
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
結城商工会議所（法人番号 ６０５０００５０１０４７１） 

実施期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

目  標 

当商工会議所は、地域の総合的支援機関として、小規模事業者の持

続的な発展が図られるよう、経営分析・経営計画の作成と実施の支援

を行う。推進にあたっては、関係する他の支援機関との連携を強化し、

持続的かつ安定的な経営の実現を支援する。 

また新たな需要の開拓や地域の活性化にも取り組み、廃業による事

業者の減少を抑え、創業や事業承継についても積極的な支援を行う。 

事業内容 

１．地域の動向調査・需要の動向調査等 

地域の状況を認識するために「地域経済の動向調査」および「需要

の動向調査」をおこない、管内の全体的な経済状況を集計・分析す

る。 

２．経営分析の実施と事業計画の策定・実施への支援 

経営指導員等の巡回訪問や窓口相談、各種セミナー開催の後の個別

相談などを通じ、小規模事業所の経営分析を行い、これに基づき各

事業所の事業計画を作成することを支援する。 

経営分析の際には、財務内容だけではなくそれぞれの事業所が持つ

強み・弱みを把握することに努め、この強みを生かした経営ができ

るような事業計画の作成を支援する。 

そして、小規模事業所がこの事業計画を実施する際には、当所だけ

ではなく他の支援機関とも密接に連携し、事業計画が効果的にかつ

継続して実施できるよう巡回訪問、窓口相談などにより継続的に支

援をおこなう。 

３．地域活性化に対する取り組み 

地域経済を活性化させるために、「地域資源」の活用が重要である

ため、他の関係機関・団体と連携し、地域の特性を生かした新商品・

新サービスを開発しＩＴ技術を活用しながら地域のブランド化を推

進する。 

４．新規需要の開拓に関する取り組み 

小規模事業所の販路開拓、取引拡大を支援するために「企業ガイド」

の作成、ＩＴ技術活用支援、メディアへの紹介や「ビジネスフェア」

への出店・商談成立を支援する。 

連 絡 先 

結城商工会議所 中小企業相談所  

〒307-0001 茨城県結城市結城５３１ 

TEL 0296-33-3118 FAX0296-33-0304 e-mail yuuki@inetcci.or.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 

1．結城市の概要 
 （地勢と歴史） 

結城市は茨城県の西部に位置し、栃木県と県境を接する人口約５万２千人の地方都

市である。市域の東側を利根川の支流である鬼怒川が南北に流れ、鬼怒川を挟み東側

は筑西市、南側を古河市・結城郡八千代町、西・北側を栃木県小山市と接している。

東京から 70㎞圏内にあり、面積は 65.76㎢、東西 6.0㎞南北 13.0㎞と南北に長い行

政区域になっている。市のほぼ全域が平坦な地形となっており、表土は関東ローム層

に覆われている。地目別にみると畑 37.0％・田 19.4％で農地が５割強を占めており

肥沃な土地が多い。宅地が 19.9％、山林が 4.4％である。 

 

当地域は鎌倉時代に小山氏から分かれた結城朝光が結城城を築城して以来、下総の

国の一部、結城家歴代の城下町として旧市街地の街割が形成された。結城家第十八代

秀康の越前転封以後の江戸時代には結城水野家の城下町として発展してきた。明治時

代には廃藩置県によって茨城県の町村となり、昭和 29 年の市制施行により、結城町

は生活圏を同じくする絹川村・上山川村・山川村・江川村と合併し結城市となった。 

 

交通面では、東京から

70㎞圏内にあり、都内に

通勤が可能な距離に立

地している。ＪＲ利用で

東京駅から小山駅まで

東北新幹線で約 45 分、

新宿駅から小山駅まで

湘南新宿ラインを利用

して約 80 分、水戸線に

乗り換えて結城駅まで

約８分で到着する。近年

では、首都圏中央連絡自

動車道（圏央道）の五霞

インターチェンジや筑西幹線道路の一部開通、国道４号線の６車線化と国道 50 号線

の４車線化が進んでおり、首都圏各地との交通アクセスは向上してきている。都内に

通勤が可能な距離にあるが、市域を走るＪＲ水戸線は地方幹線のため、朝夕で１時間

に２～３本、昼間は１時間に１本と運行頻度が少ないことや、東北自動車道、常磐自

動車道、北関東自動車道のいずれのインターを利用するにも１時間弱と遠いことなど

が弱点であり、交通インフラ利用の面では利便性が非常に高いとは言い切れない状況

にある。 

 

しかしながら、過去より大きな災害被災の歴史が非常に少なく、静かで住みやす

い地方都市という印象が市民の中に多くある模様。平成 27 年に結城市が行った「結

城市民意向調査」によると、「住みやすい」36.7％、「どちらかというと住みやすい」

49.1％と回答があり、85.8％の市民が「住みやすいまち」と感じている。これは平成

21年に行った同調査の「住みやすい」28.0％、「どちらかというと住みやすい」55.8％

と比較して「住みやすい」が 8.7％増加している。「住みやすい」「どちらかというと

結城市へのアクセス 東京から 70 ㎞圏 
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住みやすい」の合計でも 2％増加している。 

 

 （伝統的地場産業） 

当地域で生産されている「結城紬」は、昭和 31 年に国

の重要無形文化財に指定された。さらに平成 22 年にユネ

スコの無形文化遺産にも登録され当地の特産品として全

国的に知られている。 

 
結城紬：日本最古の歴史を有する高級絹織物。 

原型は、奈良時代に常陸国から朝廷に献上されていた「絁（あ

しぎぬ）」と言われている。その後、常陸紬と呼ばれるようになり、

鎌倉時代には、見た目が質素で丈夫なことから関東の武士にも

好まれ、結城地方が生産の中心となった。 

室町時代の頃には「結城紬」の名で幕府や関東管領に献上さ

れ、全国的に著名な物産となった。 

全行程が手作業で行われ、その中でも糸つむぎ・絣くくり・地機

織りの 3 工程は昭和 31 年に「国重要無形文化財」に、昭和 52 年

に「伝統的工芸品」に、そして平成 22 年には「ユネスコ無形文化

遺産」に登録され、日本が世界に誇る文化となった。 

ふわっと軽い上にあたたかく、着物はもとより名刺入れや財布、

バッグ、ネクタイなど様々な紬製品が作られている。 

 

 

２．地域の現状と課題 
（１）人口 

人口は、Ｈ7 年の 53,777 人をピークに横ばいから減少傾向となっており、平成 27

年の国勢調査では 51,605 人である。今後も人口減少はさらに進むとみられ、コーホ

ート要因法による推計では平成 32年の人口は 49,255人となっている。年代別にみる

と、年少人口はほぼ横ばいであるが、老年人口が平成 17 年から平成 22 年の間に

19.8％から 23％に増加、このため生産年齢人口は 66.6％から 63.8％に減少し平成 22

年で 33,434人である。 

このため結城市では、ＵターンのほかＩ・Ｊターンなど、地域外からの移転を勧め

ることなどによる人口増に取り組んでいる。 

 

＜人口・年齢別比率の推移＞ 

 平成２年 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

人 口 53,288 53,777 52,774 52,460 52,494 51,605 

15～64 67% 68% 68% 67% 64% 59% 

0～14 21% 17% 15% 14% 13% 13% 

65歳以上 12% 15% 17% 20% 23% 27% 
（出典：国勢調査） 

 

（２）事業者数と従業者数 

 

下表「結城市の事業者数と従業者数」のとおり、結城市内の事業者数・従業者数

は年々減少している。平成 26 年の経済センサスによると 2,329 事業所・従業者数

21,538人となっている。また平成 21年と平成 26年の経済センサスで比較すると事

業所数で 9.7％減、従業者数は 5.0％減となっている。 

医療・福祉が事業所数で 10.2％、・従業者数で 28％増加しているのが特徴的で高
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齢化の動きが見て取れる。これと不動産業・物品賃貸業が増加しているのを除くと

ほぼすべての業種で事業所数・従業者数とも減少している。 

 
＜結城市の事業者数と従業者数＞ 
  平成２１年 平成２４年 平成２６年 

  事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

              

