
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 鹿嶋市商工会(法人番号 ４０５０００５００６０４２) 

実施期間 平成 30 年 4 月 1 日～平成 35 年 3 月 31 日 

目標 

小規模事業者の持続的発展及び創業者支援に寄与することを目標に次の事業を

行う。 

１．地域商業の振興と経営基盤の充実支援体制 

⒉．行政・関連機関と連携した既存事業所の経営強化と創業支援 

３．行政・関連機関と連携した販路開拓支援の強化 

４．賑わいのある商店街・地域づくり支援 

５．小規模事業者の経営改善を支援できる伴走型支援体制の構築 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の具体的な内容 

１.地域経済の動向調査に関すること【指針③】 

・地域経済の実態を把握することを目的に各種調査を活用した地域の経済動

向に関する情報の収集・整理・分析及び提供を行う。 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

・個々事業所の問題点を抽出し問題解決のために、巡回・窓口相談、 

各種セミナーの開催等を通じて、経営状況の分析を行う。 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・地域の密着した個別専門家・地域専門家連携支援体制の中で、個々の経営

課題を解決し需要を見据えた事業計画を、巡回・窓口相談時に掘起すと共

に、定期的な事業計画策定相談会や事業計画策定支援セミナーを開催し、

小規模事業者の事業計画策定支援を行う。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・事業計画策定後に事業が確実に実施され、課題が解決されることを 

目的に、定期的にフォローアップを行う。事業承継者及び創業者にお 

いても同様にフォローアップを行い継続して伴走型の支援を行う。 

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の需要動向に関する情報について将来 

的に有効かつ最新の情報として提供することを目的に、収集、整理、 

分析及び提供を行う。 

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】 

・課題の解決を目的にマスメディア各種を広報誌等による展示会相談会等の

出店推進・支援。地元メディア等活用による、需要の開拓に寄与する事業

を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１． 地域経済活性化のための場づくり 

２． 地域イベントによる経済の活性化 

３． 地域資源の活用・観光客誘致による経済の活性化 

連絡先 

鹿嶋市商工会 

〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中２－１－３４ 

TEL：0299-82-1919 FAX 0299-82-9401 

URL：http：//www.sopia.or.jp/shokokai/  

E-mail：shokokai@sopia.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 

＜第１期における取組と成果＞ 

小規模事業者の事業活性化・経営安定化に向けて、茨城県・各市町村・金融機関・日本政

策金融公庫・中小企業基盤整備機構・ミラサポ・中小企業診断士等と連携し、次にあげる２

つの支援事業を目標として、鹿行地域の５商工会（潮来市商工会・鹿嶋市商工会・鉾田市商

工会・神栖市商工会・行方市商工会）が共同で、第１期経営発達支援事業を実施した。 

 

①個別企業に対して、「新たな経営戦略に踏み込んだ支援」を継続して実施できる体制を構

築すること。 

②起業者に対して、経営課題を段階ごとに支援できる長期的起業支援プロジェクト体制（市

町村連携・広域支援）を整備すること。 

また、地域の活性化事業については、従来型の一過性イベント事業から｢地域のブランド

化・にぎわいの創出｣ができる事業へシフトすることも目標とした。 

上記の目標を達成するため、第１期経営発達支援事業において共同で実施した具体的な取

組及び成果は、次のとおりである。 

 

①個別企業に対して、「新たな経営戦略に踏み込んだ支援」を継続して実施できる体制の構

築については、地域で経営を持続的に行うためのビジネスモデルを提案し、実行支援を実

施できるためのスキルを身に付けるため、多面的支援体制（専門家を交えた「広域チーム」

による支援体制）を構築した。多面的支援体制を構築した成果として、経営発達支援事業

実施以前は、各種施策（エキスパートバンク・よろず支援拠点等）の専門家を活用した場

合、専門家一任となってしまうことが多かったが、経営発達支援事業実施後は、定期的に

担当専門家以外の専門家及び管内経営指導員等と協議することにより、専門家間の支援方

法の違いや経営指導員間の意見の違い等を聞くことができ、結果として、担当経営指導員

が中心となったチームとして企業支援を行うことができるようになった。複数の経営指導

員等・専門家と連携したことで経営指導員等の個人の意識も変わり、積極的な伴走型の支

援へと指導内容も変わった。 

②起業者に対して、経営課題を段階ごとに支援できる体制を広域に整備するため創業支援計

画の市町村認定をいち早く受けた潮来市商工会が拠点となり、広域的な創業支援を実施し

た。第１期の創業支援事業においては、受講生９３名（うち創業者１５名）とともに経営

指導員がセミナーを受講し、その後の創業につながるように伴走型支援を実施した。 

また、従来型の一過性イベント事業から｢地域のブランド化・にぎわいの創出｣できる事業

へのシフトについては、昭和５６年に商工会の事業として「地域福祉の増進に資する事業」

が追加されたことから、各地で商工祭が行われるようになった。当時は現在のようにショ

ッピングセンター等も無く、地域イベントとして成果を上げてきたが、近年は商工祭り自

体を廃止、または自治体主導による市民イベントに商工会が出店するような形に変化して
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いる。そのような中で、今回の計画の中では、各地域におけるイベントの見直しを行い、

年間を通じて「地域おこし」につながるような事業を新展開した。一例をあげると潮来市

商工会における「水郷潮来元気市」、「ろ舟運行の通年化」、「人力車の運行」などがある。 

鉾田市では、基幹産業（農業）との連携、商工業者の匠の技を発掘することを目的に中

心市街地を活用した賑わいの創出事業「鉾田にぎわいまつり」を実施した。 

このような取組を経て、鹿行地域の 5 商工会が共同で実施した多面的支援事業でのスキル

及び積極的な伴走型支援については、引き続き、第二期計画に踏襲しながらも、各商工会の

支援すべき地域を明確にし、広く小規模事業者支援を行うため、共同申請は発展的に解消し、

今回は個々の商工会ごとに計画を作成し、提出することとした。 

 

１．鹿嶋市の現状 

【地域を取巻く環境】 
  鹿嶋市は、茨城県南部に位置

し、首都東京へは、約 80 ㎞、県

都水戸及び筑波研究学園都市へ

は約 50 ㎞という距離にありま

す。鹿嶋・東京間は、JR 鹿島線、

東関東自動車道(東関道)でいずれ

も約 2 時間、空の玄関である成田

国際空港とは東関道で約 30 分、

茨城空港とは車で約 1 時間の距

離で結ばれています。 
 東に鹿島灘、西に北浦を臨み、

中央部は海抜約 40ｍの鹿島台地、

低地部は田園地帯や鹿島港と連

携した工業地帯が広がっていま

す。 
 
 面積は 106.02Km²で、鹿島灘沖を流れる海流の影響を受け、年平均気温 15.3°C と、四

季を通じて温暖な海洋性の気候に恵まれています。 
【地域の特徴】 
 本市は、平成３年に創設された J リーグにおいて、鹿島アントラーズが最初のステージ優

勝の栄冠を手にしたことで、「カシマ」の名は、一躍全国区となりました。  
また、悠久の歴史と近代産業の集積、さらに時代の新しい風・スポーツ文化等、本市の優

れた資源と特徴を生かしたまちづくりが継続されています 
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【人口動態】 
 本市の総人口は、この１０年で緩やかに増加しており、平成 28 年で 67,817 人となってい

ます。人口構成では、年少人

口(0〜14 歳)及び生産年齢人

口(15〜64 歳)は減少傾向にあ

ります。 
一方、老年人口(65 歳以上)

は増加傾向にあり、平成 22 年

から平成 28 年にかけて、老年

人口の割合は、6.0 ポイント増

加しています。 今後 10 年間

で更に高齢者人口が増加する

ことが予測されます。「0〜14
歳」いずれの年齢区分においても、10 年前と比較して減少しており少子化が進んでいること

がわかります。 
【鹿嶋市の現状】 

(1)産業別人口比率の推移本市

の就業者数は、平成 7 年以降

の調査では、30,000 人を超え

ていましたが、平成 22 年に

は大きな減少がみられます。

また、第一次産業から第三次

産業まで割合がそれぞれ低

下しています。 
 
 
 
 

(2)工業の動向 
本市の製造業事業所数は、平成 19

年に若干増加したものの、それ以降

は減少傾向で推移し、平成 23 年に

ふたたび増えましたが、平成 25 年

にかけて減少に転じています。平成

26 年にふたたび増加して、79 事業

所となっています。また、年間製造
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品出荷額については、平成 20 年にかけて増加していましたが、リーマンショック後に大幅

に減少し、以降は穏やかな回復傾向が見られます。 
 
(3)商業の動向 
本市の商店数は減少傾向にあります。年間販売額については、平成 11 年から平成 14 年に

かけて大幅に減少し、平成

16 年に盛り返したものの、

再び減少に転じ、平成 26
年では最も低い、1,145 億

7,200 万円となっていま

す。 
 
 
 

(4)観光の動向 
本市の観光入込客数は、平成

23 年の東日本大震災以降、徐々

に回復し、平成 26 年には 260 万

人台まで回復しています。しか

し、平成 27 年は前年度比 10％
強の減少となり、平成 25 年とほ

ぼ同水準となっています。 
 

 
(地域資源の活用と産業の振興) 
本市の商業は、経営者の高齢化や後継ぎ不足に加え、起業をする方が少ない為、空き店舗

の増加や、中心市街地の空洞化という継続した課題があります。鹿島神宮前通りをはじめ、

市内の各商店街の活性化や、創業支援を含めて、より一層の商業振興が必要です。 
 
一方で、工業は活発化が見られ、東日本大震災の発生した平成 23 年に年間製造出荷額が

減少したものの、以降は増加傾向にあります。引き続き工業振興を支援し、活力ある鹿嶋を

目指します。 
また、道路交通網や住環境の整備等に加えて、起業の労働力を確保する環境づくりも求め

られています。鉄鋼業においては、国際競争力の強化が大きな課題であり、本市の地域特性

を生かした積極的な支援が大切です。 
そして、農業、漁業においては、新たな担い手支援や、経営の安定化、自然に配慮した農
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業の推進や、水資源の管理を行うなど、持続可能な産業としての確立が必要です。特選品の

ブランド化を進めるにあたり、多産業連携による付加価値の創出が重要なテーマとなりま

す。 
 

＜業種別事業所数＞(2,434 名) <小規模事業者数>(1,608 名) 

業   種 事 業 者 数 
製造業 135 
建設業 400 
小売業 603 
サービス業 1,296 

 

 

 

 

 

 

※平成 26年経済センサス・基礎調査より 

 
【業種別商工会員 小規模企業別の推移】 

 H19 年 H21 年 H23 年 H25 年 H27 年 H29 年(11 月) 
工業 109 125 110 107 101 95 
建設業 407 402 410 403 410 403 
商業・サー

ビス業 
944 923 880 860 851 834 

その他 30 43 33 34 35 37 
合計 1,490 1,493 1,433 1,404 1,397 1,369 

 
2.地域の課題と強み     
【課題】  
① テーマイベント企画による地元商店街活性化事業の推進 
② 事業者への経営力向上・持続化支援での販路開拓 
③ 商店街に見られる空き店舗問題 
④ 小規模事業経営者の高齢化並びに後継者不在、廃業者の増加問題 
⑤ 鹿島神宮参拝者、鹿島アントラーズ観戦者の街中誘導及び販売動向の情報収集・分析 

