
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

常陸太田市商工会（法人番号 5050005008153） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日（5年間） 

目標 

商工会は、地域唯一の経済団体であり、小規模事業者の支援機関として、地域小

規模事業者の課題解決に向け、他の支援機関と連携し、小規模事業者の個社支援と

地域活性化のための事業を行って行く。 

(1) 経営状況分析から販路開拓まで一貫した支援を行う 

(2) 事業承継と創業・創業後の支援で雇用機会の維持を図る 

(3) 新商品開発（特産品開発）など経営革新につながる支援を強化する 

(4) 強みを活かした魅力ある店づくりと商店街機能の強化 

(5) 地域資源の有効活用と交流人口拡大を捉えた地域経済の活性化を支援する 

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【指針③】 

RESAS等の国が提供するビックデータと独自のヒアリングシートを作成し、情報収

集と分析を行い、広く管内事業者に発信する。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者に対し経営分析の必要性・重要性を説明し、需要の掘り起こしを行

う。「ローカルベンチマーク」「ネット de 記帳」「経営計画つくるくん」等を利用し

て経営分析を行い、事業計画策定に繋げて行く。 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 事業計画策定の意義や重要性を理解して貰うため活動を実施し、事業計画策定セ

ミナーを実施。また創業セミナーの実施と関係機関と連携して創業まで手厚い支援

を行う。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定者や「創業の事業計画」を策定したすべてに対して、定期的に巡回

訪問や電話連絡のほか専門家と連携したフォローアップを実施。また、創業及び第

二創業（経営革新）に関しては、巡回を密にして計画的にフォローしていく。 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

 需要動向調査の重要性を認識してもらい、ブラッシュアップした商品の需要動向

について店頭やイベント出展時を活用したアンケート調査の支援をすることで新商

品、新サービスの開発に役立てる。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

地域内外のイベントや祭りへの出展支援の他、各種展示会・商談会への参加の支

援を行い、需要の開拓をする。また地域資源を活用した商品開発の支援も行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

7．地域経済の活性化に資する取組 

地域資産の掘り起こしとその活用方法を関係機関との連携を図って新たな観光開

発を進める。ストーリーを描きブランド力向上により地域の賑わいを創出する。 

連絡先 

常陸太田市商工会 経営支援課 

〒313-0061 茨城県常陸太田市中城町 3210 

ＴＥＬ：0294-72-5533 / ＦＡＸ：0294-72-5546 

E-Mail：info@ootasyoko.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）地域の現状と課題 

①常陸太田市の概要 

（地理的条件） 

常陸太田市は、茨城県北部に位置し、平成 16 年の市町村合併により、南北に約 40

㎞、東西に 15 ㎞の広がりをもち、総面積が 371.99 ㎢（茨城県全体の 6.1％）で、茨

城県で一番広大な面積を有している。地勢は久慈川の支流に南流している河川沿いに

肥沃な水田地帯が広がっている。 

気候は太平洋型であり、年間平均気温が

約 14℃と四季を通じて比較的温暖である

が、市の北部地域では冬季に積雪を見るこ

とがある。 

そうした地理的条件を活かして、旧金砂

郷町の地域では「常陸秋そば」の発祥地とし

て良質のそば栽培が行われている。また、旧

水府村地域は、林業や畜産、こんにゃく、葉

タバコ、そばなどの地場産業で栄えてきた。

近年は平成 6 年に完成した竜神大吊橋周辺

が、豊かな自然に囲まれた癒しの空間とし

て、県北地域の新たな観光拠点となってい

る。さらに、旧里美村地域では美しい自然や

渓流、関東最大級の牧場である里美牧場、プ

ラトーさとみ、風力発電施設など、豊かな自

然資源を活かした観光や農林業などによる

まちづくりが進められている。 

 

（まちの歴史） 

本市は、縄文・弥生時代から地域の中心として栄え、平安時代の末からは、県北地

方一帯を支配した常陸の豪族、佐竹氏の本拠地として 470 年繁栄した。江戸時代から

は水戸徳川家領地として発展、明治時代には郡役所が設置され、水戸から福島県の棚

倉までの棚倉街道における商業の中心地として繁栄してきた。 

また、平安時代に始まった日本最大級の磯出の祭事「金砂神社磯出大祭礼」が 72

年ごとに一度も絶えることなく続いているなど、歴史と文化の風情が漂うまちとなっ

ている。 

 

（人口の推移） 

合併した平成 16 年の 60,548 人だった人口は、少子化による自然減と転出による

社会減によって平成 30 年 9 月現在で 49,805 人と人口減少が急速に進んでいる。高

齢化率も 36.8%と県内の平均 28.8%（平成 30 年 7 月現在、茨城県統計課「常住人口調

査」による。）を大きく上回り、高齢化が著しい。 
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総人口の推移総務省「国勢調査」（平成 27 年は速報値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（交通網） 

交通網は幹線道路として水戸市から福島県へと南北に国道 349 号が、東西には国

道 293 号が市内を交差しているほか肋骨道路も地方道が複数整備されている。 

道路網の発達によって、常磐自動車道の那珂 IC や日立南太田 IC へのアクセスも容

易となっている。また鉄道は JR 水郡線が水戸まで連絡しており主に学生の利用が多

い。路線バスは利用者の減少などによって減便や路線の廃止が進んでいる。 

 

②地域産業の現状と課題 

当市のおける商工業者数は 1,847 事業所（平成 26 年経済センサス）で、平成 13 年

の調査と比較すると約 500 事業所が減少している。これは競争激化等による売上低

迷に苦しみ、利益確保ができず廃業する事業所の増加と経営者の高齢化による廃業者

が増加していることが要因である。 

  

小規模事業者数と商工業者数の推移 

区  分 平成 13 年 10 月 1 日 平成 18 年 10 月 1 日 平成 26 年 7 月 1 日 

小規模事業者数 1,886 事業所 1,611 事業所 1,306 事業所 

商工業者数 2,357 事業所 2,193 事業所 1,847 事業所 

※平成13年・平成18年事業所統計調査、平成26年経済センサス活動調査資料より 

 

1）商業の現状と課題 

 当市は古くから茨城県北部地域の商業の拠点として卸売業を中心に栄えてきたが、

1970 年代以降衰退の一途をたどっている。それまで市内への買い物依存率が高かっ

た市民が、モータリゼーションの進行により水戸市やひたちなか市、那珂市、日立市

への買い物依存が分散化したものである。 
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市内には鯨ヶ丘と呼ばれている台地があり商店街が形成されていたが、年々閉店す

る店が多く、店舗数の減少・空き店舗の増加が進んでいる。 

台地の下の東部に位置する国道バイパス沿線地域には大手スーパー、ドラッグスト

アや飲食店、コンビニエンスストアの立地により商業集積がみられる。 

地元小売店では、独自の商品券発行など顧客獲得に努力しているものの、駐車場な

ど車社会に順応できず、利便性の悪さなどから経営環境は厳しい状況にある。 

常陸太田市が主導で、平成 34 年度のオープンを目指して、新バイパス（国道 349

号）沿いに、買い物環境の向上と若者世代の定住を図る目的とした新たな商業施設（東

部区画整理事業）の建設が予定されている。地域消費者の利便性は向上するが、一方

で既存小規模小売業者の経営環境は厳しくなる反面、市外に流出していた消費者が市

内での消費に切り替わる可能性も高く、事業機会が増えることも予想される。 

地域小規模小売店は、商品やサービスの提供をするだけではなく、地域の交流の場

としてのコミュニティ機能を有している。今後は商業者が持続的な経営が可能となる

よう、経営指導等の各種支援策を講じる他、新商品の開発や新たなサービスの開発で

各商店の魅力の向上を図ることが課題である。 

また、後継者の育成と地域で創業する人材の発掘とその育成に努めていくことも重

要となってくる。 

 

 

 
 

 

 
鯨ヶ丘商店街 

 

○商業の推移 

  平成 14 年 平成 16 年 平成 19 年 平成 26 年 

商店数 456  435  590  374  

従業者数 2,524  2,454  2,991  2,152  

商品販売額

（億） 
418.6 億  421.7 億 510.0 億 420.3 億 

※茨城県商業統計調査より 
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2）工業の現状と課題 

当市の工業は工業都市である日立市と隣接していることから、日立製作所関連の下

請け工場として、金属加工や電気機械器具製造などの事業者が多い。また、山林の割

合が多いことから、地場産素材を加工する製材業が数社ある。食料品製造業では、古

くより当市が茨城県北部の商業の中心地であったこともあり、酒・味噌・醤油・納豆

などの醸造業者も点在しているが、規模の小さい事業者が多く、家内工業的な生産体

制であるため、生産量も上がらず販路を広げることも出来ないケースが多い。 

建設業では、道路などの公共工事を中心に受注は活発であるが、将来の見通しはあ

まり良くない。さらに建設業に従事する従業員の高齢化、若手従業員の確保難などの

課題が出始めている。 

常陸太田市では、市内での雇用増を図るため、３つの工業団地（常陸太田工業団地

17 社、宮の郷工業団地 6 社、ハイテクパーク金砂郷工業団地 6 社）を整備した。固

定資産税の軽減や設備投資を行う際の支援措置拡充などの効果もあり、現在 29 社が

立地している。 

上記で整備された工場では製品出荷額において景気を牽引しているものの、一方

で、永年当地において事業を営んでいる小規模製造業者は、経営者の高齢化、収益の

悪化や下請け体質からの脱却不十分などの課題がある。雇用面では、企業誘致により

徐々にパート雇用を含めて地元での雇用創出効果は表れているが雇用拡大までには

至っていないことから、働き先が市外へ流れており流出人口が流入人口を上回ってい

ることもあり、地域の経済効果を考えると損失が大きい。 

今後は、企業間の強みや特性を持ち合わせた連携を推進し、市場での優位性をもつ

新技術の確立、新製品の開発を進めること。下請け体質からの脱却を図るための技術

革新や情報発信の支援も重要な課題である。さらに当市は茨城港常陸那珂港区と当市

を結ぶ県道の整備や常磐道のインターからの整備が進んでいるなど交通のアクセス

の優位性がある。地域の優位性をアピールしながら、学校跡地利用等や立地可能な場

所への企業誘致を進めて、雇用機会を拡大し、地域経済の活性化を図ることも重要で

ある。 
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常陸太田工業団地 

 

◎平成 22 年～平成 26 年の工業の推移 

  平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

事業所数 125  123  115  105  109  

従業者数 2,106 人  2,217 人 2,236 人 1,985 人 2,082 人 

製造品出荷

額 

426 億

4,561 万円  

423 億

3,961 万円  

422 億

3,091 万円 

367 億

5,964 万円 

403 億

9,624 万円 
※茨城県工業統計調査より 

 

 

 
 

3）農林漁業の現状と課題 

本市は茨城県１位の面積を有し、農業では米、野菜、果実（ブドウ・なし）の生産

が主で、農業産出額は 46 億 3 千万円（平成 28 年）である。しかし、農地が狭いた

め、少量多品種生産になりがちで、大規模な経営が困難な地域となっている。 

転作作物としてそばの生産も多い。当市は「常陸秋そば」品種の発祥の地として、
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県内外のそば店やそば愛好家等から知られている。 

農業の担い手は、高齢化や兼業化などから減少傾向にある。（販売農家数 H17 年 

3,687 経営体→H27 2,547 経営体）また、耕作している農地も、耕作放棄地の増加

（H17 971ha →H27 1,014ha）に伴う農地利用率の低下、土地の分散による生産性

が低下している。 

市ではこれまで、農地バンクや空き家バンクによる新規就農者等の受け入れ態勢の

整備や消費拡大のための朝市の開催（毎月第 3 日曜日開催、会員数 56 名、年間販売

額 1,000 万円）などに取り組んできた。 

今後は、担い手の育成と農業生産基盤の整備と保全等により有効活用に向けた取組

みが課題となる。さらに企業の農業分野への参入や農産物の 6 次産業化の促進、ブラ

ンド力の創出などへの取組みが課題となる。 

林業については、森林面積が多く（市の面積の 66％）、スギ・ヒノキなどを中心に

植林が行われ、周辺には製材工場やプレカット工場が立地しているがそれぞれ規模は

零細である。また、市の北部地域ではきのこや木炭等の特用林産物の生産も行われて

いる。 

畜産業では市の最北部に、関東最大級の規模を誇る里美牧場などを中心に、乳用牛

や肉用牛の飼育が行われている。 

水産業においては久慈川の支流が天然の淡水魚の宝庫となっており、里美地域では

イワナやヤマメなどの養殖が行われている。 

就業人口による産業構造をみると、平成 12 年と平成 27 年（国勢調査）で比較した

場合、農林業である第 1 次産業 22.1％→8.6％、第 2 次産業 33.3%→28.3%、第 3 次産

業 44.3％→63.0%と他の産業と比較して従事者の減少が著しい。 

林業・畜産業・水産業についても農業と同様、農商工連携への取組み、高付加価値

化の推進を図り、販路開拓やブランドイメージの構築を図ることによって、農業所得

の向上と地域の新たな雇用創出を推進することが課題となっている。 

 

