
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

笠間市商工会 

（法人番号 ）3050005002521 

実施期間 
平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

 笠間市商工会は、経営支援力と信頼度を高めて５年間における本事業

期間内にて、小規模事業者に寄り添いながら経営発達支援事業の効率的

な実施を図り、小規模事業者の持続的発展を目指す。 

(1)地域ブランドの確立と地場産業の育成 

(2)個店の魅力度向上と賑わいのある商店街の形成 

(3)関係機関と連携した既存工業の経営強化 

(4)小規模事業者の経営課題の根本的な解決が可能な支援体制の構築 

事業内容 

１．地域経済の動向調査に関すること【指針③】    

(1)決算確定申告等のデータ分析による情報提供（新規） 

 (2)各種統計資料による経済動向の情報収集と分析提供（拡充実施） 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 各種支援機関等と連携するとともにツール等を活用することにより効

果的な実態把握と分析してコーディネート支援をすすめていく。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 (1)事業計画策定等に関するセミナーの開催 

 (2)巡回・窓口指導時に、小規模事業者からの相談 

 (3)伴走型の事業計画策定支援推進 

 (4)各種施策等を活用したフォローアップ 

 (5)事業計画策定後のフォロー巡回 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 他の支援機関などとも連携して、総合的かつ伴走型の指導・助言を行い

計画の実効性を高めていく。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 顧客アンケートによる需要動向調査、需要動向調査（新規）、地域の小

規模工業の保有技術に対する需要動向調査を行う 

６．新たな需要の開拓【指針④】 

 イベントと連携した小規模事業者の販路支援やプラチナパスポート事

業、外部機関と連携した小規模事業者の販路支援、ＩＴを活用した販路開

拓支援などを行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

笠間市商工観光課、JA 常陸、笠間市社会福祉協議会などと連携し、需

要の開拓を含めた地域経済活性化を図る。 

連絡先 

 笠間市商工会 

 茨城県笠間市笠間 1464-3 

 電話番号 0296-72-0844 

 FAX 番号 0296-72-5495 

 メールアドレス kasama-s@isis.ocn.ne.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 

Ⅰ 笠間市の現状 

１．笠間市の現状 

笠間市は、都心から約 100km、総面積は 240.27k ㎡で、茨城県の中央部に位置して

いる。交通の便が良くＪＲ常磐線：岩間駅、友部駅、ＪＲ水戸線：笠間駅、稲田駅、

福原駅、宍戸駅があり、常磐高速道路：岩間ＩＣ、友部スマートＩＣ、北関東道路：

友部ＩＣ、笠間西ＩＣがある。 

笠間稲荷神社、笠間陶炎祭、笠間つつじまつり、菊まつり等で年間 300 万人強（平

成 25 年度）と県内 2 位の入込客数がある。主な要因として、首都圏より交通の便が

良いこと（ＪＲ6駅、高速道路 4ＩＣ）、笠間稲荷神社参拝客や陶芸イベント来場者等

が挙げられる。 

産業構造については第 1次産業/5.38％、第 2次産業/26.36％、第 3次産業/62.79％

（H22.10.1 現在）となっており、第 3次産業が 6割強を占めている。 

 

２．地域産業の現状と課題 

(1)地場産業の現状と課題 

笠間市では、笠間焼や稲田みかげ石をはじめとする独自の産業が育まれ継承されて

いる。また、「栗」や「小菊」など多彩な農産物の産地ともなっており、重要な産業

として地域に深く根付き、笠間市の知名度や魅力向上においても、大きな影響を与え

ている。しかし、近年では、景気の低迷、消費者ニーズの多様化、安価な製品の普及

を受け、笠間焼や石材業など市内地場産業における近年の生産額は大幅に減少してお

り、総じて経営面では厳しい環境にある。 

今後は、これらの伝統産業や特産物が、地域の魅力やイメージ、認知度を高めてい

く資源であることを踏まえ、観光や農林業の振興と連携した地域の活性化につなげて

いくため、販売戦略の強化とブランド力の向上を柱とする継続的な支援を実施してい

く必要がある。 

 

(2)商業の現状と課題 

笠間市の商業を取り巻く環境は、幹線道路沿道への郊外型大型店舗や周辺都市への

購買の流出が進んでおり、身近な商店や商店街の衰退・空洞化がさらに進み、小規模

事業者の経営は厳しい状況が続いている。 

今後は、高齢化の進展などを踏まえ、地域の特性を活かした活気がある商業振興を

図るため、より地域に密着した新しいサービスの創出や、地域の特性を生かしたさま

ざまな商業・商店街の魅力づくり、他産業との連携強化や食を活用した活性化などを

支援していく必要がある。 

 

(3)工業の現状と課題 

笠間市では、岩間工業団地や笠間地区の工業団地などを中心に企業立地を進め、工

業の振興を図ってきた。平成 23 年 3 月には、北関東自動車道が全線開通したことによ
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り、東北自動車道や関越自動車道などの沿線地域とのアクセスが向上し、交通利便性

を生かした新たな拠点開発や企業立地への期待が高まっているものの、企業立地状況

はリーマンショック後の世界同時不況や東日本大震災以降の大幅な落ち込みとなり、

未だ回復には至っていない状況である。 

今後は、広域交流の拠点ともなり得る魅力ある産業拠点の形成を目指し、茨城中央

工業団地（笠間地区）や既存の工業団地への企業誘致を進めていくほか、既存企業へ

の支援体制の強化により健全な企業経営を促進し、地域の活力を支える雇用の場とし

ての工業の活性化を図っていく必要がある。 

 