 
【現在の強み】 
 本市は、サッカーJ リーグ・鹿島アントラーズのホームタウンであり、これまでに培った

スポーツ先進のまちと、東国随一の古社である鹿島神宮や剣聖・塚原卜伝生誕の地といった

歴史と文化を伝えるまち、同時に最先端の科学技術を擁した工業都市でもあり、北浦や鹿島

灘等豊かな自然環境があるまちです。 
 ３年後の２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の中で、本市カシマスタ

ジアムにおいてもサッカー競技が行われることとなりました。世界中のアスリートが目指す
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舞台が“わがまち鹿嶋”にやってきます。   
 
このように、観光客誘致に関しても日本で屈指の観光のまちであり、本市は、２００２年

ワールドカップで、来訪者への心を込めたおもてなしを行い、メディアなどで称賛されまし

た。２０１１年には東日本大震災で被災しましたが、強い絆や希望、市街からの多くの温か

い支援で見事に復興致しました。このおもてなしの経験と被災によって得た強い絆、復興ま

での多くの支援をいただいた感謝の気持ちを胸に、約６万８千人の市民、団体、企業、行政

が総力を挙げて、カシマにしかできないおもてなしを共に作りあげ、本市のシンボルのひと

つであるスポーツ資源を生かし、交流を通じて、地域の活性化を図る土台が十分にあります。 
 
 
 
 
 
 
 

(鹿島神宮大鳥居)       (鹿島神宮楼門)     (県立カシマサッカースタジアム) 
 
3.鹿嶋市の産業振興に関する具体的方向性 
第三次鹿嶋市総合基本計画【平成２４年(2012 年度)～平成３３年度(2021 年度)】は≪鹿嶋

らしさを生かした豊かなまちづくり≫≪未来を担う「鹿嶋っ子」を育むまちづくり」≫≪地

域を索引するリーディング自治体を目指すまちづくり≫の３つを基本理念とし、鹿嶋市の将

来像を「子どもが元気 香る歴史とスポーツで紡ぐまち 鹿嶋」と定め、さらに市が一体と

なってまちづくりに取り組むため、後期基本計画が策定されました。 
 
前期基本計画を策定した際に掲げた基本構想は，本計画においても踏襲することが通例で

すが，本計画の施行期間においては，平成 27（2015）年度に策定した「鹿嶋市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の実施期間であり，さらには、今後、2019 年国民体育大会茨城大会、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の、大きなイベントが控える５ヵ年

となります。 
 
また、本市を取り巻く課題を住民と行政の協力をもって解決すると同時に，本市における

より良い暮らしを目指して，市民と一体となってまちづくりに取り組む計画とし、次のよう

な目標を掲げています。 
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商 業 

①商業活動の活性化 
②経営支援体制の強化 
③新たな商業環境の整備 
④ICT（情報通信技術）を活用した商業活動の促進 

工 業 

①企業の誘致 
②既存企業の強化 
③新たな産業の創出 
④港湾の整備と利用促進 

観 光                                          

①観光資源の充実 
②観光交流客の誘致 
③観光客の受け入れ体制の整備 
④広域観光の推進 

 
4.鹿嶋市商工会の役割 
 鹿嶋市商工会では、小規模事業者の経営改善普及事業として、税務指導・金融相談・労働

保険事務代行・記帳指導等「基礎的支援業務」を中心に巡回指導、窓口相談、各種研修会を

実施し商工会青年部・女性部の育成、商業・工業・サービス業部会事業の推進、また地域振

興事業として各種イベントの開催などを実施している。 

  

今後は鹿嶋市の現状と課題を鑑み、地域唯一の経済団体（商工会）として地域経済を活性

化する為、商工会は行政と連携し、鹿嶋市総合後期基本計画の実現に向けて事業推進します。 

  

また、茨城県・金融機関・日本政策金融公庫・中小企業基盤整備機構・ミラサポ・中小企

業診断士等と連携して、小規模事業者等の持続的発展（地域経済活性化）を目標にした戦略

思考型伴走型改革支援を行います。 

 

5.鹿行地域内の小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 第１期の評価を踏まえた改善事項について、広域支援体制(多面的スキル)は引き続き実施

しながら行いますが、より専門的で事業所に寄り添った実施体制が弱く、今回の５年間の経

営発達支援計画において、小規模事業者の経営に関する情報の「収集・分析・発信」等を十

分検討し、地域全体の小規模事業者へ価値ある情報、地域小規模事業者の販路開拓につなが

る支援や地域経済の活性化に資する取り組みの方向性(ビジョン)をうちだし、下記の鹿嶋市  
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第三次総合計画とともに小規模事業所者に対し支援していきます。 

 

鹿嶋市は、第三次総合振興計画（平成２４年～平成３３年）の中で、将来の目指す方向性・

ビジョンとしてこれまでの基本理念を更に発展させ後期総合振興計画<平成２９年～平成３

３年>については≪鹿嶋らしさを生かした豊かなまちづくり≫≪未来を担う「鹿嶋っ子」を

育むまちづくり」≫≪地域を索引するリーディング自治体を目指すまちづくり≫を基本構想

と掲げ各種施策を展開しています。 

 総合計画では将来像を以下のように定め、市が一体となってまちづくりに取り組みます。 

 

「子供が元気 香る歴史とスポーツで紡ぐまち 鹿嶋」 

 

本市においても、少子高齢化社会の振興に伴う人口減少が想定されます。本計画では、今

後の高齢化社会を支え、将来にわたって活力のある地域社会活力のある地域社会を維持する

ためには、「子どもが元気」で、市民の笑顔あふれるまちであることが大切であると考え、

結婚から出産、子育て、教育について、行政はもとより、市民みんなで支援していくことを

目指しています。 

 

以下については、本計画期間中に直面する大きな機会をリードするために重点的に取り組む

必要がある重点プロジェクトです。 

1.スポーツが拓くまちプロジェクト 

①施設整備と効率活用 

(ア)スポーツ施設の充実とその周辺エリアの振興、(イ)東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会の事前キャンプ誘致の検討、(ウ)国際大会、全国規模のスポーツイベ

ント・大会の招致 

②スポーツによる地域の活力づくり 

(ア)スポーツツーリズムの推進を通じた地域活力の創出、(イ)スポーツと他産業との

連携による新たな経済活動の創造、(ウ)他市との連携による広域での地域活性化の推

進、(エ)生涯スポーツを通じた健康のまちづくり推進 

③未来へはばたくプレーヤーづくり 

(ア)スポーツ人材(プレーヤー・指導者)の育成、(イ)プロスポーツ選手との交流事業

の推進 

2.子ども健やかプロジェクト 

①みんなで育てる地域の宝 

(ア)結婚しやすい環境づくり、(イ)健やかな妊娠・出産の支援、(ウ)子どもの健全な

一句性支援、(エ)保育サービスの充実、(オ)子育て費用の軽減施策の推進 

②個性を伸ばす教育環境づくり 

(ア)家庭教育の支援、(イ)幼児教育・学校教育の充実、(ウ)鹿嶋らしさを生かした郷
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土理解教育の推進、(ウ)教育先進都市としての施策の充実 

③地域で支える安全・安心な社会の構築 

(ア)地域で支える子育て環境の構築、(イ)快適な住環境の整備、(ウ)防犯活動の強化 

3.地方創生推進プロジェクト 

①安定した雇用の創出と就業支援 

(ア)企業誘致の推進、(イ)企業遊休地の活用、(ウ)産業の振興と競争力の強化、(エ)

観光・農業・漁業等の既存産業の更なる振興、(オ)創業・就業への支援の充実 

②新たな人流れの創出 

(ア)新観光ブランドの創出、(イ)交流人口の増加施策の充実、(ウ)移住・定住の促進 

 ③住みよいまちづくりと、広域連携の推進 

(ア)人口規模に見合ったまちづくり、(イ)地域コミュ二ティの強化と活性化、(ウ)安

全で安心な暮らしを支えるまちづくり、(エ)広域連携による住みやすい地域づくり 

 

 これにともない、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、

地域の課題解決に向け、鹿嶋市の基本構想と連携した「地域のブランド化・賑わいの創出」

による地域活性化、また小規模事業者の経営の持続化・発達によるまちの発展を中長期的な

振興のありかたとして、行政や関係団体と連携して実行していきます。 

 
【本計画の目標】 
（1）地域商業の振興と経営基盤の充実支援体制 
（2）行政・関連機関と連携した小規模事業者の創業（第二創業を含む）・事業承継支援力の

強化 
（3）行政・関連機関と連携した販路開拓支援体制の強化 
（4）賑わいのある商店街・地域づくりの支援 
（5）小規模事業者の経営改善を推進する伴走型(個社)支援体制の構築 
 
6.小規模事業者振興に伴う 5 年間の目標と目標達成に向けた方針 
（1）地域商業の振興と経営基盤の充実支援 
商工会では、常に巡回や窓口指導をしているものの、各事業所の内面まで掘り下げた支援

ができていない。今後は積極的に巡回指導を行い、関係機関との連携を強化し具体的な支援

活動の取組みを推進します。 
具体的には、多様化する消費者や得意先のニーズに対応するための事業所づくりの支援、

情報提供や指導相談体制の充実に努める。経営の持続化や新たな事業の取組を実施するため

の経営計画の立案、補助金、助成金の活用、資金調達、そして継続できる個社支援体制とし

ます。 
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（2）行政・関連機関と連携した小規模事業者の創業（第二創業を含む）・事業承継支援力の

強化 
 
今後、事業所ごとに多様化する課題に対応するためには、商工会支援だけではカバーでき

ないことも予想される。専門家の派遣、市との連携事業の展開や、地域税理士会や市金融団

の連携を強化し、鹿嶋市の地域として事業者の経営強化に対応できる支援を行います。 
また、「創業しやすい街づくり」をテーマに掲げ、事業承継や創業の担い手を育成する体

制を構築し地域活性化に繋げます。 
 

（3）行政・関連機関と連携した販路開拓支援 
地域の資源（特産品やサービス）の効果的な PR 事業と展示会出展支援体制を強化する。

特に、市の協力と地域情報発信機関や民間事業者(市金融団等)との連携・強化を図る。具体

的には、地域に根付いている放送局や地域情報ポータルサイトやメディアを活用し PR 環境

を充実させ販路開拓に繋げます。 
また、その効果が判断できる情報収集と事業者へフィードバックできる体制を構築する。

その他にも関係機関が実施するイベントや商談会等の情報を入手し、事業所へ提供すること

で新たなビジネスチャンスに繋げます。 
 
（4）賑わいのある商店街・地域づくりの支援 
商工会では、中心市街地といえる鹿島神宮を中心とした商店街の活性化を促し、すでに地

域交流を目的とした「かしま商工夏まつり」や、定期的な賑わいの創出を目的とした、「賑

わい広場」や「宮中ふるさと市」を鹿島神宮の催事に合わせて開催し、特設物産会場を開設

しています。 
今後は、更に新たな賑わいを創出するため、民間旅行会社と連携し、活性化事業の展開と

個店の魅力向上を図る。また、市では中心市街地活性化事業への取組みを検討しており、将

来実現できるために協力していきます。 
 

（5）小規模事業者の経営改善を推進する伴走型(個社)支援体制の構築 
従来の税務相談や記帳指導、融資斡旋支援に加え事業者の持続的な成長に向けた経営力を

強化する必要がある。経営指導員が中心となるが、他職員も経営発達支援事業を念頭におき、

情報を共有して小規模事業者の現状や真の課題を把握し顕在化します。また、その課題を解

決するための実効性の高いビジネスプランや経営計画を策定する必要があり、環境変化にあ

わせた対応と事業者に寄り添った個社支援をフォローアップまで一貫して行います。 
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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 30 年 4 月 1 日～平成 35 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 

