
経営発達支援計画の概要 

実施者名 つくば市商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

茨城県、つくば市、筑波大学、(独)産業技術総合研究所、(株)つくば研

究支援センター、金融機関その他支援機関との連携し、個別企業の経営

力向上、販売促進等を継続して支援するとともに、新たな事業分野の開

拓を含めた起業支援を行うプロジェクトを構築し、「やる気応援!産業創

造都市つくば」をスローガンに「創業や第二創業に向けた企業育成支援

の強化」「経営革新計画などの市場調査・経営計画策定・販路開拓などの

伴走型支援に強化」「関連機関や専門家との連携体の構築」「支援強化に

伴う、個々の職員の資質向上策の実施」を目標とし実施する。 

事業内容 

地域の経済動向調査事業 

つくば市と連携して会員企業の経済動向や支援ニーズ等を調査する。

経営分析・需要動向調査事業 

専門的な課題等については、茨城県、茨城県商工会連合会、(株)つく

ば研究支援センター、(独)産業総合技術総合研究所、地域金融機関、(独)

中小企業基盤機構のコーディネーター、中小企業診断士等と連携し小規

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。 

事業計画の策定・実施支援事業 

筑波大学や(株)つくば研究支援センター、(独)産業技術総合研究所、

茨城県工業技術センター等と連携して具体的な販路支援や経営課題解決

などを行う。 

事業再生や事業承継、Ｍ＆Ａ案件については、日本政策金融公庫土浦

支店、つくば市内金融機関、茨城県信用保証協会などと連携して財務、

事業について支援を行う。 

創業・第二創業（経営革新）支援 

国、茨城県、つくば市、筑波大学、(株)つくば研究支援センター、(独)

産業技術総合研究所、市内金融機関と連携して創業セミナーを開催し、

創業支援を行う。 

茨城県商工労働部中小企業課とも連携して創業、経営革新セミナーを

開催する。経営革新フォローアップを行い支援する。 

小規模事業者販路開拓支援 

つくば市、筑波大学、(独)産業技術総合研究所、市内(独)研究機関と

連携して「つくば産業フェア」「出張技術展示会」を開催し、小規模事業

者の新たな需要の開拓を行う。また、金融機関が行う商談会展示会等を

通じて販路開拓を図る。 

連絡先 
つくば市商工会 指導部 

℡０２９－８７９－８２００ 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

【地域小規模事業者の現状】 

当地域では、筑波研究学園都市・つくばエクスプレス等の大型開発により、純農村

地区が急速な都市化現象をおこし、第 3次産業が約 7割を占めるほどに至った。 

特に、大型店舗は、平成 12 年時点で 14 店舗であったものが、平成 26 年には 40 店

舗を超えるほどとなった。一般的な大型商業施設は郊外型であるが、当地域の大型商

業施設は、市中心部に集中していることが特徴的である。そのため、市周辺地域の既

存小売店の売上が急速に低下するなど、管内小規模事業者にとっての経営環境の落ち

込みは厳しい状況となった。 

今後も市中心地区の開発地区への大規模な商業施設の出店計画があり、市街地が発

展・拡充する反面、既存の小規模事業者にとってはさらに厳しい経済環境となること

が予想されている。 

 

【つくば市産業振興に関する方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆つくば市産業振興に関する具体的方向性と課題◆ 

 第１次つくば市産業振興マスタープランで定めた産業振興方向性に対する産業振

つくば市産業ビジョン・つくば市産業振興マスタープランの産業振興方向 

 
第 2次つくば市産業振興マスタープラン 
【スローガン】 
人が集い未来をつくる 

～産業創造都市つくば～ 
【方針】 
①人が交流する都市をつくる 
②イノベーションを引き起こす拠点となる 
③事業者のやる気を喚起し支援する 
【産業振興の方向性】 
①ビジネスが次々と生まれ育つ 
②活発な研究活動によりイノベーションが