全産業 2,579  22,677  2,355  20,571  2,329  21,538  

全産業（公務を除く） 2,565  22,292  2,355  20,571  2,317  21,107  

    
 

  
 

    

第１次産業 24  194  27  200  20  187  

A 農業、林業 24  194  27  200  20  187  

B 漁業 - - - - - - 

    
 

  
 

    

第２次産業 778  8,511  745  8,751  701  8,278  

C 鉱業、採石業、砂利採取業 2  25  1  14  1  12  

D 建設業 379  1,862  364  1,913  337  1,695  

E 製造業 397  6,624  380  6,824  363  6,571  

    
 

  
 

    

第３次産業 1,777  13,972  1,583  11,620  1,608  13,073  

F 電気・ガス・熱供給・水道業 2  42  2  20  3  46  

G 情報通信業 5  26  5  68  3  20  

H 運輸業、郵便業 65  1,159  60  1,157  59  1,053  

I 卸売業、小売業 664  4,653  574  4,089  568  4,138  

J 金融業、保険業 26  369  23  385  19  316  

K 不動産業、物品賃貸業 109  258  112  263  114  285  

L 学術研究、専門・技術サービス業 81  453  70  289  70  310  

M 宿泊業、飲食サービス業 250  1,838  223  1,475  214  1,473  

N 生活関連サービス業、娯楽業 208  765  195  721  192  639  

O 教育、学習支援業 79  906  55  173  71  808  

P 医療、福祉 127  1,962  117  1,967  140  2,512  

Q 複合サービス業 9  115  6  51  8  184  

R サービス業（他に分類されないもの） 138  1,041  141  962  135  858  

Ｓ公務（他に分類されるものを除く） 14  385  - - 12  431  

              

（出典：経済センサス） 

 

また、小規模事業者数は、平成 27 年度末で 2,270 事業所、86.0％を占めている。

平成 21年度と比較して事業所数の減少が 1.6％なのに対し 0.6％にとどまるのは、従

業員数の減少により結果として小規模事業者となる事業所が多いためと思われ、廃業

の割合は小規模事業者が多い。 

 

＜商工業者数・小規模事業者数の推移＞ 

 平成 25 年度末 
内 

小規模事業者 
平成 26 年度末 

内 

小規模事業者 
平成 27 年度末 

内 

小規模事業者 

鉱業 2 2 2 2 2 2 
建設業 593 569 588 563 586 568 
製造業 465 373 456 364 449 375 

運輸・通信 86 64 84 61 84 37 
卸小売・飲食 908 748 905 725 893 745 
金融・保険 32 16 34 16 34 21 

不動産 63 60 63 60 66 64 

サービス 533 452 527 449 525 458 
合計 2,682 2,284 2,659 2,240 2,639 2,270 

結城商工会議所資料 
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（３）業種ごとの特徴 

結城市の産業は、市の北部が旧中心市街地で商業地域、南部が農村地域となって

いる。その中間に工業団地があり、面的な農業・商業・工業のバランスが取れてい

る。平成 26 年の経済センサスによると 2,329 事業所、従業員数 21,538 人となって

いる。 

平地が多く首都圏に近いという地

の利を生かし、米、麦など穀類はもと

より、首都圏の生鮮野菜の供給地とし

て、白菜・レタス・キャベツ・とうも

ろこし・長葱・大根・トマトなどの露

地野菜等多種類の野菜が生産されてお

り、農業も盛んである。 

 

① 工 業 

工業は、結城市の事業所数の 15.6％(平成 26年 363事業所、平成 21年比 8.6％減)

で中間加工を担う事業所の割合が多いことが特徴である。以前は隣接する小山市や

筑西市などに立地する大手家電・電機メーカーや建機メーカーからの下請け受注が

多かったが、電気関係の生産が空洞化したことなどの影響を受けた事業所が多い。 

東京都心部から 70㎞圏で首都圏に近いという地理的な好条件により、最近拡張さ

れた工業団地は自動車メーカーが隣

接する古河市に進出することなども

あって、すべて立地企業が決定してお

り今後発展が期待されている。 

しかし小規模事業者は経済的・人的

に余裕がないために営業活動があま

りできず、独自製品を持たないで特定

の取引先から継続的に受注している

事業所がほとんどである。加工・組み

立て技術を経営資源として事業を行っているため、親会社からの受注状況により経

営が大きく左右されることが課題である。 

前述の結城紬も、文化遺産指定を受けた伝統産業であるために全工程が手作業で

行われており、後継者不足から技術者が高齢化している。最盛期は３万反の生産が

あったが、近年は 1,500反ほどにまで減少しており、「技術の伝承と伝統産業の振興」

と「結城のブランドイメージの維持・向上」のためにも対応策が求められている。 

 

② 建設業 

建設業は、結城市の事業所数の 14.5％(平成 26年 337事業所、平成 21年比 11.1％

減)となっている。結城市内では、国道 50 号バイパス周辺や市北西部の区画整理地

内とその周辺で個人住宅が数多く建設されているが、注文住宅メーカーや分譲住宅

メーカーが扱うものが多く、地元の工務店は受注がなかなかできないでいる。この

ため新築に比べ少額ではあるが付加価値の高いリフォーム、リノベーションなどの

分野に注力することが見受けられる。こちらも競争激化の傾向となっているので経

営革新、営業力強化などのための支援が必要である。 

 

③ 商業・サービス業 

露地野菜などの農産物生産も盛ん 

結城第一工業団地 
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商業・サービス業(第３次産業)は、結城市の事業所数の 69.0％(平成 26 年 1,608

事業所、平成 21年比 9.5％減)を占

めている。 

商業は、以前は北部の市街地を

中心に栄えていた。市内事業所の

24.4％を構成しているが、開通し

た国道 50号バイパス沿いや市北西

部の区画整理地域に大型店が続々

と出店したこと、また需要の減少、

経営者の高齢化や後継者不足など

により小規模事業者の廃業が増

加。最近はさらに加速化してきて

いる。このため中心市街地などで

生じた空き店舗などに対する対策

が課題となっている。飲食業を中

心としたサービス業も同様であ

る。シャッター通り化した駅前通

りに活気を取り戻すことは、市街

地活性化に直結するため創業支援

を含めて重要である。 

 
 
３．結城商工会議所の役割 
 

結城商工会議所は、昭和 31 年 6 月の創立で会員数 1,380 社・組織率 58.4％（平

成 29年９月末現在）。職員数は 12名（うち経営指導員 3名）である。 

当所は、地域に根差した商工業者支援の中心的な立場やさまざまな支援機関との

密接なネットワークを活用して、地域唯一の総合経済団体として行政と連携し市内

事業者の支援を行うとともに、地域企業の声をとりまとめ、意見・提言活動を行い、

また経営支援としては、窓口および巡回による相談指導を中心に、経営一般、金融、

記帳指導、税務が主であり事業者の相談に対しその都度指導やアドバイスを行って

きた。その際に有効な支援策があれば、活用のための支援も併せて行っている。 

また、地域の振興のために「(株)ＴＭＯ結城」に出資および職員１名を派遣し、

中心市街地に残る歴史的な街並みを会場に開催される「結い市」「結いのおと」「結

城のひなまつり」などのイベント事業を積極的に支援している。 

さらに結城市の協力のもと「プレミアム付商品券」を平成 21 年、平成 23 年、平

成 26 年、平成 27 年と 4 回発行し消費の拡大と地元商店街の振興・中心市街地の活

性化のための活動を行ってきた。 

しかしながら、小規模事業者は、需要の低下、売上の減少、顧客の流出や経営者

の高齢化による事業承継困難など多くの問題を抱えている。その結果廃業数が創業

数を上回り、事業所数が毎年減少する状況になっており、これまでの金融・税務な

どの「課題解決のための（その場しのぎの）経営指導」では対応できなくなってい

る。今後は、創業を支援するとともに、既存の小規模事業者の廃業を防ぎながら事

業を安定的かつ積極的に継続できるよう、より多くの小規模事業者に対し、事業計

画を策定し効果的に実施できるように継続して支援を行う「伴走型の経営指導」を

行っていくことが必要である。 

 