 

≪鹿嶋市商工会による経営発達支援事業の基本方針≫ 

■ 問題の認識が無く、旧体質による経営から脱却していない小規模事業者に対して、

事業計画の策定を提案し、自社の現状把握や課題の整理を進め、その語の事業計画

の作成を通して、今後の経営に関するきっかけを促します。 

■ 事業計画策定後は経営指導員が中心になり、職員一丸となり事業者に寄り添った伴

走型の支援を進めて、事業者が PDCA サイクルを回しながら、経営環境の変化に対

応しつつ、事業目的の達成を図ることを支援します。 

■ 個社の商品やサービスの需要動向調査を充実し、商談会の開催やメディア・EC サ

イト等の活用などにより、小規模事業者の販路開拓を積極的に支援します。 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における地域の経済動向調査として、鹿行地域（鹿嶋市商工会・潮来市商工会・鉾

田市商工会・神栖市商工会・行方市商工会）を対象に現状分析し、地域の特性等を把握し、

広域全体で地域の動向を共有することにより指導・助言の基礎データとするため、①既存デ

ータの活用（経済センサス）、②独自データの活用に取り組んだ。 

具体的には、①既存データの活用として、ビックデータ（ＲＥＳＡＳ）を活用し、実行支

援時に平成２７年度１２件、平成２８年度１９件調査を行った。また、②独自データの作成

として、確定申告データを活用し、鹿行地域の現状（経済動向）調査・分析を平成２７年度

１回、平成２８年度１回実施した。併せて、平成２７年度のプレミアム商品券販売時にアン

ケートを行い、消費動向調査を行った。 

ビックデータを活用したことで、これまで不明瞭であった地域の経済動向を調べることが

出来た。また、確定申告データ及びプレミアム商品券販売時のアンケートから小規模事業者

の特性と消費者動向を分析することで、鹿行地域における指導・助言の基礎データを作成す

ることが出来た。 

これらのデータを併用活用することにより、商圏や地域小規模事業者の経済状況の推移に

ついてデータを整備することができ、持続化補助金申請等に必要な事業計画の策定支援に活

用することができた。 
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一方、独自で作成した確定申告データには法人企業は含まれておらず、プレミアム商品券

は消費者が利用できる店舗が限定され、支援に活用する機会が少なかったが持続化補助金申

請時には有効的に活用できる事業者もあった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 
小規模事業者は、地域の経済動向について自社で分析・情報収集する手段・経験等が十分

でありません。これに対して第 1 期の「経営発達支援計画」では、個社の商品等を大手イン

ターネットショッピングサイトに出品し、ネットによる販路開拓支援だけにとどまってお

り、これまで商工会としても地域の中小企業景気動向調査について地域としての分析や、定

期的な情報発信を行ってきませんでした。地域に必要とされている事業所の本質等を明確化

するためにも、地区内経済動向を調査・分析し、これにより、消費行動変化や売上動向予測

を可能にする必要があります。 
 
今後は、需要動向調査により調査・分析した内容を活用し、小規模事業者の売上の増加や

新規顧客の獲得に向けたより効果的な需要開拓支援を、現状のネット活用等に加えて幅広く

行います。また、日々刻々と変化する経済状況の中で、企業の経営課題を的確につかむこと

が求められています。 
 
今後は、抽出事業所を絞り継続的に動向を把握し、地域全体の経営課題を明確にし、有益

な情報提供をしながら、経営状況の分析及び事業計画策定に活用していきます。 
 

(１)独自地域経済動向調査の実施（拡充強化） 

 第 1期の「経営発達支援計画」では小規模事業者の確定申告等の税務情報から、地域の

経済動向を調査分析する手法を採用していたが、売上や利益中心の分析となり、事業者の環

境変化や業種ごとの個社に特化した専門的な課題等の把握が難しい状況にありました。 

 
そこで今後は、地域内小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を把握し、その時々に

おいて必要な小規模事業者支援策を提供できるようにすることを目的として、市内事業者に

アンケート方式で業種別(卸・小売業・製造業・建設業・サービス業)に景況調査を年１回実

施します。 

調査対象 
卸・小売業、製造業、建設業、サービス業の４業種 各１０社を

抽出します。 

調査項目 

(a)売上 (b)資金操り (c)仕入(d)製品・商品在庫(e)採算(利益) 

(f)従業員 (g)生産設備 (ｈ)引き合い (i)業況 (ｊ)経営上の問

題点など 
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調査頻度 年１回実施 

調査方法 
アンケート方式で、抽出した各業種対象事業者に対し、調査を実

施します。 

分析方法 
専門家との連携により、業種別地域景況感・課題等の把握から事

業者支援の方向性を決定し具体的支援指標とします。 

調査結果の 

提供方法 

分析した調査結果については、商工会報・ホームページでの公表、

巡回窓口支援時に参考資料として活用・情報提供を行います。 

 

(２)売上動向調査・分析の実施（新規） 

第 1期の「経営発達支援計画」では、経済動向を把握する外部データとしては、日本政策

金融公庫の景況レポートや全国商工会連合会の中小企業景況調査報告書等を参考に小規模

事業者支援に活用していたが、分析項目が限定的で、地域経済動向を把握するには限界があ

ると思われます。 

 

そこで今後は、新たに「経済センサス」や「商圏レポートＭｉｅＮａ」により市町村別事

業所数及び従業者数、産業中分類別の事業所数・従業者数の動向や半径 500ｍ、1ｋｍ、3ｋ

ｍにおける競合店の件数、消費支出額を掴むほか、茨城県で四半期ごとに公表している県内

の主要経済指標データ、景気ウォッチャー調査等のデータなどの外部データも活用し、当地

域を取り巻く商圏や県内経済動向なども併せて、地域小規模事業者の経営動向を把握すると

ともに、業種に応じた売上や利益向上に向けた取り組みを整理し、商工会で決算指導を行う

事業所の中からの売上高、売上原価、売上総利益、営業利益等の数値データを業種、地域等

で集計、分析することで、事業計画策定支援等に活用していきます。 

 

＜具体的調査事業内容＞ 

調査対象 
卸・小売業、製造業、建設業、サービス業の４業種 各１０社を抽

出します。 

調査項目 

(a)売上 (b)売上原価 (c)売上総利益 (d)採算（利益）(e)製品・商

品在庫 

(f)従業員 (g)設備投資状況 など 

調査頻度 年１回実施 

調査方法 
保有する決算申告データを活用し、抽出した各業種対象事業者に対

し調査を実施します。 

分析方法 
分析については専門家等も図り、業種別地域景況感・課題等の把握

から事業者支援の方向性を決定し、具体的支援指標とします。 

調査結果の 

提供方法 

分析した調査結果については、商工会報・ホームページでの公表、

巡回窓口支援時に参考資料として活用・情報提供を行います。 
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(３)各種統計資料を活用した地域経済動向調査【新規】  

 第 1期の「経営発達支援計画」では、広域的な連携のみを主軸しており、各行政機関等の

有益な情報を十分に小規模事業者向けに十分に伝達することができていなかった。今回の新

たな試みとして、行政・金融機関の各種統計資料（景気ウォッチャー調査（内閣府）、中小

企業景況調査報告書（全国連）等各種レポートから売上、採算、資金繰り、雇用などの状況

について定期的に分析し、各業種・業界の動向を体系的に把握し、小規模事業者等の意思決

定の参考資料として商工会報・ホームページ等により情報提供をしていき、巡回窓口相談時

の資料としても活用します。 

【具体的調査手段・項目】 

情報入手先 調査資料 調査項目 

内閣府統計 景気ウォッチャー調査 （年４回） 景気判断動向指数 

全国商工会連合会 中小企業景況調査報告書（年４回） 地域別景況指数 
総務省統計局 経済センサス （年４回） 地域別景況指数 
日経テレコン 各業界トレンド情報  （年４回） 業種別トレンド 

常陽ＡＲＣ 県内地域の経済動向調査報告書 

（年４回） 

茨城県内地域経済動向 

全国業種別審査事典 業種別経営分析指標一覧 

（比較調査用） 

業種別分析指標 

(株)日本統計センター 商圏レポート MieNa(比較調査) 商圏内の消費動向指標 

 

【活用方法】 

手段・方法 内容 

分析方法 ・各調査により収集した調査データを分析し、小規模事業者が利用

しやすい情報（視覚的に内容をすぐ理解できるもの）に加工し、レ

ポートとしてまとめます。 

情報共有 ・分析内容を全職員で共有し、事業計画作成および新規事業展開な

どに関する相談に活用していきます。 

情報提供 ・商工会報・ホームページ等により情報提供をしていく。巡回窓口

相談時の資料としても活用します。 

 

【目標】 

事業内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

地域経済動向調査実

施回数 

60社 

(財務分

析のみ) 

(4業種 

×10社） 

1回 

(4業種 

×10社） 

1回 

(4業種 

×10社） 

1回 

(4業種 

×10社） 

1回 

(4業種 

×10社） 

1回 

調査対象事業者数 60社 40社 40社 40社 40社 40社 
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情報提供 １回 1回 1回 1回 1回 1回 

売上動向調査・分析

回数 

未実施 

 

（4業種 

×10社） 

1回 

（4業種 

×10社） 

1回 

（4業種 

×10社） 

1回 

（4業種 

×10社） 

1回 

（4業種 

×10社） 

1回 

調査対象事業者数 未実施 

40社 

（各業種

10社） 

40社 

（各業

種 10社） 

40社 

（各業種

10社） 

40社 

（各業種

10社） 

40社 

（各業

種 10社） 

情報提供 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

統計資料活用地域経

済動向調査・分析延

べ回数 

未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

統計活用調査情報提

供事業者数 

（巡回窓口相談時 

提供数） 

未実施 
200 

事業所 

200 

事業所 

200 

事業所 

200 

事業所 

200 

事業所 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における経営状況の分析として、巡回訪問・窓口相談、各種セミナーを通して、分析

対象となる小規模事業者を絞り込み、独自分析シートを活用し、広域商工会経営指導員２０

名と多面的診断可能な専門家３名による広域チーム体制の中で経営分析に取り組んだ。 
具体的には、広域チーム体制は、支援を一連の流れで行う広域実行支援（分析・調査・計画

策定・フォローアップ支援）を通し、多種多様な課題に対応可能なスキルを身に付けること

をテーマに実施した。また、支援の中でも最も難しい販路開拓支援については、現場にあっ

た多面的診断体制の再構築が重要であることも全体で共有することができた。 
経営分析を行った事業者は、鹿行地域５商工会で平成２７年度１，７７６件、平成２８年度

１，７７９件、平成２９年度１，８００件（見込み）となり、平均でも３５０件を超える成

果があった。また、広域チーム体制で行った経営分析、需要動向調査及び事業計画策定まで

実施できた件数は、平成２７年度１２件、平成２８年度１９件、平成２９年度１７件（見込

み）となり、目標を達成することができた。 
広域チーム体制については、全体での協議・検証をする際、当初は各支援先の事例発表的な

ものになっていたが、２年目からは個別企業の分析結果に対する考察や、追加して実施すべ

き分析手法などについての活発な意見交換ができてきている。そのため、チームで多面的な

診断が可能な支援体制が整ってきている。 
一方、支援対象の絞り込みをし、支援対象ごとに担当者を決めて支援を行ったため、各商工
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会の一部の経営指導員等による支援に留まっており、商工会組織全体で対応できる仕組み作