起こる 
③多様な人々の生活と交流を支える産業が

生まれる 
④豊かな自然環境・地域資源を活用した産業

が生まれ、育つ 

つくば市産業戦略ビジョン 
【スローガン】 
やる気応援!!産業創造都市つくば 
 
【産業振興の方向性】 
①科学技術を強みとした競争力優位の産業

形成 
②産業化・事業化が促進される風土の形成 
③魅力的で活力ある商・サービス業の集積形

成 
④ライフケア・余暇産業の広域拠点形成 
⑤良質な生活空間創造産業の形成 



興施策の取り組みの評価と今後の課題。 

①牽引力のある産業主体の育成と誘致（域外貨獲得産業の育成、補強） 

【評価】企業立地は一定規模で進んでいるものの、リーマン・ショック以降ペース

が鈍化している。つくば技術開発クラブ組成により既存企業の底上げ大企業との

パイプつくりに取り組む。 

【課題】地域経済を牽引する産業が中堅企業頼みにならないように可能性を拡げ、

目指すべき産業構造を検討していく。 

②広域的な産業拠点の形成（業務都市、研究開発拠点としての機能強化） 

【評価】ロボットの街つくば、つくば環境スタイル、技術開発の街つくば等、研究

開発拠点機能を高める取り組みを行った。国際戦略総合特区の地域指定。 

【課題】これまでの動きを加速させ特区指定を最大限に生かす。さらには、これか

らの取り組みをつくば市全体の産業振興につながる方針を検討する。 

③産業人材の育成と誘致（産業人材の集積促進） 

【評価】創業・新規事業のための補助金を整備し、ベンチャー企業創出等に成果を

上げてきたが、十分な取り組みができていない。 

【課題】技術開発の街つくばでの経営人材の育成を核に、支援機関との連携を強化

し、役割分担を明確化する。 

④多様な産業主体のための環境整備（インフラ整備及び受け皿の用意） 

【評価】つくば市産業振興センターを開設し、ベンチャー企業支援を強化した。経

済情勢を見通すと、製造業誘致を狙ったハイテクパーク構想は見直す必要あり。 

【課題】特区と連動したハイテクパークの整備。 

⑤地域資源の活用（農業、観光資源を活用した新事業創出） 

【評価】農商工連携、６次産業化の実績はできたが、十分な取り組みはできていな

い。 

【課題】域外貨獲得産業として位置づけ、積極的な施策や取り組みを展開する。 

⑥魅力的なまちづくりとの調和（地域循環型産業の振興とまちづくりとの連動） 

【評価】商業・サービスの集積が進んだ。大型商業施設と地域産業の連携事業や地

域の暮らしを支えるビジネス展開を検討し、試行した。 

【課題】引き続き、市民生活を支える地域循環型産業の振興を図る。 

 

【つくば市商工会の今までの取組】 

つくば市商工会は、つくば市が策定した「つくば市産業戦略ビジョン」（平成 15 年）・

「第 2 次つくば産業振興マスタープラン」（平成 25 年）に基づき、つくば市と協働し

「産業創造都市つくば」実現のための事業遂行を実施している。 

また平成26年 6月、産業競争力強化法に基づく国の創業支援事業計画の認定を受け、

国立大学法人筑波大学・独立行政法人産業技術総合研究所・株式会社つくば研究支援

センター等と連携したつくば創業支援ネットワークを構築しながら、先端技術が集積

するつくばならではの技術系ベンチャーの創出、つくばエクスプレス（TX）開業に伴

う沿線街づくりとあわせた経営・創業支援を開始したところである。 

一方では、大学・独立法人・民間の研究所等との交流会も組織されるなかで、当つ

くば市商工会としても、産学官連携に関わる商工業者への支援を積極的に進めている。

 



【支援機関としての課題】 

既存の小規模事業者が急速に落ち込んでいるという事実もあるが、つくば市全体と

しては発展・拡充を続けており、当地域では新規開業者が増えてきている。特に、つ

くばエクスプレス沿線開発地域においては、飲食・サービス業を主に、新規創業者に

よる事業者が増えている。 

しかしながら、事業計画が未熟なため、創業間もなく資金繰りの悪化等により事業

縮小または廃業に至る事例が後を絶たない。このような事態からも、当つくば市商工

会としては、創業予定者に対しての創業前の計画策定支援、創業後の事業実施支援を、

いかに寄り添いながら進められるかが課題となっている。 

一方では、経営環境の変化をビジネスチャンスと捉え、新らたな分野への事業推進

を計画している既存の事業者もみられる。当つくば市商工会としては、これらの事業

者に対して、市場規模調査・事業計画の策定・販路開拓支援等、きめ細やかな支援体

制を構築することや、職員の支援能力のスキルアップ、関連機関や専門家との連携強

化などが課題となってきている。 

 

