
経営発達支援計画の概要 

実施者名 土浦商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

①質の高いコンパクトシティー（中心市街地の賑わいづくり、食のまちづくり、創造性と技

術力のある工業の振興と企業誘致）の実現と周辺の小規模商工業者の振興 

②そのための、創業支援（シャッターを開けさせる）、経営革新および事業承継支援（シャッ

ターを閉めさせない） 

③小規模事業者の強化や育成のための、本市の食の歴史や資源、組織ごとのヒカリモノを活

かしたキラリと光る組織づくりと、創造性と技術力のある工業の振興。 

 

目標達成にあたっては、個々の店や企業が有する商品や企画力、販売力やチャネルとい

ったヒカリモノに着目し、それを商業ベースにのせられるように一緒に探し、一緒に活か

し育て、宣伝する伴走型の支援体制を構築する。 

事業内容 

 
  キラリと光る組織づくり 

         
  

賑わい創出 
革新・承継 

 

創業 
  

         

指針

③ 

地域の経済動向調査 

需要動向調査 

 ・ｉタウンページデータベース等による開・廃業動向 

・土浦市中心市街地活性化基本計画と歩調を合わせた中心市街地調査 

・プレミアム付商品券の調査（経営状況、地域ニーズ）  

          

指針

① 
経営分析 

 ・経営指導員による巡回・窓口相談やヒカリモノを活かすことに特化し
たセミナー参加企業、および重点産業である観光関連事業者の経営状

況を分析 

指針

③ 
需要動向調査 

 ・プレミアム付商品券の調査シートを設計し、地域ニーズを収集･分析

するとともに、ヒカリモノや地域資源活用のための情報収集・分析も

行う。 

          

指針

② 

事業計画の策定支援 

 ・事業計画策定支援セミナー、個別相談会による掘り起し及び作成支援
・ビジネスサポートサービス事業による策定支援 

・創業支援ネットワークによる創業計画策定支援 

・事業承継支援ネットワークによる事業承継計画策定支援 

事業計画の実施支援 

 ・巡回訪問による進捗状況の確認と課題解決支援 

・専門家派遣による課題解決支援 

・ビジネスサポートサービス事業等による課題解決支援 

          

指針

④ 
販路開拓支援 

 ・異業種交流会、展示会・商談会、新商品品評会 

・会報、ホームページ情報発信 

・ネット販売支援、ＰＲツール＆プレスリリース作成支援  

          
   質の高いコンパクトシティーの実現と 

周辺の小規模商工業者の振興 
 

連絡先 
土浦市中央２－２－１６    電 話：029-822-0391 

土浦商工会議所 商工振興課  ＵＲＬ：www.tcci.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 

 

土浦市は、古くから水戸街道沿いの城下町の形成や霞ヶ浦水運による水陸交通の要

衝として、さらに近代では土浦駅周辺を中心に商業者や公共機関等が集積し、茨城県

南地域の商都として中心的な役割を果たしてきた。 

また、霞ヶ浦や筑波山麓といった豊かな自然環境、城下町の街並みなどの歴史的資

産、土浦全国花火競技大会やかすみがうらマラソン大会、帆曳船などのイベントのほ

か、レンコン・しょう油・わかさぎなどの特産品といった豊富な地域資源を有してお

り、事業者数は 6,618、業種構成では卸売業・小売業が 1,803（27.2%）、次いで宿泊業・

飲食サービス業が 882（13.3%）と多いのが特徴である。 

しかし、近年の居住地域の郊外化や相次ぐ大規模商業施設の郊外出店、商業のロー

ドサイド化により、中心市街地は活気が失われ、商店街経営者の高齢化と後継者不足

と相まって空洞化している。 

一方、行政は「中心市街地活性化基本計画」を策定し、平成２６年３月に内閣総理

大臣認定を受け、魅力と活力を向上させ茨城県南地域の広域拠点都市を目指した質の

高いコンパクトシティーを推進している。また、商工会議所は地域の課題解決のため

に行政と連携を図るほか、市内を中心とした金融機関や士業団体などの中小企業支援

機関と連携した「創業支援ネットワーク」を平成２６年４月に立ち上げ、創業を目指

す方や創業間もない事業所に対し、各々のニーズやステージに応じたサポートをワン

ストップで行い、スムーズな創業・事業の発展を支援する体制を整えた。更に、事業

承継についても「事業承継支援ネットワーク」を平成２７年１月より始動させ、スム

ーズな事業承継を支援する体制づくりを進めている。 

 