シャッターの閉まった駅前通りと賑やかな R５０バイパス沿
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４．中長期的な小規模事業者振興のあり方 
 

地域内事業所の大多数を占める小規模事業者の持続的発展は、地域経済の活性化
にとって必要不可欠な要素である。このため小規模事業者への支援は極めて重要な
事項である。しかしながら、小規模事業者の経営環境の現状は上記のような課題が
山積している。これらの課題と当所の役割を踏まえ、小規模事業者の立場に立った
経営支援を行いながら課題をクリアしていき、10年後以降も地域の産業、経済基盤
を確立していくために、以下のとおり「中長期的な小規模事業者振興のあり方」を
策定する。 

 
〔中長期的な小規模事業者振興のあり方（＝10年後の企業・地域のあるべき姿）〕 

 
（１）地域内事業所の減少に歯止めをかける 

① 高齢化や需要の減少による廃業を抑え、既存の小規模事業者が持続的発展を
遂げている 

② 技術伝承や事業承継を円滑に進め、後継者不足による廃業が減少している 
③ 地域内での創業が増加し、長きにわたり事業活動が継続している 

 
（２）経営の抜本的見直しを行う 

小規模事業者が事業計画を策定することにより、自社の経営目標やビジョン、
経営マネジメントの在り方が明確化され、商品・サービスの高付加価値化や事
業構造の転換、経営革新が進み、地域内の事業活動が活発化している 

 
（３）地域資源・特性を生かした地域活性化への取り組みと新事業の創出を行い、

地域小規模事業者の販路拡大および新たなビジネスチャンスの効果をもたら
す 

 
５．経営発達支援事業の方針目標 
 

「４．中長期的な小規模事業振興のあり方」を受けて、当所では平成 30年度か
ら 34年度までの方針目標を制定し、後述の経営発達支援事業を通じて実現して
いく。 

 
（１）地域内事業所の減少に歯止めをかけるために 

① 既存の小規模事業者の経営状況を詳細に把握し、需要動向の調査、事業計
画の策定・実施支援、販路開拓・取引拡大を支援しながら持続性・発展性の
ある企業を数多く育成する 

② 高齢化が進んでいる事業所・経営者に対する事業承継、後継者育成の支援
を行う 

③ 事業資金の斡旋、経営改善、業種転換や新分野進出、第二創業など、既存
の小規模事業者の実態やニーズにあった支援を行う 

④  起業・創業支援により雇用機会の拡大・増進を図る 
 

（２）経営の抜本的見直しを図るために 
① 小規模事業者の事業計画策定・実施を支援し、事業者自らが経営の在り方

を見つめなおす機会をつくることで、成り行き経営からの脱却、親企業への
依存度低下を図り、自律的・継続的経営が行えるよう支援を行う 

② 経営革新を進め、商品・サービスの高付加価値化、新商品・役務の開発や
新分野への参入等につながる支援を行う 

 
（３）地域資源・特性を生かした地域活性化と新事業創出による地域小規模事業者
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の販路拡大とビジネスチャンスの創出のために 
① ＩＴやメディアを活用した積極的な企業ＰＲの展開、ビジネスフェアの紹介

と出展促進により、小規模事業者の販路開拓・拡大を支援する 
② 企業、行政と連携を図りながら、地域資源や特性を有効活用した新たな事業

を創出し、地域小規模事業者のＩＴ化推進、販路・取引等ビジネスチャンス
の拡大を支援する 

③ 地域産品を活用した新しい特産品を開発し、新たな地域ブランドの確立を図
っていく 

 
当所では、以上の事業を行うため、これまでの支援体制を見直し、自らの組織力

強化および支援スキルの向上とノウハウの蓄積を行っていく。そのため茨城県、結

城市との協力体制、茨城県中小企業振興公社、茨城県よろず支援拠点、ミラサポ、

日本政策金融公庫水戸支店、地区内金融機関などの各支援機関と連携しながら、小

規模事業者の経営力向上、販路拡大等を継続的に支援する方針で進めていく。 
自ら経営改善に取り組む意欲のある小規模事業者や、創業・起業を目指す方の創

業支援、技術伝承や事業承継の支援、新たな産業の創出育成などの支援を図り、地
域産業の存立基盤の維持に向けて取り組んでいく。 
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経営発達支援事業の内容および実施期間 

 
（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．地域経済動向に関すること【指針③】 
 
（現状と課題） 

当地域の経済動向調査について、近年では日本商工会議所のＬＯＢＯ（早期景気

観測）調査と経営指導員による巡回・窓口相談の際に景況ヒアリングを行う程度で、

市内全域、各業種に対しての経済動向調査を行ったり、行政やシンクタンク等が行

う景況調査報告を実際の経営指導、窓口相談に活用していなかった。 
 
（改善方法） 

今後は、ＬＯＢＯ調査の対象先企業を増やして小規模事業者が実感する景況感を

調査し、地域内の経済動向として精度を高め、集計結果を会報や当所ウェブサイト

を通じて公表することで現状把握と今後の経営改善の指標として巡回および窓口

相談での経営指導に積極的に活用する。また関係各機関が実施する景況調査報告も

整理・分析し、小規模事業者への経営指導や事業計画策定支援にあたっての判断材

料として活用する。 
 
（事業の内容） 
（１） 結城市内の小規模事業者に対する景況調査（LOBO 調査対象先の拡充による） 

毎月行っているＬＯＢＯ調査の対象先を６社（現状）→50 社（小規模事業者）

に増やし、地域内の小規模事業者の経済動向の把握に努める。 
（調査項目と実施方法） 

① 売上高前年比、売上高先行き 
② 採算前年比、採算先行き 
③ 仕入単価前年比、仕入単価先行き 
④ 従業員前年比、従業員先行き 
⑤ 業況前年比、業況先行き 
⑥ 資金繰り前年比、資金繰り先行き 
＊いずれの項目も、ア（増加・好転・下落・不足）、イ（不変）、ウ（減少・ 

悪化・上昇・過剰）の項目より選択して回答。 
    ＊市内小規模事業者より、地区や業種の比率を考慮しながら選定した 50 社を

対象に毎月調査票を配布し（配布方法はメール・ファックス、もしくは直接

巡回しヒアリングによる）70％以上の回答を得る。 
 （整理・分析） 

 回答された項目について、ＤＩ値（業況判断指数）を集計し整理する。なお、 
 所内での情報共有を図り、経営指導員のみならず職員が小規模事業者への相 
 談対応に活用できるようにする。 

（提供・活用法） 
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当所会報およびホームページに結果報告を掲載し、小規模事業者が事業計画を 
策定するうえでの参考資料とする。また、商工会議所が行政等関係機関への景 
気対策に関する意見要望にも活用する。 

 
（２） 地域経済指標の収集・分析・整理 

定期的に公表されている「茨城県の経済動向」「茨城県の景気動向」「茨城県景

気ウォッチャー調査」（茨城県統計協会、茨城県企画部統計課）、「茨城県経済動向」

（一般財団法人常陽地域研究センター）の各データを収集・整理し、四半期ごとに

分析する。また、求人状況は、ハローワーク筑西の求人情報も参照先とし、市内事

業者の動向について整理・分析する。 
なお、回収した結果は小規模事業者が利用しやすいよう業種別・企業規模別・

課題別等の視点で整理・分析を行い、公開可能なものについては公表する。 
 

（調査項目） 
全体概況、生産活動、消費活動、民間設備投資、建設投資、雇用・労働 
景気の現状判断ＤＩ、先行き判断ＤＩ（全県、地域別） 

 
 （提供・活用法） 

① 当所会報およびホームページに結果報告を掲載し、小規模事業者が自社の

事業計画を策定するうえでの参考資料とする。 
② 分析データは当所内で共有・利用が図れるよう、所内のランディスク内に

保管し、経営指導員のみならず職員が必要に応じて閲覧・出力できるよう

に整備し、巡回および窓口での相談対応の際に参考することで、業種ごと

の経営環境の把握や、今後の事業計画の策定に利活用できるようにする。 
 

（目標） 
事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

LOBO 景況調査 
回数（年） １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

LOBO 景況調査 
対象先企業数 ６社 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 

地域経済指標の収

集・分析・整理 未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
（現状と課題） 

小規模事業者が経営の持続的な発展を遂げていくためには、限られた経営資

源を最大限に活かした経営を行う必要があり、そのためには、経営資源を見つ

めなおし､その魅力と価値を認識し、個々の小規模事業者の経営に対する潜在能

力を引き出せるようにすることが大切である。 

当所では、これまで巡回指導や窓口対応における施策普及、記帳指導、雇用・

労務管理、資金調達等に係る相談などの際に小規模事業者の財務内容や経営状

況と課題等の把握に努めてきた。 

しかし、従来の指導方法では一方的な情報提供や問い合わせに対する回答の

みが主体となっており、経営相談に関するニーズの把握（経営課題の深耕化）
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に結び付けることが難しく、小規模事業者からの具体的な経営相談に発展して、

