
経営発達支援計画の概要 

実施者名 坂東市商工会 

実施期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

本市の現況（大型小売店以外の就労人口の減少、店舗数の減少・後継者不足・高齢化

等）を考慮し、坂東市商工会としては以下の 3点を重点的に支援する。 

①既存の小規模事業者の経営基盤の安定・強化を図り後継者の育成や雇用の創出を目指

す。 

②無料職業紹介所を開設し当会が独自に会員企業の求人情報を収集・提供し、地域の雇

用ニーズに合わせたきめ細かい雇用対策をする 

③地域に眠っている人材（シニア層・若者・女性）にスポットを当て創業しやすい環境

づくりを目指す。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査（目標①②③） 

各種統計調査で外部環境を調査し、市内小規模事業者へ経営に対する聞き取り調査

を行うことで内部環境を把握する。外部・内部環境を調査・分析することにより個々

の課題を抽出する。 

２．経営分析・需要動向調査（目標①②③） 

 （経営分析） 

  経営指導員を中心とした全職員での巡回窓口相談、各種セミナーの開催等を通じ

て、小規模事業者の経営分析を行う。また、専門的な課題等については、関係支援

機関等との連携やミラサポを活用し、経営上の悩みに対してより丁寧にサポートす

る。 

（需要動向調査） 

必要な情報を分かりやすくレポート等にまとめ、関係分野の事業者に巡回・窓口相

談・各種セミナーの開催等を通じて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。 

３．事業計画の策定・実施支援（目標①③） 

  事業経営者・後継者・創業希望者等に経営戦略・財務戦略・人材戦略等の集団セミ

ナー、個別相談会を開催し事業計画の策定支援を行う。 

４．創業・第二創業（経営革新）支援（目標①③） 

  眠っている労働者（結婚や出産を機に退職した主婦や定年退職後のシニア層）向け

の「女性の為の創業塾」・「定年退職後の創業塾」や、「後継者育成塾（第二 創業・

経営革新）」等、時代のニーズを見据えた対象者別セミナーを、関係支援機関と連

携して開催する。 

創業・第二創業（経営革新）後も定期的（月 1回程度）に連絡をとり必要に応じて

巡回訪問し伴走型の支援を行う。 

５．小規模事業者販路開拓支援（目標①③） 

地域における小規模事業者の情報発信力を高め新規顧客を獲得するために、メルマ

ガ・SNS・がんばん堂本舗を活用しＩＴ関係の強化を支援する。 

  新製品や新サービス等を開発した時に、当会がプレスリリースを代行しマスメディ

アの活用を推進する。 

小規模事業者が持つ独自の技術や製品を紹介し新たな販路を開拓するため、関係支

援機関等が主催する展示会や物産展の開催情報提供を行う。出店希望事業者には、

出展申し込み等の事務的な補助及び人材的な支援を行う。 

連絡先 

担当者 坂東市商工会 事務局長 木村稔 

住  所 茨城県坂東市岩井３２３０番地１ 

電話番号 ０２９７－３５－３３１７ 

メールアドレス info@bando.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 

【坂東市の概況】 

茨城県坂東市（以下本市）は、平成１７年３月旧岩井市、旧猿島町の合併により誕

生する。商工会も旧岩井市商工会と旧猿島町商工会が平成１８年４月に合併をし、坂

東市商工会となる。（平成 26 年 4 月 1 日時点で小規模事業者数 2,119 名、 会員数

1,518 名、 組織率 59％）  

本市は、東京スカイツリーから約４０ｋｍ圏内に位置し、市内に鉄   

道はないものの、つくばエクスプレス守谷駅から路線バスを利用す  

ると、秋葉原から１時間ほどで市内まで来ることができ、都内から 

のアクセスは比較的良好である。また、首都圏中央連絡自動車道(圏 

央道)が２０１６年開通に向けて急ピッチで工事が進められてお 

り、坂東ＩＣ付近にＰＡの設置も決定した。 

隣接の古河市には日野自動車が稼働を始め、本市土地開発公社を発足し工業団地造

成を行っている。本市中心市街地は平成元年国道３５４号線拡副工事に伴い岩井モー

ル商店街連合会(約９０店舗)を形成している。また茨城県の施設でミュージアムパー

ク茨城県自然博物館を有し年間４０数万人の来場者がある。 

  

