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経営発達支援計画の概要        （別添資料） 
実施者名 

（法人番号） 
龍ケ崎市商工会（法人番号 6050005007708） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目  標 

地域の現状及び課題を踏まえて目標を設定し、目標の達成に向けた方針を示す。 

１．地域小規模事業者への情報提供と事業継続、販売促進の支援 

２．創業、第二創業に関する人材育成支援 

３．龍ケ崎ブランド化事業と各種イベントによる地域経済活性化 

①地域資源の探索と地域ブランド力の向上 

②まいんバザール等のイベントを外部ＰＲすることによる集客力強化 

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に関すること 

①各調査機関（行政の統計等）の広域動向統計調査 

②巡回や窓口支援による景況感状況調査 

③地域動向懇話会の開催 

２．経営状況の分析に関すること 

①財務諸表による経営分析 

②経営診断（ＳＷＯＴ分析） 

③連携による分析及び情報提供 

３．事業計画策定支援に関すること 

①巡回、窓口、相談会の開催と参加者の掘り起こし 

②各種事業計画策定支援（各種補助金対応計画、創業計画等々） 

③専門家派遣 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ①フォローアップ強化よる進捗状況の確認と見直しや課題対応指導 

 ②創業者への個別フォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 

①消費者アンケートによる需要動向調査 

 ②食品バイヤー向けアンケート 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①イベントやアンテナショップと連携した小規模事業者の販路支援 

 ②龍ケ崎の物産品パンフレット及びマップ作成事業 

 ③外部機関と連携した展示会等による販路支援 

 ④ＩＴを活用した販路開拓支援 

 ⑤プレスリリースの代行 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

①インターンシップ受入斡旋事業の推進 

②「まいんバザール」の開催 

③「チャレンジ工房どらすて」の運営 

④地域振興券事業の実施 

⑤「龍ケ崎コロッケ」事業の推進 

⑥龍ケ崎ブランド化事業 

連 絡 先 

〒301-0012 茨城県龍ケ崎市上町 4264-1 

龍ケ崎市商工会 

事務局長 大竹 昇  経営指導員 細田俊秀・高橋成亮・石毛祥子 

TEL 0297-62-1444  FAX 0297-64-0645 
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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．地域の概要 

【龍ケ崎市の沿革と地勢】 

  明治維新の動乱期を経て、昭和 29年 3月市制施行により稲敷郡龍ケ崎町、馴柴村、  

 八原村、長戸村、大宮村と旧北相馬郡川原代村、北文間村の 1町 6村が合併し龍ケ 

 崎市が誕生した。 

  本市は、茨城県の南部、東京の北東約 50キロメートル、筑波研究学園都市の南約 

 20キロメートル、新東京国際空港（成田）の北西約 20キロメートルに位置している。  

 西部には、白鳥が集う自然豊かな牛久沼を擁し、北部に広がる稲敷台地は首都圏 50 

 キロメートル圏内という地理的条件から、龍ケ崎ニュータウン（北竜台・龍ヶ岡地区） 

 やつくばの里工業団地（24社／全区画操業）等の開発が行われた。南部には、利根川 

 と小貝川によって形成された沖積平野で豊かな水田地帯が広がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県龍ケ崎市 
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【交通体系】 

 ○当市の交通体系として、市の北側にある「首都圏中央連絡自動車道」は、横浜、厚  

  木、八王子、川越、つくば、成田、木更津、東京湾アクアライン、東京外郭道路等 

  と一体となる首都圏の広域的な幹線道路網が形成され、今後の流通の活性化が期待 

  されている。市の西側には「国道 6号」、北側には「国道 408号」が整備されている。 

  近隣市町を結ぶ主要地方道や一般道は、東西の移動に「竜ケ崎潮来線」「河内竜ケ 

  崎線」、南北方向に「千葉竜ケ崎線」「土浦竜ケ崎線」がある。市内の公共交通とし 

  ては，鉄道、路線バス、コミュニティバス、乗合タクシーが運行している。  

 ○鉄道については、JR常磐線に接続する JR佐貫駅（竜ヶ崎市）と関東鉄道竜ヶ崎駅 

 を結ぶ延長 4．5キロの全線単線の列車交換（行き違い）施設を持たない全国的にも 

 珍しい市内完結型路線の「関東鉄道竜ヶ崎線」が運行している。１日数千人程度の 

 定期通勤者の足である（旅客運賃で自転車を列車内に持ち込むこともできる）。 

 ○バス交通網は、JR佐貫駅が起点となり、主にニュータウン地区を行き来する民間の 

  路線バスや、市の主要な施設等を経由する循環ルートと各地区を往復運航する五つ 

  のルートで構成するコミュニティバスがあり、市民の身近な移動手段として利用さ 

  れている。 

 ○自宅から目的地まで運行する乗合タクシーは、バス停留所までの移動が困難な方や 

  高齢者などの貴重な足として活用されている。 

 

【人口動態】 

  本市の人口は、これまで増加の傾向にあり、特に竜ケ崎ニュータウンの初期分譲が 

 開始された昭和 55年以降は大きな伸びをみせていたが、近年における増加率は鈍化 

 している。 

  また、出生率の低下及び平均寿命の伸長などによる少子化や高齢化とともに、核家 

 族化も進行し、１世帯あたりの人員は減少の傾向が続いている。 

 

 
 

出典：「平成２８年統計りゅうがさき」よりデータ抜粋 

                           （国勢調査・常住人口調査） 
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２．地域の現状と課題    

市内の産業構造としては、第３次産業が約８割を占めている。また、全体的な事業

所数は減少傾向にあり、平成３０年における当市の小規模事業者数は１６９５名である。 

 
出典：「平成２８年統計りゅうがさき」よりデータ抜粋（経済センサス） 

 

【農業状況】 

農業においては、農家世帯数、農業人口ともに減少の傾向となっているが、平坦な

稲敷台地には、水田地帯や畑作地帯が広がり、米（「龍のまごころ」／コシヒカリ）

を中心に大根、なす、きゅうり、トマトの生産が盛んである。特に茨城県青果物銘柄

産地の指定を受けたトマト（龍ケ崎トマト）や小菊は、大変有名である。 

 

 
出典：「平成２８年統計りゅうがさき」よりデータ抜粋 

（農業基本調査・農林業センサス） 
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【工業状況】 

  市全体での製造品目出荷額は、食料品、化学製品、生産用機械デバイス製品等が 

 多く出荷されている。昭和 60年に操業を開始した「つくばの里工業団地」では、24 

 社全て操業を継続しており、食品製造業や機械製造業等の様々な製造事業所が立ち 

 並び、周辺中小企業との取引が展開され、製造品出荷額は増加傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         出典：「平成２８年統計りゅうがさき」よりデータ抜粋（工業統計調査） 

 

【商業状況】 

  商業においては、事業所数の減少を示しているが、近年は、市外資本による大・中 

 型店が相次いで出店したため、売場面積の増加による市民の利便性は向上し、販売額 

 の増加に繋がっている。しかし中心市街地での身近な商業は、廃業等による空き地化 

 や空き店舗化により商業の空洞化が進んでおり、今後の活性化が課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          出典：「平成２８年統計りゅうがさき」よりデータ抜粋（商業統計調査） 
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出典：「平成２８年統計りゅうがさき」よりデータ抜粋（商業統計調査） 

