の経営状況の分析 

◆需要を見据えた事業計画の策

定・実施に係る伴走型の指導・助言

◆商品、サービスの需要動向 

◆商品・サービスの需要動向、地域

経済動向に関する情報の収集・提供

等 

◆広報・商談・展示会等の開催又は

参加、需要の開拓に寄与する事業 

 

経営改善普及事業 

◆記帳・税務・金融指導・各種等制

度等の情報収集・提供等 

 

経 済 産 業 大 臣 

関係機関 

 

茨城県 

つくばみらい市 

全国商工会連合会 

茨城県商工会連合会 

中小企業基盤整備機構 

ミラサポ 

よろず支援拠点 

日本政策金融公庫 

茨城県信用保証協会 

常陽銀行 

筑波銀行 

茨城県信用組合 
茨城県中小企業振興公社 

茨城県工業技術センター 

筑波大学 

茨城大学 

中小企業診断士 

茨城みなみ農業協同組合 

ＮＰＯ組織 

ﾜｰﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ江戸 

      等 

小規模事業者 

 
経営の発達 

 

◆潜在的な顧客層

に向けた商品の販

売、ビジネスモデ

ルの構築 

◆経営計画による

経営手法の明確化 

 

経営の改善 

◆記帳・税務・金

融指導等 

地域経済の活性化 

認

定申 

請 

支援 連携 
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連携体制図② 