 

【人口の推移】 

  国勢調査において、平成７年までは増加傾向にあったが、平成１２年以降は減少傾

向にあり、平成２２年の国勢調査人口は 56,114 人、世帯数は 16,763 世帯となってお

り、平成１２年と比較して人口は 2,559 人(4.6％)減少している。一方、世帯数は 1,056

世帯増加している。 

  また、６５歳以上の高齢者が人口に占める割合を示す高齢化率は、22.1％（平成２

２年国勢調査）であり、全国平均よりも下回ってはいるが、本市における平成１２年

の国勢調査の高齢化率よりも 4.6％増加しており、高齢化が進んでいる状況である。

 

 

【商工業の状況】 

商工業においては、平成１９年の商業統計調査によると、小売業の商店数は 496 店

舗、従業員数は 2,684 人であり、平成１６年のものと比較すると商店数は、41 店舗減

少、一方従業員数は 161 人増加している。このことから、平成１７年の大型小売店舗

の出店が起因となっていることがわかる。本市中心市街地では、モータリゼーション

の進展、大型小売店舗の出店、後継者不足等により、商店街の空店舗化が進んできて

おり、中心市街地活性化及び商業振興としての集客力向上を図ることが急務となって

いる。 

その他、景気低迷と、高齢化、人口減少等により各事業所では売上が減少するなど

経営環境は厳しい状況にあり、小規模事業者を対象とした後継者不足といった課題も

ある。 
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【目標】 

坂東市商工会としては、下記の『坂東市都市計画マスタープラン（案）』の３．まち

づくりの将来像３－１理念の部分に合致するような経営発達支援事業を計画し、小規

模事業者の経営基盤の安定・強化を図り後継者の育成や雇用の創出を目指す。 

 

本市の現況（大型小売店以外の就労人口の減少、店舗数の減少・後継者不足・高齢

化等）を考慮し、坂東市商工会としては、既存の小規模事業者の経営基盤の安定・強

化を図り後継者の育成や雇用の創出を目指す。 

さらに、地域に眠っている人材（シニア層(60 歳以上)・女性(主婦)）にスポットを当

て創業しやすい環境づくりを目指す。 

 

（１）経営基盤の安定強化 小規模事業の経営基盤の安定・強化を図り後継者の育成

や雇用の創出を目指すために、具体的には経営指導員による巡回訪問の回数を増やし、

各事業所の現状把握を行いニーズに合った支援を行う。特に集客力の高い魅力ある事

業を育成するために地域特産品を生かした新商品・サービス開発とこれによる経営革

新を促す。 

（２）雇用の創出 無料職業紹介所を開設し当会が独自に会員企業の求人情報を収

集・提供し、地域の雇用ニーズに合わせたきめ細かい雇用対策を進めるとともに、厳

しい雇用情勢の改善を図っていく。 

地域産業の振興や市内への定住促進なども視野に入れながら、雇用の場の拡大に努め

ていく。 

（３）創業しやすい環境づくり 地域に眠っている人材（シニア層(60 歳以上)・女性

(主婦)）にスポットを当てた起業しやすい環境づくりとしては、具体的に「女性の為

の創業塾」や「定年退職後の創業塾」等の対象者別セミナーを開催し、創業希望者の

知識向上を図り、創業計画の策定支援を行う。 
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一部抜粋 坂東市都市計画マスタープラン（案） 

 ３．まちづくりの将来像 

 ３－１理念 

（１）少子高齢化にともなう人口減少や経済活動の縮小に歯止めをかける 

少子高齢化やそれにともなって生じる各種の地域活力の低下は、わが国に共通する

最も重要な課題のひとつです。 

この解消のためには、まちづくりのみならず幅広く多面的な対策が必要です。都市計

画の対策として、新しい企業の誘致をきっかけとした地域の活性化に取り組むことと

します。 

 

