
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

(法人番号) 
那珂市商工会 (法人番号：2050005001706) 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

１．伴走型支援による事業計画策定支援 

２．商工会の創業（第二創業も含む）、事業承継の支援力強化を図る 

３．商工会を中核とした連携支援体制の構築 

４．地域産業資源（観光資源）を活用した地域ブランドの構築 

５．賑わいのある地域づくりの支援 

 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１.地域の経済動向調査【指針③】 

  ⑴独自の調査分析による地域経済動向調査 

⑵国が提供するビックデータの活用 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

   〇ローカルベンチマークを活用した分析 

①財務分析    

②事業分析 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

⑴巡回・窓口指導時の事業計画策定支援 

⑵事業計画策定支援セミナー及び相談会開催 

⑶創業希望者等（第二創業を含む）に対する事業計画策定支援 

 ４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

⑴フォローアップ強化による実施支援 

⑵創業後の巡回・窓口指導による個別フォローアップ 

⑶専門家派遣制度の活用 

 ５.需要動向調査に関すること【指針③】 

⑴地域資源を活用した商品の需要動向調査 

⑵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 

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】 

⑴県内外展示会・商談会の出店による需要開拓支援 

〇商談会参加事業（ＢtoＢ）  

〇販路拡大支援（ＢtoＣ） 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組【指針④】 

  ⑴地域資源探索支援事業 

  ⑵地域活性化事業 

 

連絡先 

那珂市商工会 経営支援課 

 

 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷 4404-7 

  TEL：029-298-0234   /  FAX：029-298-4995 

E-Mail shokokai@ nakashishokokai.com 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．地域の概要 

 

【那珂市の沿革と地形】 

昭和３０年（1955年）に菅谷町、神崎、額田、 

五台、戸多、芳野、木崎村から那珂町が誕生し、 

平成１７年（2005年）那珂町・瓜連町合併により、 

新市「那珂市（以下本市）」が誕生した。 

本市は、東京から北東へ約１００ｋｍ余り、 

茨城県の中央よりやや北よりに位置し、本市の 

北側には久慈川が西から東へ、西側には那珂川 

が北西から南東へと流れている。 

本市の地形は、この両一級河川の沿岸に広がった 

広大な水田地帯と、中央に広がった那珂台地から 

なっている。 

   

【交通網】 

交通網としては、常磐自動車道が市の中央部を南北 

に走っており、市内で唯一のインターチェンジである。 

那珂ＩＣは、市民をはじめとする近隣住民が首都圏など他県へのアクセス道として利用する 

ほか、県北山間地域への玄関口として重要な役割を果たしている。 

またＪＲ水郡線が水戸市と常陸太田市・郡山市を結ぶ鉄道として市内を通っており、市内には 

９駅（後台、下菅谷、中菅谷、上菅谷、常陸鴻巣、瓜連、静、南酒出、額田）が点在、１市町 

村内にあるＪＲの駅数は、全国でも有数である。 

 

【人口動態】 

本市の人口は、平成 17 年の 56,607 人をピークに減少を続け、平成 25 年  4 月1 日現在、 55,986 人と、

平成 17 年に比べ 621 人減少しています。 

世帯数は平成 17 年に比べ 2,024 世帯増加し、平成 25 年 4 月 1 日現在、21,500 世帯となっています。１世帯

当たりの人員は 0.3 人減少し 2.6 人となり、ますます単身世帯・核家族化が進んでいることがわかります。 

年齢区分別にみると、平成 25 年の年少人口比率は12.8％、生産年齢人口は 61.6％となっています。

一方、老年人口比率は、平成 17 年に 20％を超えてから年々増加し続け 4 人に 1 人が高齢者とい

う状況になっています。今後も、この状況で推移すると 4 年後の平成 29 年にはさらに少子高齢化が進み、

地域福祉を取り巻く環境は大きく変化していくことが予想されます。 
那珂市の人口推移 
 平成17年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成29年 

人口 
（人） 

年少人口 7,841 7,535 7,392 7,284 7,236 7,167 6,788 
生産年齢人口 37,310 35,815 35,461 35,260 34,872 34,467 32,934 
老年人口 11,456 12,911 13,257 13,405 13,727 14,352 15,378 
計 56,607 56,261 56,110 55,949 55,835 55,986 55,100 

比率 
（％） 

年少人口 13.9 13.4 13.2 13.0 13.0 12.8 12.3 
生産年齢人口 65.9 63.7 63.2 63.0 62.5 61.6 59.8 
老年人口 20.2 22.9 23.6 24.0 24.5 25.6 27.9 

世帯数(世帯) 19,476 19,476 20,519 20,939 21,060 21,500 21,875 
一世帯当たり人員(人） 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 

那珂市の地域的な位置 

茨城県 
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神崎 額田 菅谷 五台 戸多 芳野 木崎 瓜連 
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0～14 歳の子どもの内訳 

資料：平成 25 年までは住民基本台帳（各年 4 月 1 日）、平成 29 年は総合計画による推計値   住基法

改正 (H24.8)により ,平成 25 年は外国人の人数を含む  
※年少人口（0～14 歳）生産年齢人口（15 歳～64 歳）老年人口（65 歳～） 

 

（人） 年齢３区分別人口の推移 
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平成17年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成29年  

 

少子化の状況を地区別にみると、14 歳以下の人数 7,167 人のうち 45.0％にあたる 3,222 人が菅谷地

区に集中し、他の地区との差が広がっています。 

高齢化の状況を地区別にみると、高齢化率が最も高いのは戸多地区の 34.4％、最も低い菅谷地区を除

く 7 地区は 25％を超えています。 

また、各地区の一人暮らしの高齢者の割合も地域格差が広がっており、地域に応じた福祉のあり方が課

題となってきます。 
地区別年齢別状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳・那珂市介護長寿課（平成 25 年 4 月 1 日） 
 
 

 
 

 神崎 額田 菅谷 五台 戸多 芳野 木崎 瓜連 合計 
人口（人） 5,322 3,946 20,773 8,286 1,867 4,924 2,461 8,407 55,986 

0～5歳（人） 220 132 1,303 345 28 200 65 253 2,546 
6～11歳（人） 238 210 1,287 461 59 251 110 383 2,999 
12～14歳（人） 136 120 632 254 41 156 69 214 1,622 
0～14歳（人） 594 462 3,222 1,060 128 607 244 850 7,167 
0～14歳の子どもの割合（％） 11.2 11.7 15.5 12.8 6.9 12.3 9.9 10.1 12.8 

65歳以上人口（人） 1,403 1,159 4,222 2,419 643 1,304 765 2,437 14,352 
高齢化率（％） 26.4 29.4 20.3 29.2 34.4 26.5 31.1 29.0 25.6 
一人暮らし高齢者（人  57 46 199 131 34 68 40 126 701 
一人暮らし高齢者の割合（％） 1.1 1.2 1.0 1.6 1.8 1.4 1.6 1.5 1.3 
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２．地域の現状と課題 

   

 那珂市内の小規模事業者の総数、商工会員数、業種別会員数の状況と推移について以下に示す。 

 

  平成 19年度 平成 27年度 

小規模事業者数  1,559 1,425 

商工会員数  1,242 1104 

   建設業      319 344 

    製造業      129 99 

卸売業     20 23 

小売業     281 219 

飲食・宿泊業  104 89 

サービス業   330 283 

その他     55 32 

定款会員    4 15 

(商工会実態調査より) 

 

 