こうした課題や取り組み状況をふまえ、将来にわたって、地域における小規模事業

者の持続的な成長を支援するため、当所では、次の事項を目標とし、小規模事業者の

支援にあたる。 

 

①質の高いコンパクトシティー（中心市街地の賑わいづくり、食のまちづくり、創造

性と技術力のある工業の振興と企業誘致）の実現と周辺の小規模商工業者の振興 

 

②そのための、創業支援の実践（シャッターを開けさせる）、経営革新および事業承

継支援（シャッターを閉めさせない） 

 

③小規模事業者の強化や育成のための、本市の食の歴史や資源、組織ごとのヒカリモ

ノを活かしたキラリと光る組織づくりと、創造性と技術力のある工業の振興。 

 

目標達成にあたっては、個々の店や企業が有する商品や企画力、販売力やチャネル

といったヒカリモノに着目し、それを商業ベースにのせられるように一緒に探し、一

緒に活かし育て、宣伝する伴走型の支援体制を構築する。 
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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】 

今まで小規模事業者等への経済動向情報の提供については、データが整理・分析

されていないこと、有効な情報として活用されていないことが課題となっていた。

今後は、地域の経済動向を調査・分析することにより地域特性や顧客属性などか

ら小規模事業者を取り巻く経営課題を抽出し、それを事業計画策定のための基礎的

数値として相談業務に活用することで、小規模事業者の経営課題解決を支援し、事

業の持続的発展を図っていく。 

 

＜事業内容＞ 

(1)「ｉタウンページデータベース」や税務署、法務局の企業情報等、既存調査データ

を活用し、毎年、地区・業種ごとの事業所数増減や開業・廃業の地区別、業種別、

主な商品（製品）等について調査分析し、その要因や今後の地域経済の見通しなど

を地域経済動向としてまとめる。その資料は、当所の会報やホームページでの発信

はもとより、経営指導員の巡回訪問を通して事業者に情報として提供するなど活用

し、小規模事業者の経営課題の解決および事業の持続的発展の支援を行う。【指針③】

 

(2) 商工会議所と地域小規模事業者のパイプ役として活動している振興委員（※１）を

経営指導員等が巡回訪問し、聴き取りによる情報収集や情報交換を行い、それを基

に所内で情報の共有化を図り、各種セミナーの企画や経営指導等に活かしていく。

  また、振興委員会議（年３回開催）を開催し、業界動向、地域同業者の業況、収

益状況の変化、競争環境の変化、新規設備投資の状況などについての情報交換を行

い、生の地域情報や業界動向等を把握し、参加者全員が理解、共有することで「小

規模事業者の経営全般にわたる指導業務の円滑化に資する」という振興委員の本来

の使命達成に向けた活動を行っていただくとともに、振興委員会議で得た情報から

も小規模事業者の経営課題を抽出し、相談業務に活用することで小規模事業者の課

題解決を図っていく。【指針③】 

 

(3)「土浦市中心市街地活性化基本計画（平成 26 年 4 月～平成 31 年 3 月）」と歩調を合

わせ、毎年、中心市街地歩行者交通量、中心市街地空き店舗数、中心市街地居住者

人口、観光関連施設利用者数を調査し、中心市街地で事業を行う小規模事業者（ま

たは創業予定者）等に対し、会報やホームページ等により地域の経営環境について

の情報を提供することにより、小規模事業者の経営上の方針決定に役立てていただ

く。また、特に中心市街地の空き店舗情報については、当所の専用 Web サイト「土

浦繁盛記」（※２）を活用し、情報提供することで、まちなかでの創業や開業の促進

を図っていく。【指針③】 
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(4)プレミアム付商品券の利用状況等について、売上高等の数値集計のほか、地域・業