（３）首都圏中央連絡自動車道による人・物・資金・情報の流れを坂東市で受け止める

首都圏中央連絡自動車道をはじめとする高速道路網は、単に幹線道路の整備効果にと
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どまらず、沿線地域に対し従来とは大きく異なる交通体系として機能し、より早く、

より安全に移動できるようになるだけではなく、全国各地からの人や物、資金や情報

などさまざまなものをもたらします。 

これらの流通資源が通過するだけでは地域の活性化にはつながらないため、本市内に

立ち止まらせることで、人と人の交流による地域活性化効果や、物資の保管・加工な

ど、さまざまな産業・経済発展効果を生み出すような施策を展開していきます。 

 

（５）企業立地を人口の定住化や、居住者支援のためのサービス業等の立地につなげる

企業誘致を行うことにより、企業の就業者や家族などの一部が本市に転入することに

なるため、新たな居住者の受け皿となる住宅地の確保や、日常的な市民生活を支える

商業やサービス業など関連産業の立地を促進します。 

これにより、新たな転入者のみならず、従来からの居住者も含めた生活利便性の向上

に結びつけることとします。 

 

【経営発達支援計画の全体像（連動性の確保）】 

経営発達支援事業の全体構造は次のとおりである。年度終了後に開催する「評価検討

委員会」により事業の連動性を確認する。 
  坂東市商工会の役割・目標 

（１）経営基盤の安定・強化 
（２）雇用の創出 
（３）創業しやすい環境づくり 

         

指針③ 地域の経済動向調査 
 ・オリジナルの現況把握ツール（経営分野・財務分野・人

材分野）や統計調査を活用した坂東市の経済動向の把握
 

          

指針① 経営分析 
 ・オリジナルの現況把握ツールによる経営理念や強み・弱

み、成長性、収益性、税務状況等の把握。 

指針③ 需要動向調査 

 ・毎月、実施しているばんどうホコテンの機会を活用し、
アンケート調査を実施。レポートとしてまとめ、関係分
野の事業者に情報を提供する。 
・先輩創業者に対するアンケート調査の実施。 

          

指針② 

事業計画の策定支援 

 ・事業計画策定セミナー、個別相談会の開催 
・経営相談、金融相談、補助金申請に伴う計画策定支援 
・女性のための創業塾、定年退職後の創業塾の開催 
・後継者育成塾、経営革新塾の開催による経営基盤の安
定・強化(地域特産品を生かした新商品の開発) 

事業計画の実施支援 
 ・支援策等の持参・メルマガ・会報等による周知 
・定期的なフォローアップの実施、進捗状況の確認 
・創業後の先輩経営者との意見交換会等の実施 

          

指針④ 販路開拓支援 

 ・がんばん堂本舗を活用し、情報を発信 
・ホームページ作成、SNS 活用セミナーの開催 
・プレスリリースの代行によるマスメディア活用の推進 
・展示会や物産店の開催情報の提供 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

商業・工業統計調査や経済・産業・社会・街づくり等の情報を関係機関と連携し取

得することで外部環境を調査し、市内小規模事業者へ経営に対する聞き取り調査を行

うことで内部環境を把握する。外部環境と内部環境を調査・分析することにより個々

の課題を抽出し解決へ導く足掛かりとする。 

  

（事業内容） 

（１）事業所への巡回訪問、聞き取り調査を行い小規模事業者の経営状況等実態把握

をする。 

 ・聞き取り項目：経営分野（経営戦略・マーケティング等） 

         財務分野（決算・資金繰り等） 

         人材分野（組織・人材育成等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平易な言葉でアン

ケート用紙（下記ア

ンケート参照）を作

成し、現況把握ツー

ルとする。 
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 （２）各調査機関の統計調査等の情報収集し、データを整理しながら外部環境（商圏

や人口動向等）を把握。 

 

 （３）それを市内小規模事業者毎に照合し、課題の抽出を行う。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員を中心とした全職員での巡回窓口相