Ⅱ 笠間市の産業振興に関する指針 

笠間市では、こうした地域産業の状況に対応していくため、笠間市総合計画（後期

基本計画，平成 24 年度～平成 28 年度）において、産業面では｢多彩な交流で飛躍する

活力ある産業のまちづくり｣の実現を目指し、次の目標を掲げている。 

地場産業 

●本市の誇る伝統産業や特産物を継承し、成長を促進するため、他産業への活用や積極的

な PR の推進など、販売戦略の強化とブランド力の向上を図る。 

①経営の安定化推進 

②地場産業製品の利用促進 

③各種ＰＲの拡充 

④地場産品のブランド力の向上 

商  業 

●既存の小売店と大型店舗のそれぞれの特徴と特性を生かした集客対策を行い、他産業と

の連携によるさまざまなサービスを提供する商店街の形成と商業の振興を図る。 

 ①既存商店街の活性化 

 ②市街地活性化と空洞化対策 

 ③他産業及び関連団体等との連携 

 ④経営の安定化 

 ⑤ご当地グルメ・笠間のいなり寿司の推進 

工  業 

●充実した広域交通網による利便性を生かし、茨城中央工業団地（笠間地区）や既存工業

団地への優良企業誘致を進め、地元雇用の拡大や従業員の定住化に向けて、地域の活性

化を目指した工業の振興を図る。 

 ①新たな産業拠点の形成 

 ②企業誘致の推進 

 ③地域に根ざした工業の振興 

 

Ⅲ 笠間市商工会の課題と中長期的な振興の方向性 

笠間市商工会では、これまで上記指針にもとづき、経営指導のほか、笠間の陶炎祭

に代表される定期的な商業イベントの開催支援、地場産品を利用した菓子等の開発・

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、金融、税務、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ケースが多い傾向にあっ
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た。そのため、笠間市の現状と課題を踏まえた場合、当会としては、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喫緊の課題となっている。 

そこで、当会では、笠間市総合計画（後期基本計画，平成 24 年度～平成 28 年度）

から、地域の強み・課題・街づくりの方向性等を踏まえ、茨城県、笠間市、地域金融

機関、笠間観光協会、その他支援機関と連携し、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、経営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、顧客ニーズを

とらえた考え方と高付加価値化による方向性策定を基軸にした経営力の強化であり、

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、「販売強化

とブランド力の向上による地場産業の振興」および「他産業との連携によるさまざま

なサービスを提供する集積の形成、それぞれの特徴と特性を生かした個店の魅力度向

上による商業の振興」「地域の活性化を目指した工業の振興」を目指し、笠間市の小規

模事業者の振興及び地域産業振興の中核的機能を担っていく。 

 

Ⅳ 経営発達支援事業の目標 

上記の方針をふまえ、笠間市商工会としては、経営支援力と信頼度を高めて５年間

における本事業期間内にて、小規模事業者に寄り添いながら経営発達支援事業の効率

的な実施を図り、小規模事業者の持続的発展を目指す。 

 

【具体的な目標】 

(1)地域ブランドの確立と地場産業の育成 

笠間市が誇る伝統産業や特産物の他産業への活用や、国内外を視野に入れた販路開

拓事業を強化するとともに、地域資源を活用した新商品・新メニュー開発およびこれ

を活かした経営革新や創業、地域資源活用事業、経営戦略発表会などの交流会による

ビジネス・マッチングを支援することにより、地域ブランドの確立と地場産業の育成

を図る。 

 

(2)個店の魅力度向上と賑わいのある商店街の形成 

より地域に密着したきめ細かなサービスや観光客向けサービスの創出、事業者の特

性や地域性を踏まえた品揃えや店舗魅力度の強化を図る。また、地域独自のプラチナ

パスポート（後述）などの新たな集客対策を行うほか、ご当地グルメとの相乗効果を

促す取り組みなど、他産業との連携によるさまざまなサービスを提供する賑わいのあ

る商店街の形成を図る。 

 

(3)関係機関と連携した既存工業の経営強化 

関係機関等との連携強化を図ることで支援体制を強化し、技術面および情報提供面

の支援を行うことで健全な企業経営を促進し、地域の活力を支える雇用の場としての

工業の活性化を図っていく。 

 

(4)小規模事業者の経営課題の根本的な解決が可能な支援体制の構築 

経営の発達に直結する支援能力を高め、組織として「調査・分析から構想・計画の

立案～計画遂行・目標の実現という一連のプロセスを指導・助言ができる体制」を構
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築する。また、商工会指導員を中心にさまざまな領域の専門家と協働して、「小規模事

業者の経営上の専門的かつ高度な問題解決を主導し、経営戦略や地域経済の活性化の

ための調査・分析から提言までを行う基盤を作り上げる。 
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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 28 年 4 月 1 日～平成 33 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．地域経済の動向調査に関すること【指針③】    

 