【支援事業の目標】 

前述した地域の現状と支援機関としての課題を踏まえ、当つくば市商工会は次の目

標を掲げる。 

 

＜目標１＞創業や第二創業に向けた企業育成支援の強化 

＜目標２＞経営革新計画などの事業推進のため市場調査・計画策定・販路開拓等の伴走

型支援の強化 

＜目標３＞関連機関や専門家との連携体の構築 

＜目標４＞支援強化に伴う、個々の職員の資質向上策の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

   

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．地域の経済動向調査【指針③】 

目標１および２を達成するために、つくばエクスプレス開業以後の都市化、国際戦

略総合特区・ロボット実証実験特区・環境モデル都市の認定後ベンチャー企業支援や

高度な経営支援を求める需要が高いことから、地域内の経済動向を調査・分析、つく

ば地区の地域特性にあった新成長産業の経済動向に関する調査を行い、新成長分野な

どに準じるロボット産業など、地域の実情にあった企業の実態と支援に関する需要を

調査する。 

 

 (1)つくば産業振興課と連携して小規模事業者の経済動向等を調査する。分析結果は、

当商工会を通じて各支援団体により利用できるものとして、当会の相談時に資料活用

を行う。 

 

(2)新成長分野（クリーンエネルギー、省エネ、健康、医療、航空・宇宙産業、先端も

のづくり産業、クリエイティブ産業など） を中心としたターゲット企業と小規模事業

者については、つくば市産業振興課と連携して地域の経済動向を調査し、新成長分野

市場の課題の抽出を行う。 

   

 （目標）小規模事業者等の実態把握については以下のとおり 

目標 新成長分野を中心にした地域企業等の現状把握 100 社程度 

項目 企業概要、製品・技術、製品サービスの長所、活用方法、問題など 

手段 つくば市産業振興課との連携、つくばビジネスフェアにおける企業アンケート

 活用方法 当会窓口相談での活用や、各種マッチング会への情報提供 

 

既存事業との違い 

 既存事業 経営発達支援事業 

目標 つくばビジネスフェア事後

調査 

左記に加え、現状把握

と課題抽出 

項目 問い合せ、受注状況 企業概要、製品・技術、

製品サービスの長所、

活用方法、問題、課題

手段 アンケート調査 アンケート調査 

（ヒアリング付） 

活用方法 行政機関のみ活用 機関連携による広い情

報提供、行政、マッチ

ング会 
 



Ⅱ．経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

  つくば市商工会は、経営改善普及事業としてこれまで講習会による指導（平成 25 年

度集団 51 回、個別 29 回、参加人数それぞれ 1,572 人、386 人）巡回や窓口の相談指導

業務（平成 25 年度巡回 1,646 件、窓口 2,375 件）、金融あっせん業務（平成 25 年度 909

件）、記帳継続指導（平成 25 年度 429 回）、経営革新計画策定支援（平成 25 年度 11 件）

などを行ってきた。 

このようにつくば市においては、経営支援、地域振興においてもそのスケールメリ

ットを活かしての企業の事業展開が求められている。一方でそのスケールを生かすた

めにきめ細かな伴走型の支援を小規模事業者等にこれまで以上に行うことも求められ

ている。 

このような現況を踏まえ、目標２を達成するために、小規模事業者の持続的発展に

向け、経営指導員の巡回・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。 

 専門的な課題等については、茨城県、茨城県商工会連合会、つくば研究支援センタ

ー、独立行政法人産業総合技術総合研究所、地域金融機関、独立行政法人中小企業基

盤機構のコーディネーター、中小企業診断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。 

 