談、各種セミナーの開催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。商工会は地域

のよろず相談所であり、地域小規模事業者の心の拠り所となっているため、税務・金

融・労務等の指導を通じて、さらに深い事業所の現況把握、課題抽出が可能である。

  また、専門的な課題等については、茨城県、坂東市、地域金融機関、中小企業診断

士、中小機構のコーディネータ等との連携やミラサポを活用し、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。 

 

 （事業内容） 

 （１）巡回訪問、窓口対応による事業所の悩み等傾聴する。 

    経営状況等を把握し、専門知識を有する中小企業診断士や中小機構のコーディ

ネータ等と連携することでアンケート調査結果や決算書等を元に経営分析を

行う。【指針①】 

 

（２）小規模企業者の経営課題を抽出・分析するとともに、その事業者の「強み」や

「特徴」を生かした将来に向けた事業計画の作成や伴走型の助言・指導に役だ

てる。また、中小企業診断士やミラサポ等活用し、企業の経営分析や店舗診断

等行う。【指針①】 

 

 （３）分析したデータを活用して多数の事業者が経営課題とするものに対して、その

解決策につながるようなテーマのセミナー等開催し持続的な経営に寄与する

【指針①】 

 

目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問数 1,068 1,280 1,400 1,540 1,700 1,870

窓口指導数  705    770    840    920    990  1,050

個別指導数   44     70     90     110     130     150

経営分析数     50 60     70     80    90    100

求人希望調査数 0 6 12 12 12 12
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

首都圏近郊に位置しながらも市内事業所においては、小規模事業者が多く、経営資

源に限界があり、経営者は戦略的な経営に注力できず、事業拡大に踏み込めない状況に

ある。そのため、事業経営者・後継者・創業希望者等に経営戦略・財務戦略・人材戦略

等の集団セミナー、個別相談会を開催し事業計画の策定支援を行う。 

 

（事業内容） 

経営戦略：マーケティング・販路拡大・イノベーション・新分野進出等 

財務戦略：資金管理・利益計画・資金運用等 

人材戦略：労務管理・組織体制・人材活用等 

 

（１）事業計画策定に関するセミナー、個別相談会の開催により、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）経営相談、巡回指導時に小規模事業者からの相談等を受けるとともに、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、各種補助金の申請時に事

業計画の策定支援を行う。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】 

目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

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 30 40 50 60 70

※指導員数 1人当たり件数 4.5 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5

 

創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

 

  後継者不足や労働力人口が減少している現在の社会情勢に合わせた創業・第二創業

（経営革新）支援を行っていく。眠っている労働者（結婚や出産を機に退職した主婦や

定年退職後のシニア層）向けの「女性の為の創業塾」・「定年退職後の創業塾」や、「後

継者育成塾（第二創業・経営革新）」等、時代のニーズを見据えた対象者別セミナーを、

中小企業診断士・日本政策金融公庫・信用保証協会等と連携して開催し、創業・第二

創業（経営革新）支援を行う。 

 

（事業内容） 

 （１）「女性の為の創業塾」や「定年退職後の創業塾」等の対象者別セミナーを開催

し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支援を行うことにより、創

業支援を行う。【指針②】 
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（２）「後継者育成塾（第二創業・経営革新）」に関する相談会を開催し、第二創業（経

営革新）計画策定の支援をする。特に集客力の高い魅力ある事業を育成するた

めに地域特産品を生かした新商品開発、これによる経営革新を重点目標とする。

【指針②】 

目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業塾開催回数 1 5 10 10 10 10

創業支援者数 3 5 7 10 10 10

第二創業・経営革新

塾開催回数 
1 5 10 10 10 10

第二創業・経営革新

支援者数 
3 5 7 10 10 10

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

首都圏近郊に位置しながらも市内事業所においては、小規模事業者が多く、経営資

源に限界があり、経営者は戦略的な経営に注力できず、事業拡大に踏み込めない状況

にある。 

既存事業所には経営改善をいかに効果的に行うかをポイントとし、活力ある事業所

を生み出し、経営基盤の安定強化を図る。以上により伴走型の指導・助言を行い、小

規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

また、創業・第二創業（経営革新）後も定期的（月 1 回程度）に連絡をとり必要に

応じて巡回訪問し伴走型の支援を行う。 

  