初めて詳細なヒアリングを行うことになる事例が多かった。そのため経営資源

の現状や個別課題の詳細把握と蓄積が難しく、対処による効果が出やすい時期

を逸してしまうこともあった。また税務申告のみを目的とした記帳指導では申

告書を作成することにとどまり、積極的な財務管理を通じた事業計画の策定に

は至らない等の問題がある。 

 

（改善方法） 

今後は、１．地域経済動向調査の結果を勘案材料としながら、巡回指導や窓

口相談を通じて小規模事業者に自社の経営分析に関する啓発を行うとともに、

ヒアリングによる経営資源（商品・サービスやノウハウ、従業員等）や財務状

況の把握による簡易分析と経営課題の抽出を行い、小規模事業者の経営状態の

把握に努め、改善に向けた事業計画の策定に結び付けていく。 

また、高度かつ専門的な分野に関する分析や課題解決については、県のエキ

スパートバンクやよろず支援拠点、ミラサポ等を通じて専門家派遣制度を有効

活用するなど、小規模事業者の抱える経営上の課題の抽出および解決に向けた

丁寧な支援を行う。 

 

（事業の内容） 

（１）経営状況の分析を行う対象事業者の掘り起こし 

地域経済動向調査の集計結果による業況見通しを参照しながら、巡回指導や 

窓口相談を通じて経営状況の分析の必要性を説明し、対象事業者の掘り起しを 

行う。 

① 地域経済動向調査の結果を踏まえ、景況感悪化の業種を絞り、支援対象者を

選定、巡回指導や窓口相談を通じて経営状況の分析の必要性を説明し、掘り

起しを行う。 

② 通常の巡回指導・窓口相談（金融・税務・雇用労務等）においても、自社の

経営状況を見つめなおす重要性を認識してもらい、意識づけを行う。 

 

（２）経営状況の分析方法 

    経営状況の分析については、経営指導員等による財務諸表での分析、小規模事 

   業者とのヒアリングを通しての経営資源（商品・サービスや技術の内容やノウハ

ウ、固定資産や従業員等）の分析を行うとともに、より高度で専門的な分析につ

いては、専門家による分析を行う。 

① 財務諸表の分析 

       巡回指導や窓口相談時において、小規模事業者より財務諸表等の資料を 

      提出してもらい、経営指導員等が「経営自己診断システム」（中小企業基盤

整備機構の J-Net21 等）を活用して財務・経営状況等の分析を行い、小規

模事業者に提供していく。 

      【分析項目】‐財務分析（収益性・安全性・成長性・生産性） 

             売上分析（ABC分析・利益貢献度分析・季節変動指数の分 

 析） 

    ②経営資源（商品・サービスや技術の内容やノウハウ、固定資産や従業員等） 

の分析 

 財務諸表の分析を行った小規模事業者に対し、保有する全ての経営資源 

（商品・サービスや技術の内容やノウハウ、固定資産や従業員、事業後継者 
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の有無等）についてヒアリングを行い、財務諸表分析結果も踏まえた経営 

資源の分析を行い、「強み」「弱み」の把握と経営課題の抽出を行い、経営 

計画の策定に結び付けていく。 

 【分析項目】‐経営資源（商品・サービスや技術の内容やノウハウ、固定

資産や従業員、事業後継者の有無等）の SWOT分析 

③専門的・より高度な分析を行うための専門家等の派遣・連携 

より高度で専門的な分析の必要がある場合には、該当の知識や資格を有

する専門家（税理士、中小企業診断士、エキスパートバンク、ミラサポの専

門家、茨城県よろず支援拠点のコーディネーター等）派遣事業を有効活用し

ながら、専門家と連携することで、様々な経営資源の項目をもとに経営分析

を行う。 

     【分析項目】‐商圏分析・競合分析・無形資産（技術またはノウハウ、従業

員等の分析）等 

 なお、①～③の経営分析を通じて得られた結果は、「TOAS」（商工会議所

トータル OA システム）の経営カルテに入力し、データベース化することに

より所内で共有し、継続的な経営指導相談（フォローアップ等）に活用する。 
 
（目標）  

実施内容 現 状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

巡回・窓口指導件数 

（金融・税務相談含む） 
1,942件 2,100 件 2,100 件 2,200 件 2,200 件 2,200 件 

財務状況の把握による 

経営分析件数（①のみ） 
６７件 ８０件 ９０件 １００件 １００件 １００件 

経 営 資 源 分 析 件 数 

（① ②の分析） 
未実施 １０件 １５件 ２０件 ２０件 ２０件 

専門家による分析件数 

（① ～③） 
２件 ５件 ７件 １０件 １０件 １０件 

 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
（現状と課題） 

事業者自身が事業計画を策定し「経営理念・目標、ビジョン（将来像）」を持っ

て日々の経営を行うこと、また、事業計画に基づき、ＰＤＣＡサイクルを回しな

がら経営を行うことは、小規模事業者が「成り行き経営」から脱却し、持続的発

展を遂げていくために極めて重要である。 

しかしながら、多くの小規模事業者にとって事業計画を作成することは、まず

「事業計画」ということばのニュアンスからハードルが高いものと意識され、手

を付けられずにいるのが実情である。また事業計画を作成する時間がない、事業

計画作成の仕方がわからない等の理由で策定していない企業が多いともみられ

る。 

 

（改善方法） 

「経営分析」を行った事業者を主な対象事業者とし、巡回指導・窓口相談やセミ

ナー・個別相談会の参加者などを通じて更なる対象者の掘り起こしを実施し、事業

計画策定支援を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。最終的には事業者自身が

事業計画の作成ができるよう指導を行う。 
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（事業内容） 

（１）事業計画策定の企業の掘り起こし 

当所会報や当所ホームページなどに、事業計画のノウハウ・作成等に関するセ 

ミナー、個別相談会の開催の周知を行い、事業計画策定を目指す小規模事業者を

より多く掘り起こし、経営資質の向上、改善強化を目指す。 

また、経営分析の結果、受講者が資金調達や経営革新等のための計画を希望し 

た場合、または事業承継や業績が悪化しているために、事業計画の作成が必要と

判断した企業には、当所から事業者に経営状況改善のための事業計画作成の提案

を行う。 

 