 （事業内容） 

 (1)巡回訪問、地域特性として創業者向けと経営革新計画策定のセミナーなどにより、

分析の対象となる小規模事業者をピックアップし、経営状況等を把握し、専門知識を

有する経営指導員や上記支援機関等と連携して、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、SWOT 分析、事業の新規性、問題抽出、課題確認など

の経営分析を行う。【指針①】 

 

 (2)ピックアップした小規模事業者の商品、役務の需要動向について、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、小企業の経営指標（国民政策金

融公庫）などを用いて近年の状況を確認するとともに、業種別業界調査なども活用し

て今後の需要について分析する。需要については小規模事業者のヒアリングを十分に

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

も参考に相談内容に応じた情報を提供する。【指針③】 

 

 (3)以上の結果をもとに経営課題を抽出して、小規模事業者に見合った支援内容を提案

して他機関との連携を念頭においてコーディネート支援を進めていく。 

 

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 

商品、サービスの需要動向に

ついて直近５年を分析し、今

後５年を予測する。 



項目 品質、コスト、納

期、サービスレベル、販

売チャネルなど 

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 事業者からの聞き取り

による判断中心 

情報をもとに内部と外部環境

にわけて強み弱みを把握す

る。 

情報の分析 簡易な SWOT 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

み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。 

手段 計画的巡回訪問 ターゲットと業種別への戦

略的巡回訪問、経営革新レ

ベルアップセミナー、創業

セミナー 

 

活用方法 課題解決はその都度解

決するような対応 

セミナーと巡回において各

種指標などを活用して比較

するとともに自社の課題と

目指すべき戦略を明確にす

るよう相談対応する。 

他機関と連携したコーディ

ネート支援へ結びつける。 

 

 

（目標） 

※経営指導員が平成31年までに2名減予定のため巡回数値目標は現状維持を目標とする

 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援【指針②】 

目標２である小規模事業者が経営課題を解決するため、上記Ⅰ．の市場調査等、上

記Ⅱ．の経営分析結果を踏まえ、事業計画策定支援及び市内金融機関等とも連携し、

伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の需要を見据えた事業計画の策定と持続的

発展を図る。 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問件数 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

セミナー（集団） 

開催回数 
50 60 60 60 60 60

経営分析件数 20 30 40 60 80 100



 （事業内容） 

 (1) 事業計画策定等に関するセミナー、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) 個別相談、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、国・県・市補助金の申請時

に事業計画の策定支援を行う。【指針②】 

(4) 小規模事業者経営発達支援融資制度の活用を円滑にするために、小規模事業者へ

の事業計画策定の支援をし、定期的にフォローアップを実施する。【指針②】 

 (5) 事業計画策定後に、国、県、市の行う支援策等の広報、案内により周知し、フォ

ローアップを実施する。【指針②】 

 (6) 事業計画策定後に、必要に応じて３カ月に１度巡回訪問し、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】 

 

 （考え方）分析の内容を踏まえて、企業の強み、弱みをとらえ、外部の環境変化に対

応した経営戦略策定を行う。その際には一方的な診断ではなく事業所の気づきが引

き出されるようなカウンセリング型の支援を行う。 

（支援対象）つくば市内の小規模事業者、および創業予定者など 

 

 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

目標１及び２で掲げた地域における創業・経営革新推進をするために、目標３によ

る、国、茨城県、つくば市、筑波大学、㈱つくば研究支援センター、(独)産業技術総

合研究所、市内金融機関による「つくば創業支援ネットワーク」の連携体を構築しな

がら、創業セミナー・相談会等を開催し、創業支援を行う。創業後も窓口・巡回指導

により、伴走型の支援を実施する。また、県と連携した経営革新セミナー、創業支援

セミナーも別枠で開催する。 

従来の支援セミナーと比べて、より細部にわたる企業分析とマーケティング戦略を

策定して、精度の高いセミナーを行う。 

 

（事業内容） 

 (1) 創業セミナー（年 2 回 延べ 15 日程度）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。【指針②】 

 (2) 創業後は、先輩経営者との意見交換会、専門家による個別フォローアップ、税務

相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。【指針②】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