那珂市産業の内部・外部環境について、商業と工業の両面から見た現状分析（強みと課題）を 

以下に示す。 

 

【各業種による生産額の推移状況】 

業種別による生産額の推移として、那珂市における平成 13～24年度の市町村内総生産 

の推移から、ほぼ横ばいで推移しており、経済活動別の構成比は、第２次産業が微減する 

一方、第 3次産業が増加することで全体としてほぼ横ばいを維持している。 

各産業の売上高構成比としては、第２次産業が平成１３年の２９％から平成２４年の２７％に 

減少するに対して第 3次産業が、６７％から７２％に増加している。 
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 【就業者状況】 

    茨城県全県状況と那珂市の就業者推移状況の結果より、茨城県全体の就業者は、平成１３年 

を基準として減少傾向にあり、平成２４年度では、９３％まで減少傾向にあるが、那珂市は、 

それよりも減少傾向が強く、８７％まで減少傾向を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域の強み】 

（１）交通アクセス（常磐道那珂 ICに近接）が良く、上菅谷駅等 JR水郡線９駅の商圏がある。 

（２）バイパス沿いを中心とした多彩な商業施設の集積を有し、売場面積の堅調な拡充 

（平成１６年→１９年で７％増加）したが、それ以降は横ばいである。 

（３）多くの特産品・地域資源国産品のほとんどが茨城県産であるさつまいも、那珂かぼちゃ 

   等がある。 

（４）農産加工品（米ゲル、干し芋等）により６次産業化が盛んに行われている。 

（５）日立製作所グループの各工場に近接し、笠松工業団地を有し、さらに那珂西部工業団地 

には工場分譲用地を保有する。 

  （６）観光資源として、古徳沼は関東最大の白鳥の越冬地であり、水戸光圀ゆかりの常陸二宮 

靜神社がある、靜峰ふるさと公園には２０００本以上の八重桜があり、その期間に 

５万人を超える来場者がある。 

 那珂市の就業者推移状況 
（経済活動別市町村内総生産資料より抜粋） 

業種別による生産額の推移 
（経済活動別市町村内総生産資料より抜粋） 
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（７）以上のように、那珂市は主要産業が農業でありながら良好な交通アクセスを活用して 

経済的発展を推進できる環境がある。 

 

 

【地域の課題】 

  上記の強みがある反面以下の課題がある。 

（１）最寄り品を取り扱う身近な店舗の減少による利便性が不足している。 

（２）多くの地域資源は有するが、若干活用不足と商品化不足がある。 

（３）小規模事業者の創業や第 2創業、後継者対策が課題となっている。 

（４）広域型の大型ショッピングセンターが立地し地域間競争が激しく、強みを活かした 

   事業戦略が課題となっている。 

（５）日立製作所の下請けとしての製造業集積として高い技術力を有しているが、自社製品・ 

技術を他社にＰＲできる独自性に課題がある。 

（６）事業所数・製造品出荷額等が減少している。 

 

 

 

３．行政の方針と対応（那珂市商工業振興計画 平成 26 年度～平成 30年度より） 

  

平成 31年度以降については、当該基本計画で目指す将来の方向性・ビジョンを踏襲した新たな計画

を策定中であり、商工会も策定メンバーに加わっている。 

ここでは、現在の地域の活性化を担う那珂市の商工業振興策の概要を以下に示す。 

 

【商業・サービス】 

商業施設の充実による住みやすく価値ある時間をすごせるまちの創造 

（１）若手経営者や後継者の育成支援による個店の経営力の向上 

（２）基本的な商業・サービス業の空き店舗の有効活用等の課題対応 

（３）地域資源活用による商品・サービスのブランド化 

（４）各種イベントの開催等によるまちの活力・賑わいの創造 

（５）地域連携による商業・サービス業の確立 

 

【工業】 

工業の価値向上による豊かで活力あるまちの創造 

（１）工業支援基盤の構築 

（２）基本的な工業課題への対応 

（３）企業誘致の推進等による企業活動の環境整備 

（４）産産・産官学連携の推進等のネットワークの強化 

 

【那珂市の助成金（補助金）支援】 

（１）産品開発補助事業（パッケージデザイン等を含む） 

（２）定住促進事業（人口減少対応） 

 

４．那珂市商工会の取組と役割 

このような状況下で、本会は、那珂市と連携して地域の課題対応として、地域事業者の要望や 

経営環境を把握し、様々な取り組みをしてきた。以下に本会のこれまでの取組みと課題を示す。 
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【これまでの取組み】 

（１） 経営支援においては巡回指導、窓口一般・金融斡旋、経営革新計画支援、各補助金対応 

支援を実施している。 

（２）地域振興事業に対しては、商工会独自事業として自然・風景を題材とした「八重桜まつり」 

「ひまわりフェスティバル」、地域の歴史資源の活用による「七運物語」を推進している。 

また下北沢の商店街活性化イベントを参考にした商業活性化イベントである「カミスガイベ

ント」を実施し、那珂市、ＪＡと連携した「産業祭」等を開催。 

        （来場者数は、後記Ⅱ 地域活性化を参照） 

  （３）平成 28 年度より創業スクールを共催事業として実施している。那珂市においても、「那珂市

創業支援事業計画」を策定し、平成 28年 12月 26日付国の認定を受ける。 

（４）平成 27年度、那珂市と連携し「那珂市プレミアム商品券」の発行事業を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八重桜まつり（来場者数約４万人） 

那珂市産業祭（来場者数約１万人） 

なかひまわりフェスティバル（来場者数約４万人） 
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【課題】 

（１）小規模事業者の経営力向上の為の経営支援 

個人店舗の消費者ニーズ多様化に対応した経営分析や事業動向に関する情報提供に課題が 

あった。 

（２）起業・創業支援 

本会は、起業の準備段階において気軽に何でも相談できるような窓口であり、創業者の掘り起

こし、支援に課題があった。 

（３）特産品開発等のブランド開発事業も含めた販路拡大支援 

個店支援の差別化について中長期的な計画の視点での支援は実施不足であった。 

 

  

５．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

   那珂市は、那珂市商工業振興計画（平成２６年～平成３０年）の中で、商工業の将来の目指す方 

向性・ビジョンとして商工業の基本構想と掲げ各種施策を展開している。（市は、３１年以降の商工

業振興計画についても現在策定作業中である。） 

その中で、商工業の振興施策として、「商業施設の充実による住みやすく価値ある時間をすごせる 

まちの創造」・「工業の価値向上による豊かで活力あるまちの創造」による、商工業・観光業の活性 

化を掲げている。 

今後、小規模事業者は経済社会情勢や地域産業構造・環境の変化に対応しながら、需要を開拓し、

経営力を向上させることが必要である。また、小規模事業者の活力を生かすためには個社の経営の

みならず、地域全体としての個人の能力の発揮の場を地域内に作り「地域のブランド化・賑わいの

創出」による地域の活性化を図ることが、１０年後を見据えた中長期的な振興策となる。 

例えば、本商工会が実施主体としてイベントを行っているカミスガイベント（年５回）や八重桜

まつり・ひまわりフェスティバルなどは、地域全体のコミュニティを支える取組みである。小規模

事業者にとってはこのチャンスを生かし、「地域資源（農産品、観光資源、地域の技術等）発掘・ブ

ランド化」を目指し、「情報の発信と需要開拓」が出来れば、地域活性化に大きく貢献することがで

きる。 

つまり、小規模事業者の「ブランド化」は、その地域に地域力をつけ、地域内外の事業者同士の

取引を活発化させることができるのである。 

 