りが課題となった。独自分析シートは、ヒアリングを行う上で有効的な項目に整理されたが、

一部分で質問内容が事業者の目線で設定されていなかったことも判明した。 
 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 
第 1期の「経営発達支援計画」では、小規模事業者に対する経営分析の支援について、広

域チーム体制化においてこれまで経営革新計画策定時や補助金申請書作成時の形式的な実

施にとどまり、小規模事業者への経営に対する素早い対応や個社に対しての最善策を十分に

提供できていませんでした。 
 
また、小規模事業者の多くは自社の経営改善やビジネスモデルの再構築に十分活用できて

いないほか、その対象範囲は極めて限定的となっています。 
 
今後は、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い財政状況や強み、弱みなどの現状を深く

探求し、小規模事業者のビジネスモデルの再構築、そのため事業計画策定の基礎資料として

活用を図ります。 
 
また、観光地域としての資源を豊富に有していながら、いまだに十分に活用できていない。

その周辺地域の店舗に関しても、顧客のニーズを的確にとらえているとは言えず、経営的な

分析が不足しています。 
 

【事業内容】 

① 経営分析が活かせる体制の整備 (新規) 
これからは、小規模事業者の経営計画作成の基礎となるデータ分析が必要になる｡そのため

に、具体的な支援が出来るような体制づくりを行い、経営分析プラス、ＰＤＣＡ（経営計画

支援→事業実行→結果報告→事業改善提案）を実行します｡ 
 
これについて、小規模事業者が自ら経営分析の必要性・重要性を理解し、自社の「強み」

「弱み」や真の経営課題に気づくこと、事業者自身の経営分析の向上を促すため、巡回訪問､

第二創業･創業､事業承継、経営革新に特化したセミナー等の開催を活用し、随時、経営分析

を行い､経営計画立案のビジョンや真の課題を明確にします｡卸・小売業、製造業、建設業、

サービス業の４業種 各１０社の抽出については、鹿嶋市商工会ではスタッフの状況によ

り、経営指導員 3人×10事業所、補助員 2人×5事業所、記帳専任１人他一般職員はフォロ

ーアップでを行い、全職員で伴走型(個社)支援を実施し、さらに掘り下げて行える可能な範

囲を選定していきます。 
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【対象者の掘り起こし】 

・市内全事業者を対象として開催する年末調整説明会、確定申告説明会や商工会職員に

よる巡回・窓口相談・決算税務相談を通じた対象者の掘り起こしを行います。 

【事業計画策定に求められる自社の経営状況分析からの情報・分析項目・収集方法】 

情報・ 

分析領域 
収集情報・分析項目 収集方法  活用 

①組織基本情

報 

1.組織概要 

2.事業コンセプト・ビジネスモ

デル 

3.顧客獲得方法 

4.近年の状況 

会社案内 

ホームペー

ジ 

財務資料等 

 

◎経営支援課

題の抽出 

 

◎支援方針の

検討・決定 

②提供してい

る商品・サ

ービス内容 

1.商品・サービスの特長 

2.顧客提供価値(ニーズ) 

3.競争優位性(商品価値) 

4.競合他社の特徴変化  SWOT 分析、

ポジショニ

ング分析等

からの経営

診断シート 

 

③技術又はノ

ウハウ 

1.顧客価値 

2.技術・ノウハウ等知的資産内

容 

 

④経営資源 
1.資源の強み(人・モノ・カネ・

情報・技術) 

 

⑤財務・及び

経営状況の

分析 

1. 各種財務・経営分析結果(成

長性、収益性、安全性、資金

繰り等の定量分析) 

決算書・財務

資料・ネット

ｄe 記帳分

析結果 

 

 

※情報収集にあたっては、経営カルテにおける質問項目に沿って経営指導員がヒアリ

ングを行うことを基本とし、それぞれの「情報収集・分析領域」について、上記「収

集方法」により情報を補完します。 

【分析方法】 

・経営指導員によるヒアリング内容・分析シートをもとに、経営分析結果をデータベー

ス化し、各事業所の経営分析結果を全員の職員が共有できるようにします。 

・専門家等との連携により経営指導員全員で構成する経営分析検討会にて分析内容のブ

ラッシュアップを行い、経営診断シートを完成させます。 
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【小規模事業者に対する情報提供・経営課題の抽出・支援方針検討決定】 

経営診断シート内容について、事業者・商工会職員・専門家等により経営課題の抽出か

ら課題解決に向けた支援の方向性を検討決定します。 

【活用方法】 

・中小企業診断士等の専門家と連携し分析をもとに、小規模事業者の経営課題を見出す

ほか、今後の経営に対する気づきを与え、事業の課題設定、事業計画策定の際の経営

データとして活用する。その後のフォローアップにより事業計画策定支援に繋げてい

きます。 

・特に若手経営者（後継者含む）には、経営分析の重要性に関する「気づき」を与える

ことを重視するほか、経営者自身の経営分析力の向上セミナーなども活用し支援しま

す。 

後継者のいない経営者には、経営の持続に焦点をあてながら支援を実施していきま

す。 

・作成した経営診断シートは、データとして蓄積・管理し、業種、規模別等によりデー

タベース化した後、経営指導員が閲覧できるようにします。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 30 年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析対象者掘

り起しに係る巡回

訪問延回数 

未実施 200 200 200 200 200 

経営分析事業者数 未実施 
40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

 
３.事業計画策定支援に関すること 指針② 
＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における事業計画策定支援として、小規模事業者の新たなビジネスモデルを構築す

るためには、１経営指導員による支援では限界があるため、経営戦略に踏み込んだ支援を望

む小規模事業者に対して、専門家と経営指導員等の広域チーム体制による事業計画策定支援

を実施した。 

 

具体的には、広域チーム体制における事業計画策定支援件数は、平成２７年度１２件、平

成２８年度１９件、平成２９年度１７件（見込み）であった。 

結果として、需要・販路開拓につながらなかった支援ケースもあったが、経営指導員等が多

面的診断可能な専門家とチームを組むことによって、目的としていた経営指導員等の事業計

画策定支援スキルについては、一定レベルの向上を図ることができた。 
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また、それぞれの支援ケースにおいて、専門家からの高度な支援方法や他の経営指導員等

の意見、提案を含め支援内容を記録した実行支援カルテを作成した。カルテは、広域チーム

内で検証され、データ化、各商工会においてカルテデータを共有することで、事業計画策定

時の参考資料として活用できるようにもなった。 

 

一方、広域チーム体制は、各事業において全体での協議、検証が必要となるため、支援完

了までに長い期間を要してしまう。今後、限られた人材、時間の中で、小規模事業者が事業

計画策定の重要性を真に捉え、自ら事業計画を策定できる小規模事業者をさらに増やすため

には、経営指導員等の創意工夫によるさらなる積極的な提案と、効率よくタイムリーな支援

を行える体制づくりの見直し、再構築が必要である。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 

第1期の「経営発達支援計画」では、事業計画作成目標を設定しておらず、小規模事業者

に対する事業計画の策定支援については、これまで主に、経営革新事業・事業承継・創業支

援・各種補助金活用（ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金）・金融支援等の機会

を通じて実施するなど受動的な取り組みであり、十分なデータや情報により、小規模事業者

に対し計画骨子の支援まで深く関与することができなかった。 

今後は、定期的・体系的に行う市場調査(顧客ニーズ)や経営診断分析シート結果をもとに、

経営課題を解決するため、経済動向調査・経営分析・需要動向調査の結果を踏まえ、専門家

と連携し、商工会からの巡回指導を中心とした積極的な提案による伴走型の指導・助言を行

い、効果的な事業計画策定により、小規模事業者の持続的発展を図ります。 
【事業内容】 
① 体系化した伴走型支援 【拡充実施】 

「主要連携機関」（茨城県・鹿嶋市・茨城県商工会連合会他）を経営支援全般の基礎とし、

伴走型を中心におき、継続とスピードを重視した ｢地域専門家連携｣（税理士、社会保険

労務士、日本政策金融公庫、鹿嶋市金融団等)と、より専門性を重視した「個別専門家連

携」（ミラサポ、茨城県中小企業振興公社、ジェトロ茨城等）を体系化し、地域経済動向

分析と経営分析等から得られた情報を提供・活用し、実現可能性・実行性の高い計画策

定を伴走型で支援します。 
 

②   事業計画策定セミナー・相談会開催等による事業計画策定支援【拡充実施】  
各種補助金の申請や金融相談時における事業計画策定支援は､これまで事案が生じた

際の実施に留まっており､支援の対象範囲は極めて限定的であった｡今後は､小規模事業

振興に向け事業計画策定相談日を年間スケジュールに組み込み､定期的に支援機会を設

けるほか､積極的に広報・周知を行う｡エキスパートバンクやミラサポ等を利用して事業

計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしと事業計画書策定支援を行います｡ 
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③   小規模事業者に対する創業・事業承継計画策定支援【拡充実施】 
地域における商工業を活性化するため､事業計画セミナー､創業及び事業継承セミナ

ーを定期的に開催し､事業計画策定支援をする｡特に創業に関しては市と連携し、「創業

しやすい街づくり」をテーマに掲げ「鹿嶋商い元気塾」を平成 18 年度より継続実施し

ます。 
また、平成 28 年度からは鹿嶋市が経済産業省「特定創業支援事業」の認定を受け、

関係団体と連携した事業として強化をおこなっています。 
今後は事業計画策定支援を通して､小規模事業者の経営にさらなる革新を促し､より

持続的な発展ができる事業者を多く育成します｡  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【目標】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定セミナ

ー開催回数 
１ 3 3 3 3 3 

事業計画セミナー参

加者数 
10 15 15 15 20 20 

事業計画策定事業者

数 
15 20 20 25 25 30 

創業セミナー開催回

数 
  1 2 2 2 2 2 

創業セミナー参加者

数 
10 10 15 15 20 20 

創業計画策定事業者

数 
1 2 2   3 3 4 

事業継承事業者数 0 1 1 2 2 4 

 



21 
 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること 指針② 
 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における事業計画策定後の実施支援については、広域チーム体制の多面的な支援に

よるフォローアップを実施し、小規模事業者に寄り添った指導・助言を行った。 

 

具体的には、多面的診断可能な専門家を活用した広域チーム体制により、伴走型支援体制

が構築され、事業遂行のフォローアップ支援ができ、さらには、経営指導員等が専門家とチ

ームを組むことによって、フォローアップ支援のスキルの向上が図れた。 

平成２７年度（支援実績 ：１２社・延べ４０日） 

平成２８年度（支援実績 ：１９社・延べ１１８日） 

平成２９年度（支援見込み：１７社・延べ１３６日） 

 

初年度は、各商工会で取り組む事業者支援事例の報告にとどまっていたが、２年目以降は、

全指導員（１９名）、専門家（３名）で構成される広域チーム体制は、広域で実施される実

行支援の検証の場として年３回実施しているが、当初は検証の場として位置付けたものの診

断というよりは報告に留まっていたが、２年目以降は、広域チーム体制の中で多面的に診

断・検証する場に代わってきた。 

 

しかし、支援の手法等については身についたものの、実行支援（需要・販路開拓）にまで

は至らなかったため、今後は改善の必要がある。さらには、事業計画実施に伴い資金を必要

とする場合、今後も関係機関と連携し、資金調達に向けた支援、各補助金の情報を提供する

必要がある。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 
第1期の「経営発達支援計画」では、事業計画作成者の掘り起しに力点が置かれる傾向に