（事業内容） 

経営戦略：マーケティング・販路拡大・イノベーション・新分野進出等 

財務戦略：資金管理・利益計画・資金運用等 

人材戦略：労務管理・組織体制・人材活用等 

  

（１）事業計画策定後は、国、県、市等の行う支援策等を、持参・メルマガ・会報等

により周知し、フォローアップを実施する。【指針②】 

 

（２）事業計画策定後も定期的（年２回程度）に巡回訪問し、進捗状況の確認を行う

とともに、伴走型支援をする。【指針②】 

 

（３）創業後は、先輩経営者との意見交換会、巡回による個別フォローアップ、創業

者同窓会、税務・労務相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。【指針②】 
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支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

フォローアップ件数 18 30 40 50 60 70

卒塾者の交流会 0 1 2 2 2 2

 

  

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

小規模事業者の販売する商品、提供するサービスの需要動向調査については、これ

まで、経営指導員による聞き取り調査にとどまり、小規模事業者に有効な情報を提供

することや、これを小規模事業者が商品・サービス開発に反映できていないことが大

きな課題となっている。 

 また、行政機関等が発表している各種統計調査や需要動向調査等の資料は質・量と

もに充実している反面、小規模事業者が自身で分析することは難しい一面もある。 

今後は、調査結果について、経営指導員を中心とした職員や常陽地域研究センター

等の専門家が必要な情報を分かりやすくレポート等にまとめ、小規模事業者に巡回・

窓口相談・各種セミナーの開催等を通じて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。 

 

（事業内容） 

（１）先輩創業者に対するアンケート調査の実施（新規）【指針③】 

・これまで創業者に対しては経営指導員等の個別対応にとどまり、情報の共有が

できていなかった。そこで新規創業者に対し顧客消費動向のアンケート調査（年

代・性別・地域・購入商品・購入頻度等）を行い、これに対して専門家を交え

て分析を行うことで、新規創業者の商品開発やサービス開発に資する有益な情

報に仕上げる。具体的には過去５年間の商工会新規加入者を中心とした創業者

に対して商工会職員によるアンケート調査を行う。 

 

（２）ばんどうホコテンでのアンケート調査の実施（新規）【指針③】 

・毎月、実施しているばんどうホコテンでは、需要動向調査を行っていなかった。

今後はばんどうホコテンを、実施場所でもある中心市街地商店街に提供可能な

情報収集の機会と捉えて、新たに坂東市や坂東市岩井モール商店街連合会と連

携して需要動向調査を行っていく。具体的には来場客に対してアンケート調査

（性別・年代・地域・購入商品・今後欲しい商品・商店街の利用頻度等）を実

施し基礎的数値としての活用を図る。 

 

※ばんどうホコテン…商工会・坂東市・商店街等が連携し、毎月第 4土曜日に中心市街

          地で開催している地域経済活性化イベント。 
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（３）業種別市場の需要動向調査の収集と分析（新規）【指針③】 

・これまでは各種機関から送られたり発表されていた統計調査等の指標を活かしき

ることができていなかった。 

今後は、総務省の家計調査（マクロ的需要動向）や坂東市の統計ばんどう（ミク

ロ的需要動向）等の行政機関や専門機関が発表した需要動向に対する指標を収集

し、地域小規模事業者の実情と照らし合わせ、経営指導員を中心とした職員や常

陽地域研究センター等の専門家が比較分析を行う。 

それにより小規模事業者の実施する「事業計画」策定のための基礎的資料として

活用し、商品戦略やサービス戦略を構築していく。 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業者ｱﾝｹｰﾄ（件数） ０ ２０ ２５ ３０ ３５ ４５

ﾎｺﾃﾝｱﾝｹｰﾄ（回数） ０ ２ ３ ４ ４ ４

需要動向収集分析

結果の情報提供セ

ミナー（回数） 

０ ０ １ １ １ １

 

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】 

 