【地域経済動向調査の現状と課題】 

   現在においては巡回や窓口での相談対応や中小業基盤整備機構の中小企業景況調

査や全国商工会連合会の実態調査などにより情報収集を行っているが活用に個人差

があり情報共有ができていない。また、収集データの各種項目や絶対量が少なく生 

きたデータとして活用するに至っていない。地域内の事業者を取り巻く環境を明確 

化するために、地区内の経済動向を調査・分析し、これにより、消費行動変化や関 

連産業動向予測を可能にすることが課題である。 

 

【今後の方向性・目標】 

(1)決算確定申告等のデータ分析による情報提供（新規） 

これまでは、決算申告を 1132 件行ってきた。しかしそのデータを分析利用して、

各事業所の経営分析指導まで至ってなかった。 

今後は、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、観光業、小売業、サービス業）と定義し、企業規模など

にも留意しながら、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

等の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、業種ごとの経済動向情報として整理し、創業や経営革新、新規事業展開など

に関する相談等に活用していく。 

 

 (2)各種統計資料による経済動向の情報収集と分析提供（拡充実施） 

各種統計資料の調査・分析については、政府系統計調査・白書等を参考に経済動向

などを職員それぞれが相談支援をしているという状況であり、経営支援につながって

おらず、経営支援体制の構築が課題となっている。今後は、各種統計資料（国勢調査、

経済センサス（商業統計含む）、家計調査、工業統計、茨城県生活行動圏調査報告書等）

や行政・金融機関の各種レポートを定期的に分析し、人口動向、買物動向、及び商業・

工業の動向を定期的・体系的に把握し、小規模事業者等の意思決定の参考資料として

情報提供をしていく。 

 

【活用方法】 

調査結果は、エクセル・ＰＤＦデータにより利用できるものとし、窓口・巡回の相

談時等にタブレット等でも閲覧・参考にできるように職員間で共有する。また、調査
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内容によっては、専門家を利用し地区内の経済動向を調査・分析する事を行う。また、

調査・分析結果から、経営上の課題を先取りし、小規模事業者等における経営課題の

抽出や、小規模事業者等が自社の経営力強化に向けた「事業計画」を策定するための

基礎資料として活用を図る。 

 

【目 標】 

 
調査項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

確定申告データ分

析件数 
実績なし 10 件 15 件 20 件 30 件 40 件 

統計調査分析 実績なし 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【経営状況分析の現状と課題】 

笠間市商工会は、平成 26 年度の経営改善普及事業として、講習会による指導（集団

28 回、出席者数 649 名、個別 165 回、出席者数延べ 2,513 名）、巡回や窓口指導業務

（巡回 326 件、窓口 1,283 件）、創業指導業務（巡回 0 件、窓口 2 件）、金融斡旋業務

（364 件）、記帳継続指導（942 回）、経営革新計画策定支援（4件）等を行ってきた。

 

しかしながら経営指導員の指導状況は経営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、経営分析や事業化を実現できる経営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。 

 

【今後の方向性】 

 小規模事業者や中小企業者の持続的発展に向けたきめ細かい伴走形の支援を行うた

めに、分析スキル向上と資料収集・活用、計画的な経営に向けた提案型の経営支援を行

い点から線の支援を行う。 

 

（具体的な内容） 

【情報の収集・分析の手段・分析項目】 

これまでの巡回訪問・窓口相談・各種セミナーにおける金融・税務・記帳・労務・補助

金などの個別の課題の支援対応に加えて、財務、ポジショニング、SWOT 分析、問題や課

題の抽出などの分析を行う。専門知識を有する経営指導員や各種支援機関等と連携する

とともに企業診断◯☓シート、経営支援アプリ、企業カルテなどを活用することにより

効果的な実態把握を行う。 

 

【活用方法】 

 収集した分析データに加えて、小企業の経営指標（日本政策金融公庫）や BAST（TKC

経営指標）などの同業種の基準となる財務データとの比較を行い相対的な企業分析も行

う。 
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 商品とサービスについても、総務省家計調査、茨城県観光動態調査、経済センサス、

中小企業白書、などを用いて近年の需要状況やトレンドについて分析する。小規模事業

者のヒアリングについては十分に行い、同業他社や取引先にも適宜インタビューし、地

域シンクタンクや専門家の意見を参考にして相談内容に応じた情報提供をする。 

 分析結果をふまえて中長期・短期の課題を確認して、企業の戦略構築スキルレベルに

あわせた支援内容を企業に対して提案し、他機関との連携も念頭においてコーディネー

ト支援をすすめていく。 

例） 

名 前 戦略構築スキルレベル 支援対策 

A 自力で申請書作成ができる さらに高度な施策へ誘導 

B アドバイスすれば自分で作れる ワンポイントアドバイス 

C 自力作成はできないがアイデアはある 
専門家や経営指導員などのチー

ム支援体制で経営計画作成支援

D 作成も不可能、アイデアもない 
長期的に相談してカウンセリン

グ型でサポーﾄ 

 

【既存事業との違い】 

 既存事業 経営発達支援事業 

目 標 

商品、サービスについては

担当者と事業者との概要把

握のみ 

財務分析等に加えて商品、サービ

スの需要動向について直近と今

後の 5年を予測する。 

項目、品質、コスト、

納期、サービスレベル、

販売チャネル 

事業者からの聞き取りによ

る判断中心 
各種の調査や指標を活用 

情報の整理 担当者レベルでの情報確認
情報を活用しての強みと弱みを

把握する。 

情報の分析 簡易な財務分析など 

同業者やベンチマーク企業との

比較を行うとともに自社ポジシ

ョニングを行う 

情報の提供 特になし 

当該小規模事業者へ需要見込や

環境変化を踏まえて、取り組むべ

き課題の情報を提供する。 

 