 

前方 上菅谷駅前 

カミスガ イベント（商業イベント） 

突如出現する商店街 
（来場者数約７万５千人、年間５回開催） 
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６．経営発達支援計画の目標と目標達成に向けた方針 

地域や業界を牽引する小規模事業者を育てるため、経営指導員が小規模事業者の身近な相談者となり、

「経営分析」から「経営計画の策定」そして「フォローアップ」まで行う「伴走型の経営支援」を推進

する。 そして、新たな雇用を生み出し地域の活性化に資する創業を支援する。また、商工会が中核とな

り、行政および地域金融機関等の支援機関が顔の見える連携を構築し、支援体制を整備強化する。 

さらに、地域の特性、地域資源を活かした地域ブランドの確立を目指し、商品力の向上に努め、活力

ある地域づくりを行う。 

 

本会の課題の解決に向け、中長期的な振興のあり方を踏まえ、経営発達支援事業の目標及び目標達成

に向けた方針を示す。 

(１)伴走型支援による事業計画策定支援の方針 

   経営指導員が伴走型支援をすることで小規模事業者が現状を把握し、真の問題点を認識し、顕

在化した課題を解決するために、実行可能性の高い生きたビジネスプラン策定をする。また、

環境変化に合わせたビジネスプランの随時変更等のフォローアップ支援を実行する。 

(２)商工会の創業（第二創業も含む）、事業承継の支援力強化を図るための方針 

近隣商工会・会議所や近隣市町村、及び県事業引継ぎ支援センターなど地域の関係各団体と連

携し、創業支援や事業承継支援のＰＲを図り、活力ある地域づくりに貢献する。 

(３)商工会を中核とした連携支援体制の構築の方針 

   地域の小規模事業者に対して、商工会が中核となり、行政および地域金融機関等の支援機関が

顔の見える連携を構築し、それぞれの役割を明確にすることで地域最強の支援体制を整備する。 

(４)地域産業資源（観光資源）を活用した地域ブランドの構築 

地域特性、地域資源を活かした新商品の開発やＥＣサイト・メディア等の活用等による販路開

拓事業を継続実施し、農産加工品を中心とした地域ブランドの確立を目指し、商品力の向上に

よる農産加工業者等の育成、発展を図る。 

(５)賑わいのある地域づくりの支援 
商工会では、地域の賑わいを創出し活性化を図るため、消費者とのふれあいイベント事業を実

施し、市および商工業者と共に活性化事業を行っている。また、市との連携事業では、地域振

興イベントとして、「ひまわりフェスティバル」「八重桜まつり」「産業祭」の企画・運営・参加

等のイベントを通して地域の活性化を図っている。また、震災復興の目的で始まった市内商店

街活性化事業「カミスガイベント」では、市と商工会と一般社団法人カミスガプロジェクトと

連携し年間 5回実施しプラスの経済効果を上げており、継続して実施していく。 

※カミスガイベント････平成２６年度あしたのまち・くらしづくり活動賞内閣官房長官賞受賞 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

  平成２５年に那珂市からの要請で、那珂市商工業現況調査を実施し、それによって、広域の経済動

向と地区内経済動向を把握した。しかしながら、既存データは、標本数が少なく地域の詳細な景況状

況を分析や把握、さらには有効活用するまで至っていなかった。また、経営指導員は、地域の経済動

向について新聞やインターネット等により情報を収集しているが、各種の調査・統計データ等による

情報を小規模事業者の必要に応じて収集、整理し十分活用するには至っていない。 

  

【事業内容】 

（１）独自の調査分析による地域経済動向調査（新規） 
管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う「小規模企業
景気動向調査」を独自に、管内小規模事業者の景気動向等について年 4回調査・分析を行う。 
【調査対象】管内小規模事業者 15社(製造業 3社、建設業 2社、卸小売業 4社、サービス業 6社) 
【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、業況、資金繰り、雇用、設備投資、経営上の問題等 

      （資料 1） 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する 
【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

  

（２）国が提供するビッグデータの活用（新規） 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下し、効率
的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」(地域経済分析システム)を活用した地域
の経済動向分析を行い、年 1回、公表する。 
【分析手法】・「人口マップ」→地域人口構成、増減 

・「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析 
・「まちづくりマップ From-to分析」→人の動き、事業所立地動向を分析 
・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

・「企業活動マップ」→海外取引、海外への企業進出動向分析 

・「観光マップ」→目的地分析、外国人訪問分析 

上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 
【成果の活用】 

〇情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。 
〇経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 
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【目標】 
 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

⑴公表回数 未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

⑵公表回数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
 

 

（資料１） 
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２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 

これまで決算申告指導及び記帳機械化指導は実施しているものの、そのデータを活用した分析・支

援までには至っていなかった。今後は、外部専門家等と連携し、経営状況の分析を実施する。 

特に昨年度、青色申告者で貸借対照表まで作成した事業所（６５万円特別控除者）は、８０件あっ

た。このうち、当商工会での記帳機械化指導は、１７件。青色申告会記帳ソフト利用者が４１件。そ

の他、本人作成者が２２件であった。この中から、希望者に対し財務分析を通して個店毎の経営状況

を把握させ、さらに聞取り等の調査により事業分析をおこない、小規模事業者の持続的発展に向け経

営分析支援を行ってゆく。 

  

【事業内容】 （新規） 

ローカルベンチマークを活用した分析をおこなう。具体的には個店毎の決算書データを活用により、

財務分析用データの入力をし、安全性・収益性・成長性を分析、経営指標としての支援に繋げる。ま

た、経済産業省、企業の診断ツールを使い自社の「強み」「弱み」や真の経営課題に気づかせ、事業

者自身の経営状況を把握させる。経営指導員や専門知識を有する支援機関等と連携し、経営計画書作

成に向けた支援作りを進める。（資料２） 

 

①財務分析（売上高の推移、安全性・収益性・成長性） 

希望者の中から毎年希望事業者２０社に対し、損益計算書及び貸借対照表による財務分析を行う。 

②事業分析（ＳＷＯＴ分析、非財務情報の分析） 

問診票や聞き取りにより、対象とする事業所の取り巻く環境と地域の状況を把握する。経営課題や

自社の「強み」「弱み」を明確にさせ、経営状況の気づきを与える。 

 

【活用方法】 

事業者が経営状態を把握することで経営状態の変化に対応し、経営支援につなげてゆく。又、事業

計画を立て、補助金の活用や融資に伴う金融機関へのしっかりとした業績予測や向上計画による税制

上の特典活用に利用する。 

 

【目標】 

 

支援内容 現状 31年度 32年度 33 年度 34 年度 35 年度 

経営分析件数 未実施 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 
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（資料２） 
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３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

多くの小規模事業者は、需要動向の変化に大きく影響を受けている一方で、顧客ニーズや自社の強

み・弱み等の自社の経営状況を十分に把握できていない。そのため自社の課題解決のために経営計画

策定の必要性についての認識が低い現状である。またこれまでの商工会での事業計画の策定支援は、

経営革新計画の策定支援を中心に、各種補助金活用・金融支援等の機会を通じて実施するなど受動的

な取組に留まっていた。 

今後は、計画的に、事業者が経営課題を解決するため、前述の地域の経済動向調査、経営分析の結

果を踏まえ、計画的にセミナーの開催や相談会の開催などを行い、多くの小規模事業者に喚起を与え、

掘り起こしを行い、事業計画策定の重要性を認識させる。また積極的な提案による、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）巡回・窓口指導時の事業計画策定支援（拡充実施） 