地域における小規模事業者の情報発信力を高め新規顧客を獲得するために、ホーム

ページの作成、ＳＮＳの活用等セミナーを開催し、ＩＴ関係の強化を支援する。 

  一般的に知名度が低く情報発信力が高くない小規模事業者が、新製品や新サービス

等を開発した時に、当会がプレスリリースを代行しマスメディアの活用を推進する。

また、小規模事業者が持つ独自の技術や製品を紹介し新たな販路を開拓するため、

中小機構・全国商工会連合会・地元金融機関等が主催する展示会や物産展の開催情報

提供を行う。同時に出店希望事業者に関しては、出展申し込み等の事務的な補助及び

人材的な支援を行う。 

 

 （事業内容） 

（１）既存事業である、坂東市商工会運営の「がんばん堂本舗（ネット販売代理店）」

の利用を推進し、各事業所等の認知度向上に努める。【指針④】 

  

（２）SNS や全国商工会連合会で運営している「100 万会員ネットワーク」等へ積極

的な登録や情報掲載支援に努める。【指針④】 

  

（３）情報発信力の弱い小規模事業者に代わって、各マスコミ等に記事掲載依頼（プ

レスリリース事業）の推進をする。【指針④】 

 

 （４）展示会や商談会等への出展を支援する。【指針④】 
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 （５）販路開拓支援に関する有益な情報等を、商工会報の他にメルマガで配信する。

【指針④】 

 

目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

メルマガ配信者数  0 100 300 500 1,000 1,500

SNS・100 万会員  

支援回数 
 12 20 30 40 50 60

がんばん堂本舗 

登録事業所数 
50 70 80 90 100 110

プレスリリース 

回数 
  ６ 12 18 24 30 36

展示会・商談会 

回数 
  0 2 4 6 10 12

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済活性化事業 

   

坂東市・坂東市岩井モール商店街・ばんどうホコテン実行委員と連携し「ばんどう

ホコテン実行委員会」を計 12 回行い、中心市街地で毎月開催される『ばんどうホコテ

ン』内で商工会が新たにチャレンジショップブース（ふれ愛テント村）を確保する。

チャレンジショップブース（ふれ愛テント村）で市内商工業者や創業希望者にＰＲや

テストマーケティングをしてもらい商品のブラッシュアップに繋げるとともに、併せ

て来場者に喜ばれる商品提供やショップ運営を行うことで地域活性化に取り組む。 

また、無料職業紹介所を開設し当会が独自に会員企業の求人情報を収集・提供し、

地域の雇用ニーズに合わせたきめ細かい雇用対策を進めるとともに、厳しい雇用情勢

の改善を図っていく。 

 

 （事業内容） 

（１）坂東市・坂東市岩井モール商店街・ばんどうホコテン実行委員と連携し「ばん

どうホコテン実行委員会」を月 1 回行い、地域経済活性化の方向性について検

討する。 

 

（２）毎月開催される『ばんどうホコテン』の会場内で商工会が「ふれ愛テント村」

を実施して、市内商工業者や創業希望者にＰＲやテストマーケティングの場を

提供することで、認知度や商品力の向上に努める。 

 

（３）無料職業紹介所（ＨＰや窓口）を開設し、地域の小規模事業者と求職者とのマ

ッチング支援を行う。茨城労働局（ハローワーク・労働基準監督署）より求人

の募集・助成金情報に関しての指導・助言をもらう。 
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また、坂東市・つくばハイテクパーク連絡協議会・坂東市工業連絡協議会・ 

坂東市岩井モール商店街等と連携をとり求人情報の共有し就労希望者に紹介 

をする。 

 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

ホコテン 

開催回数 
 10 12 12 12 12 12

テント村 

出店者数 
  0 80 90 110 130 150

ホコテン 

来場者数 
75,000 76,000 77,000 78,000 79,000 80,000

職業紹介数 0 10 15 20 25 30

 

 

 

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 

 

無料職業紹介所の開設・利用拡大のために茨城労働局（ハローワーク・労働基準監

督署）より求人の募集や助成金情報に関しての指導・助言をもらう。 

また、坂東市・つくばハイテクパーク連絡協議会・坂東市工業連絡協議会・坂東 

岩井モール商店街等と連携をとり求人情報の共有をする。 

 