情報取得手段 
窓口相談 

計画的巡回訪問（地区割り）

左記に加えて職員・支援機関連

携、企業診断◯☓シート、経営支

援アプリ、企業カルテなどを活用

して経営指導員１人当たり 150

件程度巡回（×4人＝６００件）

により情報を確実に取得する。

活用方法 
分析結果少ないためほぼ未

活用 

巡回やセミナーにおいて各種指

標と分析結果などを活用して課
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題解決と戦略策定にむすびつけ

る。組織内でも朝礼夕礼や定期的

な経営支援会議等を重ねて情報

交換を図る。 

 

【目標】 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

相談件数（窓口） 

 （巡回）    

1,283

326

1,300

600

1,300

600

1,300

600

1,300 

600 

1,300

600

セミナーの開催（個別） 

（集団） 

165

28

170

25

200

25

200

25

200 

25 

200

25

経営分析件数 20 30 30 40 40 40

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  事業者が経営課題を解決するため、経営分析、市場調査等の結果を踏まえ、事業計

画策定支援を茨城県・茨城県商工会連合会等とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、

小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

 （事業内容） 

 (1)事業計画策定等に関するセミナーの開催により、事業計画策定を目指す小規模事

業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

 (2)巡回・窓口指導時に、小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

 (3)事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談・持続化補助金・ものづくり

補助金・経営革新の申請時に伴走型の事業計画策定支援を行う。また、小規模事

業者経営発達支援融資制度の活用希望者に対する事業計画の策定支援を行う。

【指針②】 

 (4)事業計画策定後に、国・茨城県・笠間市・茨城県商工会連合会の行う支援策を周

知し、フォローアップを実施する。【指針②】 

 (5)事業計画策定後に、必要に応じて巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、

必要な指導・助言を行う。【指針②】 

 

 

 （目標） 

   平成 31 年度に 100％アップの事業計画策定事業者数 36 件を目標とする。なお、

フォローアップは事業計画策定事業者全てに対して、4 ヶ月に 1 回程度、巡回・

窓口により必要な指導・助言を行うほか、高度な課題に対しては専門家派遣を実

施し、小規模事業者の確実な目標達成をサポートする。 
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支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

セミナー・説明会開催回数 1 2 2 2 2 2

事業計画策定事業者数 

（持続化・もの補助・経営

革新支援件数） 

18 20 24 28 32 36

※指導員数 1人当たり件数 3.6 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

 

 

創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

  地域における創業者及び経営革新計画に係る承認事業者を増加させるため、茨城

県・茨城県商工会連合会等と連携して、伴走型の支援を行う。 

 

 （事業内容） 

  (1)巡回・窓口指導により創業予定者の知識向上を図り経営計画の策定支援を行う

ことにより、創業支援を行う。特に、笠間市の観光・農産物資源を活用した創

業や、笠間焼など伝統工芸・文化芸術分野での創業に関しては、常設の創業希

望者向け相談室を新たに開設するほか、地域内における事業支援環境について

の積極的な情報提供や橋渡しも行う（例えば、陶芸家としての創業ならば貸し

窯事業者の紹介、見学への同行。小売業ならば笠閒稲荷門前通り商店街におけ

る空き店舗、空きスペース活用に関する仲介・助言など）。【指針②】 

  (2)創業後は、巡回・窓口指導による個別フォローアップを行う。また、笠閒の観

光や文化・芸術的側面の強いイベント出店に関する勉強会の開催や積極的な情

報提供を行う。【指針②】 

  (3)第二創業（経営革新）に関するセミナーを開催し、第二創業（経営革新）計画

の策定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。また、ミラサポやエキ

スパートバンク事業等の専門家派遣を活用し、経営革新計画承認による経営力向

上を支援する。【指針②】 

 

 

 （目標） 

   平成 31 年度に経営革新承認者数 8 件を目標とする。また、創業については、現

状、商工会が強く関与した相談者が創業にまでたどりつくケースは年間１件程度

であるがこれを平成 31 年には 3倍の 3件にまで増加させることを目標とする。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営革新セミナー開催回数 0 1 1 1 1 1

経営革新承認件数 3 4 5 6 7 8

※指導員数 1人当たり件数 0.6 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0

創業相談者数 － 6 9 12 12 12

創業実現者数 1 2 2 2 2 3
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【経営計画策定支援の現状と課題】 

現状では、計画策定以前の段階で経営計画策定支援まで進まないケースが多い。また

策定した事業者も新たな課題の確認などに至らずフォローアップが十分とは言い難い。

 

【今後の方向性】 

会員・非会員を問わず事業計画策定者や創業者への確実なフォローアップを行う。 

 

【具体的内容】 

 策定支援した事業計画について、景況調査や需要調査も踏まえて、進捗の確認や軌道

修正を図るためのフォローアップを行う。売上、利益、顧客層などを定期的に把握して、

事業者のモチベーション向上も図りながら新たな課題などを抽出していく。解決には金

融機関や中小企業振興公社など他の支援機関などとも連携して、総合的かつ伴走型の指

導・助言を行い計画の実効性を高めていく。 

  