種ごとに顧客属性をベースにした消費動向の調査・分析をする。併せて小規模事業

者（商品券取扱店）の商品券事業についての改善要望（1,000 円券、500 円券などの

券種、１冊の綴り枚数、使い勝手、換金手数料の額等）など事業者サイドのニーズ

も調査・分析し、次回以降のプレミアム付商品券事業に反映することで、より小規

模事業者の経営に役立つ事業に改善していく。その調査結果は、冊子にまとめると

ともに会報やホームページでも公開するほか、経営指導員の巡回指導でも小規模事

業者等へ情報提供し、商売上のヒントや売上、利益の増強等、小規模事業者の経営

判断に役立てる。【指針③】 

 

（※１）振興委員は、地域の小規模事業者と商工会議所のパイプ役として会頭が委嘱（任

期１年）し、活動していただく経営支援制度で、当所では３１名が地域や業種

ごとに選任され、年３回の会議で情報交換を行うほか、先進地視察や異業種交

流会の企画・運営等を行っている。 

 

（※２）「土浦繁盛記」は、当所が運営する空き店舗利用促進のための Web サイトで、

不動産業者とも連携しながら、まちなかの空き店舗情報や商い情報等を広く発

信している。 

 

既存調査の活用による情報収集 
調査項目 目的 27 年度～31 年度 

地区・業種毎事業所動向 地区・業種・開廃業動向 毎年１回実施 

 

振興委員のヒアリング調査 
調査項目 目的 27 年度～31 年度 

地域・業界動向ヒアリング 地域・業界動向 巡回ヒアリング随時、会議：毎年３回開催 

 

土浦市中心市街地活性化基本計画に関連した調査 
調査項目 目的 調査地点 27 年度～31 年度

中心市街地歩行者交通量 滞留人口の増加 11 地点 毎年１回実施 

中心市街地空き店舗数 商業機能の活性化 中心市街地エリア 毎年１回実施 

中心市街地居住者人口 まちなか居住人口の増加 中心市街地エリア 毎年１回実施 

観光関連施設利用者数 観光来街者等交流人口増加 中心市街地エリア 毎年１回実施 

 

プレミアム付商品券に係る地域特性や顧客属性・事業者ニーズの調査 
調査項目 目的 現状 27 年度～31 年度

地域特性.顧客属性.事業者ﾆｰｽﾞ 地域経済への影響・効果 過去に１回実施 毎年１回実施 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

(1)経営分析においては、日本政策金融公庫の「財務診断サービス」を利用し、各経営

指標を「見える化」して、小規模事業者に対して「弱み」「強み」を理解させ、そ

れらを踏まえた各種経営計画の作成に役立てる。【指針①、③】 
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(2) 経営指導員は、巡回・窓口相談により分析対象となる小規模事業者を選定し、経営

分析を行うが、さらに専門的な課題については、ミラサポや経営安定特別相談、エ

キスパートバンク等の専門家派遣を活用し対応する。【指針①、③】 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

経営分析件数 未実施 50 件 100 件 100 件 150 件 150 件

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画策定のための指導・助言を

ビジネスサポートサービス事業等を活用して行い、小規模事業者の経営課題解決に向

けた伴走型支援を行うことで事業者の持続的発展を図る。 

 

＜事業内容＞ 

(1)事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行うため中小企業診断士等の専

門家を招き、事業計画策定のためのセミナー・個別相談会（経営革新を含む）を開

催する。案件によっては、茨城県中小企業再生支援協議会等と連携し、事業再生計

画策定を支援する。【指針②】 

 

(2)金融相談や各種補助金申請時に事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを

行う。【指針②】 

 

＜目標＞ 

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・個別相談会回数 未実施 2 回 2 回 3 回 3 回 3 回

事業計画策定件数 未実施 5 件 10 件 10 件 15 件 15 件

 

創業・第二創業（経営革新）・事業承継支援については、創業支援・事業承継支援

ネットワークを活用して小規模事業者に対し、各々のニーズやステージに応じたサ

ポートをワンストップで行い、スムーズな創業・事業承継を支援する。また、第二

創業（経営革新）支援については、個別相談会を開催するほか、ミラサポやビジネ

スサポートサービス事業等の専門家派遣を活用して対応する。【指針②】 

 

＜事業内容＞ 

(1)創業に関すること 

創業支援ネットワークと連携して「よろず相談会」を開催する。土浦市が開業支

援事業として実施している家賃補助制度を活用して空き店舗等への開業を促進す

る。また、創業に積極的な者を募り少人数の講座を開催することにより、創業・開

業・事業推進のノウハウを伝え、課題解決を支援する。【指針②】 

 