  これまでは、きめ細かな事業計画の策定にまで踏み込むことができず、短時間の相談にとどまっ

ていた。今後は、地域の経済動向調査結果や経営分析の内容をタブレット端末などにより巡回先等

でも情報を引き出せる環境を整備し、積極的な提案を行っていく。これ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に役立てる。 

 

（２）事業計画策定支援セミナー及び相談会開催（新規） 

金融相談・持続化補助金・ものづくり補助金等の申請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、毎年計

画的な事業計画策定セミナーや相談会を設けるほか、積極的な広報活動を行う。また、小規模事業

者経営発達支援融資制度についても同様に、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしと事

業計画策定支援を行う。 

 

（３）創業希望者等（第二創業を含む）に対する事業計画策定支援（拡充実施） 

地域における商工業を活性化するため、新たにホームページによる広報活動により希望者の掘り

起こしを行うほか、近隣商工会等(東海村商工会・ひたちなか商工会議所)と連携して創業塾を開催

し、創業計画書の作成支援を通して、創業者の夢の実現を支援する。また、地域資源を活用し創業

しようとする創業希望者に対しては、収集した需要動向分析結果等もふまえ、積極的な提案を行い、

競争力と実現可能性の高い創業計画書の作成を支援する。 

【目標】 

支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 
事業計画策定セミナー

の開催回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

事業計画策定相談会の

開催回数 
未実施 5回 5回 5回 5回 5回 

事業計画策定事業所数 4事業所 15事業所 15事業所 15事業所 15事業所 15事業所 

創業セミナーの開催 

回数 
1回 1回 1回 1回 1回 1回 

創業スクールの開催延

べ回数 
9回 9回 9回 9回 9回 9回 

創業計画策定事業所数 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 
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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】 

 

【現状と課題】 

 計画策定後は、計画実施の有無・見通し等の確認に留まっており、充分なフォローアップが 

不足していた。そのため、計画を遂行する過程で生じた資金調達や販路開拓、新規事業に取り組む

時間の捻出といった問題に対し、タイムリーなアドバイスが行えないことが課題であった。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く。 

 

【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） 

事業計画の実行に関しては基本的に事業者サイドに委ねており、これまで商工会としては実行計

画には積極的に関わってこなかった。今後は、商工会としても当初の実行計画を管理し、計画の進

捗状況に応じた計画的なフォローアップを実施する。具体的には、事業計画の策定を支援した企業

すべてに対して、3ヶ月に 1 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。

また、気軽に相談しやすい環境づくり・時間的なロスを解消するために新たにメール等による相談

指導を開始する。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。確認項目としては、実行計画の進捗状況、売上、利益、計画遂行上の課題、施策の活

用状況、見直しの必要性等とする。 

 

 （２）創業後の巡回・窓口指導による個別フォローアップ（新規） 

創業者に対し、２ヶ月に 1 回、巡回・窓口指導による個別指導等、フォローアップを継続し茨城

県・茨城県商工会連合会等とも連携して、伴走型の支援を行う。特に、地域資源を活用した創業に

対しては、商工会が関与するイベントへの優先参加と、イベント出展に関するきめ細かなノウハウ

提供を行う。フォローアップの方法としては、創業者の成熟度に応じて、記帳指導、労務指導、経

営指導からビジネスマッチングに繋がる支援を行う。 

 

（３）専門家派遣制度の活用(既存事業) 

茨城県の補助事業であるエキスパートバンク（経営・技術強化支援事業）制度をはじめ、ミラサ

ポ等、国の専門家派遣制度を活用し、実行性の高い事業計画が策定できるよう支援する。また総合

的・先進的なアドバイスを必要とし、高度専門的な案件については、茨城県よろず支援拠点を積極

的に活用し、小規模事業者の経営課題の解決を図る。 

 

【目標】 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

フォローアップ事業所数 4事業所 15事業所 15事業所 15事業所 15事業所 15事業所 

フォローアップ実施回数 未実施 60回 60回 60回 60回 60回 

創業計画実施フォローアッ

プ事業所数 
2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2事業所 

創業計画実施フォローアッ

プ実施回数 
12回 12回 12回 12回 12回 12回 

 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

多くの小規模事業者は需要動向調査の必要性や調査手法等について理解していない。背景には、こ

れまで、商工会が巡回指導やアンケート収集等によって収集した市場のニーズ変化や一般的な市場動

向に関する情報を、相談に対応する形で、断片的に提供するにとどまっていた。   
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そのため多くの小規模事業者は需要動向調査の必要性や調査手法等について理解していないため、
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を行った結果、顧客のニーズとはマッチせ
ずに事業の成果が上がらないケースが多く見受けられる。また、商工会の経営指導員も需要動向調査
の調査手法等のノウハウが不足しているため効果的な支援ができていない。 

特に、地域資源活用事業者を中心に、売れる商品開発や改良支援や、販路開拓に結び付く需要動向
調査が必要である。また、地域資源を広く消費者までＰＲすることで、小規模事業者にも新たな地域
資源化活用機会を掘り起こす。 

 

【事業内容】 

（１）地域資源を活用した商品の需要動向調査（新規） 

本市には、主に地域の農産品（那珂カボチャ、ひまわり、那珂パパイヤなど）や歴史・民話（七運

物語）やイベント（八重桜まつり・産業祭・ひまわりフェスティバル・カミスガイベント）など地域

資源がある。 

当商工会としても、那珂カボチャのペーストを利用した特産品開発事業や民話七運物語を活用した

七運物語ブランド化推進事業を展開してきた。そのほか、本年度は６次産業化等産品販路支援事業（那

珂市の米ゲルを使った産品販路支援）も行っている。しかし、需要動向調査に関する知識・認識が乏

しく、情報収集等のノウハウ不足により、個々の小規模事業者に対し消費者ニーズ等の需要動向を的

確に把握できるような支援はできていない。 
地域小規模事業者に対し、プロダクトアウトからマーケットインへの意識改革を図るために需要動

向調査の必要性の認識を促し、調査結果を商品・サービス開発へフィードバックする支援体制を構築
して行く。 
 

①目的 

事業者が新商品の開発・改良や新サービスの提供、あるいは販路開拓をする際
に、消費者やバイヤーなどを活用した判断材料として、需要動向調査を実施し、
個々の事業者商品等にマッチした的確な情報をフィードバックすることを目
的とする。 

②支援対象 
（個社支援；3 事
業所、9品目まで） 

地域資源活用事業者商品 
③の事業者のうち新商品・新サービス開発・既存商品・サービスの改良に取り
組む事業者で、上記イベントに出店する事業者のうち、毎年 3事業所を選定す
る。1事業所につき 3品目まで、調査対象商品・サービスとする。 

③地域資源活用支
援事業者商品 

(a)那珂カボチャ利用商品（４事業所、４商品） 
(b)ひまわり活用商品（4事業所、4商品） 
(c)那珂パパイヤ利用食品（１事業所、15 商品） 
(d)七運物語ブランド商品（8事業所、8商品） 
(e)米ゲル活用商品（6事業所、6商品） 
(f)那珂市特産品ブランド認証品【上記商品と重複あり】（18事業所、26商品） 

④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する。 
(b)専門家ヒアリング調査の実施 
  有効な需要動向調査を行うためのヒアリングと課題解決のための調査を行