（２）事業計画の作成支援 

①既存事業者の持続的発展のための事業計画の作成支援 

巡回指導やセミナーにおいて、事業計画の必要性や作成手法を伝え、実際に経 

営者に事業計画を作成してもらう。わからないところは経営指導員が指導し、で

きるだけ自分で作成することで事業計画の内容を実感できるように心がける（事

業者側の記入事項は箇条書きでも良いとする。）また小規模事業者持続化補助金

を含めた事業者向け各種補助金制度等は、事業計画を書くためのきっかけとなる

ため、公募があった時には速やかに市内企業に周知する。 

② 創業者向けの事業計画の策定支援 

当所では、創業セミナーを平成 27年度は１回（６日間(視察を含む)）、平成 28 

年度は年２回（１回５日(視察を含む)）、平成 29年度は年 1回（５日間）開催す

る。この事業を今後も継続し、創業セミナーを定期的に開催する。経営指導員が

受講者への継続フォローを行い、丁寧に完成まで指導する。 

③ 事業承継のための事業計画策定支援 

事業存続に関する事業承継は、早めの取組が重要であるため、事業承継に特化 

したセミナー開催・個別相談会を開催し、該当事業者の参加を促す。茨城県事業

引継支援センターのコーディネーターや地域金融機関等と連携しながら、事業者

が作成した事業承継計画に対して、経営指導員が不足点や改善法を指摘・指導し、

完成するよう支援する。また、具体的な事業承継についても茨城県事業引継支援

センターや地域金融機関等の協力を得て、他地域の起業家も含めたマッチング等

の情報提供を行い、小規模事業者の事業引継ぎによる持続的発展を図る。 

④経営革新実施者向けの経営革新計画策定支援 

厳しい経済市場の変化に対し、現状からの変革を図るため、経営革新セミナ

ーを年に１回開催し、知識を向上させると共に、相談会の開催による経営革新

計画策定などの支援を実施する。経営革新セミナーだけで経営革新計画を策定

するのは困難であるため、経営指導員が丁寧に完成まで指導する。また、より

詳細に検討していくために、経営革新計画の承認支援経験がある専門家を招へ

いし、県知事への申請・承認まで指導する。 

⑤経営改善のための事業計画策定支援 

業況が厳しく、経営改善局面にある企業については、経営改善計画の策定支

援を行う。計画策定にあたっては、茨城県信用保証協会、地域金融機関と連携

を密にして支援を行っていく。 

⑥資金調達のための事業計画策定支援 

マル経（小企業等経営改善貸付制度）申込者に対し、事業者が作成した計画

書の不足点や改善点の指導を経営指導員が行い、円滑な資金調達に繋げる。 
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さらに、持続的発展に取り組むために必要な設備資金等については、事業計

画策定の支援を行い「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用しながら、

進捗状況の確認と必要な指導・助言を行う。 

 

 
（目標） 

  現 状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

事業計画作成セミナ

ー 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画作成セミナ

ー受講者数 
― １０人 １２人 １５人 １８人 ２０人 

個 別 相 談 会 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

個別相談会参加者数 ― ５人 ７人 ８人 １０人 １０人 

創業セミナー １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

創業セミナー参加者

数 
１０人 １０人 １０人 １５人 １５人 １５人 

持続的発展のための

事業計画策定 
９件 １０件 １２件 １２件 １５件 １５件 

創業のための事業計

画策定 
１件 ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 

事業承継のための事

業計画策定 
０件 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

経営革新のための事

業計画策定 
０件 ３件 ４件 ４件 ５件 ５件 

経営改善のための事

業計画策定 
０件 ２件 ３件 ３件 ３件 ３件 

資金調達のための事

業計画策定 
１３件 １５件 １８件 ２０件 ２０件 ２０件 

事業計画策定合計件

数 
２３件 ３３件 ４０件 ４４件 ４８件 ４８件 

 
 

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） 

これまでは、事業計画作成の目的が「融資や補助金を受けること」が主である

ことが多かったため、融資、補助金交付後の事業計画の遂行は事業者に任せている

ケースが殆どで、事業計画の遂行についてフォローアップができていなかった。 

 

（改善方法） 
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「３．事業計画策定支援」において事業計画を策定した事業者全てを対象に、

担当経営指導員が四半期ごとに２年間にわたり指導し、進捗状況の確認と課題解決

に向けて支援する。 

 
（事業内容） 

（１）事業計画の遂行について、事業計画の策定後２年間は定期的に支援する。１

年目は四半期ごとに経営指導員が事業所を訪問し支援する。２年目は電話等

による支援も含めて実施する。事業計画の遂行について支援する際には、Ｐ

ＤＣＡサイクルを確実に行っているか確認しながら進捗状況を確認し、計画

が継続するよう支援する。もし課題があればさらに訪問し相談・助言をして

いく。２年経過後も必要に応じて継続的に支援を行う。 

（２）内容が専門性の高いものである場合には、エキスパートバンクやミラサポな

どを活用して専門家を派遣することなどにより計画が進むよう支援する。 

（３）小規模事業者が利用できる補助金・助成金については、利用しているものだ

けでなく新たな補助金・助成金について、会報・ホームページによる周知だ

けでなく、事業計画に組み入れて利用することができないかを含め指導員等

による巡回・窓口指導により継続して指導・相談支援を行う。 
 
（目標） 

支援内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

フォローアップ

事業所数 
２６件 ３３件 ４０件 ４４件 ４８件 ４８件 

フォローアップ

事業所延べ数 
９５件 ２２４件 ２９２件 ３３６件 ３６８件 ３８４件 

 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 
（現状と課題） 

小規模事業者にとって、新商品・新サービスの提供や、販路開拓を行う際、多様

化する消費者ニーズを捉え、どのようなターゲット（対象とする顧客）に対し、ど

のような商品・サービスを提供していくかという需要動向に基づいた新商品・新サ

ービスの開発、販路開拓を行っていくという考え方が重要となる。 
しかしながら多くの小規模事業者は、そうした需要動向を踏まえた新商品・新サ

ービスの開発、販路開拓を行っておらず、期待する結果を得られていないのが現状

である。 
 

（改善方法） 
経営分析を実施した個社が取り扱う個々の商品・サービス等の詳細な顧客ニーズ

の把握を行うため、イベントや物産展を活用し、地域住民の需要動向調査支援を行

い、商品開発・販路拡大等やその後の事業活動に活用していく。 
また、経営分析を行った事業者に対して、需要動向把握の重要性の認識を高め、

需要動向を見据えた事業計画の策定に活用してもらうため、日本経済新聞や専門

誌、日経ＭＪ等経済流通メディアや東京商工リサーチ等の信用調査機関、ふるさと

納税関連のホームページが調査・発信する情報の収集により、業界動向および消費



－１５－ 
 

者の需要動向の情報を整理・分析し、巡回指導や窓口相談を通じて情報提供を行う

とともに、商品開発や販路開拓の参考資料として活用していく。 
なお、より専門的な需要動向調査が必要な場合は、専門家を活用しての情報収集

等も併せて行っていくとともに、需要調査で得られた情報を分析し、小規模事業者

と一体となり、顧客満足度を高められるような商品開発を行い、対象事業者の売

上・収益性の向上を目指していく。 
 
（事業内容） 
（１）イベント開催時における地域消費者の需要動向調査【年１回】 

    地域において、飲食料品小売業や食品・菓子製造業者、飲食業者等が取り扱う

商品が、地域の消費者にどのような評価を受けているのかの需要動向調査を実施

する。 
    調査においては、毎年秋（１０月最終土・日）に開催されるイベント「まつり

ゆうき」＊にて実施される「物産展・青空市」を活用し、会場に来場された地域

住民に対して実施する。その際調査対象事業者は１０社を選定、各事業者より１

社１～２品程度アイテム（商品）を出品してもらい、当所職員が来場者による試

食等を通じて商品の感想や満足度の聞き取り調査を行う。 
    また、調査結果については整理・分析を行い、事業者に結果をフィードバック

することで今後の商品開発・改良や販路開拓等に活用していく。 
   ＊「まつりゆうき」…市民参加や世代間交流を目 

的に毎年 10 月末に開催している結城を代表す 

るイベント。子供たちを中心とした舞やよさこ 

い，地域に残る伝統の踊りなど，さまざまな踊 

りが披露される。近年では，市内外から多くの 

踊り参加申込みがあり，ステージは様々なジャ 

ンルの踊りで盛りあがる。例年，神輿渡御，お 

囃子演奏，物産展や匠展等も行われ会場内は大 

変な賑わいとなる。平成２８年度実績は２日間 

合計で約 45,000の入込客数を数えた。     

         △まつりゆうきのステージイベント 

① 調査方法 
当所職員による来場者への商品の感想についての聞き取り実施と調査票への 
記入により調査を行う。 

② 調査項目 
ア．聞き取りを行う来場者について（性別・年齢層） 
イ．商品についての感想（味、見た目、大きさや分量、価格、パッケージに 
  関する項目について５段階評価で記載してもらう） 