 



- 5 - 
 

(2)第二創業（経営革新）に関すること 

   第二創業（経営革新）への取組みに向けた具体的課題解決を図るための個別相談

会を開催し、小規模事業者の経営基盤の安定・強化を図る。また、ミラサポやビジ

ネスサポートサービス事業等の専門家派遣を活用し、経営革新計画承認を得ながら、

計画経営の実行に伴う経営改善を支援する。【指針②】 

 

 (3)事業承継に関すること 

事業承継支援ネットワークと連携して「よろず相談会」を開催し、事業承継計画

策定を支援する。【指針②】 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業講座の開催 １回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回

よろず相談会の開催 ２回 ２回 ２回 ３回 ３回 ３回

創業者数 １０人 １５人 １５人 １５人 ２０人 ２０人

家賃補助制度利用者 ３人 ５人 ７人 ７人 １０人 １０人

第二創業個別相談会 未実施 １回 ２回 ２回 ２回 ２回

経営革新計画認定数 １ ２ ３ ３ ４ ４

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

(1)事業計画策定後のフォローアップとして経営指導員の巡回・窓口により進捗状況の

確認と指導・助言を行う。【指針②】 

 

(2)小規模事業者が持続的発展のために必要な資金調達メニューとして新設された「小

規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用するとともに、融資要件となる

事業計画策定・実施支援と、その後のフォローアップに取り組む。【指針②】 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

フォローアップ件数 未実施 5 件 10 件 10 件 15 件 15 件

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

経営指導員による巡回・窓口相談により小規模事業者の需要動向を把握し、ニーズ

にあった各種セミナーを開催するとともに持続的発展に向けて経営分析を行う。 

 

＜事業内容＞ 

(1)経営指導員による巡回・窓口相談のヒアリングを通して小規模事業者が知りたい情

報や開催してもらいたいセミナー等の情報を収集・整理し、ニーズを反映した情報

の提供や各種セミナーを開催する。また、会報や各種会議等で小規模事業者が欲し

い情報（販路拡大、仕入先紹介、経費削減）等の項目をアンケートの中に盛り込み、
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各種情報を収集する。それを個社別に整理・分析し、個社のニーズにあった情報提

供や経営指導を行う。 

なお、各経営指導員が均一的な情報収集ができるようにヒアリングペーパーの内

容は、事業者へのアンケートと同内容として、小規模事業者のニーズの的確な把握

と経営分析をベースにした課題解決に向けた支援を行う。【指針③】 

  

(2)プレミアム付商品券の利用実態調査として、お客様の要望に関するアンケート調査

を実施する。消費者における地域商業者に対するニーズ等（どのような人が、どの

ような店・商品・サービスを求めているのか等）を調査、分析し、その結果を小規

模事業者にフィードバックすることで、個社（個店）の魅力度向上や経営力強化に

役立てるような改善に向けた提案を行う。【指針③】 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問件数 614 件 650 件 700 件 700 件 750 件 800 件

セミナー開催回数 13 回 15 回 15 回 17 回 17 回 17 回

 

プレミアム付商品券の利用実態調査 
調査項目 目的 現状 27 年度～31 年度 

お客様のご要望 消費者ニーズ 過去に１回実施 毎年１回実施 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事業に関すること【指針④】 

 

＜基本的な考え方＞ 

従前より開催している異業種交流会の充実強化を図るとともに、地域における様々

な関係機関と連携し、個々の企業の「ヒカリモノ」をアピールするための展示会・商

談会等を開催することで、地域の小規模事業者の新商品開発や新たな販路を開拓する

ためのビジネスチャンスを創出する。 

特に、「本市の食の歴史や資源などを活かした中心市街地の賑わい創出」や、そのた

めの「創業」「経営革新・事業承継」を推進していくために、需要開拓に寄与する複合

的な支援を実施する。また、実効性を高めるために、既存イベントのバージョンアッ

プや、地域金融機関や行政・支援機関との緊密な連携により規模の拡大を図るととも

に、小規模事業者の「新規顧客へのアプローチ」の質・量の機会拡大を促す。 

 