4）観光業の現状と課題 

常陸太田市は茨城県北では最も古い町である。秋田に移封された佐竹氏の居城とし

て、その後水戸藩が支配し、水戸徳川家２代光圀の隠居所として、市内には佐竹・徳

川家ゆかりの歴史資源が数多く残されている。 

祭礼では、平安初期に始まったとされる金砂神社の磯出大祭礼（72 年に 1 度）や

小祭礼（6 年に一度）などは県内外に知られている。 

また、豊かな地域資源に恵まれた当市では、自然を活かした竜神大吊橋、里美牧場

などの観光・レジャー施設が整備されている。近年は竜神大吊橋で始まったバンジー

ジャンプ常設サイトとしては日本最大級であり、全国から多くの来訪者がある。 

宿泊施設に関しては、収容人数は少ないものの、それぞれの旅館が趣のある温泉旅

館として営業しており、日帰り・湯治客が当地を訪れている。 

中心市街地の高台にある鯨ヶ丘商店街には歴史を感じさせる蔵などが点在し、近年

はコマーシャルや映画・ドラマのロケなどで活用されてきている。 

しかし、当地を訪れる観光客の多くは、日帰り客であることから、市内での経済効

果が高まるまでには至ってない。今後は滞在期間を長くするため、歴史資産を活かし

た観光、体験型の観光、都市との交流などによって経済効果を高めていくことが課題

となっている。 

行政では、市外の方が観光・宿泊・飲食店で利用可能な旅行券の発行や団体旅行誘
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致促進のためのバスツアーに対する助成、農村民泊受入れ事業や体験型の事業に力を

入れている。 

今後農商工との連携強化により、地域が一体となって観光地としての魅力を高め、

長期滞在やリピータの確保、教育旅行など幅広い観光客の誘致に取り組むことが必要

となってくる。旅館などの宿泊施設においては、観光ニーズの多様化や旅行グループ

サイズの縮小などから、客室のリニューアルや営業形態の変化（1 泊朝食、泊食分離）

への対応も課題となっている。 

 

 

 

 

徳川光圀の隠居所「西山荘」 竜神大吊橋のバンジージャンプ 

 

○常陸太田市の観光客動態 

 

※茨城県観光客動態調査より 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

①商工会の現状 

商工会の推移としては、当市が平成 16 年 12 月に常陸太田市・金砂郷町・水府

村・里美村の 1 市 1 町 2 村が合併し常陸太田市になり、平成 18 年 4 月に同地域に

あったそれぞれの商工会が合併して現在に至っている。合併当時に 21 名の職員が

いたが現在は 8 名の職員の他、臨時職員 3 名で各種事業に取り組んでいる。 
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会員数を業種別で見ると、合併した平成 18 年と直近の平成 30 年では、卸・小売

業の減少が特に顕著となっている。 

 

常陸太田市商工会の業種別会員数の推移 

区  分 建設業 製造業 
卸売・

小売業 

宿泊・

飲食業 

サービ

ス業 
その他 計 

平成 18 年 411 246 482 107 298 80 1,624 

平成 30 年 338 178 288 111 242 65 1,222 

 

②常陸太田市商工会のこれまでの取り組みと課題 

当商工会は、平成１８年４月に４地区（常陸太田市・金砂郷町・水府村・里美

村）の商工会が合併して設立された。商工会の合併により合理化は図れたが、地

域振興事業については、当市が茨城県で一番広い面積を有していることや、それ

ぞれの事業が地域住民に広く親しまれてきた経緯があることもあり、合併後もそ

のまま引き継いで実施しており一本化が出来ない状況にある。ただ、これらの地

域振興事業を通じ多くの事業者とコミュニケーションを図り、地域内事業者と密

接な関係を築いてきた。 

経営改善普及事業としては、地区内の小規模事業者の経営発展を目的に、金融

支援や税務・記帳指導、労務管理など地域振興事業や商店街活性化と併せて取り

組んできた。 

地域の小規模事業者は、人口の減少に伴う需要の低迷や高齢化の進展など、そ

してグローバル経済における競争環境の激化などにより、これまでに経験したこ

とがないような経営環境の変化に直面している。小規模事業者だけでは経営の持

続的発展を遂げていくことは難しい時代となっている。また、多くは小規模事業

者の大企業とは異なり、人・モノ・金・情報などの経営資源に制約があるため、

それぞれの企業の実情に応じた支援が必要となることから、常に事業者の目線に

立って、経営計画や行動計画の策定支援を行わなければならない。 

商工会は、常陸太田市の地場産業の現状や地域産業振興における指針を踏まえ

つつ、他の関係機関と連携を図りながら、個々の事業者に対して伴走することが

求められており、これまでの経営改善普及事業、地域振興事業に加え、強みや機

会を活かした経営戦略を策定するためのさらに踏み込んだ伴走型の支援をしてい

くことが課題となっている。 

 

③常陸太田市の地域産業振興における方向性 

常陸太田市の第６次総合計画基本構想（平成 29 年～平成 38 年）では「幸せを感

じ、暮らし続けたいと思うまち 常陸太田 ～子育て上手その先へ さらなる魅力

の創造～」の実現に向け次のような目標を掲げている。 

働く機会の創出 

（１）企業誘致の推進 

・新たな雇用の創出や買い物環境改善を目的とした、日々の生活に楽しみを添え

る魅力ある商業施設等の誘致促進 
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・企業誘致を促進する優遇制度の充実 

・立地企業のフォローアップ 

（２）就労支援の充実・就労環境の向上 

・市内就業の拡大 

 ・就労環境の向上促進 

（３）企業・創業への支援 

・ＵＩＪターン者等の起業・創業の支援 

・関係機関と連携した各種起業・創業支援情報の提供 

（４）担い手づくり 

・農業後継者、新規就農者や定年帰農者等の確保・育成 

・林業の担い手育成の強化 

地域特性を活かした農林水産業の振興 

（１）生産基盤の整備 

・生産の拡大に向け、生産基盤の整備、農用地の利用集積 

（２）地場産物の高品質化 

・地場産物の高品質化や生産拡大 

（３）６次産業化の推進 

・地域特産品化に向けた、加工品の研究・開発、商品化を支援 

（４）販路拡大・有利販売 

 ・道の駅を中心とした農産物や加工品の販路拡大推進 

（５）農村環境の保全 

 ・有害鳥獣等による農作物被害の防止 

商工業の振興と地域内経済の循環促進 

（１）中小企業への支援 

・市内中小企業のビジネスチャレンジ事業への支援 

・融資制度の実施 

・商工会との連携により、人材育成・経営・販路拡大・技術力向上などに関する

相談・支援体制、講習会等の充実 

（２）魅力のある市街地づくりと地域特性を活かした商工業の振興 

・新たな雇用の創出や買い物環境改善を目的とした、日々の生活に楽しみを添え

る魅力ある商業施設等の誘致促進 

・商工業者等が地域振興のために主体的に取り組む事業支援 

地域資源に磨きをかけた観光の振興 

（１）地域資源を活かした誘客促進 

 ・まつり・イベントを開催し、交流人口の拡大及び消費拡大を図る 

 ・地域資源や地域特性を活用したイベントの開催 

 ・市外からの観光客を対象とした誘客促進 

（２）魅力ある観光地域づくり 

 ・宿泊機能を強化し、体験・滞在型観光の推進 

 ・自然、歴史、観光資源の発掘・活用により地域の魅力向上を図る 

 ・地域の特性を活かした各種ツーリズム推進 

（３）受入体制の基盤づくり 

 ・観光施設、飲食店、宿泊施設等での観光情報等が得られる環境整備 



１０ 
 

 ・市内周遊の利便性を高める取り組みの推進 

 ・教育旅行における民泊農家受入体制の整備等の推進 

 ・おもてなし向上のための人材育成 

（４）歴史資源の保護・活用 

 ・文化財とその周辺環境も含めた総合的な文化財保護及び活用施策の充実 

（５）情報発信の強化 

 ・多種多様な情報受発信体制の拡充と活用 

 ・フィルムコミッションによるロケ地を活用した観光誘客の推進 

 

 

④１０年程度の期間を見据えた振興のあり方 

小規模事業者は、人口の減少、高齢化、後継者不足や近隣市の大型量販店との

競争激化といった構造変革などに直面し、売上や利益の減少、経営者の高齢化、

後継者問題、雇用の減少などの課題を抱えている。 

常陸太田市では国を上回るペースで人口減少が進んでいる状況に歯止めをかけ

るべく積極的に子育て世代への支援を行うなどの少子化・人口減少への対策を行

ってきており、常陸太田市第６次総合計画基本構想の中で、「幸せを感じ、暮ら

し続けたいと思うまち 常陸太田」をまちの将来像と位置付けて各種施策を展開

している。 

その中の産業振興では、地域内の経済循環と活性化を図り、暮らし続けられる

環境を作るため、市の特性を活かした産業振興と安定した仕事の場づくりを推進

するため「商業施設の誘致促進」、「UIJターン者等の起業・創業支援」、「地域

特産品化に向けた加工品の研究・開発、商品化」、「中小企業のビジネスチャレ

ンジ事業への支援」などにより商工業の活性化を推進するとしている。 

これまでの課題を踏まえ、地域小規模事業者が、変わり行く経営環境の変化に

対応していくため、常陸太田市、茨城県商工会連合会、地域金融機関や他の支援

機関と連携しながら、「当地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり

方」を次のとおり策定し、小規模事業者が将来に向けて持続的に発展することが

できるよう取組みを強化する。 

中長期的な振興のあり方は、以下のとおりである。 

①地域内での消費拡大を目指して 

当地域は茨城県北部の中心に位置するが、周辺には県庁所在地の水戸市

やひたちなか市、日立市などの当市より人口の多い市にも隣接しており、

最寄り品は市内のスーパー等での消費が多いものの買回り品などは市外へ

の流出が大きい。 

特に週末は、買い物と併せ余暇を過ごすため市外へ向かうことも多い。

地域内の消費者を、地域の小規模事業者が経営する店舗に惹きつけるた

め、商品やサービスを魅力あるものに変化させ、強い経営体質を持つ小規

模事業者が増えることを目指す。当市は県内でも高齢化率が高く、県内で

一番広い面積を有していることから、買い物に不便な地域も存在する。買

い物弱者対策は行政だけでは限界がある。市、商工会と小規模事業者が連

携して、問題を解決することにより消費の拡大を目指す。 

②中心商店街の活性化に関して 
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市内には3つの商店会（まいづる・鯨ヶ丘・南口）がある。現況は後継者

の不在や売上の伸び悩みなどにより、年々空き店舗が増加し、所謂歯抜け

の状態になっている。中心市街地が活性化するためには、商品やサービス

を販売出来る消費者にとって魅力ある店舗が増えることである。新規創業

者のさらなる増加と後継者や第三者への事業の引継ぎも含めたスムーズな

事業承継が重要となる。 

また、常陸太田市で進めている、新たな商業施設（東部区画整理事業）

の建設に対しては、多くの人が市内に流入し商圏が拡大すると捉え、新た

な顧客獲得を目指すとともに、商業施設へのテナントでの出店や独自の店

舗展開も視野に入れた支援を行う。 

 

③雇用の維持確保に関して 

市内には市外から進出した企業で形成する工業団地があり多くの雇用を

生んでいるが、工業団地以外で事業を行っているところは、その殆どが20

人以下の小規模な事業者である。優れた技術をPRし売上増加を目指すため

には優れた人材の確保が不可欠である。人口の減少とともに小規模事業者

の雇用確保は年々厳しくなってきている。市内事業所のPRを図り、市内で

の雇用増加を目指すことで、企業の持続的経営と地域内経済の活性化にも

つながる。今後の10年を見据えると雇用の確保は全産業に共通した課題と

なる。 

 