 地域ごとに経営指導員を割り振りして、４ヶ月に 1回程度巡回訪問して進捗確認努め

る。経営革新のフォローアップは茨城県商工労働部中小企業課と連携してフォローアッ

プシートを当会職員が訪問して記入回収を行うことにより多面的かつ確実なフォロー

に結びつける。 

また、マスコミ向けのプレス発表支援も行い、積極的な情報発信について支援をすす

める。 

 

【目標】 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

セミナー・説明会開催回数 1 2 2 2 2 2

事業計画策定事業者数 

（持続化・もの補助・経営革

新支援件数） 

18 20 24 28 32 36

※指導員数 1人当たり件数 3.6 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

フォローアップ件数 18 20 24 28 32 36

 

 

【既存事業との違い】 

 

項 目 既存事業 経営発達支援計画 

訪問時期 不定期 ４ヶ月に一度 

担当 不明確 地域割などで明確にする 

フォローアップ方法 聞き取り 聞き取り、分析、情報発信 

他機関連携 なし 課題抽出して連携支援 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

小規模事業者の販売する商品や、製品、提供する役務の需要動向については、これ

までは特別な目的をもって調査・分析を行ってこなかった。小規模事業者の具体的な

商品・製品・サービス戦略に活用可能な情報は整理されておらず、こうした情報の戦

略的活用、ひいては小規模事業者の顧客数及び売上額の増加に貢献できないことが大

きな課題となっている。 

今後は、専門家等と連携し、小規模事業者の販売する商品やサービスに対する需要

動向調査を計画的・体系的に実施し、販路開拓を見据えた基礎的資料としての活用を

図る。 

 

 

（事業内容） 

 (1) 顧客アンケートによる需要動向調査（新規） 

地域における小規模事業者の販路開拓需要に寄与するため、地域イベントや金融機

関主催のビジネスマッチング会や商談会、各種展示会などにおいて顧客アンケート調

査を実施する。調査項目は、「年代」「性別」「居住地」「交通手段」「来訪目的・回数」

のほか、「現在の商品やサービスに対する意見」や「今後開発を期待する商品やサー

ビス」「魅力的な店舗づくり」とし、消費者から率直な意見をいただくことで小規模

事業者の商品の改善や活発な新商品開発（特産品開発）、連携企業の発掘に役立てる。

 

(2)各種統計調査等を活用した需要動向調査（新規） 

事業計画を策定した事業者や販路開拓に向けてビジネスマッチング会、展示会・商

談会に出店した事業者に対して、会員非会員を問わずその事業者が販売する商品・サ

ービスの需要動向に関する情報を、各種統計調査（総務省統計局「家計消費状況調査」

「家計調査」、日本フードサービス協会「データから見る外食産業」など）や、新聞、

インターネット等から収集し提供する。こうした当地域外の需要動向に関する分析結

果を提供することで、計画の見直しや新たな需要開拓の方向性の決定等への活用を図

る。 

 

(3)地域の小規模工業の保有技術に対する需要動向調査（新規） 

地域の小規模工業が保有する技術について、関係機関（振興公社・工業技術センタ

ー等）と連携し技術情報を整理する。その後、関係機関に対し、該当技術の高度化の

方向性に関する調査を行う。また、必要とする技術に関する情報収集も行い関係事業

者などに情報提供する。 
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【目 標】 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

需要動向 

調査回数 
未実施 3 回 3 回 5 回 5 回 5 回 

調査人数 なし 60 人 60 人 100 人 100 人 100 人 
統計調査等を

活用した需要

動向調査 

未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

技術動向調査 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  これまでに新たな需要の開拓については、各種イベント参加の案内程度に留まって

おり、効果的な対策がとられていなかった。地域における商工業の維持発達を図るた

め、小規模事業者を中心に、情報の発信や顧客との接点などを創出して、販路開拓に

 結びつける。 

 

 （事業内容） 

 (1)イベントと連携した小規模事業者の販路支援（拡充） 

首都圏で開催されるイベントに、笠間焼や特産品、ご当地グルメなど地場産業等の

普及推進を図るため笠間市、笠間観光協会、支援機関等と連携して小規模事業者に対

し商品選定や POP，ディスプレイなどの出展支援を行い、販路開拓と認知度の向上を

図る。 

また、地域内においても笠間市、ＪＡ常陸、笠間市社会福祉協議会等と実行委員会

を組織して「ふるさとまつり in かさま」を開催、約４万人の人出があるため、新たに

（仮）地元特産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)プラチナパスポート事業（新規） 

笠間市内の事業者による独自のプラチナパスポート事業を行い、事業者と顧客の接

点を創出して販路開拓の支援を図る。（平成２８年１月にスタート済） 

 ※プラチナパスポート事業：一般顧客が９００円でパスポートを購入。パスポート

提示により参加事業所が通常価格７５０円以上の商品を５４０円（税込）で提供する。

１店舗につき３回まで使用が可能。 

 

 (3)外部機関と連携した小規模事業者の販路支援（新規） 

経営戦略発表会、金融機関と連携したビジネスマッチング会、商談会、展示会など

の機会を設けて、地域以外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、今後の商品開発等を見越したフィードバックを行うことで、