＜支援内容＞ 

 装置型支援 ツール型支援 話題作り・その他

総合交流 異業種交流会   

キラリと光る組

織づくり 
展示会・商談会 

会報 

ホームページ等に

よる情報発信 

ネット販売支援 

ＰＲツール＆プレ

スリリース作成支

援 

 

 賑わい創出 

新商品品評会 
 創業 

 経営革新 

事業承継 
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(1)商工会議所の会員事業所が参加する異業種交流会を開催し、参加者同士の名刺交

換・情報交換、人脈づくりを通じたビジネスマッチングの場を設ける。また、新た

に会社案内、製品・商品サンプル等を展示できるコーナーを設けたり、参加事業者

ＰＲ情報を掲載した資料を事前に配布したりすることで、ビジネスチャンスの創出

を促す。【指針④】 

 

(2)茨城県中小企業団体中央会や金融機関等と連携し、地域の小規模事業者の新たな販

路開拓に向けて展示会や商談会を開催する。具体的には、フードビジネスフェアい

ばらき（茨城県中小企業団体中央会）、常陽 食の商談会、常陽ものづくりフォーラ

ム技術商談会（常陽銀行）、筑波銀行ビジネス交流商談会（筑波銀行）、しんきんビ

ジネスフェア（水戸信用金庫）。【指針④】 

 

(3)グループ補助事業として誕生した土浦観光産業グループや土浦観光物産会と連携

し、本市の食の歴史や資源などを活かした新商品の開発を促すための新商品品評会

を開催する。新たに誕生した新商品については、展示会や商談会への出品を支援す

るほか、商工会議所が取りまとめて共同出展を行うことにより、マンパワー等に乏

しい小規模企業の「新規顧客へのアプローチ」の機会を提供する。【指針④】 

 

(4)展示会・商談会・新商品品評会の様子やその後の改善状況、販売の様子等を、当所

ホームページでタイムリーな情報発信を行う。また、本事業のスタッフだけでなく、

当所職員や参加企業から特派員として任命することで、情報発信の質・量の向上を

図る。【指針④】 

 

(5) 当所会員の中には、「しあわせスイーツの店：(株)天使のおくりもの」「人形屋ホン

ポ総本店：（株）成島」「靴のシューセン：(株)SYUSEN」といった、茨城県を代表す

る小さいながらもキラリと光るネット販売事業者として活躍している企業もあり、

当所では本年度よりネット販売フォーラムを開催するなど「新規顧客へのアプロー

チ」の拡大を図るため手法としてネット販売を奨励している。引き続き、ネット販

売支援のためのセミナー等を開催するとともに、販路開拓に効果的なＰＲツール（チ

ラシ、ＤＭ、商品パッケージなど）の作成や、開発商品を積極的にメディアに取り

上げていただくためのプレスリリース作成に関するセミナー開催や専門家派遣を実

施する。【指針④】 

 

＜目標＞ 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

異業種交流会の開催 １回 １回 １回 １回 １回 １回

展示会、商談会の開催 未実施 １回 １回 ２回 ２回 ２回

新商品品評会開催回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回

支援セミナー等開催回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域活性化事業 

「中心市街地活性化協議会」は、商工会議所をはじめ、土浦市、まちづくり会社、

商業者、交通関係者、住民代表など民間事業者や地域関係者が共同で中心市街地の

活性化に向けた協議や調査、研究及び調整活動を目的とした組織として、平成２４

年８月に設立し、商工会議所が事務局を担っている。 

一方、土浦市は、平成２２年より策定委員会において検討されてきた「中心市街

地活性化基本計画」が、平成２５年１２月にまとまった。それに対し、「中心市街地

活性化協議会」が民意を反映した意見具申を行い、土浦市は平成２６年３月に内閣

総理大臣認定を受け、７８の事業が動き始めた。 

「中心市街地活性化協議会」は、今後も事業の進捗状況等に対し、意見具申を行

っていく。 

以下に挙げる事業は、いずれも基本計画に示されている事業であることから、事

業実施にあたっては、地域経済の活性化を図るため、商工会議所が積極的に支援し

ている。 

 