④地域資源（農産物など）を活かした地域ブランドの構築に関して 

市ではこれまでも地域の農産物や特産品を活用した特産品の認証や新商

品の開発のための支援を行ってきた。ただ、事業者だけのノウハウによる

開発には限界があることから、これまで以上に需要動向を把握して、「地

場産品」「発酵食」等の新たな視点をキーワードにした新商品・新サービ

スの開発を地域小規模事業者とともに目指し、新たな常陸太田市の地域ブ

ランドの構築を図る。 

 

⑤観光産業の推進に関して 

 地域の小規模事業者に経済的な効果をもたらす観光産業推進のため、小

規模事業者の観光に関する意識の醸成をはかる。特産品の販売だけではな

く体験・歴史散策・田舎暮らしなどをテーマとした新たなプランを市・観

光物産協会等と連携して開発し、地域での経済効果を高める。 

 

 

（３）経営発達支援計画の目標 

 上記で示した「当地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を具現化

するため、今後５年間の目標を次の通り設定し、地域小規模事業者に寄り添った経営

発達支援事業を効率的に実施し、小規模事業者の持続的発展を目指すこととする。 

 １ 経営状況分析から販路開拓まで一貫した支援 

  地域内事業者の殆どは小規模事業者である。地域経済の極めて重要な担い手であ

る小規模事業者に対して、事業計画作成を支援し、販路開拓までの一貫した伴走



１２ 
 

型の支援により、競争力の強い事業者を育成する。 

 ２ 事業承継と創業・創業後の支援で雇用機会の維持 

  地域の小規模事業者の経営者の高齢化が目立ってきていることから、持続的発展

に向けた支援や事業者の事業承継を総合的に支援することで、事業所数の減少鈍

化を実現するとともに、新規創業を促し地域の雇用機会の維持をする。 

３ 新商品開発（特産品開発）など経営革新につながる支援強化 

市内の資源を再調査し関係機関と連携を図り、特産品・新商品の開発を支援する

ことで環境の変化に強い事業者を育成する。また、6 次産業化も視野に入れた支

援も探っていく。 

４ 強みを活かした魅力ある店づくりと商店街機能の強化 

  市内の商店街は昭和 40 年代までは小売・問屋街として蔵作りの建造物も多い。

時代の移り変わりとともに、商店街には空き店舗が目立ち、かつての商店街とし

ての機能が薄れている。強みを活かした店作りと空き店舗対策（新規創業含む）

などを実施することで市民に魅力ある商店街を目指す。 

５ 地域資源の有効活用と交流人口の拡大を捉えた地域経済の活性化 

  地域経済の活性化には事業者だけでは限りがある。市内の関係機関と連携した地

域ぐるみで交流人口の拡大の流れを作る。地域資源やイベント等を組み合わせ、

回遊性を高めることで賑わいの創出を目指す。 

 

 

（４）目標達成のための方針 

以上 5 項目の当商工会は、以上の活動を通して、地域に活気・活力・魅力溢れる地

域になるために邁進し、目標達成のための方針を下記のとおり設定する。 

①経営状況分析から販路開拓まで一貫した支援を行う 

競争力の強い事業者にするため、小規模事業者個々が有する経営資源の強みを活

かした経営を支援し、伴走型体制で経営状況分析、需要動向を見据えた事業計画の

策定支援と計画実施に際して積極的な支援を行う。 

そして、潜在的な顧客層に向けた市場調査に基づく販路開拓・需要開拓にいたる

まで一貫した経営支援を行う。 

 

②事業承継と創業・創業後の支援で雇用機会の維持を図る 

  地域経済で最大の課題の一つとなっている事業所数の減少に伴う事業機会の減

少の悪循環から脱却するため、専門家・支援機関との連携により、既存事業者の

後継者問題に即した事業承継支援を行うとともに、創業塾を開催し、市内での創

業者を促すとともに、創業後の支援を手厚く行うことで、これら事業者の事業継

続を図って地域の雇用機会が維持された地域づくりを行う。 

 

③新商品開発（特産品開発）など経営革新につながる支援を強化する 

市内の資源を再調査し関係機関と連携を図り、特産品・新商品の開発を支援する

ことで環境の変化に強い事業者を育成する。これまで地域事業者の商品開発は、人

的な問題、資金的な問題、ノウハウの問題等からなかなか進まなかった。開発に必

要な専門家の派遣など、事業者に寄り添って開発を進める。 

また、農商工連携や 6 次産業など、新たな連携を通じた地域事業者間のマッチン

グの可能性も探っていく。 
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④強みを活かした魅力ある店づくりと商店街機能の強化 

市の中心市街地には鯨ヶ丘・まいづる・南口と３つの商店街があるが、周辺への

大型店の出店の影響や後継者の不足などにより閉店しているところが多く、年々衰

退してきている。 

これまでは年に数度のイベント（鯨ケ丘ひなまつり・秋そばフェスティバル等）

の開催をして活性化の推進、業種・業態などに応じた一律の支援が中心だった。 

今後は、個々の店舗における「強み」や「機会」といった特性を引き出し、支援

策を提供し、地域に必要とされる店作りをすすめる。顧客の視点やお店が気づいて

いないセールスポイントなどを中小企業診断士等の専門家と連携し、経営分析を行

い、特性を活かした施策の実行を支援することで、魅力ある店を増やし、商店街の

活性化へとつなげる。さらに上記②の新規創業者を商店街の空き店舗に誘致し商店

街機能の強化を支援する。 

 

⑤地域資源の有効活用と交流人口の拡大を捉えた地域経済の活性化を支援する 

  観光の振興は、幅広い産業に経済効果をもたらし、また雇用の創出にもつながる。

交流人口を増加させるため、歴史・自然・農産物・地場産業など地域の資源を活用

した新たな観光産業の創出を探る。市では農家民泊やアクティビティの誘致など地

域の魅力向上と地域資源を活用した話題性のある取組みをしている。酒・醤油・味

噌・納豆など発酵食品製造業社が多い当地域で、体験型の新たな観光産業作りを目

指し、交流人口の増加を図る。地域事業者は、情報の発信に弱い部分があることか

ら、SNS（インスタグラム・ツイッター・フェイスブック）などを活用した情報発

信の支援も行うとともに、各種メディアを活用した情報発信も積極的に実施する。 
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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 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》 

  時代の環境変化に対応した小規模事業者の経営改善・改革を進めるためには、

事業者の経営を取り巻く地域の経済動向の把握も重要となっているが、当会で

は、地域の経済動向についてはこれまで、経営指導員の巡回訪問や窓口相談時で

の聞き取りが中心の他、新聞やインターネット等での「中小企業景況調査」など

限定的なものしか活用していなかった。また調査結果に基づいた各種対策・施策

の展開においても十分な活用が図られてきたとは言い難い状況であった。情報提

供においても、発表されている調査結果をそのまま提供するにとどまり、小規模

事業者が経営に活かせる形での提供は行っていなかった。 

今後、小規模事業者への経営発達支援の強化を展開するにあたり、地域小規模

事業者を取り巻く経済状況や業種別の実態について幅広く調査、分析するととも

に、その結果を踏まえた対策・施策の展開を講じることや、わかりやすく情報を

解説し、小規模事業者の経営に活かせる情報としてタイムリーに提供していくこ

とが必要となっている。 

 

《解決に向けた方策》 

  これまでの経済動向調査については、県や全国・県商工会連合会などが実施す

る調査報告や金融機関などが提供する経済レポート、また担当者等からの情報を

中心とした動向の把握であったが、これらの情報だけでは、地域内の経済の実態

を十分に把握することができないことから、新たに地区内事業者の経営実態につ

いて業種別に把握するための経営動向調査を実施する。収集分析した情報は、商

工会役職員・市担当課職員が共有するとともに、小規模事業者対策についての施

策の展開に活用していく。 

  また、これまで報告される各種調査結果報告は、ボリュームが多く、充分に活

用がされていないことがあるため、ポイント等をまとめた簡易レポートとして提

供するなどの工夫を行い、小規模事業者が経営に活かせるようにする。 

 

《事業内容》 

(1) 外部（二次データ）を活用し地域の経済動向の情報収集と分析 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策

資源を集中投下し、効率的な経済活性化を目指すため、次のデータ活用し情

報の収集と分析を行う。 

①「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用した地域の経済動向分析 

<分析手法> 
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・「地域経済循環マップ・生産分析」 → 何で稼いでいるか等を分析 

・「まちづくりマップ・From-To分析」 →人の動き等を分析 

・「観光マップ」 → 宿泊者や目的地の分析 

・「産業構造マップ」 → 産業の現状等を分析 

上記の分析を総合的に分析し公表するとともに、事業計画策定支援などに反映

する。 

  

  ②自治体・シンクタンク等の統計資料を活用した調査 

上記①の分析に加え、地域内の経済動向を把握するための外部データとし

て、以下のデータを定期的に収集、①のRESASから得られた情報も加味して分析

を行い、小規模事業者の意思決定の参考資料としての情報を提供する。 

 情報源 調査内容 調査項目 

関東財務局 

 

県内経済動向・統計 

（年4回） 

個人消費・生産活動・雇用

情勢・設備投資・企業の景

況感・住宅建設 等 

常陽地域研究センタ

ー 

 

県内地域経済動向 

（年4回） 

生産・設備投資・住宅投

資・公共投資・個人消費・

雇用情勢 等 

中小企業庁 中小企業景況調査 

（年4回） 

産業別・地域別景気動向 

全国商工会連合会 小規模企業景況調査 

（年4回） 

地域別景気動向 

 

(2) 常陸太田市経営実態調査「内部独自調査」 

①調査票を活用した経営動向調査の実施 

上記（１）の分析に加え、管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握

するため、調査を行う。 

<具体的な調査内容> 

a)調査対象 製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業から各

20社を抽出 計100社 

b)調査項目 a)売上額 b)仕入価格 c)経常利益 d)資金繰り e)雇用

f)設備投資 g)経営課題 等 

c)調査頻度 年２回実施 

d)調査方法 調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

e)分析方法 業種別の景況感・経営課題の把握から事業者支援の方

向性を決定し、状況に応じ外部専門家の意見を聞き具

体的支援指標とする 

f)調査結果の提

供方法 

分析後の調査結果は、ホームページで公表。また巡回

や窓口相談時の参考資料として活用する。 

 

②決算・申告データを活用した経営動向調査 

当商工会では、決算申告の個別相談を毎年400社以上受けている。これまでは

申告業務のみの相談で完了していた。この機会を活用し、図1のヒアリングシ
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ートを作成して景気動向等について情報収集を行う。（年1回） 

a)調査対象 決算申告相談に来所した小規模事業者（約400社） 

b)調査項目 a)売上高 b)売上原価 c)経費 d)営業利益 

e)資金繰りの状況 f)雇用の現況と今後の見通し 

g)設備投資の現状 h)経営上の課題・問題 

i)商工会の利用度 j)商工会への要望等 

c)調査頻度 年1回実施 

d)調査方法 ヒアリングシートによる聞き取り調査 

e)分析方法 ヒアリングシートから業種別に区分し、景況感・経営

上の課題や問題の把握をする。状況に応じ外部専門家

の意見を聞き具体的支援指標とする 

f)調査結果の提

供方法 

分析後の調査結果は、ホームページで公表。また巡回

や窓口相談時の参考資料として活用する。 

 

《成果の活用》 

上記（1）～（2）の各調査結果は、小規模事業者のための実態として把握し、

小規模事業者への経営相談、計画づくり、計画実現に取り組む際の支援情報とし

て活用する。また小規模事業者が利用しやすい情報に加工し、簡易レポートそし

てまとめる。結果を各経営指導員がタブレットなどにデータで取り込み、経営指

導員間で情報を共有する。 

また、ホームページに掲載し、広く管内事業者に周知して閲覧・活用すること

が出来るようにする。 

 

 

 

 

 

 

年月日:  年  月  日 
ヒアリング者氏名:太田 商工 

ヒアリングシート 

 
項目 内容 

企業名フリガナ  

所在地  

代表者フリガナ(生年月日・年

齢) 

( 年 月 日生、  歳) 

TEL/携帯  

FAX  

URL  

e-mail  

業種  

主要事業内容  

創業  

資本金  

営業時間  

直近の経営状況(売上高・利益) 単位:千円 

直近 3期  売上高 粗利益 営業利益 経常利益 

年  月期     

年  月期     

年  月期     

    