販路開拓の継続的な支援を実施する。 
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(4)ＩＴを活用した販路開拓支援（新規） 

笠間市商工会の Facebook ページ、twitter 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「ＳＨＩＦＴ」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。 

 

 

【目 標】 

 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

展示会やイベン

トなどへの出店

支援者数 

8事業所 10事業所 12事業所 14事業所 17事業所 20事業所

 商談件数 2事業所 5事業所 5事業所 10事業所 10事業所 10事業所

プラチナパスポ

ート事業参加店

数 

51事業所 80事業所 80事業所 90事業所 90事業所 90事業所

外部機関と連携

したマッチング

会、展示会等の参

加支援者数 

8事業所 10事業所 12事業所 14事業所 17事業所 20事業所

 商談件数 1事業所 2事業所 3事業所 4事業所 5事業所 5事業所

ＩＴを活用した

販路開拓支援者

数 

未実施 5事業所 6事業所 7事業所 8事業所 9事業所

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

【地域経済活性化の現状と課題】 

 地域内での各種機関や団体がそれぞれの活性化策を展開しており、核となるような活

性につながっていない様子が伺える。 

 また、県内有数の観光地でありながら近年はモータリゼーションや消費の多様化など

により、長期滞在（宿泊）型から短時間滞在へ変化していることにより、地域内事業者

のビジネスチャンスの低下傾向にあることが課題である。 

 さらには、笠間焼や稲荷神社をはじめとする観光施設、農作物などの地域資源が豊富

でありながらも十分に活用されておらず地域のブランド化につながっていない。 
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【方向性】 

笠間市との連絡会議を年４回程度行い、今後の地域経済活性化の方向性を検討する。

また、市長との懇談会を開催して行政との連携を強くすすめていく。 

笠間市総合計画（基本計画：平成１９年度～２８年度）の方針で掲げる「住みよいま

ち訪れてよいまち 笠間～みんなで創る文化交流都市～」の産業部門「多彩な交流で

飛躍する活力ある産業のまちづくり」にそった内容で地域経済活性化の方向性を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な事業】 

笠間市商工観光課、JA 常陸、笠間市社会福祉協議会などと連携し、「ふるさとまつ

り in かさま」を開催し、「飲食業」「特産品」「工芸品」などを中心としたＰＲを行い、

需要の開拓を含めた地域経済活性化を図る。 

 

（事業内容） 

（１）笠間市商工観光課と連携して振興会議を３回程度開催し、会議において「商業」

「サービス業」「工業」「建設業」「観光業」それぞれの業者が自社製品を市内外に

情報発信することにより地域ブランド化を推し進め、情報地域経済の活性化の方

向性について検討する。 
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（２）各業種に対応したＰＲ、消費拡大を目的とした「ふるさとまつり in かさま」を

継続実施して賑わいを創出する。 

 

【目標】 

 

（３）笠間市商工観光課と観光協会と連携して笠間焼や稲荷神社をはじめとする観光施

設、農作物などの地域資源を活用した「※同窓会の聖地（仮称）」事業を行う。 

    地域資源である観光施設や農作物、地域飲食店や宿泊施設を活用した事業を開催

し、市内外顧客への観光ツーリズムを確立して地域内商工業者への消費につなげ

ることで地域経済活性化につなげていく。 

  ※具体的には、市内外の同窓会開催希望者などを当地へ招き入れ観光施設や市内事

業者などへのツアープランなどを展開する。 

 

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り組み 

 

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 

 

【他の支援機関との連携の現状と課題】 

 現在は他の支援機関とは強い結びつきはなく接点も少ない状況にある。理由として支

援機関側の地域割や専門分野による棲み分け感が存在し、それぞれ機関間の連携意識が

低いためである。また、事業者もそれぞれが別個の支援機関であると認識しているため

である。 

金融機関においても融資案件以外には、守秘義務などのコンプライアンスもあり事業所

支援の連携が進んでいない。 

 

【具体的な事業】 

 茨城県商工会連合会、中小企業団体中央会、茨城県中小企業振興公社、中小企業診断

士協会、税理士会などによる経営革新連絡協議会や中小企業団体中央会の農商工連携マ

ッチングフェアなどと連携して経営計画の策定や地域資源・農商工連携等の新たな販路

などの情報交換をすすめていくことにより、地域性の高い情報取得とその横展開が可能

となる。 

 また、事業再生、事業承継などの高度な支援についても、金融機関以外によろず支援

拠点、中小企業再生支援協議会、CRC（事業再生協同組合）などと連携して、支援のき

っかけやノウハウ、事例の共有を図ることにより迅速かつ適正な支援スキル向上を図

る。 

 また、中央ブロック商工会連絡協議会（近隣の７商工会）において情報交換会議を行

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

開催回数  １ 2 2 5 8 10

出展者数 33 35 35 50 60 80

来場者数 4 万人 4万人 4万人 4万人 4万人 4 万人
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い、事例の共有や広域支援モデル事業により販路開拓などの支援も行うことよって地域

を超えた支援を可能とする。 

 

２．経営指導員の資質向上等に関すること 

  茨城県商工会連合会が主催するセミナーや中小企業基盤整備機構の主催する経営

指導員向け小規模事業者支援研修に参加し、売上げ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。 

  また、全職員を対象として「支援ノウハウ勉強会」を開催し、組織内で経営指導の

ノウハウを共有する。 

  若手経営指導員については、ベテラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援す

ること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の

支援能力の向上を図る。 

 