茨城県県西地区商工会（坂東市・古河市・下妻市・常総市・桜川市・筑西市・八千

代町・境町・五霞町）と茨城県商工会連合会、下記の１や３の専門支援機関・調査デ

ータ提供機関で『茨城県県西地区商工会小規模事業者支援連絡会議（仮）』を開催し、

支援ノウハウ・支援の現状・今後の支援方法等において情報交換する。 

 

１．専門支援機関 

独）中小企業基盤整備機構( 理事長 高田坦史) 

日本政策金融公庫土浦支店( 支店長 磯貝浩昭) 

   茨城県信用保証協会土浦支店(支店長  北村正夫) 

   全国商工会連合会(会長 石澤義文) 

茨城県商工会連合会( 会長 外山崇行) 

 

２．地域機関 

   茨城労働局（ハローワーク・労働基準監督署）(局長 中屋敷勝也) 

茨城県(知事 橋本 昌) 

坂東市(市長 吉原英一) 

坂東市岩井モール商店街連合会(会長 関根儀一) 
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坂東市工業連絡協議会(会長 片山勝元) 

古河地区工業連絡会(副会長 奥村秋夫) 

坂東市岩井金融団(代表 石塚幸一郎) 

つくばハイテクパーク連絡協議会(会長 岡田豊武)) 

坂東市観光協会(会長 吉原英一) 

 

３・調査・データ提供機関 

㈱常陽産業研究所(取締役社長 鈴木祥順) 

（一財）常陽地域研究センター(会長 鬼澤邦夫) 

筑波総研㈱(代表取締役 木下康之) 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  全国商工会連合会、茨城県商工会連合会が主催する研修会の参加に加え、中小企業

大学校の主催する研修に積極的に経営指導員等対象職員が年 1 回以上参加すること

で、全国商工会連合会が認定する経営支援マネージャー資格を５年以内に対象職員全

員の取得を目指す。 

 

次世代へ組織としての支援ノウハウ（知識・指導・助言内容・情報収集方法等）を

伝えるために、管理職は権限を中堅指導員に委譲し、中堅指導員は責任をもって若手

指導員等の育成を図る。そのステップは「先輩指導員の横で話を聞く → 計画書や申

請書の作成の一部を任せる → 全部一人で行う」の３段階とする。 

   

小規模事業者の支援に必要な情報を職員で共有するために、支援計画・支援実績・

支援ノウハウ・参加した講習会等の報告を、毎日朝礼時に経営指導員等が行う。 

 

小規模事業者の支援に必要なスキルを身に着けることを目的とした資格取得（中小

企業診断士・社会保険労務士・税理士等）の支援を行う。具体的には、ワークシェア

による勉強時間の確保や、受験料の補助・資格取得報奨金・資格維持の為の費用補助・

資格手当などの報奨制度を設ける。 

 

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実施状況及び成果について、評価検討委員会を 4月・

8月・12 月の年 3回実施し下記方法において評価・検証・公表を行う。 

  

構成委員 

常総公共職業安定所・常総労働基準監督署・茨城県・坂東市・坂東市岩井モール商

店街・坂東市工業連絡協議会・古河地区工業連絡会・坂東市岩井金融団・つくばハイ

テクパーク連絡協議会・坂東市観光協会等 

評価検証方法 

・事業計画の発表 

・実施状況（巡回件数・セミナー開催回数等）の報告 
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・成果（職業紹介斡旋件数・創業者数等）の報告 

・事業の評価 

・事業の見直し 

・次年度事業内容の検討及び計画 

成果の公表手段 

・評価検討委員会での評価検証結果は理事会へ報告し承認を受ける。 

 ・評価検討委員会での評価検証結果は坂東市商工会のホームページ 

（http://www.bando.or,jp）や商工会報（6 月・9 月・1 月発行）・来会者が閲覧可能な

掲示板にて計画期間中公表する。 
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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１月現在）