現在の景況感 良い    従来レベル   悪い 

今後の受注見通し 受注増加傾向   ほとんど横這い   受注低下傾向 

資金繰り状況 良い    特に問題ない   問題あり 

雇用の現況と今後の見通し 雇用増加  横這い   雇用減少 

設備投資の状況 3 年以内に設備を導入した(設備名:                            ) 

3年以内に導入した設備はない 

経営上の問題・課題 問題なし 

問題あり(具体的に:                                         ) 

商工会の利用度 年に 3回以上利用    年に 1回以上利用  利用していない 

商工会への要望等  

ヒアリング者のコメント  

以上 
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《実施目標》 

内 容 現状 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

（1）外部データ 

 ①公表回数 未実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

 ②公表回数 未実施 年 4 回 年 4 回 年 4 回 年 4 回 年 4 回 

（2）内部独自調査 

 
①公表回数 未実施 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

②公表回数 未実施 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 年 1 回 

 

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

《現状と課題》 

当会では、地域内の小規模事業者からの年 1,200 件を超える経営相談（窓口、巡

回） に対応しているが、「税務」、「金融」、「労働」といった個別の課題に関する案

件が多い。 

小規模事業者の経営分析に関しては、マル経資金などの金融申込時や、各種補助

金申請書の作成支援などの際、その申請者を対象とした経営状況分析を行っている

程度であり、地域小規模事業者の多くは経営状況分析を行っておらず、その必要性

についても理解度は低いと思われる。 

上記の現状を勘案し、「１．地域の経済動向調査に関すること」の調査・分析結

果を踏まえ、巡回指導やセミナー等の開催などにより小規模事業者との交流の機会

を増やし、経営指導員が積極的な対応を実施することが課題となる。  

 

《解決に向けた方策》 

これまでの受け身の対応から、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開

催時などの小規模事業者との折衝の機会を捉え、「経営状況の分析」の必要性を説

明し、経営指導員が主導して事業者の経営分析を実施する。分析を行う主な項目は、

資金繰りに窮する事業者や環境の変化に対応できず、自社の事業の方向性が明確に

なっていない事業者が多いことから「財務状況」、「事業の方向性」を主に行う。ま

た高度・専門的な分析が必要な事業者に対しては、茨城県商工会連合会のエキスパ

ートバンクなど外部の専門家と連携し、丁寧なサポートを行う。 

また、当商工会では「ネット de 記帳」を利用している小規模事業者が９０社程

度ある。現在は決算申告だけで終わっているが、利用会員に対し積極的に経営分析

を活用する。 
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《実施内容》 

(1)経営分析の必要性・重要性の周知活動 

経営指導員の「巡回・窓口相談」や「経営分析セミナー開催」などを介して経営

分析を行う事業者の掘り起こしを行う。 

「経営状況の分析」を行うことで、財務上の問題点や事業上の課題が明確になり、

事業の方向性を示せるようになった具体的な事例などを提示し、その有用性を説明

することで分析の必要性や重要性を説明する。 

また、現状の資金繰りの状況、後継者の有無、その他経営上の問題等について聞

き取り調査を実施し、小規模事業者の経営状況を把握する。 

 

(2)経営分析セミナーの開催 

 【募集方法】巡回・窓口相談時の他、商工ニュースへの掲載、商工会ＨＰなどを活

用して地域小規模事業者に周知し募集する。 

 【開催回数・参加者数】概ね４半期に１回を目標とし、セミナーの参加者数は１回

の定員を１０名程度にして一人ひとり理解度を確認でき

るよう丁寧なセミナーを心がける。 

 

(3)経営分析の内容 

【対 象 者】上記セミナーへ参加した事業者の中から、経営者の意欲があり、かつ

販路拡大の可能性が高い事業者を選定 

 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」を行う 

       <財務分析>売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

       <SWOT 分析>強み、弱み、脅威、機会 等 

 

【分析手法】分析の手法は経済産業省が提供している「ローカルベンチマーク」、

中小機構の「経営計画つくるくん」等のソフトを活用し、経営指導員

が分析を行う。 

 

①「ローカルベンチマーク」活用による分析 

「売上高増加率」「営業利益率」「労働生産性」「EBITDA 有利子負債倍率」「営業運

転 資本回転期間」「自己資本比率」の 6 つの指標から財務分析を行う。分析し

た各事業者と業界標準数値を比較することや総合評価点の分析を行うことで、事

業者の財務上の問題点を把握する。 

また、上記の財務分析に加えて、小規模事業者は、自らの強みや弱みを正確に

把握していない場合も多いことから、「ローカルベンチマーク」の「非財務ヒアリ

ングシート(商流・業務フロー)」と「非財務ヒアリングシート(４つの視点)」を

活用し、事業者の強みと弱みをヒアリングする。強みは、企業成長のため特に重

要なので、事業者が気付いてない強みを聞きだすように心がける。 
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※ローカルベンチマークによる財務分析例 

 

 

※ローカルベンチマークによる非財務ヒアリングシート例 
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②中小機構「経営計画つくるくん」を利用しての分析 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が提供している経営計画作成ア

プリを活用し、地域小規模事業者の中長期的な経営計画書を作成する。 

          

 
※経営計画つくるくんのイメージ  

 

 ③ネット de 記帳による経営分析（既存事業改善） 

当商工会で、「ネット de 記帳」を活用しているが、決算書作成にとどまっており、

経営分析まで至っていなかった。今後は、「ネット de 記帳」を利用している事業者

に対し、経営分析による経営意思決定の提案を積極的に行い、事業計画策定に繋げ

て行く。「ネット de 記帳」により経営分析する項目は、経営分析表、比較貸借対照

表、損益分岐点分析表、経営分析レーダーチャートとする。 

※ネット de 記帳による分析例 

 

(4)成果の活用 

「ローカルベンチマーク」による分析や「経営計画つくるくん」「ネット de 記帳」

による経営分析をした場合、次の方法により活用を図って行く。 

① 分析結果は、当該事業者にフィードバックする。 

② 上記の分析結果と「1.地域の経済動向調査に関すること」「5.需要動向調査に
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関すること」で得られた外部環境の調査・分析を加味した対象事業者の SWOT

分析も行い、「事業の方向性」を明確にし、事業計画策定の支援に役立てる。 

③ 分析結果は、データベース化し内部共有化することで、経営指導員等のスキル

アップに活用する。 

④ 分析により問題が発見され、窓口相談では問題の解決が難しいと判断した場合

は、茨城県商工会連合会のエキスパートバンク事業やミラサポの制度を活用し

て、中小企業診断士や税理士などの外部専門家により問題の解決を図って行 

く。 

 

《実施目標》 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー開催回数 2 回 4 回 4 回 4 回 5 回 5 回 

 参加者数 10 人 40 人 40 人 40 人 50 人 50 人 

経営分析件数(合計) -件 20 件 20 件 20 件 25 件 25 件 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

《現状と課題》 

（既存小規模事業者） 

事業計画策定支援に関しては、「２.経営状況の分析に関すること」と同様、巡回

指導・窓口指導での金融相談、経理・税務申告、消費税対策、労働保険、雇用問題

など一時的な相談のみで事業計画策定の積極的な働きかけは行っていなかった。 

また、経営革新や補助金申請時に事業計画の必要性・重要性を説明しているが、

申請までの指導に留まり、その後の継続的指導までには至っていなかった。小規模

事業者側も、事業計画策定を行う必要性・重要性・意義を充分には理解しておらず、

事業計画の作成方法も分からない状況にある。 

以上を考慮すると、受け身の姿勢を改め事業計画を策定する事業者を積極的に発

掘し、「事業の方向性」に即した事業計画策定を支援することが課題となる。さら

に、小規模事業者に事業計画策定の意義や必要性を理解してもらう仕組みづくりも

必要となる。 

 

（創業・第二創業者） 

当地域は少子・高齢化の進展により人口の減少が顕著となっている。高齢化率も

36.8％となっており、経営者の高齢化率も比例して高い。ここ数年は高齢化による

事業の廃業も多く見受けられ、事業者の減少が懸念される。事業者の増加を図るた

めには、創業者の支援が欠かせないが、現状は相談があれば応じる程度で、積極的

に創業を促すまでの機能を果たしていない。常陸太田市では平成 28 年度に産業競
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争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定している。 

  当地域においても、事業者の維持・拡大を図るためには、創業・第二創業支援が

不可欠である。当商工会が創業支援を行っていることの周知や経営指導員を中心と

した創業予定者の事業計画書策定支援を拡充することが課題となる。 

 

《解決に向けた方策》 

既存の小規模事業者や創業者・第二創業者に事業計画策定の意義や作成方法を理

解してもらうために、新規事業として「事業計画策定セミナー」を開催する。 

その後、「1.地域の経済動向調査に関すること」、「2.経営状況の分析に関するこ

と」、「5.需要動向調査に関すること」で得た情報を活用し、事業計画策定支援を行

う。 

具体的で実現性の高い事業計画を策定するため、茨城県商工会連合会、茨城県よ

ろず支援拠点、金融機関、専門家等とも連携し、各事業者の事情を充分踏まえた伴

走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

  

《実施内容》 

(1)事業計画策定の意義や必要性に対して理解が乏しい事業者に、その内容を理解

してもらうため、事業計画策定の前段階として「事業計画策定セミナー」を開催

する。セミナーの内容は、事業計画策定を行ったことのない小規模事業者に対し

ても理解できるような分かり易い内容とする。特に、決算書の仕組みや売上・利

益計画の作成の方法については、具体的な事例をあげながら丁寧な説明を行っ

て、小規模事業者の利益確保につながるセミナーとする。 

セミナーの内容及びスケジュールは次のとおりである。 

日程 テーマ 内容 

第 1 回 オリエンテーション 

事業計画作成の概要 

 事業計画とは何か？  

 事業計画策定の意義と重要性を理解

する 

 事業計画の概要を理解する 

第２回 事業計画作成のポイント①  経営理念について考える 

 自社事業の仕組みを考えながらビジ

ネスモデルについて考える 

 環境分析（外部・内部） 

第 3 回 事業計画作成のポイント② 

 

 経営課題を明確にする 

 経営戦略を策定する 

・ 事業計画・行動スケジュール 

・ 数値計画の作成  

 

(2)「事業計画策定セミナー」開催の周知方法は、商工会のホームページ、フェイ

スブックページ、商工ニュース等を通じて行う。特に事業承継予定者、積極的な

事業展開を計画している事業者には経営指導員が事前にピックアップし、巡回・

窓口相談時などにセミナーへの参加を促す。 
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(3)事業計画策定支援を行う対象事業者は「2.経営状況の分析に関すること」にお

いて経営分析を行った事業者及び「事業計画策定セミナー」に参加した事業者と

する。 

 

(4)事業計画策定時には、「1.地域の経済動向調査に関すること」「2.経営状況の分

析に関すること」「5.需要動向調査に関すること」で得た事業者に関する各種情

報を踏まえ、事業者の経営状況に対応した事業計画を策定する。 

具体的には、経営指導員が小規模事業者のもつ「強み」をどのように活用する

かに重点を置いた指導を行う。また業種・業界が特有な場合や課題解決に向けた

マーケティング・IT 活用などの専門的な支援を必要とする場合は、専門家（中小

企業診断士・税理士等）と連携し、事業者の実態に即した実現可能な事業計画を

策定する。 

 

(5)創業・第二創業の支援に関しては、現在商工会に「創業サポート窓口」を設置

しているが、まだ認知度は高くない。商工会 HP や FB ページのほか、常陸太田市

で発行している広報誌への掲載も依頼して、広く周知を図る。窓口としての商工

会も、創業相談に対する経営指導員の更なるスキルアップを図って、創業希望者

の相談にいつでも対応出来る体制を整備する。 

 

 (6)創業者・創業希望者向けに「創業セミナー」を開催する。また創業後は個別に

金融支援や法的なアドバイスなど手厚い支援を実施する。創業の実現可能性を高

めるため、茨城県商工会連合会、茨城県よろず支援拠点などと連携を図り、専門

家の派遣を依頼するなど総合的な支援を行う。 

創業セミナーの内容は次のとおりである。 

日程 テーマ 内容 

第 1 回 ビジネスプラン作成① 

事業コンセプト編 

 創業までのステップ？  

 マーケティングの基本 

 創業に必要な数字 

 売上予測、損益予測の立て方 

第 2 回 法律・人事労務の知識  創業に関する手続と会社設立 

 経営を取巻く法律 

 自分の保険、従業員の保険 

 人を雇う時のポイントとトラブル防

止 

 起業で貰える助成金 

第 3 回 ビジネスプラン作成② 

ブラッシュアップ編 

 