 

【龍ケ崎市の強み】 

（１）本市は、茨城県の南部、東京の北東約５０キロメートル、筑波研究学園都市の南 

約 20キロメートル、新東京国際空港（成田）の北西約２０キロメートルに位置 

し、新たに開通した首都圏中央連絡自動車道にも近接しているなど、地域外から 

のヒトとモノの流通の活性化を促せる集客機会の基盤が整っている。 

 

（２）平坦な稲敷台地には、水田地帯 

   や畑作地帯が広がり、米を中心 

   に大根、なす、きゅうり、トマ 

   トの生産が盛んである。 

 

（３）つくばの里工業団地では、食品 

   製造業や機械製造業等の様々な 

   製造事業所が立ち並び周辺中小 

   企業との取引が展開されている。 

  

（４）国道６号や牛久沼八代線沿道には、飲食料品小売業を扱う事業所が多い。 

   特に牛久沼沿岸の約２km区間は「うなぎ街道」の異名を持つ。次いで医薬品・ 

   化粧品小売業等が増加し、商業の集積がなされてきた。近年は、市外資本によ 

   る大・中型店の相次ぐ出店により、市民の利便性は向上した。 

 

龍ケ崎市向陽台「つくばの里工業団地」 
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【課題】 

（１）中心市街地は、空き地・空き店舗の増加により、商業の空洞化が進んでおり、 

   今後の中心市街地の活性化が課題となっている。 

（２）新たな工業団地と企業誘致を推進することが課題となっている。 

 

３．行政（龍ケ崎市）の取り組み（行政の方針と対応） 

  以上の状況を踏まえて、龍ケ崎市では、将来都市像「人が元気まちも元気自慢した

くなるふるさと龍ケ崎」の実現に向けて平成２９年～平成３３年の「第２次ふるさと

龍ケ崎戦略プラン」を策定した。その中の「地域活性化 まちの活性化と認知度向上」

において(1)産業、金融、行政の連携による地域産業の維持・強化(2)若者、女性、ア

クティブシニア層を中心とした人材の育成・還流・定着の支援、(3)認知度向上、地域

ブランド確立等による付加価値の向上、(4)農業の活性化支援を主軸とした事業を実施

し、地域活性化を推進している。 

      

 「第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」より 

 （１）産業、金融、行政の連携による地域産業の維持・強化 

金融機関などと連携しながら、既存企業を支援するとともに、企業立地促進と起

業・創業に対する支援の充実を図ります。 

また、本市の地域資源を活用したにぎわいと交流の場として、牛久沼沿いに道の

駅を整備するほか、産業・金融との連携による事業展開などにより、地域経済の

活性化を図ります。 

 （２）若者、女性、アクティブシニア層を中心とした人材の育成・還流・定着の支援 

若者・女性の雇用機会の拡大やスキルアップのための支援を図るとともに、元気

な高齢者の場、雇用の場を創出する。 

 （３）商業の活性化  

本市の認知度向上とイメージアップを図るため、自然環境、歴史、農産品、物産

品など、様々な地域資源の魅力を向上させるとともに、効果的な情報発信を推進

します。 

 （４）雇用の確保 

ＪＡなどの関係機関と連携し、農業者の経営安定と担い手の育成、新規就農者の

増加に努めるとともに、農産品のブランド化や地産地消を促進します。 
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４．龍ケ崎市商工会のこれまでの取組 

 

（１）企業誘致活動への参加、地元企業支援のため金融斡旋。 

 

（２）就労支援については、龍ケ崎公共職業安定所及び龍ケ崎市市民生活部商工観 

光課と連携した専門家による就労相談や商工会ＨＰでの求人の実施。 

 

（３）小規模事業者への経営基盤の強化支援。 

   ①巡回による経営指導   

 ②経営革新計画支援 

   ③各補助金対応支援 

 

（４）当会主催の地域振興事業の取り組み（下記写真参照）。 

 ①毎年、中心市街地での「薬師市龍ケ崎商業まつり（いがっぺ市）」の開催 

 ②「まいんバザール」としてコロッケの街イベント開催 

 ③地域コミュニティ活動を目的とした「チャレンジ工房どらすて」の運営 

 ④平成２４年度からは「龍ケ崎市プレミアムたつのこ商品券」の発行事業を 

  実施 

 ⑤観光事業に対しては、龍ケ崎市観光物産協会と連携し、「桜まつり」「龍ケ崎 

  とんび凧大会」、ＪＲ東日本水戸支社と連携した「駅からハイキング」など 

  観光事業を実施 

⑥平成２８年には、「第四回全国コロッケフェスティバル in龍ケ崎」を開催 

関東鉄道竜ヶ崎線のつり革にコロッケを取り付けて、話題を呼び、来場者数

６８０００人と人気を博した。  

 

① 薬師市龍ケ崎商業まつり「いがっぺ市」 
  毎年、11月 23日(祝)に本町商店街(約 1.8㎞)で開催されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  約 1.8 ㎞の本町商店街通りが会場となる   恒例の上棟式とモチまきの様子 
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 ②【まいんバザール】 

 平成 13年 7月から中心市街地活性化のため、「まいんバザール」と称して、毎月１回（第１ 

 日曜日）開催している。当会の会員事業所などの商品の即売、地元の学校や各種市民団体の 

 PR、ダンスやバンドなどのステージ発表、そしてコロッケの街ならではのコロッケコンテスト 

 を開催するイベントとして実施しており、平成 29年 10月現在、１９５回の開催実績がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

     会場：商店街にぎわい広場        龍ケ崎コロッケコンテストの様子 

 

 ③【チャレンジ工房どらすて】 

 
                 龍ケ崎コロッケ会館「チャレンジ工房どらすて」は、 

                   地域コミュニティ活動を目的とした、商工会各部会 

                                    並びに会員等の活動拠点の施設。 

 

 

 

                                             <<チャレンジ工房「どらすて」外観     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「どらすて」内観                      （チャレンジ工房「どらすて」手造り惣菜の販売様子） 
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④たつのこ商品券 

  ※プレミアムたつのこ商品券事業 

・商工会・龍ケ崎市が連携し、年１回開催している地域振興券事業。 

  ・プレミアム率１割、加盟店約４５０店舗 

・発行総額２億円分 

 

⑤観光事業（龍ケ崎市観光物産協会と連携） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  龍ケ崎市観光物産協会主催による      冬の風物詩として定着している 

      「桜まつり」             「龍ケ崎とんび凧大会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＪＲ東日本水戸支社と連携した 

 「駅からハイキング」を１０回開催 

 

 

５．龍ケ崎市商工会の課題 

○当市の市街地は、江戸～東北間の物資の中継基地(集積地)として繁栄した歴史を持

つ「旧中心市街地」と、都市再生機構のニュータウン開発による「新興住宅地」に

２分化されている。 

  ○旧中心市街地は、歴史的背景からなる稀有な技術を有する小規模事業者が多数存 

   在するものの、交通機関等の発達による消費者の行動範囲の拡大や人的経営資源 

の不足に対応した持続的発達維持のための後継者の育成が課題である。 

  ○新興住宅地には若い人材の流入があるものの、これまでの市・商工会等の基本方 

   針である旧中心市街地の活性化と並行して、可能性の宝庫とも言えるこれらの若  

   い人的資源（将来的人口減少のストッパーとなる女性・若手事業者）の発掘・ 

＜写真下：龍ケ崎とんび凧＞ 

 
100 年以上前から龍ケ崎市に伝わる 

和凧。龍ケ崎と名のつく唯一の民芸品。 
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   育成による「創業」支援が課題である。 