（１）組織体制 

主要支援事業ごとに全職員を割り振ってプロジェクトチームを作り、組織としての支

援体制を整える。 

 

 

（２）連絡先 

担 当 者 坂東市商工会 事務局長 木村稔 

住  所 茨城県坂東市岩井３２３０番地１ 

   電話番号 ０２９７－３５－３３１７ 

メールアドレス info@bando.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） 

 年度 

(27年4月以

降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 ３，５００ ４，０００ ４，５００ ５，０００ ５，５００ 

 

講習会開催費 

調査研究費 

消耗品・旅費 

 

 

 

 

  ２００ 

３，０００ 

  ３００ 

７００ 

３，０００ 

  ３００ 

１,２００

３，０００ 

  ３００ 

１，７００ 

３，０００ 

  ３００ 

２，２００ 

３，０００ 

  ３００ 

（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      

事業受託費（がんばん堂本舗登録手数料・セミナー参加者負担金等） 

 

（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４－１） 

 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 

小規模事業者の経営基盤の安定・強化を図り後継者の育成や雇用の創出を目指す。 

連携者及びその役割 

抽出した課題に応じて専門的な支援が必要な場合に、独）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 虎ノ門 37 森ビル）・日本政策金融公庫土浦

支店（支店長 磯貝浩昭・茨城県土浦市中央１丁目１-２６）・茨城県信用保証協会土

浦支店（支店長 北村正夫・茨城県土浦市中央２丁目２-２８）等の専門機関と連携し

専門家を派遣してもらい小規模事業者を支援する。 

また、㈱常陽産業研究所（取締役社長 鈴木祥順・茨城県水戸市三の丸 1 丁目 5 番

18 号)・（一財）常陽地域研究センター(会長 鬼澤邦夫・茨城県水戸市桜川 2-2-35 茨

城県産業会館 2F)・筑波総研㈱(代表取締役 木下康之・茨城県土浦市中央 2-11-7 筑波

銀行本店ビル３階)から地域性の高い経済情報や需要動向を情報提供してもらう。 

連携体制図等 
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（別表４－２） 

 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 

無料職業紹介所を開設し当会が独自に会員企業の求人情報を収集・提供し、地域の

雇用ニーズに合わせたきめ細かい雇用対策をする。 

 

連携者及びその役割 

茨城労働局（ハローワーク・労働基準監督署）（局長 中屋敷勝也・茨城県水戸市宮

町１丁目８番３１号茨城労働総合庁舎）より求人の募集や助成金情報に関しての指

導・助言をもらう。 

また、坂東市(市長 吉原英一・茨城県坂東市岩井４３６５)・つくばハイテクパー

ク連絡協議会（会長 岡田豊武・茨城県坂東市岩井４３６５）坂東市工業連絡協議会

（会長 片山勝元・茨城県坂東市岩井３２３０－１）・坂東市岩井モール商店街（会長

関根儀一・茨城県坂東市３３０４）等と連携をとり求人情報の共有をする。 

連携体制図等 
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（別表４－３） 

 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 

地域に眠っている人材（シニア層(60 歳以上)・女性(主婦)）にスポットを当てた起

業しやすい環境づくりをする。 

連携者及びその役割 

抽出した課題に応じて専門的な支援が必要な場合は、独）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 虎ノ門 37 森ビル）・日本政策金融公庫土浦

支店（支店長 磯貝浩昭・茨城県土浦市中央１丁目１-２６）・茨城県信用保証協会土

浦支店（支店長 北村正夫・茨城県土浦市中央２丁目２-２８）等の専門機関に専門家

を派遣してもらい小規模事業者を支援する。 

また、㈱常陽産業研究所（取締役社長 鈴木祥順・茨城県水戸市三の丸 1 丁目 5 番

18 号)・（一財）常陽地域研究センター(会長 鬼澤邦夫・茨城県水戸市桜川 2-2-35 茨

城県産業会館 2F)・筑波総研㈱(代表取締役 木下康之・茨城県土浦市中央 2-11-7 筑波

銀行本店ビル３階)から地域性の高い経済情報や需要動向を情報提供してもらう。 

連携体制図等 
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