あり、事業計画策定後の計画実施については事業者の判断に委ねていたこともあり需要・販

路開拓までに至らないケースもありました。また、現在の当商工会の支援は、巡回や窓口指

導、補助金の申請時や経営革新フォローアップセミナー等の機会に助言・指導をするのみで

あります。資金調達の失敗や販路開拓の進捗の遅れ等で計画が予定どおりに進まないケース

も多く、タイムリーなアドバイスによる速やかな支援が課題であります。 

今後は、計画の進捗状況に応じて計画的なフォローアップを実施し、計画の実現性を高

めていきます。 
 
【事業内容】 
(1)フォローアップ強化による実施支援【拡充実施】 

・事業計画策定した事業者などに、今後は計画の進捗状況に応じて計画的なフォローア
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ップを実施します。 
・具体的には、事業計画の策定を支援した企業全てに対して、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、的確な指導・助言を行います。 
・また、国、県、市町村、よろず支援拠点等の行う支援策等を周知し、フォローアップ

を実施します。 
 

手段・方法 内  容 
対  象 事業計画の策定支援した企業すべて 
実施回数 3 ケ月に 1 度 
支援方法 巡回訪問、窓口相談 
確認内容 事業計画の進捗状況、売上、利益、資金繰り等の状況把

握、計画の見直しの必要性、施策の活用状況 
計画実施状況 
に応じた支援 

計画実施に伴う問題点等の解決策の提案 
国、県、市等の行う支援策の活用の提案 
計画に該当する各種補助金活用の提案 

 
(2)事業承継・創業後の巡回・窓口指導による個別フォローアップ【新規】 

・事業後継者及び創業者に対し、随時、巡回指導による個別指導等、フォローアップを

継続するほか、先輩経営者との意見交換会、指導員等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(指導・助言)を行います。 
・また、地域資源を活用した創業に対しては、特産品開発を視野に入れ、商工会が関与

するイベントへの優先参加と、他のイベント出展等に関するきめ細かなノウハウ提供を

行います。 
 

手段・方法 創業計画策定を支援したすべての事業者 
実施回数 2 か月一度 
支援方法 巡回訪問、窓口相談 
確認内容 事業計画の進捗状況、売上、利益、資金繰り等の把握状

況、計画の見直しの必要性、施策の活用状況 
計画実施状況 
に応じた支援 

創業者の事業遂行状況に応じた助言・指導 
記帳指導、労務指導、資金繰り指導、販路拡大指導、顧

客管理指導、専門家派遣による専門的な課題解決支援 
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【目 標】 

支援内容 現状 30年度 31 年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業向

けフォローアップ事

業者数 

15 20 20 24 24 28 

創業計画実施フォロ

ーアップ事業者数 
1 6 6 12 12 18 

事業継承実施フォロ

ーアップ事業者数 
1 6 6 12 12 18 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における地域の需要動向調査として、鹿行地域（鹿嶋市商工会・潮来市商工会・鉾

田市商工会・神栖市商工会・行方市商工会）を対象に、顧客の商品・サービスに対するニー

ズ等について分析を行い、相談内容等に応じて分析結果を提供した。 

 

具体的には、①既存データの活用として、各統計調査等のデータを活用し、県全体の需要

動向を整理分析した（平成２７年度１１社１回、平成２８年度１７社１回、平成２９年度１

７社１回）。また、②独自データの活用として、平成２７年度に５市地区で「プレミアム商

品券」事業を実施したため、販売時にアンケートを行い、需要動向調査を行った。 

 

広域で需要動向調査を行うことで、広範囲のデータ収集ができ、これまで不明瞭であった

地域の需要動向を調べることができた。また、プレミアム商品券販売時のアンケートから小

規模事業者の特性と消費者動向を分析することで、地域における指導・助言の基礎データを

作成することができた。これらのデータを併用活用することにより、商圏や地域小規模事業

者の経済状況の推移について、より精度の高いデータを整備することができ、持続化補助金

申請等に必要な事業計画の策定支援に活用することができた。さらに、各種業界別・業種別

等の情報を整理分析し、提供することができた。 

 

プレミアム商品券発行によるアンケート調査は、単年度事業で１回のみの実施、かつ、消

費者が利用できる店舗が限定されていたため、情報量としては不足していたが、得られたデ

ータ、情報をインターネットで公開し、小規模事業者等に提供した。 

現在事業を継続しながら、新たな販路開拓支援(ITを活用した市場開拓)を実施する。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 

 第 1 期の「経営発達支援計画」では、小規模事業者は自社で分析及び情報を収集する手段・

経験が少なく、商工会からの小規模事業者等への需要動向情報の提供に関しては、具体的な

取り組みに至おらず、従来と同様なデータを個社の相談に対して断片的に提供するまでで、

データの整理・分析等が十分されておらず、需要開拓の有効な情報に至っておりませんでし

た。今後は、経営指導員及び職員が日々の巡回・窓口相談時に需要動向調査の必要性を広く

啓蒙し、また個社の経営課題を明確にし、今後の需要を見据えた「商品・サービス開発」「事

業計画策定」の基礎的数値データとして活用を図っていきます。 
 
今後の商工会としては、地域小規模事業者に対し、消費者ニーズへの意識改革を図るため、

小規模事業者が商品・サービス開発・改良を行うための的確な情報を迅速に把握でき「商品

開発や改良」「新たな販路開拓」等成果につながる需要動向の情報収集・分析・活用につい

て伴走型支援も行っていきます。 
また、商工会の経営指導員も需要動向調査の調査手法等の知識や手法の習得に取り組みま

す。 
 

【事業内容】 

(1)巡回・窓口相談等における支援先の掘り起こし（拡充実施） 

小規模事業者が、自社の経験や思い込みによる商品開発やサービスの提供等が引き起

こす顧客ニーズとのミスマッチを防止し、プロダクトアウトからマーケットインへ意識

改革を図るため、経営指導員が巡回・窓口での事業計画実施支援において、需要動向調

査の必要性を小規模事業者に広く啓蒙します。 

 

(2)消費者需要動向調査・情報収集・分析支援（新規） 

目  的 

主に地域内外一般消費者、特に地域外から滞在された方への需要開拓

に向けて、商品・サービスの開発・改良に取り組む小規模事業者が、

消費者の実態・動向・ニーズ等を適切に把握するため、有効な情報の

収集及びその活用支援します。 

支援対象 

（個社） 

＜一般消費者への需要動向調査＞ 

・地域資源活用事業者等の新商品､新サービス開発に取り組む事業者 

特に、文化・歴史関連、スポーツ関連、地元食材を活用する個社 

・既存商品・サービスの改良に取り組む事業者 等 

調査対象 

・支援対象事業者の既存顧客 

・地域内外の消費者 等 

特に地域外から観光客、スポーツ観戦の滞在者消費者 
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調査方法 

・商品・サービスの提供店舗における店頭アンケート及び聞き取り調

査、特にＳＮＳを活用したアンケート調査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・イベント開催時のアンケート調査 

 （鹿島神宮祭事開催日、カシマサッカースタジアムホームゲーム開

催日、鹿嶋まつり等の産業祭） 

調査項目 

 

【新商品・サービスに対する調査項目】 

(a)商品・製品・サービスの価格 ※価格対品質等 

(b)品質・味・量 

(c)商品やパッケージのデザイン 

(e)関心度  

(d)購入や利用のしやすさ 

(f)商品・サービスに対するイメージ 

(g)用途・目的（家庭用、贈答用等） 

(h)改善点（自由記載：品質、価格、その他において改善を要する点）

をアンケート項目として実施します。（聞き取りの場合も同項目） 

 

【既存商品・サービスに対する調査項目】 

(a)商品・製品・サービスの価格 ※価格対品質等 

(b)品質・味・量 

(c)商品やパッケージのデザイン 

(d)店舗や商品・サービスの知名度 

(e)店舗や商品・サービスを購入・利用経験 

(f)関心度   

(g)購入や利用のしやすさ 
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(h)商品・サービスに対するイメージ 

(i)用途・目的（家庭用、贈答用等） 

(j)改善点（自由記載：品質、価格、その他において改善を要する点）

をアンケート項目として実施します。（聞き取りの場合も同項目） 

 

標本数・頻度 

・標本数は、店頭調査については、試作品開発から１か月の期間を定

め、標本数 15件を目途に需要情報を収集します。 

・イベント時調査については、 

① 鹿島神宮祭事の定期的な開催時において、１商品あたり 15件を目

途に需要情報を収集する。調査頻度は年 1回実施します。 

② カシマサッカースタジアムホームゲーム開催日、１商品あたり 15

件を目途に需要情報を収集する。調査頻度は年 1回実施する。 

③ 鹿嶋まつりにおいて、１商品あたり 15 件を目途に需要情報を収集

する。調査頻度は年 1回実施します。 

 

※イベント時調査、店頭調査において聞き取り調査も平行して実施し

ます。 

支援内容 

(a)需要動向の収集及び活用が必要な事業者の選定 

  事業計画策定事業者の内、新商品・新サービスの開発や既存商品・

サービスの改良に取り組む事業者を需要動向調査の対象事業者に

選定します。 

(b)需要動向調査の実施スケジュールの作成 

   選定した対象事業者における商品・サービスの開発・改良に有効

な情報を提 供するため、事業者の商品開発・改良計画とマッチ

ングさせた需要動向調査の実施スケジュールを作成します。 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 

   調査項目から対象事業者が開発・改良に取り組む商品・サービス

に適した調査項目を選定します。 

(d)調査票(アンケートシート､ＳＮＳ活用システム)の作成・提供 

   ・選定した調査項目を活用して、商品・サービスの開発・改良に

取り組む事業者が活用可能なアンケートシートや案内カードを

作成し、提供します。 

(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 

  収集した需要動向調査の結果について、専門家と連携を図りなが

ら、必要な改善点を分析し、事業者の商品・サービスの改良に活

用可能な情報に加工、提供する。具体的には、支援事業者ごとに

調査結果を取りまとめたレポートを作成し、商品開発・改良への



27 
 

フィードバックを図ります。 

(f)需要動向調査結果を活用した商品の開発・改良等の支援 

収集・加工した需要動向調査の情報を活用して、商品の開発・改

良に取り組む事業者に対し、必要に応じて専門家派遣等を活用し

た商品・サービスのブラッシュアップや茨城県工業技術センター

や茨城県デザインセンター等の専門機関との連携による商品・サ

ービスの高度化・専門化等の支援を実施します。 

 

(3)取引先・バイヤー等需要動向調査（新規） 

目  的 

主に取引業者（商社・バイヤー等）への需要開拓に向けて、商品の

開発・改良に取り組む小規模事業者が、消費者の実態・動向・ニー

ズ等を適切に把握するため、有効な情報の収集及びその活用支援し

ます。 

支援対象 

＜商社、卸・小売業者等への需要動向調査＞ 

・地域資源活用事業者等の新商品開発､新提供サービスに取り組む

事業者 

・既存商品の改良に取り組む事業者 等 

・特に展示会､商談会に出展される個社又は組合等の団体 

調査対象 支援対象事業者の既存取引先・バイヤー等 

調査方法 
取引打合わせ、納品等取引先との接触の際のアンケート調査・聞き

取り調査 

調査項目 

(a)商品・製品・サービスの価格 ※価格対品質等 

(b)品質・味・量 

(c)商品やパッケージのデザイン 

(e)取引ロット数 

(d)納期 

(f)納品方法 

(g)改善点（自由記載：品質、価格、その他改善を要する点） 

(h)業界内のトレンド（何が流行しているか）をアンケート項目と

して実施します。（聞き取りの場合も同項目） 

標本数・頻度 
標本数は、既存取引先数等に応じて調査を実施する。 

調査頻度は年２回実施する 

支援内容 

(a)需要動向の収集及び活用が必要な事業者の選定 

  事業計画策定事業者のうち、新商品の開発や既存商品の改良に

取り組む事業者を需要動向調査の対象事業者に選定します。 

(b)需要動向調査の実施スケジュールの作成 
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   選定した対象事業者における商品・サービスの開発・改良に有