  ○地域小規模企業の経営基盤の強化支援とともに龍ケ崎市の誇れる商工業等の地域 

   資源を「龍ケ崎ブランド」として探索・創出し、更なる街の賑わいの創出と地域 

   経済の活性化が課題である。 

  ○これまでの商工会業務は、税務、金融、労働などの経営関連事務の支援代行や市 

   街地活性化等のイベント運営機関の性格が濃く、小規模事業者の経営課題の根本 

   的な解決や経営の発達に直結する経営支援には至らない傾向にあり、小規模企業 

   の経営の発達に直結する伴走型の支援体制を整備することが緊急の課題となって 

   いる。 

 

６．龍ケ崎市商工会の役割 

本会は、前述した行政の指針に基づき、地域の小規模事業者の経営をサポートし、 

経営指導のほか、「まいんバザール」に代表される定期的な商業イベントの開催支援、

コロッケ等の地場商品の開発・販売のための活性化事業などさまざまな支援活動を行 

ってきている。しかし、これまでの商工会業務は、経営関連事務の支援代行やイベント

運営機関の性格が濃く、小規模事業者の経営課題の根本的な解決や経営の発達に直結す

る経営支援には至らない傾向にあった。 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】  

当会では、小規模企業の経営の発達に直結する支援体制を整備することが緊急の課題 

となっている。 

そこで、当会では「第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン（平成２９年～平成３３年）」

に対応し、 地域の強み・課題・街づくりの方向性を踏まえ、今後１０年間を目途に、

茨城県や龍ケ崎市、中小企業振興公社、地域金融機関、大学（流通経済大学）、その他

支援機関、ＪＡ、市内のまち創り団体などと連携を密にした、小規模事業者の持続的発

展に資する伴走型支援体制を整備し、事業計画策定や新たな需要開拓等に向けた支援を

展開する。 

 

今後、小規模事業者が持続的発展を図っていくために必要なことは、顧客や消費者 

のニーズをとらえた考え方と高付加価値化による商品力の強化の方向性を基軸にした

経営力の向上である。 

当会では、経営指導員等による地域密着の顔の見える伴走型支援を通じて、「地域小

規模事業者への情報提供と事業継続、販売促進の支援」「創業、第二創業に関する人材

育成支援」および「龍ケ崎ブランド化事業とイベントによる地域経済活性化」を目指し、

龍ケ崎市の小規模事業者の振興及び地域産業振興の中核的機能向上を図っていく。 
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７．小規模事業振興の目標及び目標達成のための方針 

 

地域の現状及び課題を踏まえて目標を設定し、目標の達成に向けた方針を示す。 

 

（１）伴走型支援による事業計画策定支援 

伴走型支援をすることで小規模事業者が現状を把握し、真の問題点を認識し、 

顕在化した課題を解決するために、実行可能性の高い生きたビジネスプランを 

策定する。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 

アップ支援を実行する。 

 

（２）地域小規模事業者への情報提供と事業継続、販売促進の支援 

    消費者の需要動向の調査・分析結果の情報提供を通じて、地域小規模事業者の 

    経営計画策定と販売促進、事業継続を推進する。 

 

（３）創業、第二創業に関する人材育成支援 

創業セミナー等を通じた創業支援や個人企業の消費者ニーズ多様化に対応した 

経営分析、事業計画支援によって地域小規模事業者の経営力向上に寄与して 

いく。 

龍ケ崎市は、平成２８年度に創業認定地となり、市との連携を密にして、創業塾 

などによって人材の育成を推進する。 

 

（４）龍ケ崎ブランド化事業とイベントによる地域経済活性化 

①龍ケ崎コロッケ等の活用と地域ブランド力の向上 

・地域資源を使った商品開発 

・地域観光資源を活用した龍ケ崎ブランド化を実施  

②まいんバザール等のイベントを活用した集客力強化 

・交流人口増加及び事業者の販路拡大を通じた地域活性化 
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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３１年４月１日～平成３６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】 

 これまでは、政府系統計調査・白書などを職員それぞれが取得・参考にする程度で決

算申告業務や経営革新計画、持続化補助金申請書作成支援を行ってきた。そのデータは

分析利用しておらず、各事業所の経営指導への活用まで至ってなかった。 

  

【改善方法】 

 今後は、広域経済動向情報の収集に加えて、業種グループに分けた経済動向のデータ

を収集、蓄積、活用する。その重点産業を（建設業、製造業、小売業、サービス業、飲

食業）と定義し、企業規模などにも留意しながら、5年後までに年間 40事業者を抽出、

商工会事業所の決算確定申告書等データによる分析を行い、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、業種別、業界平均比較など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。 

 

 

【事業内容】 

 １．情報収集と分析・提供 

（１）広域経済動向情報の収集と活用 （新規事業） 

 ①収集・分析方法 

行政等の各種統計資料（全国連の中小企業景況調査報告書、業種別経営分析指標

一覧）等各種レポートからマクロ的環境として、産業や地域別の売上、景気 DI、

資金繰り、雇用などの状況や商圏について情報収集し、各業種・業界や地域の動

向を体系的に分析・整理する。 

 

②活用提供方法 

収集データをもとに、地域別、業種別の経済動向、設備投資などの状況、景況感な 

どを整理して、事業者支援を行う窓口や巡回支援、セミナーなどで活用する。 

具体的には事業計画策定・課題解決ヒアリングの際の現況把握や新分野進出の際の

情報提供として活用する。 
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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 

全国商工会連合会 
中小企業景況調査報告書 

（年 4回） 

全国の商工会地域の製造、建設、小売、

サービス業の売上、採算、資金繰り、業

況などの DI値 

全国業種別審査事典 
業種別経営分析指標一覧 

（比較調査用） 

業種別の経営分析指標（収益性、安全性、

各種回転率などの分析データ） 

統計りゅうがさき 地域内景気情報 
人口動態、産業別・市内地域別販売額、

出荷額 

 

  

（２）地域内景況感情報の取得と分析・提供 （新規事業） 

 ①収集・分析方法 

巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者の業種別地域景況感・課題等データな

どを取得する。業種別業績推移や業況を分析するとともに業界平均比較などを行

う。また、当市が全国連の行う「小規模企業景気動向調査」対象の年度には、独

自の調査項目を追加し、市内小規模事業者の景気動向について年４回の調査分析

を行う。 
 

 ②活用・提供方法 

分析データをもとに、事業者支援を行う窓口や巡回支援、セミナーなどで参考に

する。具体的には事業計画策定（創業や経営革新、新規事業展開等）や確定申告

時における業種別比較などにおいて情報活用を行う。 

＜具体的調査事業内容＞ 

調査対象 建設業、製造業、小売業、サービス業、飲食業の５業種、４０事業者を抽出 

調査項目 
(a)売上 (b)資金繰り (c)仕入 (d)製品・商品在庫 (e)利益 

(f)従業員数 (g)生産設備 (h)業況 (i)経営上の問題点 など 

  