う。 
(c)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する。 

(d)需要動向調査に必要な調査項目の選定 
   ⑤の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する。 
(e)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、提供する。 
(f)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
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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る。 

(g)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する。 

⑤調査方法 
支援事業者との協議により、後述Ⅱ（２）③地域活性化イベントの活用又は店
頭等において、需要動向調査を実施する。試食及びテストマーケティング並び
にアンケートを行う。 

⑥調査内容 

(a)ターゲット顧客・見込み顧客のアンケート調査 
支援事業者と専門家、商工会協議により、ターゲット顧客を想定し、アンケ
ートシートを作成し、イベント開催時の聞き取り調査を実施する。アンケー
ト内容の整理・分析を専門家と連携し行う。 

(b)店頭・お得意様アンケート調査 
支援事業者が自らアンケート・お得意様アンケート調査を実施する。専門家
とアンケート内容の作成・整理・分析を支援する。 

(c)取引先・バイヤーニーズ調査 
支援事業者が自ら取引先に伺い、聞き取り又は、後日郵送を申し入れアンケ
ート調査を行う。専門家とアンケート内容の作成・整理・分析を支援する。 

⑦調査項目 

【新商品・新サービスに対する調査】 
(a)テストマーケティング調査（トレンド性・ターゲット重視） 
 商品・サービスコンセプトボードによる内容紹介や試食・使用による食感・

体感など 
（項目） 
アイデア性、ブランドイメージ、消費行動、価格、コンセプト、ネーミング、
五感・五官、品質、パッケージ等 

 
【既存商品・サービスに対する調査項目】 
(b)テストマーケティング調査（認知度・顧客満足度重視） 
 商品・サービスコンセプトボードによる内容紹介や試食・使用による食感・

体感など 
（項目） 
認知度、ブランドイメージ、消費行動、価格、ネーミング、五感・五官、パ
ッケージ、品質、改良点等 
 

【取引先・バイヤーニーズ調査】 
(c)認知度・ブランドイメージ・品質・価格重視 
 業界内トレンドも含め、改善点など売れる商品・サービスを目指す。 

（項目） 
認知度、ブランドイメージ、品質、価格、ネーミング、パッケージ、ロット
数量、納期、改良点等 

 

 

 

（２）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する。 

 

＜統計調査活用 需要動向調査の分析資料＞ 

調査対象統計資料 調査項目 調査の目的 

「工業統計調査」 
（経済産業省） 

業種別の製造品出荷額 
製造業における取引先の需
要動向の把握 

「商業統計調査」 業種別の商店数・商品年間販売数 商圏の変化 
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（経済産業省） 消費者の嗜好変化 

日経 MJ 等の商業誌 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 

那珂市統計調査資料 「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 
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、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う。 
・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

資料としても活用する。 
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する。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

需要動向調査 
支援対象事業所（商品数） 

未実施 
3事業所

（9商品） 
3事業所

（9商品） 
3事業所

（9商品） 
3事業所

（9商品） 
3事業所

（9商品） 
1商品のアンケート回収数 未実施 70件 70 件 70 件 70 件 70 件 
統計調査を活用した分析 
回数 

未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

統計調査を活用した情報 
提供事業者数 

未実施 20事業者 20事業者 20事業者 20事業者 20事業者 

※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

に適宜実施する。 

 

 

 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  

【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、各種展示会・商談会への参加勧誘やセミナーへ

の参加や茨城県商工会連合会や近隣商工会等への依頼にとどまっており、展示会出展の事前・事後の

フォローが不十分で会った。 

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販路開拓・拡大支援が必要となる。具体的には、経営指導員が

専門家等と連携支援を行い、販売ターゲットやチャネルの選定及びマーケティング、プレゼン方法等

についてアドバイスを行う。 
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【事業内容】 

（１）県内外展示会・商談会の出店による需要開拓支援【新規】 

支援対象：出店による販路開拓及び販路拡大を目的とした小規模事業者。特に、新商品・新サービ

スの開発改良に取組む事業者。販路開拓支援については、地域資源を活用している事業所を中心に専

門家と連携し支援する。また、市では見本市・展示会等への出展に対する経費の助成をしており、 

連携して進めてゆく。 

 

〇商談会参加事業（ＢtoＢ） 

①めぶきＦＧものづくり企業フォーラム技術商談会 

・めぶきファイナンシャルグループによる北関東で最大級の商談会。 

《参考》前回参加企業１,０００社、参加人数２，２００人。 

②筑波銀行ビジネス交流商談会 

・食.ものづくり.海外販路.観光.サービス商談会 

《参考》予定参加企業２３０社、来場予定者２，６００人。 

③フードビジネスフェアいばらき 

・いばらき地域特産品展示商談会。茨城県内の知る人ぞ知る逸品、こだわり農畜水産物や加工食品な

どの展示商談会「いばらき地域特産品展示商談会」を行う。 
・百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、セレクトショップ、ＳＡ・ＰＡ、道の駅、商社・卸・

問屋、飲食店、ホテル・旅館、通販・宅配、ゴルフ場などの商品企画担当者、仕入担当者と商談・

ＰＲ。 
（主催；茨城県・県中小企業団体中央会等。後援；㈱茨城新聞社、㈱茨城放送、日本政策金融公庫、

県農業協同組合中央会、県信用組合、県食品産業協議会等） 

《参考》前回参加企業３３社、参加人数３００人。 

〇販路拡大支援（ＢtoＣ） 

①地元イベント 

・八重桜まつり･･･４月下旬、２日間開催。出展企業団体４２件、来場者３８，０００人。 

・ひまわりフェスティバル･･･８月下旬、１日開催。出展企業団体９６件、来場者３３，０００人。 

・産業祭･･･１０月下旬、１日開催。出展企業団体６０件、来場者８，４００人。 

・カミスガイベント･･･８月を除く偶数月、第１日曜日。年間出店企業 400 件、来場者７５，０００人。 

②全国商工会連合会主催のニッポン全国物産展（商談会） 

・11月中旬、2日間開催。４７都道府県、出展企業３５０社、名産・特産３，０００点以上。 

 

【目標】 
 

支援内容（ＢtoＢ） 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

①商談会参加事業者数 未実施 1 社 1 社 1 社 1 社 1 社 

成約件数／社 0 社 1 社 1 社 1 社 1 社 

②商談会参加事業者数 未実施 
 

1 社 1 社 2 社 2 社 2 社 
成約件数／社 0 社 1 社 1 社 1 社 1 社 

③商談会参加事業者数 未実施 
 

1 社 1 社 2 社 2 社 2 社 
成約件数／社 0 社 1 社 1 社 1 社 1 社 

 
（数値；新規出店社数） 

支援内容（ＢtoＣ） 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

①販路拡大支援参加事業者数 未実施 3 社 3 社 3 社 5 社 5 社 
売上額５万円以上／社 1 社 2 社 2 社 3 社 3 社 

②販路拡大支援参加事業者数 未実施 
 

1 社 1 社 1 社 1 社 1 社 
売上額５万円以上／社 0 社 1 社 1 社 1 社 1 社 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

 【これまでの取り組み（補助事業・委託事業の実績）と課題】 

  地域活性化事業は、従来から以下のイベント等を通じて商品・サービスの PRを実施してきた。 

 