セミナー（個別）・説明会開

催回数 
30 40 50 60 60 60

事業計画策定事業者数 60 80 100 120 120 120

周知によるフォローアップ

件数 
60 80 100 120 120 120



 (3) 経営革新に関するセミナー（年 5 日開講）・相談会を開催して経営計画作成支援

を実施する。【指針②】 

 (4)経営革新のフォローアップについては、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、確実なフォ

ローアップを強力に進める。【指針②】 

 

 （考え方）創業希望と地域における現状のポジショニングと取巻く環境や競合、顧客

などの分析を参考にして新規事業の可能性について多面的に検証する。 

販売チャネルを検討し、市内外の展示会参加やプロモーション支援などを積極

的に行う。 

マスコミ向けのプレス発表なども行い、積極的な情報発信について専門家等の

アドバイスにより支援をすすめる。 

 

（目標） 

 

（支援対象）つくば市内の事業者、および創業予定者など 

 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

目標２である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、展示会、

商談会を開催し、当該事業者の販売する商品又は提供する役務を広く市場に紹介する。

また、新たな特産品開発に着手し、つくば市ならではの商品をこれまで以上の展示

即売会等へ出展参加し、つくば市特産品の認知度の向上を図る。（つくば市認定のつく

ばコレクションは 20 品が認証され、西武百貨店筑波店などへ販路紹介実績を有してい

る。） 

  

（事業内容） 

(1)東京都内において開催される特産品業者に特化した展示即売会等に向けて、つくば

市と連携して小規模事業者に対して出展支援を行い、販促業務技術の指導も行い、当

該事業者の販路開拓とつくば市特産品の認知度向上を図る。【指針④】 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業セミナー開催回数 15 15 20 20 20 20

創業支援者数 30 40 50 60 60 60

経営革新セミナー開催

回数 
5 5 10 20 20 20

経営革新支援者数 9 15 20 20 20 20

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

開催回数 20 25 25 30 30 30

出展者数 60 80 80 100 100 100

来場者数 15 万人 18 万人 18 万人 25 万人 25 万人 25 万人



(2）「市内業者」のＰＲ・消費拡大を目的とした「つくば産業フェア」をつくばカピオ

において、つくば市産業振興課・農業課、つくば市農協と連携して実施する。【指針④】

 

 

(3）「機器製造業・ソフトウェア開発業」を中心とした工業技術系の小規模事業者のＰ

Ｒ・販路拡大を目的に「出張技術展示会(市内独立行政法人各研究所)」をつくば市産

業振興課と連携して実施する。【指針④】 

 

(4）地元の金融機関が開催するビジネス商談会に対して、金融機関と連携して小規模

事業者に対して出展支援を行い、販路開拓と認知度の向上を図る。【指針④】 

 

２．地域の活性化に資する取り組み 

 

Ⅰ．地域経済活性化事業【指針④】 

目標３であるつくば市との「産業振興連絡会」を年５回程度行い、今後の地域経済

活性化の方向性を検討する。具体的には第 2 次つくば市産業振興マスタープランの方

針で掲げる「人が集い未来をつくる～産業創造都市つくば」をスローガンに 

①人が交流する都市をつくる 

②イノベーションを引き起こす拠点となる 

③事業者のやる気を喚起し支援する。 

の３つの方針に沿った内容で地域経済活性化の方向性を検討する。また、つくば市

観光物産課と連携し、つくば駅周辺において「つくばフェスティバル」「まつりつくば」

を開催し、「飲食業」「特産品」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。 

 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

開催回数 1 1 1 1 1 1

出展者数 78 100 100 100 100 100

来場者数 2 万人 2万人
2万

5千人

2万

5千人

2万 

5 千人 

2 万

5 千人

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

開催回数 10 10 10 10 10 10

出展者数 20 20 20 20 20 20

来場者数 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

展示会・商談会回数 3 3 3 3 3 3

出展者数 20 20 20 20 20 20

来場者数 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人



 （事業内容） 

  （１）つくば市産業振興課、つくば市商工会で構成する「産業振興連絡会」を年計

５回程度開催し、会議において「商業」「飲食業」「サービス業」を中心とした地域

経済の活性化の方向性について検討する。 

  （２）「飲食業・サービス業」を中心としたＰＲ、消費拡大を目的とした「つくばフ

ェスティバル」「まつりつくば」をつくば駅周辺において、つくば市観光物産課と

連携して継続実施する。 

（３）新たに、つくば市観光物産課と観光事業活性化のための事業を検討するため

に「観光振興連絡会」を開設し、現状について情報交換を行い、新たな需要の開拓

を図る。 

 