効な情報を提 供するため、事業者の商品開発・改良計画とマ

ッチングさせた需要動向調査の実施スケジュールを作成しま

す。 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 

   調査項目から対象事業者が開発・改良に取り組む商品・サービ

スに適した調査項目を選定します。 

(d)調査票(アンケートシート)の作成・提供 

   選定した調査項目を活用して、商品・サービスの開発・改良に

取り組む事業  者が活用可能なアンケートシートを作成し、

提供します。 

(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 

  収集した需要動向調査の結果について、専門家と連携を図りな

がら、必要な改善点を分析し、事業者の商品・サービスの改良

に活用可能な情報に加工、提供する。具体的には、支援事業者

ごとに調査結果を取りまとめたレポートを作成し、商品開発・

改良へのフィードバックを図ります。 

(f)需要動向調査結果を活用した商品の開発・改良等の支援 

   収集・加工した需要動向調査の情報を活用して、商品の開発・

改良に取り組む事業者に対し、必要に応じて専門家派遣等を活

用した商品・サービスのブラッシュアップや茨城県工業技術セ

ンターや茨城県デザインセンター等の専門機関との連携による

商品・サービスの高度化・専門化等の支援を実施します。 

 

4)各種統計調査等を活用した業界等需要動向調査・情報提供（新規） 

商工会の重点支援産業の需要動向や各業界のトレンド等を把握・情報提供する。国や

民間の各種分析データを収集・分析し、小規模事業者が開発・販売する予定の商品・サ

ービス（技術）に関する需要動向に関する分析結果を提供することで、小規模事業者の

需要開拓を支援します。 

また、地域資源等を活用する重点産業については下記調査資料からに重点産業のトレ

ンド等を調査分析し対象事業者に情報提供を行います。 

 

＜統計調査活用 需要動向調査の対象・項目・目的＞ 

調査対象統計資料 調査項目 調査の目的 

日経 MJ等の商業紙 各業界トレンド情報 
消費者の嗜好変化 
新商品・サービスの開発 
重点産業の需要動向 
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「家計調査」 

（総務省統計局） 
家計消費の状況 家庭の消費動向把握 

「商圏レポートＭｉ

ｅＮａ」 

(日本統計センター) 

商圏内の 

「人口及び世帯数」、 

「地区別・年齢別・性別の人口」 

ターゲットエリアの選定 

ターゲット顧客の選定 

鹿嶋市統計調査資料 「人口及び世帯数」、「年齢別人口」 
ターゲットエリアの選定 

ターゲット顧客の選定 

  ＜統計調査活用 需要動向調査の対象者、分析・活用方法＞ 

○主要対象者 

・事業計画を策定した小規模事業者 

・重点産業分野において商品の試作・開発・販路開拓に取り組む小規模事業者 

・創業予定者 

〇調査・分析方法 

・上記で整理したデータから事業所に関連した情報を抽出するとともに、(2)(3)の情

報収集で得られた情報を加えて、需要開拓の成否に影響を与える可能性のある項目

について分析を行います。 

・分析した情報を「２．経営状況の分析に関すること」における SWOT 分析の外部環

境分析の資料としても活用します。 

○成果の活用 

・調査結果については中小企業診断士等の専門家と連携し、消費者の意識や今後の需

要動向の推定などについての分析を行った後、経営指導員が資料としてまとめ、商

工会内で情報共有し、小規模事業者の需要開拓支援時の資料として活用します。 

 

【目 標】 

支援内容 29 年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査支援事業者の掘り起

し実施回数 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

需要動向調査 

支援対象事業者数 
未実施 

15 

事業者 

15 

事業者 

20 

事業者 

20 

事業者 

20 

事業者 

需要動向調査回数 

（1事業者 1商品あたり） 
未実施 3回 3回 3回 3回 3回 

統計調査を活用した 

需要動向調査回数 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

統計調査を活用した 

需要動向調査結果提供事

業者数 

未実施 
40 

事業者 

40 

事業者 

45 

事業者 

45 

事業者 

45 

事業者 
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※需要動向調査回数については、支援事業者の取引形態に応じて消費者対象、取引先・バイ

ヤー対象に適宜実施します。 

 

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】 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期におけるＩＴを活用した市場開拓として、ＩＴを活用できる人材が不足している小

規模事業者のため､ホームページの作成･ＳＮＳの活用等のセミナーを開催し､ＩＴを活用し

た情報発信による販路開拓の支援に取り組んだ｡ 

 

具体的には、ホームページの作成･ＳＮＳの活用等のセミナーを開催〈平成２７年度に１

回（受講者２４名）、平成２８年度に２回（受講者４４名）、平成２９年度に現状で 1回（受

講者×１２名）〉を開催し、専門業者の支援を受けながら、ＩＴ販路拡大の機会を提案した。

特に、大手ＥＣサイトを活用する手段として、独自販売システム｢おとどけねっと｣を活用（登

録：平成２７年度９社、平成２８年度９社、平成２９年度１０月で２社）。 

 

これにより、楽天市場・ヤフーショッピング・Ａｍａｚｏｎ・ポンパレモールへの同時掲

載が効率的に実施できるようにした。さらに、鹿行地域の掲載事業所の独自性とＰＲ効果を

高めることを目的とし、「おとどけねっと」内に独自のネットＰＲ画面「茨城鹿島灘の逸品」

を開設した。 

一方で、鹿行地域独自のシステムを構築し、提供できたことは非常に良かったが、このシ

ステムに対しての評価や、販売実績の分析が行われていない。平成２７年度については､募

集登録作業に時間を要してしまった｡平成２８年度についても､新たな募集活動が中心で、売

れるための実行支援が不足していた。平成２９年度も新たな掲載募集活動を実施していると

ころである｡ 

 

新たな市場開拓の創出に関しては､一定の成果（ＥＣ登録数）を得ることができた。販売

実績については、売上に結びつつある事業所もあるものの、全体的に成果を出すには、継続

的に掲載しながら検証することが重要である。今後も企業育成の観点から、ＩＴを活用した

市場開拓を継続した上で、販売実績の分析が必要である。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 

小規模事業者に対する需要開拓支援は、これまで情報収集・人手・ノウハウ・資金等の面

で制約があり、自社商品・技術のＰＲを苦手として不足感が見られます。これに対して第 1
期の「経営発達支援計画」においては IT を利用した、ネットショッピング・販売支援にと

どまっており、地域の小規模事業者も各種展示会・商談会等への参加勧誘やマスコミへのプ

レスリリース等のノウハウや経営資源の積極的な活用には至っておりませんでした。 
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今後は、前述した需要動向調査により調査・分析した内容を活用し、小規模事業者の売

上の増加や新規顧客の獲得に向けたより効果的な需要開拓支援を行います。 
 

【事業内容】 

（１）消費者（BtoC）への需要の開拓支援（新規） 

支援目的 

一般消費者への需要開拓強化を目指す小規模事業者対し、効果的な

販売促進活動を支援することにより、地域内の需要開拓を支援しま

す。 

支援対象者 地域内の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

訴求対象 地域内の一般消費者等 

支援内容 

(a)商品・サービスに係る情報発信支援 

  新たに開発した新商品や新サービスについて、茨城県商工会連合

会の「いばらきブランド」認証取得により商品価値を高め、プレ

スリリース作成支援による地元新聞（茨城新聞）やミニコミ誌、

インターネットテレビ（いばキラＴＶ）などマスコミへの情報発

信強化に向けた支援を実施します。 

 ローカルエリアには､地域ラジオ放送(ＦＭかしま市民放送)と地

域ポータブルサイト(まいぷれ鹿嶋)の連携による効果的なＰＲ支

援を実施します｡ 

         

     

                                   

  

     

(b)ＥＣサイトへの出品・出店支援 

全国商工会連合会が運営する「ニッポンセレクト.com」や楽天・

Yahoo・Amazon等の他社通販サイト等への登録支援、自社ホームペ

ージを活用したネット通販事業のサイト構築支援を行うと同時

に、商品の「魅せ方（パッケージデザイン・商品画像・サイト内

視覚効果演出等）」について専門家等との連携による支援強化を

図り、インターネットを活用した新たな販路開拓を行う支援を実

施します。 

また､継続的にインターネット販売モール「おとどけねっと」を活

用し販路の拡大を図る。前回の計画で開設した「茨城鹿島灘の逸

品」は「楽天市場・ヤフーショッピング・Amazon・ポンパレモー

ルへの同時掲載が可能となり、更なる販路拡大が期待できます。 



32 
 

 

 

 

  

              

     

 

(c)イベント出展支援 

①地域で開催されるイベント（鹿嶋まつり） 

   単なる出展支援だけでなく､業種別の専門的展示会ゾーンを

会場内に設け､より効果的な環境整備を企画します｡(鹿嶋まつ

り実行委員会への提案) 

特に､当会建設部会を中心に地域密着型の住宅関係展示会ゾー

ン「仮称：鹿嶋住まいる(ＳＭＩＬＥ)祭り！」や、市の市民活動

支援課女性支援室と連携し「仮称：かしまビューティバイキング」

を企画します。 

 

〇鹿嶋まつり 

   開催概要：地域商業等の活性化を           

図り、また、まつり特有

の感動や興奮、そして人

と人の交流の喜びを共有

することを目的とします。 

来場者数：両日含め約 16万人 

出店者数：110コマ 

団体・企業数：112事業所 

 

※会場にて、効果的な商品開発や販路開拓を実現する支援を実施。 

会場での商品の魅せ方についても、上記(b)同様他チラシ・カタロ

グ製作・商品 PR動画活用等販促支援も同時に行う。 

 

フォロー 

アップ 

専門家等とも連携し、上記支援内容の(a)(b)(c)実施結果の総括を行

い、販路開拓の継続的支援を伴走型でフォローアップします。 
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【目 標】 

支援内容 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

地域内需要の開

拓に向けた情報

提供事業者数 

25事業者 25事業者 30事業者 30事業者 30事業者 

情報発信支援事

業者数（ﾌﾟﾚｽリリ

ース等） 

6事業者 6事業者 8事業者 8事業者 8事業者 

ＥＣサイトへの

出品・出店支援事

業者数 

3事業者 3事業者 3事業者 3事業者 3事業者 

イベント出展支

援事業者数 
5事業所 5事業所 6事業所 6事業所 6事業所 

売上増加額率 102％ 105％ 110％ 115％ 120％ 

 