各職員による聞き取り調査により収集したデータを分析・整理し、市内事業

者への経営状況と景況感などのデータと併せて、事業所別環境の情報資料とし

て提供する。小規模事業者等の経営計画策定、個々の課題解決など意思決定の参

考資料として解決・提案の足がかりとする。 

   

 

（３）地域動向懇話会の開催（新規事業） 

商工会（正副会長、商業・サービス業・工業・建設業の４部会長、青年部、女性 

部各部長）で地域動向懇話会を開催する。それぞれの業種や地域、世代などから 

景気動向など生きた情報の意見交換を行い、広域経済動向調査や業種別景 

況感データなどと比較分析して経営支援や課題解決に役立てる。（年１回） 
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【目標】 

広報誌にて年１回 

ホームページ 現行 31年 32年 33年 34年 35年 

(1)公表回数 ― 4 4 4 4 4 

(2)公表回数 ― 1 1 1 1 1 

(3)公表回数 ― 1 1 1 1 1 

 

【成果の活用】 

わかりやすく編集加工したエクセル・ＰＤＦデータにより活用し、窓口・巡回の相談

時等にタブレット等でも閲覧・参考にできるように共有する。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・分析を行う。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

  商工会は地域の税務・金融・労務・法務等のあらゆる相談事を通じて、小規模事業

者にとってのよろず相談所として役割を担っているが、経営指導員の指導状況は事業

計画作成支援のような伴走型の支援とは言い切れない状況であり、経営分析や課題抽

出、事業化を実現できる事業計画などを策定するなど経営支援力の高い商工会への変

化が課題となっている。 

 

【事業内容】 （新規事業） 

 経営資源発掘のため、巡回・窓口相談を介した掘りおこしを行う。 

（１）ローカルベンチマークによる財務・経営分析 

巡回訪問、窓口対応等の機会を活用して、ローカルベンチマーク等の簡易的な分

析手法により、財務諸表による数的見地からの経営分析を実施する。 

内容としては、収益性、効率性、生産性、安全性、成長性を分析項目とし、財務

状況から見た問題点の指摘と対策を提示する。対象事業者の経営資源に関する「特

性（強み・弱み・機会・脅威）」の経営分析を行う。 

これらをもとにして定性的なデータ聞き取りと経営資源分析につなげて、総合的

な経営分析を行い、小規模企業の事業計画策定や課題解決に活用する。 

 

（２）上記の情報及び専門的な課題については、連携支援機関、専門家（中小企業診断 

士等）と連携して整理・分析し、小規模企業が活用できる情報を提供する。 

 

【目標】 

支 援 内 容 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析件数 ― 40件 40件 50件 50件 60件 
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【成果の活用】 

 対象事業者の経営課題抽出と、特性を生かした解決策を提案することで、経営方

針（方向性）の提案と事業計画策定に活用する。 

 経営分析によって小規模企業の経営の強みや弱みを客観的に把握し、地域の経済

環境や市場性などを踏まえて事業計画策定支援を継続的に行う。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

多くの小規模事業者は、自社の課題解決のために事業計画策定の必要性についての

認識が低い現状である。需要動向の変化に大きく影響を受ける一方で、顧客ニーズ

や自社の強み・弱み等自社の経営状況を十分に把握できていない。 

  また、これまでの商工会での事業計画の策定支援は、経営革新計画の策定支援を 

  中心とした各種補助金活用・金融支援等の機会を通じて実施するなど受動的な取組 

  みに留まっていた。今後は積極的な提案、需要を見据えた伴走型の指導助言を行う。 

    

【事業内容】 

（１）事業計画策定セミナーによる事業計画策定支援 （拡充実施） 

事業計画策定相談日を年間スケジュールに組み込み、定期的に支援機会を設ける。

経済動向調査結果や経営分析の内容をタブレット端末などにより巡回先等でも情

報を引き出せる環境を整備し、事業者の認識を高める。事業計画策定を目指す小

規模事業者を掘り起し、セミナーへの参加を促すなど、積極的な広報を行う。ま

た、小規模事業者経営発達支援融資制度についても、事業計画策定を目指す小規

模事業者の掘り起しと事業計画策定支援を行う。 

 

（２）創業希望者等に対する事業計画策定支援 （新規事業） 

    地域における商工業を活性化するため、新たに商工会報による広報活動により 

創業希望者の掘り起しを行う他、地域ブロック内商工会と連携して創業塾を開催 

し、創業計画書の作成支援を通じて、創業者の夢の実現を支援する。 

    また、地域資源を活用し創業しようとする創業希望者に対しては、収集した需

要動向分析結果等も踏まえ、積極的な提案を行い、競争力と実現可能性の高い創

業計画書の作成を支援する。 

 

（３）専門家派遣制度の活用 （既存事業）  

     茨城県の補助事業であるエキスパートバンク（経営・技術強化支援事業）制度 

   をはじめ、ミラサポ等、国の専門家派遣制度を活用し、実効性の高い事業計画が 

   策定できるよう支援する。 

    また、総合的・先進的なアドバイスを必要とし、高度専門的な案件については 

   茨城県よろず支援拠点を活用し、小規模事業者の経営課題の解決を図る。 
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【目標】 

支 援 内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定セミナー 

の開催回数 
5回 6回 6回 6回 6回 6回 

事業計画策定セミナー

参加者数 
10件 40件 50件 60件 60件 60件 

事業計画策定事業者数 − 20件 25件 30件 30件 30件 

創業塾の開催回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

創業塾参加者数 20件 20件 20件 20件 20件 20件 

創業計画策定者数 — 2件 2件 2件 2件 2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】 

これまでの小規模事業者への事業計画策定後の支援は、小規模事業者からの相談に

対応する形での受動的な助言・指導にとどまっていた。そのため、計画を遂行する過

程で生じた資金調達や販路開拓、新規事業に取り組む時間の捻出といった問題に対

し、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。 

 

【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） 

  ・事業計画の実行に関しては基本的に事業者サイドに委ねており、これまで商工会 

   としては実施計画には積極的に関わってこなかった。今後は商工会としても当初 

   の実行計画を管理し、計画の進捗状況に応じた計画的なフォローアップを実施す

る。 

  ・具体的には、事業計画の策定（経営革新、持続化補助金、創業など）を支援した 

   企業に対して、担当を決めて４ヶ月に１回以上巡回訪問し、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、気軽に相談しやすい環境づくり・  

   時間的なロスを解消するために新たにメール等による相談指導を開始する。 

  ・高度な課題に対しては専門家派遣や他機関と連携するなど事業者の確実な目標達 

   成をサポートする。 

  ・確認項目としては、実行計画の進捗状況、売上、利益、計画遂行上の課題、施策  

   の活用状況、見直しの必要性等とする。 

 

（２）創業後の巡回・窓口指導による個別フォローアップ （新規事業） 

  ・創業者に対し、３ヶ月に１回以上、巡回・窓口指導による個別指導等、フォロー

アップを継続し、茨城県・茨城県商工会連合会等とも連携して、伴走型の支援を 



１７ 
 

   行う。特に、地域資源を活用した創業に対しては、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やかなノウハウ提供を行う。 