３．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 

 

Ⅰ．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。 

目標３及び４となる、支援機関を対象とする「企業支援機関連絡会」を新たに開設

し、支援ノウハウ、支援の現状について情報交換を行い、新たな需要の開拓を図る。 

 

  連携支援機関が開催する、つくば市主催「つくばビジネスフェア」、常陽銀行主催「食

の商談会」、筑波銀行主催「ビジネス交流商談会」、水戸・結城信用金庫主催「しんきん

ビジネスフェア」への積極的出展を促し、出展へのノウハウの習得を支援する。 

 

Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

目標４である茨城県商工会連合会、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に経営指導員が年間 1回以上参加することで、小規模事業者の

売上げや利益を確保するとともに企業戦略を重視した支援能力の向上を図る。 

 

茨城県商工会連合会のこれまでのスキルアップ研修に加えて、経営支援に特化した

経営支援トップランナー研修など集中研修受講と OJT なども行い実践的な経営支援能

力向上を図る。 

また、茨城県商工会連合会の地域担当であるブロックマネージャーによる広域支援

OJT による企業のチーム支援やブロック内地区での販路マッチングも行う。 

 

さらに、全国商工会連合会、中小企業基盤整備機構、一般社団法人中小企業診断士

協会と連携した経営指導員向け小規模事業者支援研修 10 日間コース（見習研修）に 2

名を参加させて若手職員の資質向上も図る。 

窓口・巡回指導において、ベテラン経営指導員と若手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

目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

開催回数 2 2 2 2 2 2

出展者数 100 100 100 100 100 100

来場者数 44 万人 44 万人 45 万人 45 万人 45 万人 45 万人



により事業者への伴走型の支援能力の向上を図る。 

定期的（月 1 回を目安）に所内会議を開催し、経営指導員等が支援した状況の報告

と今後の支援について協議し情報を共有する。また、支援した事業所の経営状況の分析

結果等は、所内Ｗｅｂにて管理を行い、全職員に公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．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・

検証を行う。 

① 有識者（行政、商工会連合会、中小企業診断士、公認会計士）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。 

②地域振興委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 

 評価の指標とチェックシートを独自に作成する。 

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・見直しの結果をつくば市商工会のホームページ 

（http://www.tsukuba-cci.or.jp）で計画期間中公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

定例会議 

 

指導内容報告書・指導内

容の共有 

 

経営課題を全体で課

題・支援方法を協議 

支援方法についてｗ

ｅｂで管理し支援 

方法についてもＷｅ

ｂを通して共有する

支援方法を全体で共有するメリット 
①支援先への多面的診断 
②診断を通して職員の資質向上の両面が期待できる 



（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 

（２７年１月現在）

 

（１）組織体制 

 

 

               局長 
 

        総務部               指導部 

 

 

 

 

 

 

     

 事務局長 １名 経営指導員 ８名 事務職員 １１名 

 

経営発達計画に関する専従者  ２名 

 

 

（２）連絡先 

 

   つくば市商工会指導部 

   茨城県つくば市筑穂１-１０-４ 

   Tel ０２９－８７９－８２００ 

   http://www.tsukuba-cci.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業執行の総合調整 
・会議及び事務管理 
・共済事業の推進 
・検定事業 

・経営改善普及事業 
・経営発達支援事業 
・地域総合振興事業 



（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） 

 ２７年度 

(平成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 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

 

講習会開催費 

金融指導事務

費 

施策普及事業

費 

地域総合活性

化事業 

総合振興費 

商業振興費 

工業振興費 

観光振興費 

金融対策費 

経営・税務対

策費 

労務対策費 

情報対策費 

記帳機械化対

策費 

異業種交流事

業費 

3,000 

500 

 