(1)カレーフェスティバル（食の歴史・資源、賑わい創出） 

本市の食の歴史・文化を活かした独自で個性的なまちづくり「食のまちづくり事

業」の一環として、多くのカレー事業者・カレー関係市町村・団体・市民が参加す

るカレーフェスティバルを開催し、「土浦のカレー」の普及・拡大を図る。また、「カ

レーのまち土浦」の取り組みとして市内飲食店が中心となって構成する「土浦カリ

ー物語事業者部会」により、引き続き土浦ならではのカレー料理を地域ブランドと

して創作するための研究会を開催する。研究会の開催にあたりアドバイザー派遣な

どの支援を行う。 

 

(2)ドリンクラリー（飲食店振興、賑わい創出） 

参加飲食店の恒久的な来客増加策として、楽しみながら飲食店をハシゴするイベ

ント「ドリンクラリー」を開催する。また、参加飲食店の自主的な事業運営を目指

した組織化（実行委員会等）の促進を図る。 

 

(3)ジャズコンサート（商店街振興、賑わい創出） 

商店街が実行委員会を組織し運営する「ジャズコンサート」の開催を市と共に支

援し、まちなかの賑わい創出を図る。 

 

＜目標＞ 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

ｶﾚｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加店数 78 店 80 店 80 店 85 店 85 店 90 店

〃   来場者数 8 万人 8.2 万人 8.2 万人 8.5 万人 8.5 万人 9 万人

ﾄﾞﾘﾝｸﾗﾘｰ参加店数 82 店 85 店 85 店 87 店 87 店 90 店

  〃 ﾁｹｯﾄ販売数 433 枚 450 枚 450 枚 480 枚 480 枚 500 枚

ｼﾞｬｽﾞｺﾝｻｰﾄ来場者数 700 人 720 人 720 人 750 人 750 人 780 人
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

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 

市内を中心とした金融機関や士業団体など中小企業支援機関による「創業支援ネッ

トワーク」並びに「事業承継支援ネットワーク」を活用し、小規模事業者や需要の動

向・支援ノウハウ等に関して情報交換を行うことで円滑な事業実施を図る。 

「創業支援ネットワーク」、「事業承継支援ネットワーク」とも、半期に 1 回（年２

回）情報交換会を開催する。現状の動向や問題点を出し合い、それを整理し、次回の

「よろず相談会」に活かしていく。その後行われた「よろず相談会」の中で出てきた

種々の事例や課題等については、事務局（商工会議所）に報告してもらい、事務局は

それらを整理し、構成メンバーにフィードバックする。フィードバックされた情報は、

各構成メンバーが有効に経営相談、経営指導に活用する。これらの反復継続により緊

密な連携のもと情報共有交換を図っていく。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

例年実施される県内商工会議所の経営指導員研修（年１回）に加え、中小企業基盤

整備機構の指導員研修等に参加し、支援能力の向上を図る。 

 

行政や関係団体などが開催する各種セミナー、講演会・講習会等にも積極的に各自

年２回以上参加し、小規模事業者の売上や利益を確保することを重視した支援能力の

向上を図るとともに自己啓発の点では、日商簿記２級・３級等の各種資格試験にチャ

レンジし、資格取得するなど自己啓発に努める。自己啓発の目標は、毎年４月に各人

が設定し、組織内でその進捗状況・結果についても管理していく。（管理者：中小企業

相談所長） 

セミナーや講習会に参加した職員を講師とした研修会を速やかに行う。 

また、毎月２回（各１時間）最近取り扱った自治金融やマル経の具体的な案件を通

し、業種の特性、資金調達の妥当性や財務分析、経営指標の見方、考え方等の研修会

を行うなど、種々の事例を通しての反復、継続的な実施によりスキルアップを図る。

個々人でのスキルの差を埋めながら均等なレベルアップを組織内で図り、将来の係替

え等にも対応できる互換性の向上も併せ図っていく。 

また、情報の共有化については、常日頃より口頭のほか「情報連絡メモ」を活用す

るなど「報告、連絡、相談」を徹底するとともに情報をストック、整理することによ

り、商工会議所の施策や事業に活かしていく。更に朝礼やミーティングを通して、所

員全員に情報を周知させることにより組織全体の情報の共有化を図る。 
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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。 

 

(1)外部有識者５名（中小企業診断士２名、税理士１名、茨城県商工労働部中小企業課

１名、土浦市産業部商工観光課１名）で構成する「事業評価委員会」を、年度終了

後に開催する。 

 

