
 

 

経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
鉾田市商工会（法人番号 7050005006675） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

＜中長期的な振興の方向性＞ 

地場産業を中心に地域経済の活性化を図るとともに、地元雇用の創出については

継続して取り組んで行く。また、新規事業として販路開拓を意識した個社支援を充

実させ、地域外・海外より資金の流入を図り、地域内で資金を循環させることで地

域全体の底上げに取り組んで行く。 

＜小規模事業振興の目標＞ 

（1）伴走型支援による経営計画策定支援の実施 

（2）商工会を連携拠点としたワンストップ支援体制の整備と人材育成 

（3）全国の商工会ネットワークを活用した海外での需要動向調査・販路開拓支援

の実施 

（4）地域の基幹産業（農業）を活用した地域ブランド構築及び商工会部会組織を

活用した中心市街地の活性化 

（5）創業者のニーズにあった支援の実施 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向の調査に関すること【指針③】 

 マクロ調査とミクロ調査を実施することで広域レベルの経済動向から鉾田市や

個別企業レベルの経済状況を把握し、地域の小規模事業者にとって有効な情報の提

供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

全職員が対応できる経営支援システムを導入し、経営診断シートで得られた情報

と財務諸表により、ＳＷＯＴ分析や財務分析を行い経営計画策定に向けた下地作り

を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

チームによる経営支援体制を構築し、需要・販路開拓を十分に意識した事業計画

策定支援を行っていく。職員全体で事業計画策定支援の目標、進捗状況ごとの支援

方法、支援スケジュール、計画策定後のフォローアップまで一貫した伴走型支援を

実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

支援チームが中心となり、事業計画策定支援により策定された事業計画を確実に

実行し、成果をあげるため、Ｐ（計画）→Ｄ（実行）→Ｃ（評価・検証）→Ａ（改

善）をひとつのサイクルとして伴走型支援を行う。 

５．需要動向調査【指針③】 

需要動向調査に関する知識・手法の改良を行い、小規模事業者に対して「最適な

消費者ニーズ・需要動向」を的確に把握し、フィードバックをしていく支援を行う。 

６．新たな需要開拓に寄与する事業【指針④】 

商売につながることにフォーカスした独自展示会の開催、展示会後の販路に必要

な物流・受注システム等を整備し、一過性の支援にならないように積極的かつ計画

的な支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地場産業を中心に地域経済の活性化を図るとともに、地元雇用の創出についても

継続して取り組む。 

連絡先 

鉾田市商工会  〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田 2482-1 

TEL：0291-32-2246 FAX：0291-33-6708 Mail：htownsci@pastel.ocn.ne.jp 

担当者：経営指導員  宮内 道子 ・ 畑木 幸次 
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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
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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。 
 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

人口減少・少子高齢化等により地域の活力が減退し、地域経済を支える小規模事業者

は需要の低下、売上の減少に直面しており、小規模事業者がその地域で経営を持続的に

行うためのビジネスモデルの再構築を全面的にサポートする体制を地域に整備するこ

とが喫緊の課題であるため、鹿行ブロック（鉾田市・鹿嶋市・神栖市・行方市・潮来市）

内に情報や支援手法等を共有し効果的な支援を実施するためのチーム支援体制を整備

した。 

しかし、小規模事業者が直面している最大の課題である需要の低下、売上の減少に対

応するためには、スピーディーかつ、複雑化・多様化する課題に対して事業者の身近で

支援できる体制を整備する必要がある。 

そのため広域体制の中で身に付けた「スキル・手法」・「連携体制」等を活用した独

自支援体制を整備すると共に、理想の支援体制に近づけるため毎年ＰＤＣＡを繰り返し

鉾田市商工会独自の支援体制を構築する。 

 
 
１．鉾田市の現状 
鉾田市は、茨城県鹿行エリアの最北部から中央部に 

かけて位置し、県都水戸市、筑波研究学園都市、鹿島 
港まではいずれも３０ｋｍ圏内、首都東京まで９０ｋｍ 
圏内に位置している。平成１７年１０月に旭村・鉾田町・ 
大洋村が合併して誕生し、総面積２０７．６１平方キロ 
メートル、総人口５万１千人規模の市となった。 
東の鹿島灘に沿って位置する当市は、北は涸沼、南 