（１）地域資源探索支援事業 

①地域資源調査事業【平成１９年度・茨城県リーディング事業 販路開拓支援】 

②食を核とした地域活性化支援事業【平成２２年度・国補助事業 販路開拓・地域活性化支援】 

 （６次産業化支援） 

③特産品等販路開拓支援事業【平成２０年度・茨城県リーディング事業販 販路開拓支援】 

④那珂市特産品開発補助事業【平成２１年度、平成２６年度・那珂市補助事業 販路開拓支援】 

⑤小規模事業者新事業全国展開支援事業 

【平成２１年度・全国商工会連合会補助事業 販路開拓支援】 

⑥緊急雇用創出事業(特産品開発及び販路開拓等事業) 

【平成２１年度、平成 23年度・那珂市補助事業 販路開拓・地域活性化支援】 

 

（２）地域活性化事業 

①賑わい創出事業【平成２１年度～平成２６年度・那珂市補助事業 販路開拓・地域活性化支援】 

②地域商店街活性化補助事業【平成２６年度・国補助事業 販路開拓・地域活性化支援】  

  ③地域活性化イベント  下表にイベント類を示す。 

 

イベント名 事務局 

実行委員会 

           内   容 

ひまわりフ

ェスティバ

ル 

那珂市商工会 市の花「ひまわり」をテーマにしたイベントで８月下旬に開催し、

年約４万人の来場者があり、100程度の出店団体事業者がある。 

 連携先・那珂市、市観光協会、市菓子工業組合 

八重桜まつ

り 

那珂市商工会 市の木「八重桜」をテーマとしたイベントで、４月下旬に開催し、

約４万人の来場者があり、小規模事業者の出店は２０程度。 

 連携先・那珂市、市観光協会、市菓子工業組合 

那珂市産業

祭 

那珂市と共同 平成２７年度より始まる。産業振興が目的であり、市が事務局と

なり今後も継続実施予定。 

 連携先・那珂市、市菓子工業組合 

上菅谷駅前

カミスガイ

ベント 

那珂市商工会 本市の中心である菅谷地区内の上菅谷駅で開催し、毎回 

約１５，０００万人来場しており、賑わいがあり、地域経済効が

ある。出店事業者は約 80 程度である。開催期日は毎年２月・４月・

６月・１０月・１２月 

連携先・那珂市、一般社団法人カミスガプロジェクト 

  

【地域活性化事業の課題】 

①商工会としての特産品開発等のブランド開発事業も含めた販路拡大支援については、ある程度の

成果は上がったが、小規模事業者への啓蒙普及が弱く、イベントを活用したブランド化が不足し

ていた。また、商談会や展示会などへの取組も弱く、課題となっている。 

②地域ブランドや地域経済への効果分析についても不足しており、課題となっている。 

 

【改善方法】 

この課題の解決に向けて、眠っている資源の見直し、堀り起しを進めながら、地域資源を特産品と

して段階を経て販売まで支援し、今後の地域活性化の方向性を検討、情報発信と需要開拓を目指して

地域活性化を図る。 
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①市、市観光協会、地域振興を目的とする（一社）カミスガプロジェクトや市菓子工業組合、小規

模事業者代表をメンバーとする「地域振興・活性化会議（仮称）」を、年間 1 回開催する。（新規

実施） 

②「地域資源特性活用の販売業や飲食業」のＰＲ、販路拡大・イメージアップ・消費拡大を目的と

し、賑わい創出を図る。（拡充実施） 

 

【事業内容】 

①平成２２年度より商工会として企画している地域ブランド「七運物語」コーナーや地域資源活用

特産コーナーを、上記各種イベントの際に設置し、ＰＲ、販路拡大・イメージアップ・消費拡大

を図る。（新規実施） 

②イベント時に市内の県立水戸農業高校や茨城女子短期大学、市、ＪＡ、商工会各支部や部会、商

工会青年部や女性部、地域振興を目的とするＮＰＯ法人ひろがる和や（一社）カミスガプロジェ

クト・市菓子工業組合と連携し実施する。（拡充実施） 

  ③イベントを通じて発掘された新商品は、前項 Iの商品化プロセスを活用して、支援を実施する。 

（新規実施） 

 

【目標】 

  項 目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

地域経済の活性化のための場づくり「地域振興・活性化会議（仮称）」 

会議開催数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

地域イベント（ひまわりフェスティバル・八重桜まつり・産業祭・カミスガ）による地域経済

の活性化 

イベント開催回数 8回 8回 8回 8回 8回 8回 

参加事業者数(延べ) 300事業所 300事業所 320事業所 320事業所 330事業所 330事業所 

 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

 【現状と課題】 

現状まで、種々の取り組みを実施する中で近隣商工会や各支援機関とのコミュニケーションに不足

があり、小規模企業への支援は、若干一過性のものとなっており、計画的、継続的な支援さらに支援

ノウハウの取得が課題となっていた。 

 

【改善方法】 

以下の各種取り組みの中で、他の支援機関との情報の共有化をすることで、小規模事業者への、計

画的、継続的な支援、新しい支援方法、ノウハウを取得し、小規模事業者への課題解決に向けた支援

体制の構築を図る。 

 

【事業内容と目標】（拡充実施） 

① 茨城県商工会連合会を中心として、茨城県内の商工会を６ブロックに分けそれぞれ各商工会リー

ダー的存在の職員により、ＰＭ会議を年 6回（本会は県北ブロック※）開催し、支援のノウハウ、

支援の現状、今後の課題、成功失敗事例等についてより具体的な情報交換を行う。 

※ 県北ブロックとは、北茨城・高萩市・日立市十王・東海村・常陸太田市・常陸大宮市・

那珂市の各商工会を言う。 

② 日本政策金融公庫が主催するマル経協議会を年 1 回以上。県保証協会が主催する商工団体保証業

務連絡協議会を年 1 回開催。各地区商工会や会議所地区の経営指導員等研修会において、金融支

援情報交換のほか、各地域の小規模事業者の支援の現状や課題・ノウハウ等について情報交換を
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行う。 

③ 本会では、12年前の商工会合併以来、市内の金融機関支店長（５支店長※）と商工会正副会長・

事務局長・経営指導員 3 名と年１回金融懇話会を開催。金融に関する、小規模事業者の支援の現

状や課題・ノウハウ等について情報交換をしており、今後も継続し実施する。 

※ ５支店とは、常陽銀行菅谷支店、常陽銀行瓜連支店、筑波銀行菅谷支店、 

水戸信用金庫菅谷支店、県信用組合那珂支店を言う。 

④ 以上の研修会・会議等に積極的な参加、連携を図ることで、内容については個人のものとせず、

必ず週の初めの職員朝礼等で報告する事で共有化し、問題点への取り組みなど対応策や解決策の

検討結果を次に継げる。 

  

【活用方法】 

① 研修会・会議内容を職員間の報告のほか、資料や書類を常に閲覧できるよう資料保管庫及びネッ

トワーク上で職員間の共有を図る。また、支援機関と連携を図ることで、技術的な課題、マーケ

ティング面での課題、人的な課題等いろいろな問題に対応し、解決を図る支援に活用することが

できる。 

② 事業計画推進時においては、事業推進時の課題、例えば、設備投資、資金繰り等々の課題に対応

した、支援策を提案することに活用できる。（巡回窓口相談時提供） 

③ 新規事業展開に際しては、そのマーケットに関わる情報提供、補助金施策、委託金施策等々の施

策に関わる支援に活用することができる。 

 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

【現状と課題】 

職員の資質向上等については、これまで、県連の行う職員研修や県北ブロック職員協議会が行う研

修会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、当所職員において、①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職員間の知識の共有が不可欠といえる。 