 ビジネスプランブラッシュアップ 

 実現のための課題整理 

第 4 回 お金の知識と販売促進の知

識 

 

 決算書の読み方・活かし方 

 勘定あって金足らずに陥らない方法 

 販売促進で最も大切な考え方 

 低予算で出来るプロモーション 

 販促企画より大切なこと 
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第 5 回 創業支援制度と体験談 

ビジネスプラン作成③ 

ブラッシュアップ編 

 

 

 創業支援制度の紹介 

 融資制度の紹介 

 創業に至る経緯から現在、将来展望 

 ビジネスプランのブラッシュアップ

により実現のための課題整理 

 参加者の意見交換 

 

(7)第二創業者には「事業計画策定セミナー」への参加を促すとともに、革新的事

業の洗い出しを支援する。革新的事業となり得る事業に対しては、経営革新計画

の策定の支援を行う。 

 

《実施目標》 

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開

催回数 
1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 参加人数 10 人/回 20 人/回 20 人/回 20 人/回 25 人/回 25 人/回 

事業計画策定件数 3 件 10 件 10 件 10 件 12 件 12 件 

創業セミナー開催回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 参加人数 8 人/回 10 人/回 10 人/回 10 人/回 15 人/回 15 人/回 

創業計画策定件数 1 2 2 2 3 3 

※創業計画策定に関して、経営分析は経ないものとした目標値 

 

 

 

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》 

（既存小規模事業者） 

事業計画を策定した事業者に対するその後のフォローアップに関しては、事業者

からの相談があった場合に対応するというのが現状で計画的なフォローアップが

出来ていない。そのため、事業計画後に新たに生じた経営課題に対して対応するこ

とが出来ないなど受け身の状況にある。 

事業計画を策定した事業者に対する計画的で継続的なフォローアップを行う体

制作りや事業計画策定後に新たに生じた経営課題や状況の変化に対応する事業計

画の修正を実施することが課題である。 

 

（創業・第二創業者） 

創業・第二創業者に対してもその場の課題解決のみで、計画的・効果的な事業計

画後のフォローアップは行われていない。創業・第二創業者の創業時は、予想して

いなかった経営課題も発生することが多い。事業が安定期に入るまで、事業計画策

定後も引続き手厚い支援を受けられる体制の構築が課題となる。 
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《解決に向けた方策》 

事業計画を策定した事業者に対して計画的なフォローアップを行う。特に、創業

及び第二創業者に関しては、巡回指導を通して税務指導を徹底すると共に、安定

した資金調達が可能となるよう地区内金融機関及び日本政策金融公庫と連携し

ながら金融相談を受けやすい体制を整える。 

 

《実施内容》 

（１）事業計画策定後の巡回支援（既存事業改善） 

・事業計画の進捗状況確認や問題点の対策指導は、事業計画策定後１年目は 3

ヶ月に１度(年 4 回)、巡回訪問や電話連絡などにより行う。また、事業者か

らの要望があれば、頻度を密にする。逆に、順調に推移し問題がなければ、

頻度を粗くする。 

・指導内容は、事業計画との差異分析、事業計画のチェックポイント(売上、利

益等)、売上改善の方法、原価低減の方法、企業体質強化の方法、資金調達の

方法、隘路打開の方法、損益分岐点・目標売上高計算方法、社員採用方法、

職場活性化方法などである。 

・進捗状況の確認に当たっては、事業者名、事業計画策定年月日、事業概要、

事業計画のチェックポイントなどを、事業計画チェックシートにまとめ、そ

の情報を、当商工会の全職員が共有する。事業計画チェックシートには、フ

ォロー予定日を事前に記入し、計画的にフォローする。 

・巡回指導などで進捗状況を確認する時には、国、県、常陸太田市、商工会連

合会等の行う支援策の広報・案内等を持参し、更に事業者の意識を高める。 

 

（２）事業計画策定後の金融支援（既存事業改善） 

・事業計画策定の支援を受けた小規模事業者が持続的発展に取り組むため設備

資金や運転資金等資金需要が発生した場合、マル経融資の他、「小規模事業者

経営発達支援融資制度」による資金調達を支援する。 

 

（３）創業計画策定後のフォローアップ（既存事業改善） 

・創業後１年間は、特に重要な時期である。2 ヶ月に１度(年 6 回)の巡回訪問

を実施し、状況確認と支援を行う。ただし、問題があれば頻度を密にし、問

題がなければ頻度を粗くし、実態にあった効果的な支援をする。 

・指導内容は、事業計画との差異分析、事業計画のチェックポイント(売上、利

益等)、売上改善の方法、原価低減の方法、企業体質強化の方法、資金調達の

方法、隘路打開の方法、損益分岐点・目標売上高計算方法、社員採用方法、

職場活性化方法などである。 

・進捗状況の確認に当たっては、事業者名、事業計画策定年月日、事業概要、

事業計画のチェックポイントなどを、事業計画チェックシートにまとめ、そ

の情報を、当商工会の全職員が共有する。事業計画チェックシートには、フ

ォロー予定日を事前に記入し、計画的にフォローする。 

・ビジネスチャンス創出の場として、実行可能と思われる事業計画を策定した

事業所には、現在商工会で管理実施している「チャレンジショップ事業」に

より、商店街の空き店舗（２個所）を事業実施店舗として提供する。 

・専門的かつ高度な指導・助言が必要な場合には、中小企業診断士や税理士等
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の外部専門家による個別相談を行うなど、必要な処置を講じながら利益確保

に向けた支援をして行く。 

・財務的な問題が生じた事業所には、金融機関と連携して問題解決に当たる。 

 

《実施目標》 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ対象事業

者数 
3 社 10 社 10 社 10 社 12 社 12 社 

 フォローの頻度（注 1） 未実施 
四半期

毎 
四半期

毎 
四半期

毎 
四半期

毎 
四半期

毎 

  
フォロー総数（延回

数） 
4 回 40 回 40 回 40 回 48 回 48 回 

創業者フォロー対象事業

者数 
1 社 3 社 3 社 3 社 5 社 5 社 

 フォローの頻度 未実施 2 ヶ月毎 2 ヶ月毎 2 ヶ月毎 2 ヶ月毎 2 ヶ月毎 

 
フォロー総数（延回

数） 
0 回 18 回 18 回 18 回 30 回 30 回 

（注 1）頻度は事業者の進捗状況により変更があるが、実施目標は年 4 回として計算した。 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

《現状と課題》 

  これまで当会では、小規模事業者の販売する商品・サービスの販路開拓や、新た

に開発する商品・サービス品等について、事業者からの茨城県や関係する調査機関

などが出している消費者の意識・ニーズ・動向などを提供するとともに、商品開発

においては県のエキスパートバンクを活用するなどを行ってきた。しかし、小規模

事業者が提供する商品やサービスの多くは販売者、生産者側の視点での思いが強く

なってしまいがちで、ターゲット顧客も絞りきれていないためか、提供した需要動

向などの情報が有効に活用されているのは少ない。また、その商品・サービス品等

の開発や販路開拓に活かすための有効な情報でない場合もあり、思い描いた成果に

はつながっていない状況が多々ある。今後は各種データベース等の情報だけではな

く、個社にも対応した調査や情報が求められている。 

  当市は、水戸から福島までの街道として古くより商業の中心として栄えてきたこ

とで、歴史の古い町並みが残っている。また茨城県で一番広い面積の当市には豊な

自然が多く残され、春や秋の行楽シーズンには県内外から多くの観光客も訪れてい

る。この観光客や地域住民を顧客として、市街地を中心に和洋菓子店が多く存在し

ている。それぞれの店では伝統あるお菓子を中心に販売提供しているが、その取り

組みは現在の顧客ニーズを繁栄しているとは言えず、個々の店で行う商品開発もプ

ロダクトアウトの取組に留まっている。この状況を克服して、マーケットインの商

品開発・販売を行うためには、買い手の需要動向についての情報収集を行い、その

情報を分析し活用していくことが課題である。 
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《解決に向けた方策》 

当商工会では、地域の和洋菓子店で取り扱う商品のブラッシュアップを主目的と

して需要動向調査を行う。地域内の和洋菓子店は、永年地域で営業しており、それ

ぞれの店で特徴ある商品を販売し、観光土産品として地域の観光とも密接につなが

っている。しかし単独で顧客にニーズを把握・分析することは小規模事業者では困

難であることから、商工会が中心となり、商品のブラッシュアップにつながる需要

動向調査を行うこととする。これにより、当該店舗の商品力の向上を図るとともに、

地域観光への相乗効果を期待することができる。 

需要動向調査の概要としては、 

・和洋菓子店を対象としたアンケートとテストマーケティング 

①買い手がどのような商品を求めているかを知るためのアンケート調査 

②新商品が買い手のニーズに応えているかを調査するためのアンケート調査 

 ③新商品のテストマーケティングの実施支援 

を実施する。 

分析結果の報告については個別に行い、地域小規模事業者の個別商品のブラッシ

ュアップや「4.事業計画策定後の実施支援に関すること」における事業計画修正時

や「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」における販路拡大の資料と

しても活用する。 

 

《実施内容》 

①買い手がどのような商品を求めているかを知るためのアンケート調査 

  地域内の和洋菓子店が、「既存商品を改善する場合」や「新商品を開発する場合」、

買い手のニーズに対応した商品を提供する必要がある。既存客の需要動向を把握

するためには、自店に来店する顧客へのアンケート調査を行うことが必要となる

が、地域内事業者は人手がないことやアンケートを取る為のノウハウがないなど

から定期的に実施している事業者は殆どない。そこで、当商工会において、アン

ケート調査を行う事業者に対しヒアリングを行い、業種・商圏・取扱商品・来店

顧客層に応じたアンケート調査を作成し、情報収集の支援を実施する。アンケー

トの項目は下記のとおりとする。 

A) 住所・性別・家族構成など 

B) 来店頻度 

C) 良く購入する商品（和洋菓子） 

D) 現商品（和洋菓子）の不満点・改善点 

 （味・価格・見た目・パッケージデザイン・ボリューム感・カロリー等） 

E) 今後販売して欲しい和洋菓子 

F) どのような場所（スーパー・ネット通販・コンビニ）で購入したいか 

G) 用途（家事消費・お土産等）等 

 

【アンケート調査の流れ】 

①アンケート調査実施

の周知 

売上・利益を向上させるためには、ニーズの必要性を事

業者に周知する。実施方法は店頭・各種イベントなどの

機会を活用することを周知 

②事業者との打ち合わ アンケートを実施する事業者に対し、事業者が取り扱う
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せ 
（アンケートの設計） 

商品・サービスに対する買い手のニーズを把握するた

め、専門家の知見も借りて、当商工会が「アンケート票」

「ヒアリングシート」の設計を支援する。 

③アンケート実施支援 
 

来店客へのアンケート調査方法の配布方法・配布時期な

どについてアドバイスを行う。商品ごとの標本数を 20 件

と設定し分析する。アンケートの回収率を上げるための

支援も併せて行う。 

④評価・分析 
商工会では、アンケート調査で得られた評価・意見など

を集計・整理し、専門家の意見を取り入れた分析を行い、

アンケート調査結果報告書を作成する。 

⑤アンケート調査結果 
報告書の説明 

経営指導員は、当該事業者に対してアンケート調査結果

報告書の説明を行い、対象商品の改善点や価格の見直

し、売り方等に対してのアドバイスを行う。新たに明ら

かになった課題については、県の専門家派遣（よろず支

援）制度等を活用し、専門家より的確な指導・助言を受

ける。 

⑥成果の活用 

アンケート調査の実施支援における成果の活用につい

ては、当該事業者にフィードバックし、今後の商品開発

や既存商品の改善に役立てる。 
さらに事業者の了承のもと商工会において活用事例集

としてまとめ、今後の事業推進に活用していく。 
 

②新商品が買い手のニーズに応えているかを調査するためのアンケート調査 

  市観光物産協会が主催する「秋そばフェスティバル」や商工会が主催する「ひな

まつり」等へ出展する際、上記①の「個社で実施するアンケート調査（個社の既存

客に対する需要動向調査）」により開発した新商品を、イベント会場において、そ

の来場者に対しアンケート調査を実施する。 

アンケート調査は商品ごとに分析を行い、買い手のニーズに対応した商品となっ

ているかを個社と検討する。 

アンケートの調査の内容は下記の項目とする。 

A) 住所・性別・家族構成などの基本情報 

B) 来場目的 

C) 良く購入する商品（和洋菓子） 

D) 現商品（和洋菓子）の不満点・改善点 

 （味・価格・見た目・パッケージデザイン・ボリューム感・カロリー等） 

E) 今後販売して欲しい商品（和洋菓子） 

F) どのような場所（スーパー・ネット通販・コンビニ）で購入したいか 

G) 用途（家事消費・お土産等）等 

 