は北浦に接し、その内陸部のほとんどは平坦地となっ 
ている。この平坦な地形と温和な気候を活かした農業 
が基幹産業である。首都圏の重要な食料供給地として 
だけではなく、メロン、イチゴなどの果物や、トマト、 
サツマイモ、水菜、ごぼうなどの野菜でも全国有数の 
生産地として日本の食を支えている。 
 一方、鉾田市では、人口減少、少子高齢化、地域経済の低迷といった問題を抱えてい

る。本市の人口は、平成１７年の合併時をピークに減少傾向が続いている。併せて少子

高齢化が急速に進んでおり、昭和５５年に年少人口が２３．１％だったものが平成２９
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年では１０．８％に減少し、生産年齢人口も６６．３％から５７．４％へと同じく減少

する一方、老齢人口は１０．６％から３１．８％に増加している。 
 また、人口減少、少子高齢化は市内の商工業にも大きな影響を与えている。人口減少

は、消費者数の減少を意味しており、市内の市場規模が縮小することとなる。少子高齢

化による生産年齢人口の減少により、若年層の採用難や従業員の高齢化といった雇用問

題の深刻化、事業承継や技能伝承の困難化による経営力の減退が懸念される。 
  
＜人口・世帯数・年齢別人口割合＞ 

調査時期 人 口 変動率 世帯数 変動率 

平成 17年（合併時） ５１，０５４人 ― １５，７７４世帯 ― 
平成 22 年 ５０，１５６人 △１．７％ １６，８１０世帯 ６．６％ 

平成 29 年 ４７，６９４人 △６．６％ １７，９０２世帯 １３．５％ 
 人口推移をみると合併時の平成 17 年をピークとし、減少傾向が続いており人口の減

少時代が到来したことが確認できる。一方、世帯数は増加傾向にあり、核家族化・少子

高齢化への進行が見て取れる。 
 
＜年齢別人口割合＞ 

 
 
 
  
 
 
 
  
 

年齢別人口割合では、生産年齢人口（15～64 歳）の低下が顕著であり、年少人口（15
歳未満）も低下していることもあり、低下傾向が続くと思われる。高齢化比率は、31.8％
まで上昇しており、高齢化が急速に進行している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査時期 15 歳未満 
（年少人口） 

15～64 歳 
（生産年齢人口） 

65 歳以上 
（老齢人口） 

昭和 55 年 ２３．１％ ６６．３％ １０．６％ 

平成 17 年（合併時） １２．９％ ６２．９％ ２４．１％ 

平成 22 年 １２．１％ ６１．８％ ２６．１％ 

平成 29 年 １０．８％ ５７．４％ ３１．８％ 
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＜地域の産業構造＞ 
県全体と鉾田市の対比：事業所数・従業員数  平成 26 年経済センサス基礎調査より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
県全体と鉾田市の対比：売上金額（売上単位：百万円）平成 26 年経済センサス基礎調査より 

 
  
 
 
 
 
 
 