300 

 

1,000 

 

9,000 

2,000 

2,000 

500 

400 

400 

 

1,200 

7,000 

1,500 

 

600 

 

3,000

500

300

1,000

9,000

2,000

2,000

500

400

400

1,200

7,000

1,500

600

 

3,000

500

300

1,000

9,000

2,000

2,000

500

400

400

1,200

7,000

1,500

600

3,000 

500 

 

300 

 

1,000 

 

9,000 

2,000 

2,000 

500 

400 

400 

 

1,200 

7,000 

1,500 

 

600 

 

3,000

500

300

1,000

9,000

2,000

2,000

500

400

400

1,200

7,000

1,500

600

（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。 



（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 

地域の経済動向調査事業 

つくば市産業振興課と連携して小規模事業者の経済動向や支援ニーズ等を調査する。 

 

経営分析・需要動向調査事業 

専門的な課題等については、茨城県、茨城県商工会連合会、(株)つくば研究支援セン

ター、(独)産業総合技術総合研究所、地域金融機関、独立行政法人中小企業基盤機構の

コーディネーター、中小企業診断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。 

 

事業計画の策定・実施支援事業 

筑波大学・(株)つくば研究支援センター、(独)産業技術総合研究所、茨城県工業技術セ

ンター等と連携して具体的な販路支援や経営課題解決などを行う。 

事業再生や事業承継、M&A 案件については、日本政策金融公庫土浦支店、つくば市内金融

機関、茨城県信用保証協会などと連携して財務、制度活用について連携支援を行う。 

 

創業・第二創業（経営革新）支援 

国、茨城県、つくば市、筑波大学、(株)つくば研究支援センター、(独)産業技術総合研

究所、市内金融機関と連携して創業セミナーを開催し、創業支援を行う。 

茨城県商工労働部中小企業課とも連携して創業、経営革新セミナーを開催する。 

国で義務化している経営革新フォローアップシートの訪問回収に協力実施する。 

 