③ 調査件数 
１商品あたり５０件以上の聞き取り調査を実施する。 
（調査対象出品数が１社１～２商品、合計５００件～１，０００件以上） 

④ 整理・分析 
当所職員が年代別・性別毎に商品に対する満足度（項目別）を整理・分析す

る。 
⑤ その他 

調査項目や聞き取りを行う商品については、事前に個別に事業者と協議調整

したうえで決定する。また、食品製造業者の消費者向けの同様な調査事例も

参考として取り入れながら実施していく。 
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（２）需要動向を知るための情報収集および提供 
     売れる商品・サービスを提供するためには、需要動向に基づき新商品・サー 
    ビスの開発や販路開拓を行っていくことが重要である。 
     そこで、経営分析を行った事業者に対して、需要動向を見据えた事業計画の 
   策定に活用してもらうために、日本経済新聞や専門誌の購読、日経ＭＪ等の経済

流通情報メディアや東京商工リサーチ等の信用調査機関情報の活用、ふるさと納

税関連のホームページにより、業界動向および消費者の需要動向の情報収集を行

う。 
    また、情報収集したものについては、事業計画・商品開発・販路開拓のための 
   参考資料として活用できるよう整理・分析を行い、巡回指導・窓口相談を通じて

情報提供を行う。 
① 情報収集項目 
ア．日経 MJ や各種専門誌 
業界動向、最新トレンド・ヒット商品、市場規模、業況 

    イ．日経テレコン、東京商工リサーチ 
     品目別（加工食品・酒類・家庭用品等）の市場動向（伸びる市場・縮む市場）、

売れ筋商品（ABC ランキング分類、各商品のトレンド）、売れ方の詳細（い

つ・誰に・どんな場所で 等）、地域別売上状況比較等 
    ウ．ふるさと納税関連のウェブサイト（ふるさとチョイス・さとふる等） 
     ふるさと納税返礼品の地域別・品目別の人気商品、おすすめ商品の動向 

② 整理・分析手段 
当所職員が小規模事業者の要望により必要な情報を入手し、業種や品目別に

整理し、資料を提供していく。 
③ 活用方法 

事業計画策定や商品開発、販路開拓の参考資料として活用していく。 
 

（目標） 
支援内容 現状 平成 30 年度 平成 3１年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

イベントを通じ

た地域住民への 
調査実施回数 

未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

イベントを通じた

地域住民への調 
査支援事業者数 

未実施 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

需要動向に関する

事業所への情報提

供件数 
未実施 ３０社 ４０社 ５０社 ６０社 ７０社 

 
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） 

企業経営においては、販路拡大のために取り扱う商品やサービスを消費者に対し

積極的な PR を展開していくことが重要である。しかしながら多くの小規模事業者

は、経営資源の制約（コストや情報・手段に関する知識、人的資源）から積極的な

販促や企業 PR 活動を行えないという現状がある。そのため、固定客との取引や限

られた商圏の範囲内での営業活動となり、新しい顧客の増加や、新規の受注獲得と

いったビジネスチャンスをつかむことが難しい状況にある。 
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（改善方法） 
ITを利用した広報・企業 PR用媒体の作成、パブリシティの活用（地元メディア

での企業紹介等）、ビジネスフェア出展の促進、営業力向上に資するセミナーの開

催等といったメニューを展開し、小規模事業者の販路拡大および取引機会の拡大を

支援する。 

 

（事業の内容） 

（１）Webサイト「ゆうき企業ガイド（仮称）」の作成による販路・取引拡大支援 

小規模事業者の販路開拓・取引拡大に寄与するよう、新たに Web版「企業ガイ

ド」の作成を行う。公開・閲覧はインターネットを介し、広域からの取引照会に

対応できるようにし、小規模事業者のビジネスチャンスの拡大を支援する。 

【掲載項目】事業所（企業）名、所在地（大字名・町名まで）電話・FAX番号、URL 

 や E メールアドレス、営業内容・取扱品目（商品やサービス内容）。商品や現場、 

 施工例の画像等。 

【掲載企業の募集方法】当所 HPや会報による告知、職員による巡回訪問・窓口相 

談で募集する。掲載希望がある場合は随時追加を行っていく。 

 

（２）メディア掲載での企業紹介・PRによる広報活動支援 

地元ケーブルテレビのコミュニティチャンネルや各新聞社地方版の地域情報

等へ、特徴的な商品・サービスを取り扱う事業所、また新たな商品・サービスの

提供、新規事業の取り組みを開始した事業所等の情報を提供し、プレスリリース

（番組や掲載記事で紹介として）にて取り上げてもらうよう働きかける。 

  【紹介例】「結城ケーブルテレビ」のコミュニティチャンネル「う・ら・ら」（毎週

月曜更新の１５分番組。）への事業所紹介。地域のおいしいお店、気になるスポ

ット、頑張る人たちなどをテーマとして取り上げ、紹介を行っている番組で、結

城市および筑西市を放送エリアとする。 

 

（３）「ビジネスフェア」出展によるビジネスマッチング・販路拡大支援 

    茨城県信用金庫協会（水戸信用金庫、結城信用金庫）が主催する「しんきんビ 

   ジネスフェア」について、市内小規模事業者への周知を行うとともに出展を促 

し、同業種間・異業種間での新たなビジネスマッチング、販路開拓の機会拡大を 

支援する。 
＊しんきんビジネスフェア…県内各地より食、住・生活、ものづくり、サービスに関連する

業種ほか産学官合わせて 180以上の企業・団体が出展（平成 29年 10月 25日開催「しんき

んビジネスフェア 2017」実績では 197社がブース出展）。 

ビジネスフェア出展にあたっては、小規模事業者の場合営業のノウハウが乏し 

   いケースも考慮し、出展を希望する事業者については事前に意向を確認し、指導 

が必要な場合はエキスパートバンクを利用して、専門家の指導による営業・販促 

スキルの向上を図る。またビジネスフェアへ中小企業診断士等の専門家や経営指 

導員等職員を派遣し、出展者の商品やサービス、技術等を効果的に売り込むため 

のノウハウをアドバイスすることで、商談成約につながるような工夫を講じる。 

 

（４）営業力向上セミナーの開催による個社の営業スキル向上支援 

    小規模事業者の営業力向上・強化を図るために、専門家を講師に招へいし「営 

業力向上セミナー」を年１回開催する。マーケティング、営業戦略の立案の仕方、 

プレゼンテーションやコミュニケーション・交渉術、また、SNSを活用した企業 

や商品・サービスの PR方法など、営業スキルの向上、販路拡大に繋がるような 
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カリキュラムとし、受講する小規模事業者の販路・取引拡大を支援していく。 

 
（目 標）平成３０年度～平成３４年度 

 平成 30 年度 平成 31年度 平成32年度 平成 33年度 平成 34年度 

「ゆうき企業 

ガイド」掲載 

企業数（掲載累

計） 

掲載内容、シス 

テムの検討・構 

築、周知後 

２０社 

 

３０社 

（５０社） 

 

３０社 

（８０社） 

 

３０社 

（１１０社） 

 

３０社 

（１４０社） 

掲載による受

注・取引拡大 

件数 

４件 １０件 １６件 ２２件 ２８件 

メディアへの 

紹介企業数 
２社 ３社 ４社 ４社 ４社 

「しんきん 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱ」 

出展社数 

７社 ８社 １０社 １０社 １０社 

出展による 

成約件数 
２件 ３件 ４件 ４件 ５件 

営業力向上 

セミナー開催 
１回 １回 １回 １回 １回 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
 
（現状と課題） 

昨今 IT技術の著しい進展により、特に小売・サービス業における市場の成熟化 

  や流通形態の変容から、対面販売を主体とする従来の営業形態では、他社との差別

化、高付加価値化を図ることが困難な状況となっている。地域経済の活性化には、 

小規模事業者が結城市や当所はじめ関係機関・団体と連携し、歴史や文化、地場産

品といった地域にある資源を上手く活用しながら個々の付加価値を高め、企業活動

を活発化しビジネスチャンスの拡大を図っていく必要がある。 

 