（２）商社・バイヤー等（BtoB）への 需要開拓支援（新規・拡充） 

支援目的 

地域外需要の獲得を図るため、域外での展示会への出展を目指す小

規模事業者対し、展示会開催情報の提供と国・県等の支援施策を活

用することにより、地域外への展示会出展の促進とそれによる販路

開拓を支援します。 

支援対象者 
地域外の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定する小規模事業者

等 

訴求対象 
・地域外に販路を持つ商社、卸・小売業等のバイヤー等 

・地域外の一般消費者 

支援内容 

(a)商品・サービスに係る情報発信支援 

  新たに開発した新商品や新サービスについて、茨城県商工会連合

会の「いばらきブランド」認証取得による商品の高付加価値化や、

プレスリリース作成支援による地元新聞（茨城新聞）やミニコミ

誌、インターネットテレビ（いばキラＴＶ）などマスコミへの情

報提供による知名度向上、自社ホームページにおける開発商品・

サービスの情報発信強化を,中小企業診断士等の専門家との連携

により支援します。 
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(b)展示会等出展支援 

全国の展示会等情報を収集し、会報やウェブサイトにより市内小

規模事業者に向けた情報提供を行い、茨城県産業大県創造基金等

の展示会への出展支援施策の活用、商品 PR資料の作成等の出展の

実行支援を実施し、提供する商品や希望する販路等に応じたバイ

ヤー・商社等が集まる下記展示会等への出展を支援します。 

  

＜出展支援する主な展示会等＞ 

(ｱ)地元金融機関が実施するビジネスマッチング 

地域外で開催される各種展示会（地域の金融機関との連携を継

続強化） 

 (例)〇「食の商談会」 

     期  日：平成 29年 10月 17日 

     場  所：幕張メッセ 

     内  容：午前の部と午後の部に 

分け、個別商談とフリ 

ー商談が行われました 

     出店者数：バイヤー 29社 

           事業所 82社 

      商談数：     58社 

                  

〇「デコ・ボコマッチング」 

       期  日：平成 29月 2月 7日  

(火)(13：00～16：00) 

 

目  的：食品事業者に対する 

新商品開発支援、農業 

生産者の６次産業化支援および参加者間の 

相互交流等を目的として開催しました。 

 

出店者：食品加工技術を有する 21社 

  

(ｲ)全国商工会連合会が主催するニッポン全国物産展（商談会） 

 

フォロー 

アップ 

専門家等とも連携し、上記支援内容の(a)(b)の実施結果の総括を行

い、販路開拓の継続的支援を伴走型でフォローアップします。 
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【目 標】 

支援内容 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

展示会情報提供

事業者数 
10事業者 35事業者 12事業者 12事業者 12事業者 

展示会出展事業

者数 
5事業所 5事業所 6事業所 6事業所 6事業所 

商談件数 15件 15件 20件 20件 20件 

成約件数 3件 3件 4件 4件 4件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  (商店街事業活性化委員会) 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

 鹿島神宮を中心とした中心市街地の活性化を目的した「商店街活性化事業」を発足しにぎ

わい創出事業を展開しました。 

① 鹿島神宮観光客バスツアー事業 (ア)平成 28年 10月 バス ４台 107名 

(イ)平成 29年  3月 バス ２台  82名 

(ウ)平成 29年 6月 バス１６台 516名 

回数重ねるごとに成果がでており、今後も継続して定着する事が重要であります。 

 

② 鹿島アントラーズホームゲーム開催に連動直売所運営及びスタジアム行き無料シャトル

バスの運行事業 (平成 28年 11月)  

サッカー観戦客をいかに中心市街地に呼び込むかが課題の一つであり、その為の課題が

より明確にできました。お客様に滞在時間を設けて頂く為には、それに見合う目的を創る

ことを再確認できました。 

 

③ 参道装飾事業 (平成 28年 12月～平成 29年 3月)  

鹿嶋市の表玄関といえる鹿島神宮を今までにない装飾彩りを演出することができました。 

お客様や商店会の期待は多く、これからも事業の継続と内容を充実させる為の検討も必要

であります。 

 

④ 綱引きフェステバル (平成 28年 2月)  

低迷している商店会の通りを久しぶりに歩行者専用にして開催し、一時ではあるが老若男

女の賑わいが図られました。綱引きの特性上、選手や聴衆の競技志向が高まり、本来の目

的から内容がそれてしまう評価があります。 

中心市街地活性化法の活用が平成 29年 7月より行われ、鹿嶋市を中心に協議会も発足し、
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街づくり会社設立も目的の一つである商店街活性化事業の委員メンバーも協議会と重複す

る人も多く、これまでの事業評価をふまえ事業は継続しつつ、成果を協議会及び街づくり

会社運営事業へとつなげます。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 
第 1 期の支援に加え、地域活性化事業としては、鹿嶋市や観光協会等関係諸機関と歩調を

合わせ「桜まつり」「鹿嶋まつり」「花火大会」などの観光事業、地域交流事業として「かし

ま商工夏まつり」「かしまふるさと祭り」「秋の商工感謝祭」、また鹿島神宮の祭事に併せた

「宮中ふるさと市」「神宮周辺にぎわいづくり事業」のイベント事業を実施しています。 
 
しかし、従来の地域経済活性化策は、一過性の賑わい喚起に留まり、若干の観光客人口・

交流人口の増加は感じられたものの、小規模事業者の新たな需要開拓までには至っていませ

んでした。 
 
また、鹿島神宮周辺の商店街活性化事業に関しても、恒常的な集客力の向上にはつながら

ず、商店街は依然として停滞したままであり、今後は、事業を通じて新たな需要の開拓に繋

がる地域ブランドの創出や地域活性化に繋がる賑わいづくりを地域と連携して推進します。 
  
【事業内容】 
(1) 鹿島神宮バスツアー誘致事業の強化【拡充実施】 

平成 28 年度は 2 回、平成 29 年度も 2 回予定、民間旅行会社（読売旅行）の協力を頂

き、鹿島神宮、鹿嶋市観光協会、市、地元商業者と連携し、バスツアーの誘致を実施し

ました。この事業を継続定着しながら、鹿嶋市周辺地域の企業や観光地と連携を強化し、

現在、市が中心に進めている鹿行 DMO との連携を図り、観光客人口を増加させ外貨が

落ちる事業として仕組化し方向性を共有します。 
※読売旅行の企画「地域応援イベント」と連携し誘致事業を実施し事業規模拡大を実施

しています。  
   

バスツアー名：「鹿島神宮ふるまいまつり・古武道演武大会及び百手式見学」 
  日    時：H29.6.11 連携先：読売旅行（関東北信越内の 12 事業所） 
  参  加  者：514 名 バス：16 台 
  連 携 機 関 ：鹿嶋市 鹿島神宮 鹿嶋市観光協会 鹿嶋市宮中商店会連合会  

読売旅行 まいぷれ鹿嶋 
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(2) 地域食材活性化事業の展開【新規】 

鹿嶋市の食材を見直し、食の文化を商品化する為の交流事業を推進する。特に商工会

が軸となり鹿島神宮周辺の地域を担う飲食店の若手を中心に意見

を採り入れ継続発展性のあるイベントを開催し、地域のにぎわい

を創出し経済の活性化を図ります。 
※（仮称）食のブランド創出事業を平成 30 年には組織化を目標

し、地元飲食店経営者 4 名（若手有志）が発起人となり進める準

備協議会が平成 29 年 7 月にスタートしました。 
※連 携 機 関：鹿嶋市 茨城新聞社 鹿嶋市宮中商店会連合会 

鹿島神宮 まいぷれ鹿嶋 
(食のフェアチラシ) 

(3) 地域イベントによる地域経済の活性化【拡充実施】 
従来から開催しているイベントの目的変更を推進し、地域交流事業中心のイベントか

ら観光人口増加と外貨獲得できる観光型イベント(市内外含め)へと変革を行います。地域

周辺住民はもとより、市外からの来場者への特産品 PR 販売、消費拡大を目的の中心にお

き地域のにぎわい創出に繋げ地域活性化に繋げます。 
※連 携 機 関：鹿嶋市観光協会 鹿島神宮 鹿嶋市宮中地区商店会連合会  

読売旅行 水戸営業所 
 

【目 標】 

項 目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催回数 

(鹿島神宮バスツアー) 

 

2回 

 

3回 

 

3回 

 

3回 

 

4回 
 

4回 
地域食材活性化事業 1回 2回 2回 3回 3回 4回 

イベント事業変革件数

（交流型→観光型） 

 

0事業 

 

1事業 

 

2事業 

 

継続 

 

継続 

 

継続 



38 
 

 

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 
 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における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

としては、専門家・地区内経営指導員等間で連携し実施する実行支援（「経営の分析」・「調

査・検証に基づく具体的事業計画の策定」・「事業の実施」）の中で、支援ノウハウ・支援の

現状を把握し、情報交換に取り組んだ。 

 

具体的には、専門家と経営指導員等が支援した内容を企業支援シートに記入し、実行支援

会議において、５名程度の小グループになり、支援内容について討議を行い、支援内容の充

実強化と経営指導員等のスキルアップに努めた。 

（実行支援会議開催回数平成２７年度２回、平成２８年度３回、平成２９年度３回見込み） 

 

また、当初計画には無かったが、平成２９年７月２２日に中小企業基盤整備機構関東本部

と連携して「中小企業支援者の役割と具体的な手法について」を開催、指導員を含め２７名

が参加し支援ノウハウを学んだ。 

 

これまでの経営改善普及事業で行ってきた経営指導においては、経営指導員等間での情報

共有は限定的であり、経営指導員等のスキルによって指導内容に差があった。しかし、第１

期の取り組みを通じて、専門家や他の経営指導員等の各々が持つスキル・経験を学ぶ機会が

増えたことにより、支援内容に厚みができた。 

 

企業支援においては、専門家に丸投げするのではなく、経営指導員等が企業の問題と課題

を深く整理することができるようになり、適宜有効なアドバイスを専門家に求めることがで

きるようになった。 

 

当初事業計画には無かったが、施策として重要な事項については、中小企業基盤整備機構

関東本部と連携する体制が整った。 

 
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 
 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 
小規模事業者の支援を効果的に実施するために、第 1 期の「経営発達支援計画」では、

5 市の商工会、経営専門家と実行支援対象者に係る意見交換を中心とした連携されており、

小規模事業者に対して支援力が限定的であり、他の支援機関との連携が不可欠であります。 
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現状は日本政策金融公庫との情報交換会が定期的(年 2 回)に開催されているだけで他の支

援機関とは定期的には開催されていません。 
 
【改善策】 

日本政策金融公庫水戸支店に加えて、新たに鹿嶋市、茨城県よろず支援拠点又は中小企

業診断士との情報交換を定期的(年 2 回程度)に開催して、支援の現状、支援のノウハウに

ついて情報交換します。 
 
また、地域内の連携機関【鹿嶋市金融団、中小企業診断士、社会保険労務士等の専門家】

と定期的(年 4 回程度)に情報交換会を開催して、支援の現状、支援のノウハウについて協

議します。 
 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における経営指導員等の資質向上等に関する取り組みについては、現場経験を必要

とされる複雑な業務と、小規模事業者のニーズに即応できる専門的なスキルの両面が求めら

れることを踏まえ、これまでの机上の研修スタイルから、各単会で受け入れテーマを設け、

実践的な研修を実施する体制を構築した。また、広域チーム体制で個々の事業者への実行支

援をする中で、経営指導員等のスキルアップに取り組んだ。 

 