小規模事業者販路開拓支援 

つくば市、筑波大学、(独)産業技術総合研究所、市内(独)研究機関と連携して「つくば

産業フェア」「出張技術展示会」を開催、金融機関が主催する商談会への出展支援等実施

し、小規模事業者の新たな需要の開拓を行う。 

連携者及びその役割 

①つくば市 市長 市原健一 

茨城県つくば市研究学園１－１－１ 

℡ ０２９－８８３－１１１１ 

つくば市は、都市活力の根幹である産業の振興を図る「つくば産業創出支援事業」

を行い、個別企業支援・創業者支援・各種補助金制度等によりやる気のある事業者を

応援した産業創出事業の展開を図る。 

・・・・・・・市産業創出補助金、展示会・イベント等の協力、情報収集・提供 

    創業・第二創業(経営革新)支援、地域活性化事業 

②筑波大学 学長 永田恭介 

茨城県つくば市天王台１－１－１ 

℡ ０２９－８５３－５９９９ 



筑波大学は、全学生を対象にした起業家教育講座・筑波大学クリエイティブキャン

プを新たに立ち上げ、実践的教育内容により起業を支援する。 

・・・・・・・・・・起業家教育講座、情報提供 

    創業・第二創業(経営革新)支援 

③(株)つくば研究支援センター 代表取締役 矢口喜一郎 

 茨城県つくば市千現２－１－６ 

 ℡ ０２９－８５８－６０００ 

 (株)つくば研究支援センターは、工業系ベンチャーの創業を支援し育成する。企業向

けセミナーを開催しスキルアップを図る。 

・・・・・・・・・工業系ベンチャー育成、企業向けセミナー、情報提供 

    創業・第二創業(経営革新)支援 

④(独)産業技術総合研究所 理事長 中鉢良治 

茨城県つくば市梅園１－１－１ 中央第２ 

℡ ０２９－８６２－６６５５ 

(独)産業技術総合研究所は、研究成果実用化のための事業戦略研修を実施する。市内

企業との共同研究・技術提供により新規事業を支援する。 

・・・・・・・・・共同研究、技術提供、情報提供 

    創業・第二創業(経営革新)支援 

⑤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１－１－２６ 

℡ ０２９－８２２－４１４１ 

日本政策金融公庫土浦支店は、創業・経営安定・事業拡大等の個別相談を行い、資金

融資を支援する。 

・・・・・・・・・資金融資、情報提供 

⑥つくば市内金融機関（常陽銀行、筑波銀行、足利銀行、千葉銀行、水戸信用金庫、 

結城信用金庫、茨城県信用組合） 

つくば市内金融機関は、創業・経営安定・事業拡大等の事業計画の策定・実施の支援、

個別相談を行い支援する。 

マッチング展示会・商談会等を通じて、小規模事業者のＰＲ・販路開拓を支援する。 

    事業計画の策定・実施支援、創業・第二創業(経営革新)支援 

⑦（一社）グローバル・イノベーション推進機構 

 茨城県つくば市春日１-８-３ 筑波大学春日プラザ４Ｆ 

℡ ０２９－８５３－５８８７ 

グローバル・イノベーション推進機構は、各機関や企業と適切な役割分担や連携の下、

研究学園都市全体としての協働推進体制を実現させていく。 

・・・・・・・・・共同研究、情報提供 

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 

℡ ０２９－２２４－７８１１ 

茨城県信用保証協会は、創業・経営安定のための融資保証のほかに、事業再生等の高

度な支援をする。 

・・・・・・・・・融資保証、事業再生等高度な支援 



⑨茨城県商工労働部中小企業課 課長 沼尻 憲 

茨城県水戸市笠原９７８－６ 

℡ ０２９－３０１－３５４４ 

茨城県商工労働部中小企業課は、つくば市商工会が開催する創業・経営革新セミナー

を支援する 

・・・・・・・・・創業、経営革新セミナー開催共催 

⑩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 

℡ ０２９－２２４－２６３５ 

茨城県商工会連合会は、つくば市商工会職員のスキルアップを図るための研修、ツー

ルの活用により支援する 

・・・・・・・・・スキルアップ研修、ツール活用 

⑪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 

℡ ０３－３４３３－８８１１ 

中小企業基盤整備機構は、講師派遣及び中小企業大学校の研修においてつくば市商工

会職員のスキルアップを支援する。 

・・・・・・・・・スキルアップ研修 

⑫ミラサポ  

 ℡ ０５７－０５７－２２２ 

 ミラサポは、各種セミナーを開催し、つくば市商工会職員のスキルアップを支援する。

 企業の個別相談に対し講師を派遣し支援する。 

・・・・・・・・・スキルアップ研修、講師派遣、情報提供 

⑬一般社団法人中小企業診断士協会 会長 川又昭宏 

茨城県石岡市国府１－２－５ 

℡ ０２９９－５６－４３０１ 

一般財団法人中小企業診断士協会は、各種セミナーを開催し、つくば市商工会職員の

スキルアップを支援する。企業の個別相談に対し講師を派遣し支援する。 

・・・・・・・・・スキルアップ研修 専門家派遣、セミナー等 

⑭茨城県中小企業振興公社 理事長 楠田幹人 

茨城県水戸市２－２－３５ 

℡ ０２９－２２４－５３１７ 

茨城県中小企業振興公社は、企業からの特許・国際化等専門相談に対し支援する。 

・・・・・・・・・特許、国際化等支援  

⑮茨城県中小企業団体中央会 会長 幡谷祐一 

茨城県水戸市桜川２－２－３５ 

℡ ０２９－２２４－８０３０ 

茨城県中小企業団体中央会は、各種マッチング展示会等を開催し、企業の販路拡大を

支援する。 

・・・・・・・・・販路マッチング、 

⑯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 



℡ ０２－２９３－７２１２ 

茨城県工業技術センターは、企業の新商品開発に伴う各種実験、検証、調査を支援す

る。 

・・・・・・・・各種実験、検証、調査等 
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★ ：つくば創業支援事業計画にて認定された特定創業支援事業を実施する機関 

☆ ：つくば創業支援ネットワーク加盟機関 

☆市内金融機関
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