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、また、

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、経営指

導員等の資質向上を図っていく。 

 

【事業内容】 

（１）事例発表等による支援能力の向上【新規】 

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る。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る。 

(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・向上を図る。 

(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ＯＪＴにより伴走型

の支援能力の向上を図る。 

(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の共有化を図るため、定期的



- 22 - 
 

（月１回）に報告会を開催する。また、その際、参加者各自がテーマを持ち寄り勉強会を行うこ

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す。また、現在職員間の共

有サーバーがあり、過去のデータやノウハウが共有できるシステムを構築しており、商工会の財

産となっているので、今後も継続して職員の異動にも対応したい。 

 

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及び成果について、以下の方法により評価・検証・見直

しを実施する。なお、事業の評価並びに検証は、専門家（中小企業診断士等）、市商工担当課長を外

部有識者とし、市内金融機関代表支店長、消費者代表及び本会正副会長、青年部長、女性部長、県商

工会連合会職員等で構成する「事業評価委員会」（仮称）を設置し実施する。 

 

【事業内容】 

 以下に経営発達支援計画の実施状況・評価・見直しのためのＰＤＣＡサイクルを示す。 

①見直し方法（新規実施） 

毎年度、本計画に基づき事業の目的・手段を明確にし、事業実施状況及び成果については下記に

より評価・検証する。 

a)市担当課長、商工会役職員、県商工会連合会職員、中小企業診断士等の県内専門家により、 

支援事業の実施状況、成果の評価についての評価を伺う。 

  b)本会事業計画・評価委員会を設置し、委員会おいて、計画、評価、見直しの方針を決定する。 

    事業計画評価委員会の構成は、市担当課長、県商工会連合会職員、中小企業診断士、本会正副

会長、青年部長、女性部長等を想定する。 

②商工会役員会において見直し、方向性・方針について検討・決定する。（新規実施） 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会と本会総務企画常任委員会へ報告し、 

承認を得る。（新規実施） 

④事業内容見通し等の結果については那珂市商工会のホームページにて公表する。（新規実施） 

（http://www.nakashishokokai.com/） 

    以上のプロセスにより本会の経営発達支援事業を運営し、常に本計画から良好な成果が 

得られるよう、様々なインプット（例えば市の計画変更）に柔軟に対応し事業を展開する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画

(P) 
評価委

員会 
改善(A) 
指導員 

評価・見直

し(C) 
評価委員会 

実行(D) 
指導員 

 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 

①計画（Plan）・ 
事業計画評価委員会おいて計画 

②実行（Do）・ 
経営指導員 3 名で実施 

 

③評価・見直し（Check）・ 
事業計画評価委員会において評価・見直し 

④改善（Action）・ 
経営指導員 3 名が改善 

http://www.nakashishokokai.com/
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（別表２）       経営発達支援事業の実施体制 

 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 30年 10月 現在） 
★事業計画・評価委員会構成  

  市担当課長、県商工会連合会職員、中小企業診断士、本会正副会長、青年部長、女性部長、消費者代

表、市内金融機関代表支店長等を想定 

 

 ★地域振興活性化会議構成 

  市職員、市観光協会、地域振興を目的とするＮＰＯ等、中小企業診断士、本会正副会長、青年部長、

女性部長等を想定 

 
 （１）事務局体制 

職員数 9名 事務局長 1名・経営指導員 3名・補助員 2名・記帳専任職員１名・ 

臨時職員 2名 

総務企画課構成・・・・事務局長兼務・補助員 2名・記帳専任職員・臨時職員 2名 

経営支援課・・・・・・経営指導員 3名 

 

  
事 務 局 

 
局長 鴨志田 廣 

 

   
  

    

 
          

  

    
    

  
 

総務企画課 
   

 経営支援課 
 

        

課長 鴨志田 廣 局長兼務 
  

課長 佐藤 光政 
経営 

指導員 

主事 萩谷 悦子 補助員 
  

係長 須藤 智子 
経営  

指導員 

主事 瀧 裕祐 補助員 
 

 
ＰＭ 

係長 綿引 和雄 

経営  

指導員 

主事 萩谷 明子 記帳専任    

臨時 金澤亜希美 記帳指導員 
  

 

臨時 山下 祐子 記帳指導員 
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 職 種 別 役 割 経営発達支援事業での役割 

事 務 局 長 

・経営発達支援事業全体の統括 

・経営発達支援計画のＰＤＣＡを管理 

・経営発達支援計画の推進に関して県・市や他団体との連携の中心 

・事務局内での経営情報共有の仕組みの構築と会議の主催 

・研修の受講等・弛まぬ自己研鑽 

経 営 指 導 員 

・経営発達支援事業支援の中核的役割を担う 

・経営発達支援計画の推進に関して専門家や他の支援機関との連携の中心 

・経営指導を通して事業者の経営情報の分析、事業計画策定実施、販路開

拓の支援等により経営発達支援事業の中核業務を担う 

・事業者の経営情報、経済動向、需要動向について事務局内での共有と、

事業者への情報提供 

・若手職員等へのＯＪＴ実施 

・研修の受講等・弛まぬ自己研鑽 

・先進商工会へ短期的派遣 

補助員・記帳専任職員 

・経営発達支援事業の経営状況分析の重要な支援を担う 

・税務、記帳、労働保険、青年部・女性部活動などの担当業務から得られ

る事業者情報に基づき経営分析の実施・需要動向の把握を行う。 

・業務の中で得られた事業者情報等を事務局内で共有する 

・研修の受講等・弛まぬ自己研鑽 

 

（２）連絡先 

 
  那珂市商工会 

   【住 所】 茨城県那珂市菅谷 4404-7 

   【電 話】 029-298-0234 

    【ＦＡＸ】 029-298-4995 

【Ｈ Ｐ】 http://www.nakashishokokai.com/ 

【E-Mail】 shokokai@nakashishokokai.com 

【支援事業窓口】 那珂市商工会 経営支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nakashishokokai.com/
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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） 

  31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

必要な資金の額 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 

Ⅰ．経営発達支援事業費 2,290 2,290 2,290 2,290 2,290 

 
業種別地域経済動向調査研究費

（資料収集及び分析） 
100 100 100 100 100 

 経営分析調査費 150 150 150 150 150 

 事業計画策定セミナー 120 120 120 120 120 

  
事業計画策定相談会 300 300 300 300 300 

創業セミナー・スクール開催費 200 200 200 200 200 

 
事業承継（第二創業）セミナー開

催費 
120 120 120 120 120 

 
需要動向調査専門家ヒアリング調

査費 
210 210 210 210 210 

  

需要動向調査研究費（アンケート

調査及び分析） 
250 250 250 250 250 

需要動向統計調査分析費（資料収

集及び分析） 
200 200 200 200 200 

商談会・販路拡大支援費 400 400 400 400 400 

需要開拓セミナー・個別相談会 240 240 240 240 240 

Ⅱ．地域活性化支援事業費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

  

地域ブランド化推進費 500 500 500 500 500 

地域資源活用開発品等出店支援費 500 500 500 500 500 

各種イベント出店設置支援費 300 300 300 300 300 

地域振興活性化会議費 200 200 200 200 200 

Ⅲ．支援力向上事業 250 250 250 250 250 

  中小企業大学校受講費 100 100 100 100 100 

 事業評価委員会 150 150 150 150 150 

       
 