(2)本委員会は、事業の実施状況、成果について、外部の視点も含めた検証を行い、そ

の評価・見直し案を取りまとめ、正副会頭会議へ報告・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。 

 

(3)正副会頭会議において、事業内容ごとに評価・見直しの方針を決定する。 

 

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

その結果を受け、プロジェクトチームは、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。 

 

(5)事業の成果・評価・見直しの結果については、当所ホームページ（www.tcci.jp）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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＜事業の連動性の確保＞ 

経営発達支援事業の全体構造は次のとおりである。年度終了後に開催する「事業評

価委員会」により事業の連動性を確認する。 

 

 
  キラリと光る組織づくり 

         

  

賑わい創出 

革新・承継 
 

創業   

         

指針
③ 

地域の経済動向調査 
需要動向調査 

 ・ｉタウンページデータベース等による開・廃業動向 
・土浦市中心市街地活性化基本計画と歩調を合わせた中心
市街地調査 
・プレミアム付商品券の調査（経営状況、地域ニーズ） 

 

          

指針
① 

経営分析 
 ・経営指導員による巡回・窓口相談やヒカリモノを活かす

ことに特化したセミナー参加企業、および重点産業であ
る商業者及び観光関連業者の経営状況を分析 

指針
③ 

需要動向調査 
 ・プレミアム付商品券の調査シートを設計し、地域ニーズ

を収集･分析するとともに、ヒカリモノや地域資源活用の
ための情報収集・分析も行う。 

          

指針
② 

事業計画の策定支援 

 ・事業計画策定支援セミナー、個別相談会による掘り起し
及び作成支援 
・ビジネスサポートサービス事業による策定支援 
・創業支援ネットワークによる創業計画策定支援 
・事業承継支援ネットワークによる事業承継計画策定支援

事業計画の実施支援 
 ・巡回訪問による進捗状況の確認と課題解決支援 
・専門家派遣による課題解決支援 
・ビジネスサポートサービス事業等による課題解決支援 

          

指針
④ 

販路開拓支援 
 ・異業種交流会、展示会・商談会、新商品品評会 
・会報、ホームページ情報発信 
・ネット販売支援、ＰＲツール＆プレスリリース作成支援 

          
   質の高いコンパクトシティーの実現と 

周辺の小規模商工業者の振興 
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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 

 

(1)組織体制                                              （平成 27 年 4 月現在）

 
＜全体組織＞    専務理事 

兼事務局長 

  総務部：５名

       中小企業相談所：９名

            

            

   総務部    中小企業相談所   

            

           

   総務課  中心市街地活性化協議会  商工振興課 

   補助員１名  経営指導員１名  経営指導員４名 

       会員サービス推進室 

       経営指導員１名 

 

 

 

 

     補助員１名 

      

事業評価 

委員会 

       

      

＜実施組織＞       

          

 

①事業を確実に実施し、また、小規模事業者が直接、気軽に相談できるよう商工振興

課を中心に経営指導員、補助員でプロジェクトチームを構築する。 

 

②本事業の統括責任者は専務理事とし、相談所長が事業全体の推進・管理を担う。 

 

③プロジェクトチームのメンバーは各分野の知識、経験を持ったメンバーを組織全体

から横断的に集め幅広い支援体制を構築する。特に創業や経営革新、事業承継にお

ける伴走型支援の充実に努める。 

 

④また、メンバーは、他業務との兼務となるが、本事業を優先的に遂行する。他の職

員はこれをサポートすることとし、各部門とのコミュニケーションの円滑化、メン

バーが動きやすい環境づくりなどにより、会議所全体として総合的な支援体制を整

える。 

 

⑤他の職員のサポート体制を整えるため、所内での定期ミーティングの実施により、

会議所全体における事業内容の周知徹底を図る。 

 

 

(2)連絡先 

土浦市中央２－２－１６ 

土浦商工会議所 商工振興課 

電 話：029-822-0391 

ＵＲＬ：www.tcci.jp 

 

経営発達支援プロジェクトチーム（経営指導員６名、補助員２名）
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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） 

 平成27年度 

(27 年 4 月

以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 236,980 236,980 236,980 236,980 236,980

 

中小企業相談所 

地域振興事業費 

 

 

 