【イベント出展時のアンケート調査実施の流れ】 

①出展事業者との打ち

合わせ 

出展事業者が出展する商品に対する顧客の評価を吸い

上げるために、当商工会が専門家の知見も借りてアンケ

ート票を設計する。 
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②アンケート実施支援 

出展事業者が参加するイベント（秋そばフェスティバ

ル・鯨ヶ丘ひなまつり等）に商工会職員も同席し、需要

動向を捉えようとする対象商品のアンケート調査を実

施支援していく。商品・サービスごとの標本数を 30 件

と設定し分析する。 

③評価の集計と分析 
商工会では、アンケート調査で得られた評価・意見など

を集計・整理し、専門家の意見を取り入れた分析を行い、

アンケート調査結果報告書を作成する。 

④アンケート調査結果 
報告書の説明 
 

経営指導員は、当該事業者に対してアンケート調査結果

報告書の説明を行い、対象商品の改善点や品質・価格の

見直し、売り方等に対してのアドバイスを行う。新たに

明らかになった課題については、県の専門家派遣（よろ

ず支援）等の制度を活用し、専門家より的確な指導・助

言を受けることとする。 

⑤成果の活用 
 

アンケート調査の実施支援における成果の活用につい

ては、当該事業者の今後の商品開発や既存商品の改善に

役立てる。さらに事業者の了承のもと商工会において活

用事例集としてまとめ、今後の事業推進に活用してい

く。 
 

 

 

《実施目標》 

支援内容 現状 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

商品ブラッシュアッ

プ支援事業者数 
0 4 件 4 件 4 件 5 件 5 件 

 

①個社で実施する

アンケート調査支

援事業者数 

0 3 件 3 件 3 件 4 件 4 件 

 標本数（商品別） 0 30 30 30 30 30 

②イベント等出展

時のアンケート調

査支援事業者数 

0 2 件 2 件 2 件 3 件 3 件 

 標本数（商品別） 0 20 20 20 20 20 
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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》  

当地域での需要は、少子・高齢化の進展もあり減少傾向にある。また、近隣市

への大型のショッピングモール立地や、インターネット通販の普及などもあり、

小規模事業者にとっては厳しい経営環境となっている。しかし、このような状況

にもかかわらず、地域内の小規模事業者は、積極的な需要の開拓に取り組んでい

ない場合も多い。当会としても、これまで取引創出や広告宣伝促進の一助として

地域のイベントへの参加支援を行ってきたが、積極的に取り組んだ事例は少な

く、効果的な支援を行えていないのが現状である。 

製造業に関しては、特徴のある技術があっても新たな取引先を獲得できていな

い事業者も少なくない。優れた技術や商品・サービスを保有していても、営業活

動のノウハウ、人材、費用の捻出などの制約もあり、思うような広告・販売促進

活動の展開ができていない現状である。商工会としてもこのような事業者に対し

積極的に取引先拡大のための支援を行っていなかった。 

上記を勘案すると、小売・サービス業においては自社の商品・サービスのＰＲ

の強化、製造業においては地域内外へのビジネスマッチング事業への出展などを

積極的に誘致することが課題となる。 

 

《解決に向けた方策》  

 小売・サービス業に関しては、地域内の祭り・イベント等へ小規模事業者の出

展を誘致し、地域内外の消費者に対し自店の周知を図る。製造業においては地域

内外のビジネスマッチング事業への出展を図る。 

  また、小規模事業者が比較的容易に販路開拓に取り組む方法として、ＥＣサイ

トの活用が考えられる。小規模事業者に対してＥＣサイトへの登録を呼びかけ、

ＥＣサイトを活用した販路開拓に取り組むことを促す。 

  さらに当地域には豊かな自然を活かした多くの農産物がある。これらを活かし

た新たな商品開発に取り組む企業を支援し、需要の開拓を図る。 

 

《実施内容》 

（１）県内外で開催されるビジネスマッチング事業や各種展示会・商談会などの情

報提供と出展支援を行う。 

   製造業の地域小規模事業者に対しては、めぶきFG ものづくり企業フォーラム

技術商談会※３（常陽銀行）などへの出展を促す。 

   出展にあたっては事業者の取引拡大につながるよう、常陽銀行など市内金融

機関や日立産業支援センター、茨城県振興公社などから支援を受け、出展に係

る書類作成の支援や、会期中のフォローを行って、取引拡大や商談時の成約率

を高めていくための支援を行う。 

    
※３ めぶきFGものづくり企業フォーラム 

    ・大企業との事前予約制の技術相談会やパネル展示会 

    ・予約商談会は300社、パネル展示会は270社を募集 

    ・大手メーカー60社が参加  

・主催：常陽銀行・足利銀行 
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（２）製造業（食品加工）の地域小規模事業者に関しては、常陽銀行が主催する

「めぶき食の商談会」※４への参加を促す。これによりビジネスマッチングの

機会を設ける。常陽銀行と協力して「めぶき食の商談会」の参加方法等につい

て支援するとともに、参加後、商談や成約に至るまでの伴走的な支援を行う。 
 

※４ めぶき食の相談会 

・募集対象：農業生産者、食品加工・卸業者、小売業者、外食・観光産業などの地域の食関

連業者、市町村、物流業者など 

・運営方法：展示商談会→売り手企業（食品加工業者）が自社製品などを展示し（※毎年200

社を想定）、買い手企業（小売業者、外食・観光産業などのバイヤー）に向けたPRと自社

商談 

・主催：常陽銀行・足利銀行 

 

（３）常陸太田市では、地理的条件を活かして様々な農産物が生産されている。生産

者、小規模事業者が連携し新たな商品開発を商工会がその結びつけを行うこと

で、特産品を活用した付加価値の高い新たな商品開発を支援する。 

開発後は継続的に販売・生産状況を注視し、状況に応じて専門家を交えて改良

を行い、市場が求めている商品の開発を支援する。 

〇主要対象者 

・小売業者、旅館業者及び一次産品等の加工をおこなっている小規模事業者 

・地元の地域資源「観光・特産品・農産物」を活用する創業予定者（飲食業、菓

子製造業、加工食品製造業） 

〇支援内容 

・地場産品（米、常陸秋そば、ぶどう、梨）発酵食品（清酒・納豆・味噌・醤油

他）を活かした新商品開発等に関する専門家個別相談会の実施 

・上記地域資源等に関する情報提供（ホームページによる最新情報の提供） 

〇期待効果 

・地元資源、個店の個性を活かした新商品開発と開発促進 

・新商品開発による新規顧客獲得、販路開拓による売上増加 

・小規模事業者の商品開発に関する意識の向上 

 

（４）地域内で開催される「秋そばフェスティバル」（主催 常陸太田市観光物産

協会 11月初旬に2日間開催、来場者延べ7万人）「ひなまつり」（常陸太田市

商工会と常陸太田市商店会連合会共催、3月1日～31日までの1ヶ月間開催、来場

者延べ1万人）など各種地域振興事業（訴求対象：イベント来場者である近隣を

含めた地元一般消費者と観光客）には地域小規模事業者が何店舗か出展し、来

場者に商品やサービスを提供している。引き続き地域振興事業を活用し、小

売・サービス業の小規模事業者の需要の開拓を図っていく。より効果的な出展

とするため、来場者の傾向を把握し、傾向に応じた出展者の掘り起こしを行

い、多くの事業者に需要開拓の機会を設ける。  

 

（５）地域小規模事業者の販路開拓のために、全国連の特産品に興味がある一般消

費者を訴求対象として設定し、ＥＣサイト（全国商工会連合会が運営する「ニ

ッポンセレクト.com」や大阪商工会議所が運営する「ザ･ビジネスモール」等へ

の登録方法や運用方法を習得するための支援を行う。 
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ニッポンセレクト ザ･ビジネスモール 

 

（６）当商工会が運営している、自慢の逸品・サービスを紹介するためのホームペ

ージ「ひたちおおたWEBタウン」に地域小規模事業者の自慢の逸品の掲載を促

し、新たな需要開拓を図る。また上記と併せて登録に必要なスキルの習得を図

るための支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ひたちおおたWEBタウン 

  

（７）地域小規模事業者のＩＴ能力を向上させるために、外部専門家が実施するパ

ソコン教室を開催する。パソコン教室のテーマは、ＳＮＳを活用して自社製品

の販路開拓を図るための「フェイスブックページ」やホームページ作成に役立

つ「ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ」などについての講義を行う。 
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《実施目標》 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1)めぶき FG ものづくり企

業フォーラム技術商談会出

展事業者数 

0 2 2 2 3 3 

 
内商談件数 0 4 4 4 5 5 

内成約数 0 1 1 1 2 2 

(2)めぶき食の商談会出展

事業者数 
0 2 2 2 3 3 

 
内商談件数 0 3 3 3 4 4 

内成約数 0 1 1 1 2 2 

(3)新商品開発支援 

 

地域資源を活用した

商品開発事業者数 
- 1 2 2 3 3 

売上増加率 - 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

(4)地域振興事業への出展

事業者数 
6 7 7 8 8 10 

 売上増加率 - 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

(5)ＥＣサイト登録事業者

数 
0 5 5 6 7 8 

 売上増加率 - 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

(6)ひたちおおたＷＥＢタ

ウン登録件数 
8 10 10 15 15 15 

 
取引が成立・開始し

た件数 
0 3 3 5 5 5 

(7)新たな需要獲得のため

のパソコン教室の開催 
1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

 
取引が成立・開始し

た件数 
0 2 2 3 3 3 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

《現状と課題》 

現在の当市への観光入込客は年間約 126 万人（平成 28 年観光動態調査）である。

平成 28 年にオープンした道の駅ひたちおおたや竜神峡でのバンジージャンプなど

の効果もあり入込客は増加しているものの、県内全体ではわずか 2.2％にとどまっ

ている。 

当地域は豪族佐竹氏の拠点、江戸時代からは水戸徳川家領内の商業都市として発
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展したことから、佐竹氏や水戸徳川家に関係の深い社寺や史跡などの貴重な歴史文

化資源があるが有効に活用しているとは言えない。 

地域の人口が減少する中で、観光入込客を増加させ、さらに観光入込客を消費人

口に転換することで地域経済を活性化することが課題である。 

今後は、地域の特色を活かしつつも、地域経済の活性化を図る土台作りとして、

関係者間の意識共有の仕組みづくりと、事業の見直しも考慮しながら、集客力を高

めて出展事業者が多くの来場者と触れ合うことにより販路開拓を図ることができ

る事業としていくことが課題である。 

 

《解決に向けた方策》 

地域でのイベントについては、他地域との差別化が図れるものを、関係機関と連

携協力して検討し、新たな企画を創出し経済の活性化につなげていく。商店会と協

力して実施している「ひなまつりのイベント」についても、常陸太田独自の工夫

を凝らして 来場者の増加を目指す。 

これまでの地域でのお祭りやイベントは地域住民から親しまれており、地域コミ

ュニティの場でもあることから、これまでのお祭りやイベントは継承しつつ、４つ

の地域の一体感を醸成するため、関係機関（市・観光物産協会）と連絡調整を図り、

新たな地域振興事業に向けて、関係者間の意識の共有を図っていく。 

地域振興事業を行う上で、集客→出展促進→販路拡大→収益向上→創業の誘発→

雇用機会の拡大→地域経済の活性化、といったストーリーを描いていくことによ

り、当市への入込み客や交流人口を増加させ、地域の賑わいと地域経済の活性化を

実現する。 

 