業種名 売上金額 構成比 売上金額 構成比

全業種 26,804,416 100.0% 173,408 100.0% 0.6%

農林漁業 114,521 0.4% 10,698 6.2% 9.3%

建設業 1,563,633 5.8% 17,993 10.4% 1.2%

製造業 11,591,942 43.2% 56,288 32.5% 0.5%

卸・小売業 6,756,822 25.2% 58,765 33.9% 0.9%

宿泊・飲食業 316,884 1.2% 3,026 1.7% 1.0%

サービス業 3,168,047 11.8% 13,782 7.9% 0.4%

その他事業 3,292,567 12.3% 12,856 7.4% 0.4%

茨城県 鉾田市
鉾田市/茨城県

業種名 事業所数 構成比 従業者数 構成比 事業所数 構成比 従業者数 構成比

全業種 119,168 100.0% 1,229,335 100.0% 1,720 100.0% 12,804 100.0%

農林漁業 868 0.7% 10,418 0.8% 52 3.0% 737 5.8%

建設業 15,753 13.2% 90,645 7.4% 326 19.0% 1,545 12.1%

製造業 11,347 9.5% 281,019 22.9% 135 7.8% 1,879 14.7%

卸・小売業 30,491 25.6% 236,774 19.3% 459 26.7% 3,158 24.7%

宿泊・飲食業 13,757 11.5% 100,399 8.2% 156 9.1% 884 6.9%

サービス業 34,861 29.3% 372,804 30.3% 468 27.2% 3,521 27.5%

その他事業 12,091 10.1% 137,276 11.2% 124 7.2% 1,080 8.4%

茨城県 鉾田市
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鉾田市の市内総生産（茨城県 経済活動別市町村内総生産より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鉾田市の産業構造について茨城県と比較すると、農林漁業では事業所数・従業者数・

売上のすべてについて県構成比を上回っている。また、鉾田市の市内総生産高からも当

市の基幹産業が農業関連事業であることが見て取れる。 
 建設業においても事業所数・従業者数・売上で県構成比を上回っており、また、県全

体に占める売上割合も他業種より高い数値を示していることから、当市の重要な産業で

あると推察できる。 
 製造業では、従業者数構成比が県より 8.2％下回っており、売上について県の構成比

を 10.7％下回っていることから、市内の製造業者は小規模事業者の比率が他の地域より

高いことは推察できる。 
 卸・小売業では、事業所数・従業者数の構成比は県と大差はないものの、売上の構成

比は 8.7％高くなっている。これは、大型店の出店等が影響していると思われる。 
 
 
市内民営事業所数の変動      平成 21 年・平成 26 年経済センサス基礎調査より 
 
 
 
 
 
 
  
平成 21 年と平成 26 年の民営事業所数を比較すると、5 年間で 156 事業所が減少して

いる。この傾向は卸・小売業、宿泊・飲食業、建設業で顕著であるが、特に卸・小売業

については、72 事業所が減少（△13.6％）しており、商業の空洞化が進んでいる。 
 

平成22年度 平成24年度

業種名 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 構成比

農業 24,429 22,181 27,369 21.92%

鉱業 51 28 27 0.02%

製造業 16,926 19,280 21,501 17.22%

建設業 6,566 9,925 12,315 9.86%

電気・ガス・水道業 2,031 1,344 1,733 1.39%

卸売・小売業 10,446 11,405 11,386 9.12%

金融・保険業 3,112 4,100 4,154 3.33%

不動産業 24,547 23,650 23,499 18.82%

運輸業 3,706 3,784 3,419 2.74%

情報通信業 2,089 1,902 1,627 1.30%

サービス業 18,025 17,971 17,837 14.28%

平成26年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

平成21年 1,876 43 2.3% 361 19.2% 135 7.2% 531 28.3% 173 9.2% 481 25.6% 152 8.1%

平成26年 1,720 52 3.0% 326 19.0% 135 7.8% 459 26.7% 156 9.1% 468 27.2% 124 7.2%

変動率 -8.3% -2.7% -18.4%

調査年
民営事
業所数

農林漁業

20.9% -9.7% 0.0% -13.6% -9.8%

建設業 製造業 卸・小売業 宿泊・飲食業 サービス業 その他
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＜地域小規模事業者の現状と課題＞ 
小規模事業者数の推移  経済センサスより 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 当市の小規模事業者数は、商工業者全体の 71.4％を占めている。平成 21 年と平成 24
年を比較すると、129 件の大幅な減少を示している。これは、平成 23 年に発生した東