 

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 

 

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、以下の方法により評

価・検証を行う。 

 

①当会正副会長、笠間市商工観光課長、中小企業診断士、茨城県商工会連合会、３地区

事業者数名程度により笠間市経営発達支援委員会（仮称）を組織し、事業の実施状

況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 ②当会正副会長会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

 ③事業の成果・評価・見直しの結果については、当商工会理事会へ報告し、承認を受

ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を当商工会ホームページ

（http://www.kasama-shoko.jp）で計画期間中公表する。 

 

◆今回の認定申請のため、「経営発達支援計画検討委員会」を組織して申請内容につい

て、下記の通り協議検討して作成した。 

 

 平成２７年１月８日（木）１８：００～  

 商工会正副会長３名、地区委員６名、経営指導員５名、事務局長１名、商工会連合

会２名で「経営発達支援計画検討委員会」を開催 

 平成２７年１月１４日（水）１８：３０～  

 商工会正副会長３名、地区委員５名、経営指導員５名、事務局長１名、商工会連合

会１名で「経営発達支援計画検討委員会」を開催 

平成２７年２月２６日（木）１８：３０～  

 商工会正副会長３名、地区委員３名、経営指導員５名、事務局長１名で「経営発達

支援計画検討委員会」を開催 
 

 



- 17 - 
 

◆経営発達支援計画の実施状況・評価・見直しのためのＰＤＣＡサイクル図 
 

                   ①計画(Plan)：経営発達支援委員会において計画 

 

 

                   ②実行(Do)：経営指導員(4 名)が実行 

 

 

                   ③評価・見直し(Check)：経営発達支援委員会におい

て評価・見直し 

 

                   ④改善(Action)：経営指導員(4 名)が改善 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 27 年 12 月現在）

（１）組織体制 

  経営発達支援事業を確実に実施するため経営指導員４名［平成２７年度より４名体

制］により実施する。 

   

  ・会員数  ２，０８７名 

  ・正副会長     ３名 

  ・理事      ３０名 

  ・監事       ２名 

  ・部会       ５部会(商業・工業・サービス業・建設業・観光) 

  ・部        ２部(青年部・女性部) 

  ・事務所数   ３事務所 

  ・職員数   １２名（内 経営指導員５名）※他に臨時職員３名 

 

 

（２）連絡先 

 
   笠間市商工会 
   〒309-1611 茨城県笠間市笠間 1464-3 

    TEL.0296-72-0844 FAX.0296-72-5495  http://www.kasama-shoko.jp 

 

 
笠間市商工会(友部事務所) 

   〒309-1705 茨城県笠間市東平 2-3-3 

    TEL.0296-77-0532 FAX.0296-77-0621 

 
笠間市商工会(岩間事務所) 

   〒319-0202 茨城県笠間市下郷 4439-46 

    TEL.0299-45-5711 FAX.0299-45-2986 
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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２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

 

必要な資金の額 

 

 

１０,８００ 

 

１１,８００ １１,８００

 

１１,８００ 

 

１１,８００

 

 

経営分析・需要

動向調査事業

費 

 

創業・第二創業

支援事業費 

 

小規模事業者

販路開拓支援

事業費 

 

地域活性化事

業費 

 

経営指導員資

質向上対策費 

 

イベント事業

費 （自己負担

金） 

 

２００ 

 

 

 

１,０００ 

 

 

４,５００ 

 

 

 

３,０００ 

 

 

５００ 

 

 

２,０００ 

 

２００

１,０００

４,５００

３,０００

５００

２,０００

２００

１,０００

４,５００

３,０００

５００

２,０００

 

２００ 

 

 

 

１,０００ 

 

 

４,５００ 

 

 

 

３,０００ 

 

 

５００ 

 

 

２,０００ 

２００

１,０００

４,５００

３,０００

５００

２,０００

 

（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 

 

会費収入、手数料収入、国補助金、県補助金、市補助金 

 

（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） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

①地域の経済動向調査  

 笠間市商工観光課、企画政策課、政府機関と連携して小規模事業者の経済動向等を調

 査する。 

②個店の経営状況分析 

茨城県、茨城県商工会連合会、地域金融機関、独立行政法人中小企業基盤整備機構の

コーディネーター、中小企業診断士、税理士等と連携し、小規模事業者の抱える経営

上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 

③事業計画の策定支援 

国、茨城県、笠間市、茨城県商工会連合会等とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、

小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

④計画策定後の実施支援 

金融機関や中小企業振興公社など他の支援機関などと連携し、伴走型の指導・助言を

 行い計画の実効性を高めていく。 

  

 経営革新のフォローアップは茨城県商工労働部中小企業課と連携して確実なフォロー

 に結びつける。 

 

⑤需要動向調査 

金融機関主催のビジネスマッチング会や百貨店催事、各種展示会などにおいて出店す

る企業状況、出店品目、価格設定、消費者動向、バイヤーや資材担当者、消費者、マ

スコミなどの意見を聴取してマーケット分野の分析と販路開拓支援につなげていく。 

 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業 

 笠間市、ＪＡ常陸、笠間市社会福祉協議会、笠間観光協会等と連携して販路開拓と認

 知度の向上を図る。 

 