（改善方法） 

   地域経済活性化の実現に向けて、小規模事業者の企業としての高付加価値化・

販路拡大のために、ＩＴ化促進および技術活用支援を行っていく。 

具体的には、大手ＩＴ企業であるヤフー株式会社と連携を取りながら、ＩＴを軸

としたコワーキング・シェアスペースを開設し、その施設で創業支援やリーモトワ

ークの拠点としてはもちろん、事業者のＥＣ販売化推進事業にも積極的に取り組ん

でいく。またその後、地域資源を活用した新商品・新サービスの開発や販路開拓に

意欲的に取り組む事業者等を支援するべく「新名物等開発支援事業」を立ち上げ、

経済や社会の急速な変化や需要の変化を先取りした計画の立案、地域の特性に応じ

た計画（ローカルルール）、事業のスピードアップなど、地域活性化のための施策

等の実施により、成果を重視したなお一層効率的な整備を実施していけるような組

織運営を主幹する。 

 

（事業内容） 

①産官学の連携による小規模事業者ＩＴ化推進への取り組み 

○包括協定メンバー構成 

・結城市 
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・結城商工会議所（㈱ＴＭＯ結城） 

・ヤフー株式会社 

・白鷗大学経済学部経営学科 

○目的 

生産者、商店の代理販売、商品ページ作成～受注～送付までワンストップで行

えるようにする。また、商品開発、ＰＲなどブランド化推進もおこなう。 

結城紬をはじめとする豊かな伝統文化資源、首都圏に近い立地を活かした近郊

型農業、一次卸を主体とする産業構造から脱却し、稼ぐ力を強化する 

○手段 

事業初期段階（2～3年程度）においては、アドバイザー契約を締結する事によ

りＩＴ技術および人的協力が得られることから、そのノウハウを最大限吸収し共

有することで、事業遂行能力の確保が見込まれる。具体的にはＩＴ人材育成（Ｅ

Ｃ販売化）セミナーを行う。 

そこで、小規模事業者独自で販売 webサイト運営、商品ページ作成（撮影含む）

受注～問い合わせ対応、集荷、発送業務（発送拠点運営も含む）までをレクチャ

ーし、小規模事業者のＥＣ販売スキル習得を支援する。 

○効果等 

ＩＴ企業と連携をとる事で商品ＰＲのノウハウをダイレクトで習得する事が

可能。またその後の展開として新商品開発（自社開発、生産者アドバイス）など

も共同で行うことが可能となる。 

○目標（平成 30年～平成 34年） 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

EC販売ｻｲﾄ 

開設累計〔出

店者〕数 
5件 15件 20件 30件 33件 

 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

EC販売によ

る出店者の

売上伸び率 
10％ 20％ 30％ 35％ 40％ 

 
【IT推進化取組のイメージ】 

 
 
 ×       ×       × 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ②新名物等開発支援事業への取り組み 
 
○新名物等開発委員会メンバー構成 
・結城市商業地域づくり連合会（商店街） 

ＩＴ人材育成（ＥＣ販売化）セミナーの開催 
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・結城市観光物産協会 
・結城市工場協会 
・市内農家    

※オブザーバーとしてヤフー㈱・大学も会議などに積極的に参加。 
○目的 

異業種からなる連携体制を取ることで、其々のノウハウを最大限に活かし既存
商品に無い地域の魅力や特性を踏まえた新商品（加工食品やスイーツ等）を企画・
開発する。 

○手段 
単なる新商品を毎年度機械的に生み出すのではなく、統一性のあるブランドイ

メージを確立すべく 3年計画の商品開発を行っていく。また現在開催しているイベ
ント等も再度見直し、ついては当事業での成果物を統一性のあるブランドイメージ
として定着させるための場として活用することで、小規模事業者と住民全体が参画
できる活力あるものとしていく。 

○効果等 
新商品開発の取り組みが、小規模事業者の業績向上、販路拡大はもちろん、こ

れからの観光振興の進むべき指針の策定や地域内に活力を与えることにより創業
を促すとともに、新たな“産業”の創出と雇用の機会を増やし、地域経済活性化の
一助となる。 

 
○目標（平成 30年～平成 34年） 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

新名物開発 

ｽ ｹ ｼ ﾞ ｭ ｰ ﾙ 

商品開発準

備、新名物開

発、ブランデ

ィング（２ア

イテム商品

化目標） 

販売（PR活動） 

 

販売（PR 活

動）・ブラン

ド訴求効果

測定、次年度

新名物開発

準備 

商品開発準備、

新名物開発、ブ

ランディング

（２アイテム商

品化目標） 

販売（PR活動） 

 
【委員会の連携イメージ】 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
         ☓       ☓     ☓ ☓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高付加価値の新商品/新サービスの提供/新しい生産・販売方式の開発 

経営力の向上 新たな市場の創出 地域の雇用 

【新名物等開発委員会】 
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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 
 
（現状と課題） 

これまでは、他の支援機関との連携については、相談案件に応じて経営指導員

が選定し、その支援機関から得られた情報により小規模事業者の支援に活用するこ

とが多かった。定期的な情報交換などは日本政策金融公庫の「マル経協議会」や「税

理士との懇談会」などに限られており、充分な連携・情報交換ができないでいた。 

 

（改善方法） 

今後は、市内の公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士や地域の金融

機関などの支援機関とも情報交換のための会議を開催する。 
 
（事業内容） 

市内の公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士や地域の金融機関など

の支援機関との情報交換のための会議を年に２回開催し、商品開発・販売、取引、

財務、税務、労務支援ノウハウや各種支援制度などの情報を交換し共有を図る。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 
（現状と課題） 

職員の資質向上については、これまで県内の商工会議所が行う経営指導員および

補助員を対象に年１回開催する研修会や各種制度・施策の説明会、それぞれの担当

業務に関する研修会への参加や、相談に訪れた事業者の相談内容により各行政機

関・支援機関との連携や問合せ等により知識の習得に努めてきた。 

しかし、事業者の相談内容が事業資金融資や税務処理等の案件が多いために、知

識が偏りがちである。また相談に即座に回答するために課題処理についての知識が

豊富な職員に所内で取り次ぐことも多い。このため、財務管理・分析等の指導に比

し、経営革新・販路開拓等の指導が少ないため、知識の習得が充分できていないこ

とや、幅広い分野での指導能力が職員個人ごとに高められているとは言えないのが

現状である。さらに職員間で知識・情報を共有する体制も整えられていないことか

ら、個々の支援スキルに依存している。その結果全体としての資質向上も進まない

ことが課題となっている。 
 
（改善方法） 

これまでの対応は、各担当者が以前の相談経験や講習会・セミナー参加等で得た

知識をもとに相談に応じるとともに、必要に応じて専門家の助言を求めながら指導

を行ってきた。 

経営指導員等の資質を向上させるために、事業計画策定や販路開拓・経営分析な

どの講習会・セミナーは、事業者に限らず指導員等の資質向上の場ともなるので、

補助員や将来的な指導員候補職員等も参加し、支援能力向上・知識の習得を図る。 

さらに中小企業基盤整備機構や日本商工会議所が開催する経営指導員の研修に積

極的に参加し、小規模事業者の持続的経営支援に資する知識の習得・情報の収集を

図る。 

結城商工会議所全体の資質向上・情報の共有を進めるため、講習会・セミナーに
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参加した指導員が講師となり、補助員、記帳専任職員、一般職員も含め、所内研修