日本震災に起因した廃業等が多数であると思われるが、事業主の高齢化、業績不振など

の問題を抱えた小規模事業者が淘汰されたとも考えられる。中長期的にみても、市の高

齢化率の上昇による市場規模の縮小及び事業承継問題等により、当市の小規模事業者数

は減少傾向が続くと思われる。 
 当市の商工業者の７０％以上を占める小規模事業者の減少、衰退は地域経済に大きな

ダメージを与えることになる。地域経済を維持・発展していくためには、活力ある小規

模事業者の事業展開が求められている。そのためには、固有の地域資源や培ってきた技

術・ノウハウを活かした新たな事業活動に取り組むための環境整備が、喫緊の課題とな

っている。 
 
 
（１）商業の現状と課題 

商業の現状 
商業については、車社会の進展による市外への購買力の流出や大型店、コンビニエ

ンスストアの進出、インターネットを含めた通信販売の普及など、商環境の変化から

各商店への客足が遠のき、商業全体が低迷状態にある。また、鉾田市では、人口減少、

少子高齢化といった問題を抱えており、市内の商工業にも大きな影響を与えている。     

さらには、震災の影響により、店舗が損壊し、この震災を契機に事業を閉鎖した事業

所も多く発生し、店舗数の減少、空き店舗の増加が進んでいる。これに加えて、小売

店経営者の高齢化や後継者不在による事業継続も深刻な問題である。 
商業の課題 

商業を取り巻く環境が大きく変化する中にあって、個々の商店の活力を維持し、さ

らには、時代のニーズに適合した商店の再生を図ることは極めて重要であり、商業振

興に向けた積極的な取り組みが必要である。 
また、中小企業者への各種融資制度の活用や、経営基盤安定化を図るなどの支援施

策をはじめ、商工会を中心とする一層の経営改善や人材育成、新たな販路拡大等が必

要になる。 
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（２）工業の現状と課題 
工業の現状 

工業の基盤振興については、鉾田西部工業団地の整備に向けた用地取得を進めてい

るが、農業振興地域という特性もあり、整備が進んでいない。 
また、市内の既存の工業関連事業所については、下請け事業所が多く、雇用環境も

厳しい現状である。 
 

工業の課題 
工業団地の整備が遅れている原因の一つとして、東関東自動車道水戸線の開通の遅

れも大きな要因になっている。 
また、市内の工業関連事業所は下請けからの脱却ができない原因として「メーカー

と競争できる技術力」・「資金力」・「人材」・「企業間連携」等があるため、これらの課

題を解決する必要がある。 
 

 
 
２．鉾田市の産業振興に関する具体的方向性 
鉾田市では「鉾田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を基本理念とし、平成２９年

度から平成３８年度までの１０年間で、次のような総合計画を策定している。 
 
＜鉾田市の総合計画＞ 
（１）基本方針 

・商工会等を通して地場産業を中心に地域経済の活性化を図るとともに、地元雇用

の創出を図ります。 
・東関東自動車道水戸線の開通を起爆剤とし、鉾田西部工業団地への企業誘致を図

るとともに、起業、創業支援等、幅広い企業活動を支援します。 
 

（２）事業内容 
①商工業振興 
・商工業者に対し、融資保証、経営育成等の支援を行うとともに、新たに取り組む 
意欲的かつ継続性のある事業に対し補助金を交付することで、商工業の活性化を図

ります。 
・多様化する消費者ニーズに対応できる商店街づくりや、新たなサービス産業の育成

を促進するため、創業支援計画を策定し、セミナー相談会の開催や補助金を交付す

ることで、新たに創業しようとする市民を応援します。 
 

②企業誘致及び産業支援 
・鉾田西部工業団地への誘致を中心に、企業進出を促すため、市独自の優遇措置のＰ

Ｒや県や関係機関等と連携した誘致活動に取り組むことで、新たな雇用創出につな

げていきます。 
・農産物のブランドアップの取り組みや鉾田うまかっぺフェスタの開催、地域再生発

見ＰＲ事業の充実等により、地域産業のブランド化、市内外の周知を図り、地域経



- 8 - 
 

済の活性化を図ります。 
 
③雇用・就労・ワークライフ 
ハローワーク・地元企業等と連携し、就労支援等を図るとともに、ワークライフバ

ランスの意識啓発を行い、家庭と仕事の調和のとれた両立を促進します。 

 
 
 
３．鉾田市商工会の役割 
 （鉾田市商工会の現状と課題） 

鉾田市商工会の現状 
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・金融指導・労働

事務・記帳指導等「基礎的支援事務」を中心に巡回指導、窓口指導、各種研修会を実

施し、商工会青年部・女性部の育成、商業・建設工業・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。 
また、平成 27 年 4 月に経営発達支援計画の認定を取得し、以下の 2 つの支援事業を