  ・フォローアップの方法としては、創業者の成熟度に対して、記帳指導、労務指導、

経営指導からビジネスマッチングに繋がる支援を行う。 

 

 【目標】  事業計画策定支援企業について、少なくとも年４回以上の計画策定後の 

            フォローアップ支援を行う。 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業者数 — 80件 100件 120件 120件 120件 

創業者フォローアップ

事業者数 
— 8件 8件 8件 8件 8件 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 【現状と課題】 

 小規模事業者の事業計画の策定支援を実施するにあたり、事業計画の策定に留まって

いる。これまで、例年地域振興券事業（以降、プレミアム商品券事業）を活用してこれ

に伴う需要動向調査（アンケート調査）を行ってきたが、これらの情報は事務局内での

蓄積にとどまり、その結果を経営支援へ活用することが不足していた。 

 また、各種統計調査や需要動向調査等を、小規模事業者が地域別に内容を分析・検討

することは難しい状況にある。 

【支援に対する考え方】 

今後地域の小規模事業者として事業継続していくためには、消費者のニーズに対応し

た商品・サービスを販売する必要である。そのためには消費者の需要動向やニーズを把

握・分析し、小規模事業者に情報提供することで、需要を見据えた商品戦略・サービス

戦略への反映を図る。 

【改善方法】 

 上記の課題解決に向けて、中長期的な視野で小規模事業者の販売する商品又は提供す

る役務の新たな販路の開拓や新商品の開発に活かせるような消費者ニーズ動向に関す

る情報の収集、分析、さらに事業計画時などにタイムリーな提供を実施する。 

また、地域の消費者等に直接ヒアリングして得られる地域の消費者の需要動向も収集

し、データと地域の生の消費者目線の声や動向を把握して、独自のわかりやすい情報と

して小規模事業者の販路開拓支援（新商品開発・既存商品の改善、改良）に反映させる。 

【事業内容】 

（１）消費者アンケートによる需要動向調査 

 地域ブランドである「龍ケ崎コロッケ」（平成２９年４月に地域団体商標登録済み）

で地域の活性化を図る飲食店等で結成された、「コロッケクラブ龍ケ崎」（現在加盟店

１９店舗）の各店舗で提供しているコロッケ（１種類）について、アンケート調査を

実施する。 アンケート調査の詳細な内容については、経営指導員等が各対象店と協
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議し、専用のアンケート調査票を作成する。 

 

【調査方法手段・方法】 

アンケート調査を行うイベント 

①「コロッケクラブ龍ケ崎」加盟店（現在１９店舗）でのアンケート調査 

加盟店での買い物時に店頭で消費者にアンケートを行う。秋のコロッケイベント

前までに年１回実施する。（サンプルは各加盟店３０名） 

②まいんバザール 

毎月第１日曜日に中心市街地で開催している活性化イベントの会場内にブースを

設けて、来場者を対象に試食を提供、経営指導員等が消費者アンケートを行う。（毎

月５０名）  

 分析については、販路開拓支援専門家のアドバイスを受けながら、経営指導員等

で行う。分析結果は、経営指導員が加盟店や参加事業所へ直接説明する形でフィー

ドバックし、改良を行う。 

 【調査項目】 

性別/年齢/職業/認知/関心/欲求/行動（購入希望度）/価格/品質/デザイン/素材/

味覚/満足度//国内外観光客の居住地域/取引の条件 

 

（２）食品バイヤー向けアンケート 

 地元金融機関の開催する「ビジネス商談会」への参加時に、経営指導員がバイヤー

向けに作成したアンケートを、出店者が来場したバイヤーに対して、アンケート調査

を実施する（サンプルは各５０名） 

①めぶき食の商談会（来場者 2000人） 

②つくば銀行ビジネス交流商談会（来場者 2500人） 

  ※分析及び調査項目については消費者アンケートと同様に行い、バイヤー向けのア

ンケートには、取引条件等の項目を追加する。 

 

【調査対象事業者】 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

（１）消費者向け調査対象

事業者 
- ５社 １０社 ２０社 ２０社 ２０社 

（２）食品バイヤー向け調

査対象事業者 
- １社 ２社 ２社 ３社 ３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】 

当商工会では、主催事業である街おこしグルメ「龍ケ崎コロッケ」に関する情報発信

に関しては、市との連携により、広報やチラシ媒体、マスメディア等の活用、他市町

村開催イベントへの出店協力等、その需要開拓に著しく注力し続けているが小規模事

業者支援の観点からは、必ずしもそれらの事業が需要開拓に結びついていないのが現

状である。 
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【改善方法】 

非会員を含む地域の小規模事業者に対して、上記の課題解決に向けて、消費者のアン

ケート活用と併せて、以下の事業やＰＲ等により龍ケ崎市域内外へ向けた、当地域の

地域産品小規模事業者の商品の新たな需要の開拓を実施する。 

   

【事業内容】 

(1)イベントやアンテナショップと連携した小規模事業者の販路支援（拡充） 

特産品、ご当地グルメをはじめ企業の商品、サービスなどの普及推進を図るため、ま

いんバザールにおいて出展支援を行い、販路開拓と認知度の向上を図る。 

また、地域アンテナショップ「どらすて」においても新たに（仮）地元の逸品コーナ

ーを設営することにより需要の掘り起こしを行い販路開拓する。 

 

(2)龍ケ崎の物産品パンフレット及びマップ作成事業 

観光物産協会と連携して、独自の物産品紹介事業を行い、事業者と顧客の接点を創出

して販路開拓につなげる事業を行う。龍ケ崎市内の事業者の逸品をカタログ化するとと

もに市内マップも添付する。QRコードなども掲載して HPやオンラインサイトに誘導し

て販売促進の一助とし、継続的な販路支援を行う。 

 

(3)外部機関と連携した展示会等による販路支援（新規） 

筑波銀行ビジネス交流商談会（来場者 2500 名、商談数 700 件）及びめぶき食の商談

会（来場数 2000 名、商談数 500 件）へのなどの参加機会を設けて、地域以外（海外も

含む）の顧客への発信を行う。 

目標未達の場合のフォローアップとして、専門家と連携し、PDCA と今後の商品開発

等を見越した支援を行うことで、販路開拓を継続的に行う。 

 

(4)ＩＴを活用した販路開拓支援（新規） 

龍ケ崎市商工会の Facebook ページ、twitter、インスタグラムを開設して、事業状

況の他に事業所の商品。サービスなどの情報発信を行う。 

また、全国商工会連合会が運営する事業者支援システム「100 万会員ネットワーク」

や「ＳＨＩＦＴ」活用により、ホームページの開設と販売システムの構築を支援し、

商品・サービスのＰＲや買い物かごを使ったオンラインショップの活用につながる支

援を実施する。 

その他、同連合会がインターネット上で展開しているニッポンセレクト.comを活用

し、地域に埋もれている逸品をクリック＆モルタルによる新たな販路を開拓するとと

もに事業者の認知度の向上も併せて支援する。 

 

(5)プレスリリースの代行（新規） 

情報発信力の弱い小規模事業者に代わって、小規模事業者の新製品や新サービス 

等を各マスコミ等に記事掲載依頼を行うプレスリリース事業を行う。 
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【目 標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