82,480 

154,500 

82,480

154,500

82,480

154,500

82,480 

154,500 
82,480

154,500

（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 

 

＜中小企業相談所＞                    ＜地域振興事業費＞ 

補助金   48,160（県、市、日商）         会費収入  1,170 

繰入金   32,060（一般会計より）         補助金  145,700（市） 

手数料雑収入 2,060（保証協会、聴講料 他） 委託料    7,630（市、関係団体事務）

繰越金         200                         合計  154,500 

合計    82,480 

 

 

（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)創業支援 

創業期（創業前～創業後３年以内）にある方を中心に土浦市内で事業活動を行う中

小企業者・小規模事業者に対し、各々のニーズやステージに応じたサポートをワンス

トップで行い、スムーズな創業、事業の発展を促進する。 

 

(2)事業承継支援 

事業承継に悩む、土浦市内で事業活動を行う中小企業者・小規模事業者に対し、各々

のニーズやステージに応じたサポートをワンストップで行い、スムーズな事業承継を

促進する。 

連携者及びその役割 

 

・土浦市産業部  部長 久保谷 秀明 

土浦市下高津２－７－３６ TEL029-826-1111 

  中小企業金融や中心市街地の活性化などに関する施策を通じ、商工業の振興を図る。

 

・土浦市新治商工会  会長 完賀 浩光 

土浦市高岡１９０２－７ TEL029-862-2325 

  商工業者の組織として、地域の振興を図る事業や各種の経営相談に対応。 

 

・茨城県行政書士会  会長 國井  豊 

水戸市笠原町９７８－２５開発公社ビル５Ｆ TEL029-305-3731 

  許認可の取得や会社設立等に関する相談に対応。 

 

・茨城県生活衛生営業指導センター  理事長 二川 哲男 

水戸市三の丸１－５－３８茨城県三の丸庁舎３Ｆ TEL029-225-6603 

  生活衛生関係営業業者の経営に関する相談に対応。 

 

・土浦市内金融機関（本店・支店２６）土浦商工会議所金融部会 部会長 飛田  博 

  土浦市中央２－２－１６  TEL029-822-0391 

（㈱常陽銀行執行役員土浦支店長 土浦市中央２－１６－９  TEL029-822-3211） 

  地域経済の活性化のために資金需要等の相談に対応。 

 

・日本政策金融公庫 土浦支店  支店長 磯貝 浩昭 

土浦市中央１－１－２６日本生命土浦ビル TEL029-822-4141 

  小企業金融を担う政府系金融機関として、創業者の資金調達や事業承継のための資

金調達をサポート。 
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・茨城県信用保証協会 土浦支店  支店長 北村 正夫 

土浦市中央２－２－２８ TEL029-826-7811 

  金融機関から事業資金を借入する場合に公的保証人となり借入を容易にし、金融円

滑化を通じて中小企業を支援する。 

 

・茨城県中小企業家同友会  代表理事 高谷  豊 

水戸市千波町１９１８茨城県総合福祉会館３Ｆ TEL029-243-8230 

  全国的な中小企業の経営者組織として、経営者が自主的に参加・運営する学びの場

を提供し、成長を促す。 

 

・茨城県社会保険労務士会  会長 森田 信雄 

水戸市本町３－２０－８本町壱番館ビル２Ｆ TEL029-226-3296 

  人事・労務管理の専門家として、労働・社会保険に関する諸問題について適切に対

応。 

 

・土浦商工会議所  会頭 中川 喜久治 

土浦市中央２－２－１６ TEL029-822-0391 

  地域の総合経済団体として、創業前の準備から創業後のアドバイス、また事業承継

や承継後のフォローまで経営者を幅広くサポートする。 

連携体制図等 

 

土浦創業支援ネットワーク 

土浦事業承継支援ネットワーク 

 

 

 

土浦商工会議所 

茨城県中小 

企業家同友会 

土浦市 産業部 

茨城県行政 

書士会 

茨城県社会保険

労務士会 

茨城県信用 

保証協会 

土浦市新治 

商工会 

茨城県生活衛生

営業指導ｾﾝﾀｰ 

日本政策金融 

公庫 土浦支店 

土浦市内 

金融機関 

創業予定者、創業間もない 

中小企業者をサポート 

事業承継する方、事業承継 

される方をサポート 