（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                 （単位・千円） 

 
  31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

 
経営発達支援補助金 3,000 3,000 3,500 3,500 3,500 

 
茨城県リーディング事業補助金 400 400 400 400 400 

 
那珂市補助金 500 500 0 0 0 

 
那珂市商工会支出金 140 140 140 140 140 

 
総 計 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 

       

 
（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 

 

・国、県、市の各種補助金や助成金の支援と活用 

・県制度金融支援・経営革新支援・大規模小売店舗関連・産学官連携・商店街活性化・各種情報

提供による支援  

・創業・経営安定・事業拡大・事業計画策定・個別相談による支援と情報提供 

・販路拡大・経営技術相談・各種マッチング展示会や地域活性化事業・販路拡大の支援 

・新商品開発や技術開発支援  

 

連携者及びその役割 

連携機関名 住所 役 割 電話番号 

茨城県 知事 大井川 和彦  水戸市笠原町 978-6 県制度金融支援・経営

革新支援・大規模小売

店舗関連・産学官連

携・商店街活性化・各

種情報提供 他 

029-301-1111 

那珂市 市長 海野 徹 那珂市福田 1819-5 事業者支援・市制度融

資・特産品開発支援・

地域活性化支援・各種

情報提供 ・事業計

画・評価委員会 他 

029-298-1111 

那珂市観光協会 

会長 海野 徹 

那珂市福田 1819-5 商品開発などの協働

事業連携支援・地域活

性化事業の協働・販路

拡大 他 

029-298-1111 

茨城県信用保証協会 

会長 川俣 勝慶 

水戸市桜川 2-2-35 

（県産業会館内） 

事業再生支援・創業や

経営安定融資保証 他 
029-224-7811 

全国商工会連合会 

会長 石澤 義文 

東京都千代田区有楽町

1-7-1 有楽町電気ビル

北館 19階 

特産品掘り起し・中小

企業向け施策助成制

度・商品全国展開 100

万会員ネットワー

ク・ニッポン 

セレクト 他 

03-6268-0088 

茨城県商工会連合会 

会長 外山 崇行 

水戸市桜川 2-2-35 

（県産業会館 13階） 

各種補助金支援・経営

革新支援・専門家派

遣・経営安定特別相談

事業・小規模事業者向

け各種共済制度 事業

計画・評価委員会 他 

029-226-0955 

ひたちなか商工会議所 

会頭 鈴木 誉志男 

ひたちなか市勝田中央

14-8 

経営革新連携支援・創

業者連携支援 

029-273-1371 

東海村商工会 

会長 佐藤 映史 

東海村村松北 1-2-34 経営革新連携支援・創

業者連携支援 

029-282-3238 

日本政策金融公庫 水戸市南町 3-3-55 地方創生関連融資・女 029-221-7137 
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水戸支店長 梅沢 光一 性若者シニア起業家

支援融資・創業支援 

茨城県中小企業振興公社 

理事長 山口 やちゑ 

水戸市桜川 2-2-35 

（県産業会館 9階） 

販路拡大・経営技術相

談・海外展開・知的財

産 

029-224-5317 

茨城県中小企業団体中央会 

会長 渡邉 武 

水戸市桜川 2-2-35 

（県産業会館 8階） 

販路拡大・経営技術相

談・各種マッチング展

示会 他 

029-224-8030 

茨城県事業引継ぎ支援セン

ター 

水戸市桜川 2-1-6 

ｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 3Ｆ301号 

事業引継ぎに関する

専門家 

029-284-1601 

茨城県中小企業診断士協会 

会長 川又 昭宏 

石岡市国府 1-2-5 経営支援に関する協

力・各種情報提供・診

断士紹介 他 

0299-56-4301 

茨城県産業技術イノベーシ

ョンセンター長 大力 賢次 
東茨城郡茨城町長岡

3781-1 

新商品開発や技術開

発支援 他 

029-293-7212 

ひたちなか商工会議所 

会頭 鈴木 誉志男 

ひたちなか市勝田中央

14番 8号 

経営革新連携支援・創

業者連携支援 

029-273-1371 

常陸大宮保健所 

所長 油井 満 

常 陸 大 宮 市 姥 賀 町

2978-1 

事業許可・安全衛生支

援 

0295-52-1157 

県建設業災害防止協会 

支部長 岡部 英男 

水戸市大町 3-1-22 安全管理・各種免許取

得・技能支援 

029-300-4638 

茨城県立水戸農業高等学校 

校長 青砥 武夫 

那珂市東木倉９８３ 商品開発などの協働

事業連携支援・地域活

性化事業の協働 

029-298-6266 

茨城女子短期大学 

理事長 額賀 修一 

那珂市東木倉 960-2 商品開発などの協働

事業連携支援・地域活

性化事業の協働 

029-298-0596 

那珂市菓子工業組合 

組合長 大兼 一順 

那珂市額田北郷 609 商品開発などの協働

事業連携支援・地域活

性化事業の協働・販路

拡大 他 

029-298-1088 

一般社団法人カミスガプロ

ジェクト 代表 小林 大輔 

那珂市瓜連 1243 地域活性化事業・販路

拡大 他 

029-229-0845 

ＮＰＯ法人ひろがる和 

代表 鴨志田 和枝 

那珂市杉 559-1 まちづくり・文化芸

術・福祉・男女共同参

画社会 

029-298-1248 

 

地域金融機関  

・常陽銀行菅谷支店 

支店長 世古 賢次 

那珂市菅谷 4391 

創業・経営安定・事

業拡大・事業計画策

定・個別相談 他 

029-298-1345 

・常陽銀行瓜連支店 

支店長 神保 忠志 

那珂市瓜連 1180-2 029-296-0311 

・筑波銀行那珂支店 

 支店長 市村 剛 

那珂市竹ノ内 2-3-4 029-295-2431 

・水戸信用金庫菅谷支店 

 支店長 大竹 毅 

那珂市菅谷 661-46 029-295-2131 

・県信用組合那珂支店 

 支店長 宇野 政博 

那珂市菅谷 2279-24 029-295-1112 
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・常陸農業組合那珂支店 

 支店長 鈴木 章浩 

那珂市飯田 1991 029-298-1155 

※中小企業庁、国税局、中小企業基盤整備機構、勤労者退職金共済機構、中小企業再生支援機構、

茨城労働基準監督署、ハローワーク、ジョブカフェ、ミラサポ、ジェトロは、住所・代表者・電

話番号は省略 

 

外部連携体制構成概要 

 

【外部連携体制イメージ】 

   下図に外部連携イメージと各連携機関の役割を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

茨城県 

中小企業団体中

 

販路開拓・専門支援 

 

茨城県 

よろず支援拠点 

ミラサポ 

（株）日本政策 

金融公庫 

民間金融機関 

茨城県中小企業

振興公社 

 

各種助言 

職員教育 

・那珂市 

・近隣 

  大学 

  高校 

・商工会 

 連合会 

・近隣 

 商工会 

・商工会議

所 

茨城県 

産業戦略部 

中小企業課 

中小企業 

基盤整備 

機構 

地域活性

化事業 
職員教育 

各種支援 

職員教育 

茨城県中小企業

診断士協会 

茨城県産業技術イノ

ベーションセンター 

販路開拓・金融支援 

 

那珂市商工会 

小規模企業 

伴
走
型
支
援 

経
営
相
談 

    【伴走型支援】 

・金融支援   ・まちの活性化 

・販路開拓   ・創業支援  等々 

・経営支援 

信用保証協会 
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