イベントやアンテナショ

ップなどへの出店者数 
8件 10件 12件 14件 17件 20件 

 
上記による売上

10％以上向上者数 
2件 5件 5件 10件 10件 10件 

パンフレット事業 

参加店数 
31件 40件 45件 50件 55件 60件 

外部機関と連携した 

マッチング会、展示会等の

参加者数 
8件 10件 12件 14件 17件 20件 

 商談成立件数 1件 10件 12件 14件 17件 20件 

ＩＴを活用した事業者

数 
未実施 5件 6件 7件 8件 9件 

上記による売上10％以

上向上者数 
1件 2件 3件 4件 5件 5件 

プレスリリース代行 未実施 5件 6件 7件 8件 9件 

上記による売上10％以

上向上者数 
1件 2件 3件 4件 5件 5件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

【現状と課題】 

○当商工会では、急速に進む少子高齢化や人口減少による大きな環境変化の中で、特に

衰退の進む旧中心市街地の活性化を図るため、市との連携により定期的なイベントを

開催し、新規創業者の掘り出しによる地域事業者数減少の歯止め策としてチャレンジ

ショップの運営、地域事業者の活力を取り戻すための消費喚起を目的とした地域振興

券事業、他地域からの来客を増やす試みとして地域グルメ「龍ケ崎コロッケ」による

街おこし事業等を展開している。 

○このような中で、現在、最も重要な課題となってきているのが厳しい雇用情勢の中で

の人的資源の確保である。 

○さらに現状の街おこし事業の改善により、龍ケ崎市の商品・サービスのブランド強化

が課題である。 

 

【改善方法】 

①人的資源の確保を図るべく、大学と協調しインターンシップ事業を推進する。 

②地域活性化について、後述する新たな需要の開拓に繋がる地域資源の探索するため

の会議体「龍ケ崎市地域活性化協議会」（仮称）を活用して、各取り組みの関係団体

と活性化の効果を検討し、方向性の共有を図り、活性化事業を推進する。 

③この課題の解決に向けて、眠っている資源の見直し、堀り起しを進めながら、地域資

源を特産品として段階を経て販売まで支援し、今後の地域活性化の方向性を検討、情

報発信と需要開拓を目指して地域活性化を図る。 
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【事業内容】 

  新たな需要の開拓に繋がる地域ブランドの創出や恒常的な地域活性化に繋がる賑わ

いづくりを目指し、以下の事業を実施する。 

（１）インターンシップ受入斡旋事業の推進 （新規事業） 

若手労働力等の人的資源確保のため、市内流通経済大学との連携を図り、学生の 

インターンシップ受入斡旋支援を行うことで、若い人材の地元雇用の促進を図る。 

 

（２）「まいんバザール」の開催 （既存事業改善） 

①龍ケ崎市との連携事業として、毎月第１日曜日（年１２回）に、旧中心市街地内 

にて「まいんバザール」を開催する。 

②「まいんバザール」では、市内商工業者約２０店舗の模擬店による販路拡大の場 

と、流通経済大学、市内小中高校や各種団体との連携により各種演目披露の場を併

せて提供することで、今まで参加していなかった企業の加入を募り、旧中心市街地

の賑わい創設を図る。 

 

（３）「チャレンジ工房どらすて」の運営 （既存事業改善） 

「チャレンジ工房どらすて」は、高齢化が進む旧中心市街地における買い物難民の 

拠り所としての地域貢献を果たしつつ、創業希望者のＰＲやテストマーケティング

（チャレンジショップ）の場として、非会員も含め提供の促進を図る。 

 

（４）地域振興券事業の実施 （既存事業改善） 

  ①「プレミアムたつのこ商品券」事業を実施する。 

  ②「プレミアムたつのこ商品券」は、年１回、発行総額２億円、加盟店約 450店舗、 

    プレミアム率１０％により、一般消費者の消費喚起を促し、取扱い加盟事業者 

    の売上増進を図る。 

③加盟店の販売促進のため専門家と連携し、広告宣伝、品揃え、陳列等の支援を行う。 

 

（５）「龍ケ崎コロッケ」事業の推進 （既存事業改善） 

①地域グルメ「龍ケ崎コロッケ」による街おこし事業を推進する。 

②「龍ケ崎コロッケ」事業主体であるコロッケクラブ龍ケ崎との連携協力体制によ 

り、全国コロッケフェスティバル、茨城県ご当地コロッケ横丁等といったコロッ 

ケ関係のイベントや、さらに賛同加盟店の増進、他地域から来訪されるお客様へ 

のおもてなし体制の整備等を支援する。 

 

（６）龍ケ崎ブランド化事業 （新規事業） 

   新たな需要の開拓に繋がる地域資源の探索による、歴史、文化、商品、サービス等

のさらなる地域ブランドの探索と開発を行い、町の賑わいと地域経済の活性化を目

指す。そのために、商工会の各部会役員との連絡会を開催し、後に龍ケ崎市及び関

係（業）者の会議体（龍ケ崎市地域活性化協議会：仮称）の設置に発展させていく。 
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  （例：撞舞／とんび凧／うな丼など） 

 

（７）道の駅支援事業 （新規事業） 

   平成３１年から、佐貫地区に道の駅「うしく沼道の駅」（仮称）が開業予定であり、

当商工会では、市と連携して、小規模事業者の地域産品の販売促進を推進し、龍

ケ崎市産品のブランド力の向上を推進する。 

 

【活用方法】  

（１）以上の事業を通じて地域資源のブランド化の強化に活用する。  

（２）現在眠っている地域資源の見直し、堀り起し、新商品の開発を通じた今後の地域

活性化の方向性の計画、実行、情報発信と需要開拓に活用する。 

（３）地域賑わい創出や地域コミュニティの醸成と産業振興に寄与することができる。  

 

 

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 

【現状と課題】 

これまでは施策情報取得媒体としての利用が主となっていたが、補助金等の小規模事

業者対象施策の設立に合わせ、年度後半より専門家派遣制度の活用を開始している。         

その中で、先進的経営支援のノウハウを体得するとともに情報交換と経営発達に向けた

知識を得ることに不足があった。 

 

【改善方法】 

以下の各種取り組みの中で、他の支援機関との情報の共有化をすることで、小規模事

業者への、計画的、継続的な支援、新しい支援方法、ノウハウを取得し、小規模事業者

への課題解決に向けた支援体制の構築を図る。 

 

【事業内容と目標】 

（１）茨城県中小企業振興公社との連携 （既存事業改善） 

経営指導員毎の資質や取組に応じた分散的な連携体制を築いている中で、茨城県よ

ろず支援拠点事業である小規模事業者ワンストップ総合支援事業と連携し、四半期

に一回解決が困難な事業者の専門的経営課題解決を支援する。 

 

（２）中小企業基盤整備機構との連携 （既存事業改善） 

小規模企業共済、倒産防止共済等による経営支援型共済取扱いにおける連携体制 

の中で、今後は機構事業を有効活用し、小規模事業者支援研修(個別支援型および

地域支援型)等の、先進的経営支援のノウハウを体得するとともに年２回の情報交

換を行い、経営発達に向けた知識を得る。 
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（３）地域金融機関（常陽銀行竜崎支店・佐貫支店、筑波銀行龍ケ崎支店・佐貫支店、