《事業内容》 

①「常陸太田市地域経済活性化協議会」の開催 

観光客の誘致による観光産業の活性化・地域資源を活用しての６次産業化など、

常陸太田市の活性化を協議するため、常陸太田市、一般社団法人常陸太田市観光物

産協会、常陸太田市商店会連合会、東日本銀行太田支店（地元金融団幹事行）、Ｊ

Ａ常陸等で組織する「常陸太田市地域経済活性化協議会」を設置するための活動を

商工会が主体となって進めていく。設置後は、年２回の会議を行い、今後の地域経

済活性化の方向性、地域のブランド化・既存商店街でのイベントやまちのにぎわい

の創出などの検討を行うとともに情報の共有化を図っていく。 

 

②常陸太田市特産品認証事業 

市内で生産された農林水産物及び加工品等を市の特産品として認証し、生産拡

大、販売促進の取組を推進し、地域経済の活性化を資するために特産品認証制度が

あり、現在 54 品目が認証されている。 

  常陸太田市、市観光物産協会、ＪＡ常陸、市森林組合、商工会などの代表者が委

員として構成されており、これまで認証された認証品の多くは、地域小規模事業者

が生産したもので、認証されたことにより売上の増加につながっている。引き続き

認証を得るための支援と認証後の販売支援を行う。 

 

③常陸秋そば利用促進事業 

  茨城県はそばの主産県として、収穫量は北海道に次ぐ第 2 位となっており，日本
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の蕎麦消費を支える一大産地となっている。この茨城県で作られているそばの品種

のほとんどが「常陸秋そば」で、茨城県の奨励品種である。この「常陸秋そば」は、

当市が発祥の地で、そば職人やそば通から高い評価を受けている。常陸太田市では

市内で蕎麦を生産している農家、加工業者、そば店などで構成されている常陸秋そ

ば利用促進協議会（そば生産者 15 人、加工業者・飲食業者 20 社、他に JA 常陸・

県北農林事務所・団体等で構成） がある。商工会も協議会のメンバーとして市内

常陸秋そばの積極的な利用促進のためのサポートを行っている。引き続き地域経済

の活性化のための支援するものとする。 

 

④スロータウン鯨ヶ丘ひなまつり事業 

市内中心部の高台にある鯨ヶ丘商店街は、常陸太田の中心商業地として賑わって

きた。今も土蔵づくりや町屋づくりの古い建物が残されており「今」と「昔」が寄

り添う街である。 
この商店街の各店舗に約１２０セットのお雛様を飾る「鯨ヶ丘ひなまつり」を毎

年 3 月に約 1 ヶ月間にわたって開催している。市内外より多くの来場者が訪れ、期

間中は湯茶の接待やステージイベント開催などを実施し祭りを盛り上げている。 
このまつりは鯨ヶ丘商店会と商工会の共催で開催しているが、ここ数年は来場者

が伸び悩んでいる。さらに魅力あるまつりとするため、商店会と連携し、地域経済

の活性化に繋げていく。 

 

⑤常陸秋そばフェスティバル里山フェア 

  市観光物産協会主催により、毎年 11 月中旬に 2 日間開催している。常陸秋そば

の発祥の地ということもあり、2 日間で 7 万人以上の来場者が県内外より訪れてい

る。そば店の他に地域小規模事業者も物産品の販売を行うなどでまつりを盛り上げ

ている。商工会もまつりの準備から実施まで市、観光物産協会と連携し運営してき

ている。今後は、プロモーションの強化によって来場者の増加を目指すとともに、

地域小規模事業者の出店も支援して販路開拓の場として位置付けしていく。 

 

⑥竜神峡紅葉まつり 

市観光物産協会主催の事業で毎年 11 月に水府地区にある竜神峡で 1 ヶ月にわた

り開催され来場者は 7 万人近い。竜神峡が一年を通じてもっとも美しく彩られる秋

に、竜神大吊橋を中心とした竜神峡一帯で開催され、奥久慈の艶やかな紅葉を背景

に、豪華な賞品が当たるスタンプラリーや水府地区の特産品の直売、そば打ち体験

といった大人から子どもまで楽しめるイベントが行われている。 

そして水府地区の秋の味覚、常陸秋そば。期間中は「新そばフェア」も同時に開

催している。商工会も準備から運営、片づけまでとまつり全般にわたりかかわって

いる。今後はさらにＰＲを強化するとともに、地域小規模事業者の出店の支援と販

売促進のためのアドバイスを強化していく。 

 

⑦里美かかしまつり 

市観光物産協会主催で毎年里美地区において１０月下旬から１２月初旬の期間

で開催されている。１２０体を超える創作かかしが市内外より出品され展示されて

いる。 

期間中には音楽祭、味覚祭などのイベントの他、新そば祭りや地域特産品の販売
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なども行われている。期間中は８万人近くの来場者があり、商工会も観光物産協会

と連携して、準備から運営まで様々なサポートを行っている。 

今後は更に地域小規模事業者の出店を促し、積極的な販路開拓を支援し、地域経

済の活性化に繋げていく。 

 

⑧発酵食品を活用した地域経済活性化支援事業 

常陸太田市は茨城県の北部の町としては最も古い町であり、長い歴史の中で清

酒・納豆・味噌・醤油など多くの発酵食品が当地で製造されている。 

これらの製造業者の連携により、地域の発展と発酵産業の振興を図ることを目的

に、市内発酵食品事業者が中心になって、茨城県北部の市町（常陸太田市・常陸大

宮市・大子町・日立市・高萩市・北茨城市）の発酵食品業者で構成する「常陸発酵

食品ネットワーク」を作った。これまで連携して発酵産業を「食と農からまちづく

り」をテーマに連携を図ることで、地域小規模事業者の活性化を推進するため支援

を行う。 

 

⑨新たな観光プログラムの開発 

常陸太田市は徳川光圀公が晩年を過ごした西山荘、日本最大規模の竜神大吊橋が

ある竜神峡や里美牧場、県を代表するブランドである常陸秋そばの発祥の地といっ

た魅力ある文化遺産、自然景観と豊富な食材とこれらを使った郷土料理など、豊か

な観光資源に恵まれ、これらの各種地域資源を有効活用することにより、地域ブラ

ンド力は拡大するなど成長する可能性を秘めている。 
市では農家民泊の教育旅行受入を推進するなど、自然、歴史、文化、農業体験な

ど市内の「特色ある観光資源の活用」と市内外の各観光エリアと地域連携を図り、

交流人口を増やすための継続的な体験型ツアーにも力を入れている。常陸太田市な

らではの地形や風土、気候、歴史、文化などのストーリー性と、地域産品・観光資

源を組み合わせた「食文化体験ツーリズム」の造成に取り組み、これを地域小規模

事業者に提供し活用してもらうことで、新たなビジネスチャンスを創造していく。 
「食」をテーマにしたツアーは国内外の需要が高くなってきており、地域性を打

ち出しやすいことだけでなく、農商工連携など地域内での好循環を生み出す可能性

もある。 
その実現のため市、市観光物産協会等と連携し、常陸太田市の特性を活かした新

たな着地型観光プログラムを開発する。 

 

 

 

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、地域の金融機関や行政、関係団体などとの不定期な意見交換会を実

施してきたが、個々の事業分野でのみの支援となっているのが現状である。平成 18

年の合併以降は、商工会組織の変革や定数削減などにより、21 名いた職員が 7 名

となり、一人当たりの業務量が増加してきている。業務の効率化を図り、経営指導
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員が経営改善普及事業に専念できる環境づくりが、経営発達支援事業を円滑に推進

していくこととなる。 

そのためにも各支援機関との連携をこれまで以上に深めて、支援の手法や手順を

確立していくことが重要な課題である。 

 

《解決に向けた方策》 

個々の事業分野でのみの支援だったものを関係機関が有機的に連携しあうこと

で、支援ノウハウや現状などの情報交換を行う。また得られた情報を小規模事業者

の課題解決のためにフィードバックする仕組みを構築する。 

 

《事業内容》 

①地域金融機関との連携会議（年４回） 

地域金融機関（常陽銀行・筑波銀行・東日本銀行・水戸信用金庫・茨城県信用

組合の市内にある支店 5 行）が有する情報を交換することで、小規模事業者の

事業計画策定に役立てる。 

特に金融機関の調査能力を有用に活用することで、経済予測や需要予測の判断

を行う材料と出来る。連携する金融機関は市内金融団の幹事行（※平成 30 年

度は東日本銀行太田支店） 

 

②専門家（中小企業診断士、税理士等）との情報交換会（年２回） 

管内で活動している診断士や税理士等と情報交換会を実施し、専門家として持

っている情報を共有するとともに、専門家のノウハウを学び経営支援に役立て

る。 

  

③日本政策金融公庫日立支店との懇談会を開催し、情報交換を行うとともに、地

元の経済動向、小規模事業者の現状、需要動向などを把握し支援力の強化に取

り組む。 

（年２回） 

 

④茨城県商工会連合会が行う「職員研修会」において支援ノウハウ、支援の現 

状などについて、県内の商工会職員と情報交換を行う。（年４回） 

 

⑤常陸太田市第６次総合計画との整合性を図るため、常陸太田市の商工観光企業

誘致課と常陸太田市商工会との意見交換会を実施する。意見交換の内容は、市

の商工政策、小規模事業者から挙がった要望、今後の小規模事業者の振興発展

につながるような企画等について協議する。（年２回） 

⑥茨城県県北ものづくり産業活性化支援協議会への出席（年１回） 

   茨城県北９市町村※、商工団体、大学等（茨城大学、茨城高専）、支援機関（茨

城県中小企業振興公社、常陸テクノセンター）、金融機関（常陽銀行・筑波銀

行）で構成する協議会に出席し、情報交換を行う。 
    ※常陸太田市、日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村、

大子町 
  

⑦創業支援ネットワーク会議への出席（年 1 回） 
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   茨城県産業戦略部が主宰する上記会議へ出席し、創業支援のためのノウハウや

意見交換を行うことで地域の創業支援におけるノウハウを習得する。 

構成団体は市町村、商工団体、大学、金融機関、産業支援機関等 

 

  ⑧上記において得られた「補助金などの情報」「金融機関における融資制度など

の情報」「行政の新たな取組み」などの事業者に直結する情報については、商

工会のホームページやフェイスブックページ、商工会ニュース（広報誌）、を

活用し情報発信を行うとともに、必要に応じて経営指導員が巡回時に直接事業

者に説明する等情報のフィードバックを実施する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

《現状と課題》 

  経営発達支援事業を効果的に進めていく上で、経営指導員の資質向上は不可欠で

ある。事業者の真の見えざる課題を見極めるためのスキル等の経営支援に係る専門

知識が必須と考える。 

また国や県、市などの中小企業施策に精通することに加え、各種支援機関との連

携を構築できるコミュニケーション能力やネットワーク構築力、プレゼン能力も必

要とされてきている。 

現在は茨城県商工会連合会が実施する研修会に各職員が担当別で参加している。

しかし、職員間での知識の共有が図られていないため、職員一人ひとりの支援能力

にバラつきが生じている。全職員の知識の共有のための仕組みを構築するととも

に、組織全体のレベルアップを図ることが課題となる。 

 

《解決に向けた方策》 

  職員間の支援能力のバラつきに関しては、商工会内部でのＯＪＴを積極的に取り

入れることにより改善を図る。また組織全体の支援力向上のため、ノウハウの共有

化を図るための勉強会を実施する。 

さらに商工会基幹システム（事業者のデータベース）を詳細に入力（支援内容や

業績等）し、共有すべきノウハウを全職員で閲覧することにより、担当職員が不在

でも事業者への対応ができるようにする。 

 

《事業内容》 

（１）外部講習会等の積極的活用 

経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上を図るため、中小企業基盤整備

機構が主催する研修や中小企業大学校の主催する研修及び茨城県商工会連合会主

催の研修に積極的に派遣する。 

  特に当商工会地域では、経営者の高齢化による事業承継問題、商工業者の減少な

どが顕著であることから、新規創業や第二創業などのテーマについて積極的に中小

企業大学校東京校が実施するセミナーへの参加を優先的に実施する。 

 

（２）ＯＪＴ制度の導入 

①経営指導員及び一般職員の支援力を高めるために積極的にＯＪＴの機会を設け

る。巡回・窓口相談時において、必要に応じて若手職員はベテラン職員とともに
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小規模事業者の支援にあたり、指導、助言の内容、情報収集の方法等を学び、資

質向上を図る。 

 