⑦地域のブランド化と賑いの創出 

 笠間市、ＪＡ常陸、笠間市社会福祉協議会等と連携して地域活性化を目的としたイ 

 ベント等を開催する。 
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連携者及びその役割 

① 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 

※中小企業大学校の研修、講師派遣より職員のスキルアップ 

② ミラサポ 
TEL 048-783-2891 

※企業の個別相談に対し講師を派遣し専門的支援 

③  茨城県商工労働部中小企業課 課長 沼尻 憲 
TEL 029-301-3544 

※創業、経営革新、事業再生、BCP、販路等の支援 

    

④ 笠間市 市長 山口伸樹 

茨城県笠間市中央 3-2-1 

TEL 0296-77-1101 

※主として商工観光課よりイベント、展示会、地域活性化事業支援 

⑤ 茨城県商工会連合会 会長 外山崇之 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

TEL 029-224-2635 

※職員スキルアップ研修、ツール活用等による広域的な支援 

⑥ 笠間市内金融機関 

常陽銀行 頭取 寺門一義、   茨城県水戸市南町 2丁目 5番 5号 

TEL 029-231-2151 

筑波銀行 頭取 藤川 雅海   茨城県土浦市中央 2丁目 11 番 7 号 

TEL 029-821-8111 

水戸信用金庫 理事長 塙 由博 茨城県水戸市城南 2丁目２－２１ 

TEL 222-3311 

結城信用金庫 理事長 長沢 寛 茨城県結城市結城５５７ 

TEL 0296-32-211 

茨城県信用組合 会長 幡谷祐一 茨城県水戸市大町 2丁目３－１２ 

TEL 029-231-2131 

※創業、経営安定、事業拡大等の事業計画書策定、事業再生、融資相談等 

 ⑦ 日本政策金融公庫（水戸支店） 総裁 細川興一  

茨城県水戸市南町 3-3-55 

TEL 029-221-7137 

※創業、経営安定、事業拡大等の個別相談、融資支援等 

 ⑧ 茨城県信用保証協会 会長 角田芳夫 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

TEL 029-224-7811 

※創業、経営安定のための融資保証、事業再生等管理部門の支援等 

⑨ 茨城県中小企業団体中央会 会長 幡谷祐一 



- 22 - 
 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

TEL 029-224-8030 

※ものづくり補助金、各種マッチング展示会、販路拡大支援 

⑩ 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 

TEL 029-224-5317 

※創業補助金、特許、国際化等専門相談支援 

⑪ 一般社団法人中小企業診断士協会 会長 川又明宏 

茨城県石岡市国府 1-2-5 

TEL 0299-56-4301 

※各種セミナー開催、スキルアップ研修、企業の個別相談支援 

⑫ 茨城県工業技術センター センター長 武者也寸志 

茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1 

TEL 029-293-7212 

※ものづくり補助金（工業系）、各種検査、製造業支援 

⑬ 笠間観光協会 会長 増渕浩二 

茨城県笠間市笠間 1357 

TEL 0296-72-9222 

※各種イベント、展示会、地域活性化事業支援 

⑭ 笠間焼協同組合 理事長 川野輪和康 

茨城県笠間市笠間 2481-5 

TEL 0296-73-0058 

※各種イベント、展示会、笠間焼販路拡大、地域活性化事業支援 

⑮ 稲田石材商工業協同組合 理事長 亀石巌 

茨城県笠間市稲田２３３１－ １ 

TEL 0296-74-2049 

※各種イベント、展示会、稲田石販路拡大、地域活性化事業支援 

 ⑯茨城県中小企業事業再生協議会 統括責任者 西山良昭 

  茨城県水戸市 1-2-43 NKC ビル 6階 601 号室 

     TEL 029-300-2288 

  ⑰事業再生協同組合 代表理事  真部 敏巳 

  東京都千代田区神田司町 2-2-7 パークサイド１ビル 6F 

  TEL 03-5296-2224   
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠間市 

笠 

間 

市 

商
工
会 

茨城県 
商工会連合会 

笠間観光協会 

・笠間焼協同組

合 
・稲田石材商工

業組合 

日本政策 
金融公庫 

・中小企業基盤整

備機構 
・よろず支援拠点 中小企業診断士協会 

・ＪＡ常陸 
・笠間市社会

福祉協議会 

ミラサポ 

スキルアップ

研修、講師派

遣、情報提供 

スキルアップ

研修、情報提供 
スキルアップ

研修、専門家派

遣、セミナー

茨城県 
中小企業課 

創業・経営革新

セミナー、情報

提供、販路支援 
 

茨城県中小企業

団体中央会 

販路拡大支

援、展示会 

茨城県中小企業

振興公社 
特許、国際

化等支援 

市内金融機関 

茨城県 
信用保証協会 

補助金、地域活性化事

業支援、展示会・イベ

ント等の協力、情報収

集・提供 

資金融資、金融

個別相談 
情報提供 

各種イベント、展示会、観

光 PR、地域活性化事業支
援 

資金融資、

情報提供 

融資保証、

事業再生等

高度な支援

茨城県 
工業技術センター 

各種実験、検

証、調査等 

販路拡大、各

種イベント開

催、情報提供 
 

販路拡大、各種

イベント開催、

情報提供 

スキルアップ研修、ツール活

用創業支援（企業課要請）、

情報提供 