水戸信用金庫龍ケ崎支店・龍ヶ岡支店、茨城県信用組合佐貫支店）、日本政策金融

公庫土浦支店及び茨城県信用保証協会土浦支店との連携 （既存事業改善） 

現在の各種制度融資斡旋に伴う連携の中で、今後は年２回定例的に会議を実施し、

制度融資利用者情報の共有化を図り、融資実行後のフォローアップを行うと共に、

円滑な資金繰りを支援する。 

 

（４）税理士、社会保険労務士等との連携 （既存事業改善） 

現在、決算申告個別相談会を年４回、消費税転嫁対策セミナー年１回、労働保険年

度更新事務年６回開催し連携を行っている。今後、マイナンバー制度の導入による

取扱いに関する支援要請や、今まで以上の情報共有化を図り、小規模事業者への支

援体制の強化を図る。 

 

（５）茨城県内商工会を６ブロックに分けて組織をしている「ＢＭ，ＰＭ会議【注１】」 

   「県南ブロック会議（年４回開催）」において、県連並びに所属９商工会の各地域

の  

   経済状況等の情報交換や支援方法での意見交換、他ブロックの優れた支援状況につ  

     いての検討を実施する。 （既存事業改善） 

 

 

 

 

 

 

 

【活用方法】 

①事業計画策定時において、技術的な課題、マーケティング面での課題、人的な課題 

    等について、種々のフレームワークを用いて整理・分析し、小規模企業者の事業計 

    画への支援に活用する。 

 ②事業計画推進時においては、事業推進時の課題、例えば、設備投資、資金繰り等々 

  の課題に対応した、支援策を提案することに活用する。 

 ③新規事業展開に際しては、そのマーケットに関わる情報提供、補助金施策、委託金 

施策等々の施策に関わる支援に活用する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  

【注１】  茨城県商工会連合会並びに各商工会が、小規模事業者を支援するために新たに 

構築した支援体制。県内を６つのブロックに分け、各商工会には各地域の課題を

抽出し、その解決方法に取り組むプロジェクトマネージャー（ＰＭ）を置く。 

 又、それぞれのブロック内の商工会を総括し、課題解決のためのマネジメント

を行うブロックマネージャー（ＢＭ：県連）を配置する。 
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【現状】 

  従来より、経営指導員は、以下の研修会で、支援能力の向上を図っている。 

 ①中小企業大学校の主催する研修会に、本会の経営指導員が参加することにより、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。 

 

②県商工会連合会の主催する研修会に、毎年本会の全職員が参加することにより、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。 

 

【課題】 

①計画的な教育・訓練に不足があった。 

②全職員が経営支援に携わるものであることの認識不足があった。 

③経営支援員（補助員、経理担当員）が将来的経営指導員候補者としての能力開発に 

不足があった。 

① 得られた知識やノウハウは、個人的なものとなっており、組織の知識資産として共

有化に不足があった。 

 

【改善方法】 

上記課題を解決するため、以下に示す取り組みを組織で実施し、全職員が経営支援 

コンテンツに関する知識、ノウハウの計画的な吸収を行い、組織で共有し、小規模企業

への支援、助言に活用する。 

 

【事業内容】 

（１）中小企業大学校研修への参加 （既存事業改善） 

中小企業大学校の研修課程（基礎コース研修、専門コース研修等）に定期的 

（年に１回）に参加して経営指導員各自のレベルアップを図る。 

 

（２）各種セミナーへの参加 （既存事業改善） 

①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 

（中小企業大学校）、職員協議会等が主催する研修に積極的に参加し、知識・スキル

の向上とともに、同席する参加者との積極的な情報交換を行い、常に資質の向上を

目指す。 

②当商工会において開催する各種セミナーには原則全職員が参加することとし、事 

業者と共に職員も勉強することで、支援体制の強化を図る。 

 

（３）情報の組織共有化 （新規事業） 

得られた知識・ノウハウに関する簡易議事録、配布された資料に関しては、保管  

場所を決め、ほかの職員が活用する際に閲覧が自由に出来るようにし、職員全体で

共有する。さらに支援ノウハウのポイントについて、電子データベースを作成し人

事異動等があっても対応できるような体制にする。 
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（４）全職員を対象として「支援ノウハウミーティング（仮称）」を開催し、組織内で 

経営指導のノウハウを共有する。 

 

【活用方法】 

以上の取り組みは以下のことに活用する。 

①全職員間の専属感の醸成、取り組みの姿勢の格差是正、一体感の構築に活用する。 

 ②これまで経営支援に携わらなかった経営指導員以外の全職員が経営相談窓口となれ

る体制の構築に活用する。 

③経営支援員においては、将来的経営指導員候補者としての能力開発に活用する。 

 

以上の取り組みによる職員の資質の向上は、得られた知識と経験を小規模企業の経営

支援に反映する戦力強化により、小規模事業者の各課題に対応した支援に活用する。 

 

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・見直しを実施する。 

なお、事業の評価並びに検証は、当会役員(会長、副会長等)、茨城県商工会連合会、 

外部有識者として、龍ケ崎市担当者、中小企業診断士等で構成する「事業評価委員会」

（仮称）を設置し、実施する。 

 

【事業内容】 

（１）事業運営プロセス 

①事務局担当者は年度当初において、「事業計画書」を商工会理事会に提出、承認を

得た後、事業に着手する。 （既存事業改善） 

②年度事業終了後、事務局担当者は「事業報告書」を作成、「事業評価委員会」に 

必要書類を提出し、評価を受ける。 （新規事業） 

③「事業評価委員会」においては、提出された「報告書」を精査、事業の評価を行い

未達成の事項や効果に疑問のある項目については、次年度での計画変更等事業の見

直し等を提言する。 （新規事業） 

④「事業評価委員会」から提出された「事業評価書」を、商工会監事宛提出、監査を

受けた後、理事会へ報告する。 （新規事業） 

⑤次年度以降の事業についても同様のスキームで実施する。 （新規事業） 

⑥本会の経営発達支援計画を以上のように運営し、常に本計画から良好な成果が得ら

れるよう、様々なインプット（例えば市の計画変更等）に柔軟に計画変更等を行い、

事業計画の継続的な改善を実施する。 

⑦事業内容見通し等の結果については本商工会のホームページにて公表する。 

（新規実施） （http://www.ryugasaki.or.jp） 

 

http://www.ryugasaki.or.jp/
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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 
当会は、事務局長１名・経営指導員３名・支援職員３名、臨時職員２名で事業計画、

進捗状況、事業結果を共有・検証しＰＤＣＡサイクルを実行する。 
 
商工会全体組織図（平成３０年４月現在） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）連絡先      住所：茨城県龍ケ崎市上町 4264-1 

            名称：龍ケ崎市商工会 

TEL 0297-62-1444  FAX  0297-64-0645 

            E－mail ryunet@ryugasaki.or.jp 
 

理 事 会 

会 長   １名 

副会長   ２名 

理  事  25名 

事 務 局  

 