②茨城県商工会連合会の専門家派遣（エキスパートバンク）による指導時に、経営

指導員が必ず同行し、専門家の行う指導、助言内容、情報収集を学ぶ等ＯＪＴに

よる支援能力向上を図る。その際、経営指導員は自分にどのような支援能力が不

足しているかについて分析し、研修などを活用してその能力の補充に努める。 

 

（３）商工会全職員の定期勉強会の開催 

  当商工会職員が全員参加する職員勉強会を定期的に開催する（月 1 回程度）。勉

強会は経営指導員が順番で講師を努め、経営支援の基礎から、研修会や専門家への

同行などにおいて習得した支援スキルや小規模事業者の事業事例などを発表し、組

織全体のスキルアップを図るとともに、支援スキルの共有化を推進し、職員の支援

能力の向上を図る。 

また、必要に応じて勉強会に専門家を招いて支援スキルの向上に役立つアドバイ

スを受ける。 

 

（４）支援情報のデータベース化 

 情報やノウハウを以下のように蓄積し活用する。 

 ア）マニュアルの整備 

  ・支援分野（創業支援、第二創業支援、事業計画策定支援、その他）別のマニュ

アルを作成する。 

  ・支援内容・手法の標準化によって全職員が一定レベル以上の指導を可能とする。 

 

 イ）事例のデータベース化 

  ・商工会基幹システムに事業者ごとに支援内容、効果（客数増加・客単価増加・

生産性向上・売上額増加等を評価項目として）を担当経営指導員が入力し、全

職員が相互共有出来るようにする。 

 

 

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 

《現状と課題》 

毎年開催する総代会においては事業の報告を行っているが、総代会には役員、総

代となっており、外部評価などを行っていなかった。今後は、商工会が行っている

事業を客観的に評価し、見直しをするための仕組みを構築することが課題である。 

《解決に向けた方策》 

  本計画に記載された事業の実施状況や問題点について、当商工会の役員に外部有

識者を加えた事業評価委員会を設置し、評価・検証を行う 

 

《事業内容》 

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・検証を行うこととする。（年 1 回） 

① 外部の有識者など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。 

 想定している事業評価委員 
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A)外部 

1.常陸太田市商工振興・企業誘致課長 

2.外部専門家（中小企業診断士等） 

B)内部 

1.商工会役員代表 

2.小規模事業者代表 

 

② 評価シート指標とチェックシートなどを独自に作成し方針決定に役立てる。 

③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、PDCA サイクル（図-2）を重視し

て確実に実行して理事会に報告し、承認を受ける 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を商工会の会報誌「商工ニュース」、掲載する

とともに、常陸太田市商工会ＨＰで公表する。（年 1 回） 

 

１．Plan（計画） 

これまでの実績や将来を予測して経    

営発達支援計画書を作成する。 

 

 

２．Do（実施・実行） 

計画書に基づいて、経営発達支援業務

を実施する 

 

３．Check（点検・評価） 

支援者に対して CS 調査（プロセス満足

度と総合満足度）等を行い、その結果に基

づいて、経営指導員が中心となって点検

や反省を行う。経営指導員の点検反省結果を「経営発達支援事業評価委員会」にて最

終評価を行い、見直し案を提示する。職員勉強会においても支援状況を確認し内部で

のチェックを随時実施する。 

 

４．Act（処置・改善） 

「経営発達支援事業評価委員会」にて提示された評価結果に基づいて改善案を示し、

改めて委員会の指示を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（図-2） 
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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 30 年 9 月現在） 

（１）実施体制 

 常陸太田市商工会の事務局は職員数 11 名（事務局長 1 名、経営指導員 3 名、補助

員 2 名、記帳専任職員 1 名、再任用１名、臨時職員 3 名）となっている。当地域は茨

城県内で指導エリアが一番広いことから、事業ごとに担当は決めるものの、全職員で

本事業に取り組むこととする。 

 また事業の進捗状況の管理については、事務局長、課長が毎月管理を行い確実に実

行していく。 

 

（２）連絡先 

名 称：常陸太田市商工会 経営支援課 

住 所：〒313-0061 茨城県常陸太田市中城町 3210 

電 話：0294-72-5533 FAX 0294-72-5546 

U R L：http://ootasyoko.or.jp/ 

E-Mail：info@ootasyoko.or.jp 

 

 

 

 

 

http://ootasyoko.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） 

 
H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 

 

Ⅰ経営発達支援

事業 

 

     

1 地域の経済動向

調査事業 

100 100 100 150 150 

2 経営状況分析支

援事業 

100 100 100 150 150 

3 事業計画策定支

援事業 

400 400 400 500 500 

4 事業計画策定後

の実施支援事業 

200 200 200 200 200 

5 需要動向調査事

業 

300 300 300 400 400 

6 新たな需要の開

拓事業 

300 300 300 400 400 

Ⅱ地域経済の活

性化に資する取

組 

     

1 地域活性化事業

費 

400 400 400 500 500 

Ⅲ支援力向上の

ための取組 

     

1 支援力向上対策

費 

100 100 100 100 100 

2 資質向上対策費 100 100 100 100 100 

      

（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 

① 補助金収入 

(ア) 国補助金（イ）県補助金 (ウ) 市補助金 

② 会費・手数料収入 

(ア) 会費 (イ) 特別賦課金 (ウ) 手数料 (エ) 共済受託料 

(オ) 使用料 (カ) 分担金 (キ) 引当金繰入収入 (ク) 雑収入 

 

 

（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 

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 

 ・地域経済動向調査においては、専門家のアドバイスを受けて調査票を作成し調査

を行う。さらに指導員と専門家（中小企業診断士等）で連携を図り分析し、調査

結果を公表し共有する。 

２．経営状況の分析に関すること 

 ・経営状況の分析においては、巡回・窓口相談の他にセミナー開催により分析対象

者となる小規模事業者の掘り起こしを行うとともに、茨城県商工会連合会のエ

キスパートバンクやミラサポの専門家派遣による外部の専門家等と連携しなが

ら問題解決にむけた分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 ・事業計画策定に関して専門家（中小企業診断士など）と連携し、セミナーの開催

や具体的な事業計画を作成する。 

・事業計画策定において顕在化した課題に対し、専門家（中小企業診断士）や税理

士会と連携し、助言指導を行う。 

・創業に関するセミナーでは茨城県商工会連合会、茨城県よろず支援拠点などと連

携し総合的な支援を行う。 

・第二創業（経営革新）については、計画策定において必要に応じ専門家（中小企

業診断士等）と連携を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ・事業計画策定後に生じた課題に対し、茨城県商工会連合会、茨城県よろず支援拠

点、市、各金融機関、金融公庫、専門家等と連携し指導・助言を行う。 

・創業、第二創業者の事業計画のフォローアップについて必要に応じて中小企業診

断士等の専門家と連携を図る。 

５.需要動向調査に関すること 

・アンケートの作成にあたっては、外部の専門家（診断士等）の意見を聞き、効果

的な内容と調査方法を検討する。 

・市の主催するイベントでは市観光物産協会等と連携し調査を実施する。 

・業種別の需要動向など小規模事業者の特徴に応じた情報収集は茨城県や地元金

融機関と連携を図る。 

・収集した情報の分析に関しては、中小企業診断士等の専門家と連携を図る。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・販路開拓に関しては、全国商工会連合会、茨城県商工会連合会、茨城県中小企業

振興公社、地元金融機関などと連携し、県内外の展示会や商談会への出展を促

し、販路開拓を支援するとともに出展後のフォローアップを行う。 

 ・新商品開発については常陸太田市、市観光物産協会、JA 常陸などと連携し、地

域資源の掘り起しから商品開発まで支援を行う。 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組み 

・常陸太田市、観光物産協会、地元商店会、地元企業と連携を図り各種地域振興事業

（イベント・お祭り等）を実施することにより、地域経済の活性化を推進する。 

 

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み 

１．他の金融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 

 ・市内金融機関、税理士会と情報の交換により、ノウハウを共有し、支援の現状や

問題点について意見交換を行うことで支援力向上を図る。 

２．経営指導員の資質向上等に関すること 

・指導員の研修事業を実施している各種団体や専門家と連携し、計画的な指導員の

能力向上を図る。 

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 

・事業評価においては外部有識者と連携を図り事業の成果・問題点について検討を

行う。 

 

 

 

 

 

連携者及びその役割 

 

連携者 住所 電話番号 役割 

茨城県 

知事 大井川和彦 

水 戸 市 笠 原 町

978-6 

029-301-1111 連携を図って効果的な

経済動向・需要動向調

査を行う。 

常陸太田市 

市長 大久保太一 

常陸太田市金井

町 3690 

0294-72-3111 各種調査の支援と地域

振興事業の開催、創業・

第二創業の支援、事業

評価における検証 

(一社)常陸太田市観

光物産協会 

会長 大久保太一 

常陸太田市山下

町 949-4 

0294-72-8194 地域資源を活用した商

品開発のため、情報の

共有を図り効果的に進

める。連携を図って地

域振興事業を効果的に

進める。 

常陸太田産業振興㈱ 
（道の駅ひたちおおた）

代表取締役 大久保

太一 

常陸太田市下河

合町 1016-1 

0294-85-6888 地域資源を活用した商

品開発のため、情報の

共有を図り効果的に進

める。 

茨城県商工会連合会 

会長 外山崇行 

水戸市桜川 2-2-

35 

029-224-2635 ・各種調査のための情

報提供 

・エキスパートバンク

事業を活用 
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全国商工会連合会 

会長 石澤義文 

千代田区有楽町

一丁目 7-1 

03-6268-0088 経営支援に関する情報

の提供 

ミラサポ 

中小企業庁 

長官 安藤久佳 

千代田区霞ヶ関

1-3-1 

03-3501-1511 診断士等の専門家の派

遣 

常陽銀行太田支店 

支店長 大石誠一 

常陸太田市金井

町 3658-1 

0294-72-2121 

・金融機関で持ってい

る小規模事業者が経済

動向を把握するために

必要な情報を提供 

・小規模事業者支援の

ためのノウハウの共有 

・ビジネスマッチング

や商談会の情報提供 

筑波銀行太田支店 

支店長 樫村義広 

常陸太田市東一

町 2301-2 

0294-72-2231 

東日本銀行太田支店  

支店長 菊池 泉 
常陸太田市塙町

2930-1 

0294-72-2215 

水戸信用金庫太田支店  

支店長 卜部弘志 
常陸太田市内堀

町 2961-1 

0294-72-5111 

茨城県信用組合 

常陸太田支店 

支店長 国方篤史 

常陸太田市山下

町 1712-2 

0294-80-7711 

日本政策金融公庫 

日立支店 

支店長 白根美保 

日立市幸町 2-1-

48 秋山ビル 1F 

0294-24-2451 

(公財)茨城県中小企

業振興公社 

理事長 山口やちゑ 

水戸市桜川 2-2-

35 

029-224-5317 問題解決のためにより

専門的なアドバイスを

必要とする場合、専門

家派遣事業を活用 

日立地区産業支援セ

ンター（HITS） 

センター長 大原隆史 

日立市西成沢町

2-20-1 

0294-25-6121 創業や専門的なアドバ

イスを必要とする場合

に実務アドバイザー支

援事業を活用 

関東信越税理士会 

太田支部  

支部長 綿引淳子 

那珂市菅谷 661-8 029-270-1221 財務分析等でより専門

的なアドバイスを必要

とする場合に活用す

る。 

常陸太田市商店会連

合会  

会長 渡辺 彰 

常陸太田市東一

町 2283 

0294-72-0569 地域経済活性化のため

の情報の共有と連携 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常陸太田市商工会 

小規模事業者 

茨城県 

市内金融機関 
・常陽銀行 
・筑波銀行 
・東日本銀行 
・水戸信用金庫 
・茨城県信用組合 

茨城県中小企業振興公社 

関東信越税理士会太田支部 

全国商工会連合会 

(一社 )常陸太田市観光

物産協会 

常陸太田市商店会連合会 
・鯨ヶ丘商店会 
・まいづる商店会 
・南口商店会 

日本政策金融公庫 

茨城県商工会連合会 常陸太田市 

常陸太田市産業振興㈱ 

日立地区産業支援センター 

経営発達支援 

情報共有 

情報提供 

各種支援 

専門家派遣 

相互連携 

情報提供・共有 支援依頼 

支援依頼 

各種支援 

相互連携 
情報提供・共有 
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