具体的には、研修体制として経営指導員等全体について、毎年２回・各商工会２名程度の

経営指導員等に対して、広域内でショートスティ研修を実施した。潮来市では企業ビジネス

プラン塾（４回)、鹿嶋市ではネット通販の現状と成功のポイント講習（２回)、神栖市では

創業セミナー＆創業スクール(４回)、鉾田市では茨城県いばらき商人塾事業講習(５回）、行

方市では補助金の活用講習会など、それぞれ経営指導員等を派遣することで、スキルアップ

を図るとともに、支援体制の強化を図ることができた。実行支援としては、広域チーム体制

の中で、多面的診断可能な専門家と専門的な踏み込んだ支援を実施したことで、経営指導員

等のスキルアップ繋がった。 

 

しかし、経営指導員等の減少が進む中で、統一した日程、時間に複数の経営指導員等を派

遣することは困難である。また、各商工会において、スキルを習得した経営指導員等から他

の職員へ効率よくフィールドバック、情報共有ができる仕組みづくりも必要である。 

 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 

【現状と課題】 
 第 1期の「経営発達支援計画」では、全職員が他の商工会の現場体験を行う。「ショート
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ステイ研修」や県連の行う職員研修や鹿行ブロック職員協議会が行う資質向上事業等への参

加を中心に対応を図ってきた。 
しかし、今後、小規模事業者の持続的成長に向けた経営力強化を支援していくためには①

職員による戦略上の意思決定に関与可能な高度な支援能力、②実践的なノウハウなど習熟能

力、③職員間の知の共有が不可欠といえます。 
現在は、こうした能力向上のための取り組みが体系的・計画的に行われているとはいえず、

ノウハウ等の共有化についても部分的なものにとどまっている。そこで、以下の方法により、

今後は経営指導員等の資質向上を図っていきます。 
 
【事業内容】 
(1)事例発表等による支援能力の向上 

ブロック単位での会合の場で、経営指導員相互の知見を共有し、経営指導員個人の暗黙

知的なノウハウではなく、商工会組織全体の形式知として昇華させます。また、ブロック

内の先輩経営指導員による国の法認定及び連携を伴う高度な支援案件等に対して、ブロッ

ク内の他商工会の若手経営指導員が同行することにより、支援ノウハウの習得と資質向上

を図ります。 
(2)研修参加による能力向上 

全国商工会連合会・茨城県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業基盤整

備機構の主催する研修に経営指導員及び補助員が年間１回以上参加することで、経営分析、

経営革新、販路開拓、事業再生といった、小規模事業者が行う戦略上の意思決定に関与可

能な高度な支援能力の獲得・向上を図ります。 
(3)外部機関・専門家と連携した支援業務による資質向上 

経営指導員及び支援能力を有する職員は、外部機関・専門家と連携したチームで小規模

事業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を習得し、職場内ＯＪ

Ｔにより伴走型の支援能力の向上を図ります。 
(4)職員間の支援ノウハウの共有化による資質の向上 

商工会内で、経営指導員等が研修及び情報取集で得た支援ノウハウやテキスト等は、デ

ータ化し知識を共有します。情報や知識の共有化を図るため、定期的（月１回）に報告会

を開催します。また、その際、参加者各自がテーマを持ち寄り、勉強会を実施することで

各自の支援能力のブラッシュアップ及び専門的な知識向上を目指します。 
 
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 
 

＜第１期における取組と成果＞ 

第１期における事業の評価及び見直しをするための仕組みについては、広域商工会（５商

工会）で定期的に協議、検討することで、商工会間の比較競争が芽生え商工会長及び職員の

意識改革に繋がった。 
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具体的には、以下のとおり事業の評価及び見直しを行った。 

①検証体制は、３段階において実施する。 

・専門家５名、事務局長５名・課長５名・茨城県連ブロックマネージャーの１６名により、

事業内容について、年３回実施状況・成果の検証を行う。 

・上記の検証内容に踏まえ、年３回実施する広域会長会議において協議・検討する。 

・上記の検証内容に基づき、各商工会の理事会に報告、協議決定し総代会での承認を得る。 

 

②事業の成果・評価・見直し結果について 

・各商工会ホームページで公開する。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第1期の「経営発達支援計画」について、5商工会のチームで行われた評価・検証の結果を

単会内においても、詳細に報告するものの、当商工会内の小規模事業者や事業者からは、広

域事業、一部事業者だけの事業との認識が強く、地域内において、その結果や成果に深い関

心を持つ小規模事業者は少なく、これまでの体制では、各事業実施について、地域内の事業

者から理解を得られない可能性があります。 

 

今後は、毎年１回、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・検証を行い、地域内の事業者に対して本事業への関心を高めることで事業の拡大を図

る。 

【事業内容】 
(1)経営発達支援プロジェクトチームの中で、商工会長・副会長等や外部有識者３名（行政 1
名、会計士 1 名、中小企業診断士 1 名）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。これを正副会長会議へ報告・提示（伴走型支援の強化、地域活性化に関する取

り組み強化、経営指導員の資質向上等）します。 
 
(2)経営指導員会議においては、事業内容ごとに評価・見直しの方針を決定します。 
 
(3)事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受けます。 
その結果を受け、当所事業の見直しは、所内ミーティングにより具体的な対応を取り、ＰＤ

ＣＡサイクルを回すことで、より一層の実効性向上を図ります。 
 
(4)事業の成果・評価・見直しの結果については、当会ホームページで公表し、地域の小規模

事業者が常に閲覧可能な状態にします。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（１） 組織体制                      （平成 29年 11月現在） 

①鹿嶋市商工会（全体)  会員数 1,369 事業所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 経営発達支援事業の事務局内実施体制 

鹿嶋市商工会では、これまで、多くの事業実績を有し、税理士・経営コンサルタント

等の専門家との連携が図られ、アドバイス体制も構築されていることから、専門的な課

題にも対応できることが大きな強みとなっています。 

また、経営発達支援事業は、事務局長が総括責任者となり、実務の担当者は経営指導

員と補助員 2 名を中心として、記帳専任職員、記帳指導職員が補佐する体制を採ってい

ます。 

【事務局体制図】 
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(２)  

 鹿嶋市商工会 

・ 住 所 〒 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中 2-1-34 

・ 電 話 0299-82-1919  

・ Ｆ Ａ Ｘ 0299-82-9401 

・ e-mail shokokai@sopia.or.jp 

・ホームページアドレス  http://www.kashima-sci.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） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の経済動向調査

に関する事業 
200 200 200 200 200 

経営状況の分析に関

する事業 
300 300 300 300 300 

事業計画策定支援に

関する事業 
800 800 800 800 800 

事業計画策定後の実

施支援に関する事業 
200 200 200 200 200 

需要動向調査に関す

る事業 
800 800 800 800 800 

新たな需要の開拓に

寄与する事業 
900 900 900 900 900 

地域経済の活性化に

資する取り組みに関

する事業 

500 500 500 500 500 

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

関する事業 

200 200 200 200 200 

経営指導員等の資質

向上等に関 
する事業 

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 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、各種事業手数料、事業受託費 等 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（（別表４） 

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

る事項 

連携する内容 

経営発達支援実施体制を軸に、伴走型を年頭におき、継続とスピードを重視した ｢地

域専門家連携｣とより専門性を重視した「個別専門家連携」を体系化し支援体制を構築

し、鹿嶋市の小規模事業者へ持続的、且つより効果的に支援が出来るよう経営支援を遂

行し、｢地域専門家連携｣を中心に定期的に支援会議を実施し、連携したチームとして、

小規模事業者に寄り添った支援を行います。 

連携者及びその役割 

■主要連携機関  

茨城県 

知事：大井川 和彦 

茨城県水戸市笠原町 9 

・小規模事業者への施策支援 

・県制度金融支援 

・経営革新支援 

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 

・各種情報提供 

・経営革新支援 

・各種専門家派遣支援 

鹿嶋市 

市長：錦織 孝一 

茨城県鹿嶋市平井 1187-1 

・小規模事業者への施策支援 

・市町村金融制度保証料補助支援 

・各種情報提供、アドバイス等の支援 

鹿島神宮 

宮司：鹿島 則良 

茨城県鹿嶋市宮中 2306-1 

・地域経済の活性化支援 
・観光客おもてなし支援 

鹿嶋市観光協会 

事務局長：石津 久 

茨城県鹿嶋市宮下 2-13 

・地域経済の活性化支援 
・観光客おもてなし支援 

鹿嶋市宮中地区商店会連合会 

会長 岡見 安宏 

茨城県鹿嶋市宮中 2-1-34 

・宮中地区の賑わい創出、活性化 

・推奨特産品のＰＲ 

・観光案内 

㈱日本政策金融公庫 

水戸支店長：齋藤 千尋 

茨城県水戸市南町 3-3-55 

・金融支援 

・創業支援融資 

・景気動向の情報提供 
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茨城県信用保証協会 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

会長  :川俣 勝慶 

・金融支援 

・創業支援融資 

・景気動向の情報提供 

■地域専門家連携 ※実行支援に際し臨機応変に増減させる。 

中小企業診断士 

座間 佳明 

茨城県鹿嶋市小山 580-2 

・経営支援全般（地域密着型） 

・職員資質向上支援 

㈲生井沢会計事務所 

税理士：生井澤 基博 

茨城県鹿嶋市下塙 1175-1 

・経営支援（会計・税務） 

・職員資質向上支援 

鹿嶋市金融団 

(代表)常陽銀行鹿島支店 

副支店長：萱津 拓也 

茨城県鹿嶋市宮中 1-10-12 

・金融支援 

・経営支援及び創業支援 

・景気動向情報提供 

 

㈱日本政策金融公庫 

地域担当：潮崎 直樹 

茨城県水戸市南町 3-3-55 

・金融支援 

・経営支援及び創業支援 

・景気動向情報提供 

㈱フュチャーリンクネットワー

ク(まいぷれ鹿嶋) 

地域担当：宮嵜 和洋 

茨城県行方市麻生 90-1 

・ICT支援 

・販路開拓支援（事業所・商品サービス PR） 

エフエムかしま市民放送㈱ 

番組製作編集部：河村 瑞希 

茨城県鹿嶋市鉢形 1527-4 

・ICT支援 

・販路開拓支援（事業所・商品サービス PR） 

鹿嶋市国際交流協会 

代表：溝口 輝明 

茨城県鹿嶋市宮 4631-1 

（鹿嶋市まちづくり市民センタ

ー内） 

・講演会支援（外国語） 

・観光客おもてなし支援 

生井澤人事労務管理事務所 

代表 生井澤 伸一 

茨城県鹿嶋市緑ヶ丘 3-3-6 

・経営支援（労務） 

・職員資質向上支援 

ＮＴＴユーザー協会 
(鹿島・鉾田地区協会) 
会長：錦織 孝一 

・講演会支援（マナー教室） 

・ネットワーク環境整備支援 
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読売旅行水戸営業所 
担当職員：田中 渉 
茨城県水戸市城南 2-1-20 

・地域経済の活性化支援（観光客誘致支援） 
・観光客おもてなし支援 

■個別専門家連携  

ミラサポ（中小企業庁委託） 
・経営支援（各種補助金） 

・経営支援（専門化派遣） 

(公財)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 

・茨城県よろず支援専門家派遣 

・施策情報提供 

・各種補助金申請支援 

ジェトロ茨城 

所 長：西川 壮大郎 

茨城県水戸市柵町 1-3-1  

茨城県水戸合同庁舎 4階 

・経営支援（海外ビジネス） 

茨城県経営改善支援センター 

代 表：大久保 博之 

茨城県水戸市城南 1-2-43 

NKCビル 6階 601号室 

・経営支援（専門化派遣） 
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連携体制図等 
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