事務局長   1 名 
経営指導員 3 名 
経営支援員 3 名 
臨時職員  2 名 

総 代 会 

（総代 150名） 

監 査 会 

（監事 2名） 
事業評価委員会 

商業部会（400 名） 

工業部会（143 名） 

建設業部会（285 名） 

サービス業部会 
（617 名） 

女性部（103 名） 

青年部（60 名） 

会 員 

（1,445 名） 

mailto:ryunet@ryugasaki.or.jp
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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 

31年度 

平成 

32年度 

平成 

33年度 

平成 

34年度 

平成 

35年度 

必要な資金の額 7,610 7,610 7,610 7,610 7,610 

 外部環境等調査費 150 150 150 150 150 

 情報対策費 500 500 500 500 500 

 講習会等開催費 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 

 イベント開催費 700 700 700 700 700 

 
アンテナショップ運営費 

（ﾁｬﾚﾝｼﾞ工房どらすて等） 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

 商品券発行費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 専門家派遣費 500 500 500 500 500 

 中小企業大学校受講費 360 360 360 360 360 

 事業評価委員会開催費 50 50 50 50 50 
 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、商工会負担金 

商工会負担金は、（会費収入、賦課金収入、手数料等収入、業務受託料収入等） 

 

（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 

（１）国、県、市の各種補助金や助成金の支援と活用 

（２）金融支援 

（３）各種事業計画支援 

①経営革新支援 

②創業・第二創業支援 

③経営安定・事業拡大・販路拡大 

（４）地域活性化支援 

①産学官連携 

②商店街活性化 

③各種マッチング展示会への参加支援 

④地域産品の販路拡大の支援 

⑤新商品開発や技術開発支援 

（５）調査情報提供 

①地域の経済動向調査 

   ②需要動向調査事業 

   ③経営分析 

連携者及びその役割    

① 茨城県商工労働観光部 中小企業課 課長 滝 睦美 

茨城県水戸市笠原 978-6  TEL 029-301-3530 

  【役割】小規模事業者への施策支援、県制度融資、経営革新計画認定支援、 

商店街活性化支援、商工会指導助言 

 

② 龍ケ崎市市民生活部商工観光課 課長 佐藤 昌一 

茨城県龍ケ崎市寺後 3710  TEL 0297-60-1536 

【役割】龍ケ崎市中小企業事業資金融資制度、チャレンジ工房どらすての活用による

中心市街地活性化支援、龍ケ崎コロッケ・まいんコロッケによる地域活性化

支援と地域間交流、特産品開発支援、商工会の指導と連携 

 

③ 龍ケ崎市観光物産協会 会長 塚本 裕 

茨城県龍ケ崎市寺後 3710  TEL 0297-60-1536 

【役割】特産品販路拡大、物産展及びイベント開催、観光物産協会会員との連絡 

調整 

 

④ 流通経済大学 学長 野尻 俊明 

茨城県龍ケ崎市 120  TEL 0297-64-0001 

【役割】龍流連携事業、各種情報提供等 

 



２９ 
 

 

⑤ 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  TEL 029-224-26535 

【役割】龍ケ崎市商工会職員のｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修、情報提供及び指導・助言、連絡調整 
 
⑥ ミラサポ 株式会社 パソナ官公庁事業部官公庁第 2チーム 

東京都千代田区大手町 2-6-26階 TEL：03-5542-1685 

【役割】施策情報提供、専門家派遣、コミュニティの提供 

 

⑦ 中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 

東京都港区虎ノ門 3-5-1  TEL 03-3433-8811 

【役割】講師派遣、中小企業大学校研修（商工会職員スキルアップ支援） 

 

⑧ 茨城県中小企業振興公社 理事長 宇野 善昌 

  茨城県水戸市桜川 2-2-35  TEL 029-224-5317 

 【役割】茨城県よろず支援拠点、販路拡大、経営技術相談、海外展開、知的財産、 

      専門家派遣 

 

⑨ 茨城県中小企業団体中央会 会長 渡邉  武 

茨城県水戸市桜川 2-2-35  TEL 029-224-8030 

【役割】経営技術相談、販路拡大、各種マッチング展示会等 

 

⑩ 日本政策金融公庫土浦支店 支店長 兵藤 匡俊 

茨城県土浦市中央 1-1-26  TEL 029-822-4141 

【役割】マル経融資、創業・経営安定・事業拡大等融資、女性・若者・シニア起業家

融資 

 

⑪ 茨城県信用保証協会 会長 横山 仁一 

茨城県水戸市桜川 2-2-35  TEL 029-224-7811 

【役割】創業・経営安定融資保証、事業再生等の高度な支援 

 

⑫ 地域金融機関 

 ・常陽銀行竜崎支店 支店長 海野 宏明 

茨城県龍ケ崎市横町 4209 TEL 0297-64-2111 

 ・常陽銀行佐貫支店 支店長 古津 英二 

 茨城県龍ケ崎市佐貫 3-14-9 TEL 0297-66-6611 

 ・水戸信用金庫龍ケ崎支店 支店長 海老根 徹 

 茨城県龍ケ崎市下町 2881 TEL 0297-64-5111 

 ・水戸信用金庫龍ケ岡支店 支店長 寺門 弘二 

 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘 3-1-1 TEL 0297-64-7601 

 ・筑波銀行龍ケ崎支店 支店長 鈴木 賢次 

 茨城県龍ケ崎市 3613 TEL 0297-62-1234 
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・筑波銀行佐貫支店 支店長 佐藤 良和 

 茨城県龍ケ崎市佐貫町 555-1 TEL 0297-66-5331 

・茨城県信用組合佐貫支店 支店長 佐藤 創 

 茨城県龍ケ崎市若柴町 3069-1 TEL 0297-66-1432 

【役割】創業・経営安定・事業拡大等の事業計画策定と実施支援及び個別相談 

   マッチング展示会・商談会を通じ小規模事業者のＰＲ及び販路開拓支援 

   事業計画策定支援、創業・第二創業（経営革新）支援 

 

⑬ 竜ケ崎市農業協同組合 組合長 木村 透 

茨城県龍ケ崎市米町 8200  TEL 0297-62-2211 

【役割】龍ケ崎市物産展、農産品ブランド化 

 

⑭ 関東信越税理士会竜ケ崎支部 支部長 戸澤 淳子 

茨城県龍ケ崎市寺後 3951  TEL0297-63-3008 

【役割】税務指導及び支援、経営分析等 

 

⑮ 専門家 

  弁護士、司法書士、社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタント 

【役割】事業計画作成及び実行支援、経営革新申請支援、補助金申請支援、経営相談、

法律相談、労務相談 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

創業・経営革

新など 

セミナーの

支援 

各種助言 

職員教育 

龍ケ崎市 

JA 龍ケ崎 

流通経済大学 

地域活性化

事業 

職員教育 

（株）日本政策 

金融公庫 

民間金融機関 

金融・融資の支援 

茨城県よろず支援拠点 

ミラサポ・専門家 

茨城県中小企業団体中央会 

販路開拓・專門支援 

 

龍ケ崎市商工会 

小規模事業者 

  【伴走型の支援】 

・経営金融支援 ・まちの活性化 

・販路開拓   ・創業支援   
茨城県中小企業振興公社 

信用保証協会 

茨城県

商工会 

連合会 

茨城県商工 

労働観光部 

中小企業課 

中小企業 

基盤整備 

機構 
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