会を行い、小規模事業者支援スキルの底上げを図っていく。 
 
（事業内容） 

日本商工会議所や県内の商工会議所合同で開催されている研修会に経営指導員・

補助員等が参加するとともに、中小企業基盤整備機構主催の経営指導員向け研修会

には専門研修等積極的に参加していく。 

また、当所全体の支援能力向上のために講習会・セミナーを受講した指導員等が

講師となり所内研修を行う。また情報の共有が図れるよう受講したら速やかに行う

ようにし、研修資料等のデータは所内のランディスク内に保管し、職員が必要に応

じて閲覧・出力できるようにする。 

また、日本商工会議所のＷｅｂ研修は、今まで経営指導員を対象に行っていたが、

補助員・一般職員も受講する。とくに経営指導員には計画的に受講するよう促して

幅広い知識の習得と復習を行う。また、月に２回程度は指導員全員が同時に受講す

る時間を設け、受講後にディスカッションを行うことにより理解を深め、認識を共

有する。 

さらに、事業者向け講習会・セミナーに指導員も参加する、専門家派遣の際には

指導員も同席することなどによりノウハウを得て資質の向上に役立てる。得られた

ノウハウは、事例・資料とともに可能な限り電子化し、ＴＯＡＳ（商工会議所トー

タルＯＡシステム）のカルテに入力するなどして、所内ネットワークに保存するこ

とにより職員間で共有する。 
 
３．事業の評価およ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および成果について、以下のように評

価・検証をした後に見直しを行う。 

（１）支援を行った事業所および各種セミナーの参加者にアンケートを行い、そ

の内容・評価・感想をもとに、その後の計画の実施や見直しに反映させてい

く。 

（２）毎年度事業終了後に、外部有識者（中小企業診断士、税理士、茨城県商工

労働部中小企業課、結城市商工観光課など）で構成される委員会を開催し、

実施状況・経過および得られた成果についての評価を求め、さらに問題点の

提示を受ける。 

（３）委員会で受けた評価・指摘された問題点に対し、事務局が今後の改善案・

見直し案を作成した上で正副会頭会議にかけて承認を得たのちに常議員会

で報告する。 
（４）事業の評価および改善策・見直し策を、新聞折り込みにより市内全戸に配

布されている会報および当所ホームページ(http://yuuki.inetcci.or.jp)
で計画期間中公表する。 

 

  



－２３－ 
 

（別表２） 
経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

 
（平成２９年４月現在） 

 
（１）組織体制 
 

経営発達支援計画は、職員全員で実施する。 

経営指導課（中小企業相談所）が担当となり、経営指導員を中心として実施する。 

 

総務課       ２名 

振興課       ２名 

中小企業相談所   ８名 

（うち経営指導員３名、補助員２名、記帳専任職員１名、記帳指導職員１名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）連絡先 
 

結城商工会議所 経営指導課 
〒307－0001 
茨城県結城市大字結城５３１番地 

TEL ０２９６－３３－３１１８ 
FAX ０２９６－３３－０３０４ 
URL http://yuuki.inetcci.or.jp 
E-Mail yuuki@inetcci.or.jp 

  
  

会 頭 

事務局長 

総 務 課 

専務理事 

副会頭（3名） 

振 興 課 
経 営 指 導 課 

（中小企業相談所） 
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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およびその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
現 状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

必要な資金の額 79,960 82,000 83,700 84,700 84,700 84,700 

 

・中小企業相談所 
特別会計 

・調査研究費 
・指導宣伝費 
・商工振興費 
・特産振興協賛費 
・後継者育成費 
・新規・重点事業費 

56,630 
 

1,370 
3,170 
2,090 
190 

1,130 
15,380 

60,000 
 

2,500 
3,500 
3,000 
500 

1,200 
11,300 

60,000 
 

3,500 
3,500 
3,000 
500 

1,200 
12,000 

60,000 
 

3,500 
3,500 
4,000 
500 

1,200 
12,000 

60,000 
 

3,500 
3,500 
4,000 
500 

1,200 
12,000 

60,000 
 

3,500 
3,500 
4,000 
500 

1,200 
12,000 

（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 

会費、補助金（国、茨城県、結城市）、事業収入、委託費、参加者負担金 

 

 

 

 

（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）－１ 

 商工会およ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 

経営分析に関すること 

・財務分析 

・ＳＷＯＴ分析 

連携者およびその役割 

・茨城県中小企業振興公社 理事長 山口 やちゑ 

茨城県水戸市桜川２－２－３５ 

[役割：専門家派遣、情報提供] 

・茨城県よろず支援拠点（茨城県中小企業振興公社 理事長 山口 やちゑ） 

茨城県水戸市桜川２－２－３５ 

[役割：総合的・先進的アドバイス、支援機関・専門家紹介] 

・ミラサポ 

電話：０４５－３３０－１８１８ 

[役割：専門家派遣] 

・地区内税理士 

連絡窓口：税理士法人優貴会 代表 公認会計士税理士 齋藤暁 

結城市新福寺２－１９－２２ 

       TEL.(0296)32-5511 

[役割：専門的知識・情報提供] 

 

連携体制図等 

 

 

結城商工会議所 

小 規 模 事 業 者 

茨城県中小企業振興公社 

茨城県よろず支援拠点 

茨城県エキスパートバンク 

ミラサポ 

地 区 内 税 理 士 

連 

携 

連携 

相 

談 

支 

援 

専門家派遣 
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（別表４）－２ 

 商工会およ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 

・事業計画の策定の支援 

・事業計画作成後のフォローアップ実施の支援 

連携者およびその役割 

・茨城県中小企業振興公社 理事長 山口 やちゑ 

茨城県水戸市桜川２－２－３５ 

[役割：専門家派遣、情報提供] 

・茨城県よろず支援拠点（茨城県中小企業振興公社 理事長 山口 やちゑ） 

茨城県水戸市桜川２－２－３５ 

[役割：総合的・先進的アドバイス、支援機関・専門家紹介] 

・ミラサポ 

電話：０４５－３３０－１８１８ 

[役割：専門家派遣] 

・地区内金融機関 

常陽銀行結城支店 支店長 高橋 博明 

結城市結城７３ TEL.(0296)33-2122 

足利銀行結城支店 支店長 佐藤 尚俊 

結城市結城１８４ TEL.(0296)33-3121 

筑波銀行結城支店 支店長 中嶋 利成 

結城市結城１３６１９ TEL.(0296)33-0881 

茨城県信用組合結城支店 支店長 岩﨑 寛 

結城市見晴町一丁目６３８ TEL.(0296)32-4466 

結城信用金庫本店営業部 営業部長 小野 義昭 

結城市結城５５７ TEL.(0296)32-2111 

結城信用金庫南支店 支店長 黒川 正市 

結城市下り松６１９９－２ TEL.(0296)33-3171 

結城信用金庫城南支店 支店長 鈴木 雅彦 

結城市結城９７４９ TEL.(0296)33-0811 

[役割：資金調達（公的制度資金等）] 

・日本政策金融公庫水戸支店 

支店長兼国民生活事業 事業統括 梅沢 光一 

茨城県水戸市南町３－３－５５ TEL.(029)221-7137 

[役割：公的資金調達] 

・公認会計士・税理士 齋藤暁 

結城市新福寺２－１９－２２  TEL.(0296)32-5511 

[役割：専門的知識・情報提供] 
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（別表４）－３ 

 商工会およ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 

地域経済の活性化に資する取り組み 

・新名物等開発支援事業 

 

連携者およびその役割 

・茨城県中小企業振興公社 理事長 楠田幹人 

茨城県水戸市桜川２－２－３５ 

[役割：専門家派遣、情報提供] 

・茨城県よろず支援拠点 

茨城県水戸市桜川２－２－３５ 

（茨城県中小企業振興公社 理事長 楠田幹人） 

[役割：販路拡大・新分野進出・新商品開発等のアドバイス、情報提供] 

・ミラサポ 

電話：０４５－３３０－１８１８ 

[役割：専門家派遣] 

・地区内金融機関 

常陽銀行結城支店 支店長 高橋 博明 

結城市結城７３ TEL.(0296)33-2122 

足利銀行結城支店 支店長 川上 雅人 

結城市結城１８４ TEL.(0296)33-3121 

筑波銀行結城支店 支店長 井坂 謙司 

結城市結城１３６１９ TEL.(0296)33-0881 

茨城県信用組合結城支店 支店長 萩野谷 守 

結城市見晴町一丁目６３８ TEL.(0296)32-4466 

結城信用金庫本店営業部 営業部長 小野 義昭 

結城市結城５５７ TEL.(0296)32-2111 

結城信用金庫南支店 支店長 黒川 正市 

結城市下り松６１９９－２ TEL.(0296)33-3171 

結城信用金庫城南支店 支店長 鈴木 雅彦 

結城市結城９７４９ TEL.(0296)33-0811 

[役割：公的資金調達] 

・日本政策金融公庫水戸支店 

支店長兼国民生活事業 事業統括 梅沢 光一 

茨城県水戸市南町３－３－５５ TEL.(029)221-7137 

[役割：公的資金調達] 
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連携体制図等 
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