目標として、事業を実施している。 
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

を構築する。 
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。また、地域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」できる事業へ

シフトする。 
 

鉾田市商工会の課題 
①個別支援事業に関する課題 
 小規模事業者が直面する問題に対して、「新たな経営戦略に踏み込んだ支援」を実施

してきたが、踏み込んだ提案型支援を実施するまでには至っておらず、販路を意識し

た事業計画を策定する仕組み作りが必要である。 
 小規模事業者の目的達成のため継続的に支援し、途中で断念することのないよう小

規模事業者に寄り添いながら、事業遂行状況を把握することで抽出された個別経営課

題に対し、適切な支援をきめ細やかに実施していく必要がある。 
②各種データの調査と整備、活用に関する課題 
独自データ・既存データを整理分析し、小規模事業者へ情報を提供していた。小規

模事業者の需要に合致した情報提供を行うために、小規模事業者情報を組織内で統一

する必要がある。 
また、各種数値データが経営支援に十分に活用されておらず、組織で情報を収集・

共有して活用していくことが必要である。 
③地域振興事業に関する課題 
一過性のイベント事業ではなく「地域のブランド化・にぎわいの創出」できる事業

を展開する必要がある。 
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④各団体や金融機関等との連携と内部体制の課題 
他の支援機関及び各団体との連携により、相互の支援ノウハウを共有しあう体制づ

くりが必要である。 
経営指導員のみならず、その他の職員を含めた支援能力の向上と支援ノウハウを共

有する内部体制を構築し、組織全体の支援能力向上とノウハウの蓄積を行う必要があ

る。また、商工会事業実施にあたり、PDCA サイクルをまわす組織体制の構築が必要

である。 
 
今後は、鉾田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

済を活性化するため、商工会は行政と連携し、鉾田市総合計画の実現に向けて事業を推

進する。 
また、茨城県・鉾田市・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う。 
 
 
４．当地域内の小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
 鉾田市は、鉾田市総合計画（平成２９年度～平成３８年度）の中で将来の目指す方向

性・ビジョンとして「鉾田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を基本構想と掲げ各種

施策を展開している。 
また、鉾田市が懸念している人口減少、少子高齢化は市内の商工業にも大きな影響を

与えている。人口減少は、消費者数の減少を意味しており、市内の市場規模が縮小する

こととなる。少子高齢化による生産年齢人口の減少により、若年層の採用難や従業員の

高齢化といった雇用問題の深刻化、事業承継や技能伝承の困難化による経営力の減退は

依然として懸念される。 
 そのため、地場産業を中心に地域経済の活性化を図るとともに、地元雇用の創出につ

いては継続して取り組んで行く。具体的には、ブランド事業については、商品開発の目

的が販路開拓ではなく商品を作ることに留まるケースが多かったため、今後は販路に重

点をおいた取組を目指す。また賑わい創出についてもイベント実施が目標になってしま

うため今後は、交流人口・定住人口に繋がる事業にシフトする。 
また、新規事業として販路開拓を意識した個社支援を充実させ、地域外・海外より資

金の流入を図り、地域内で資金を循環させることで地域全体の底上げに取り組んで行

く。以上の取組により、地域経済の活性化及び雇用の創出を実現させる。 
 
 
５．小規模事業振興の目標 
（１）伴走型支援による経営計画策定支援の実施【継続拡充】 
（２）商工会を連携拠点としたワンストップ支援体制の整備と人材育成【新規事業】 
（３）全国の商工会ネットワークを活用した海外での需要動向調査・販路開拓支援の実 
  施【新規事業】 

（４）地域の基幹産業（農業）を活用した地域ブランド構築及び商工会部会組織を活用 
した中心市街地の活性化【継続拡充】 
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（５）創業者のニーズ（創業準備期～創業期～創業直後期～成長期～安定期（成熟期） 
と、成長段階を追ってシームレスに支援することが必要となります）にあった 

   支援の実施【継続拡充】 
 
 
６．小規模事業者振興の目標達成のための取組方針 
 鉾田市における小規模事業者を取り巻く現状と課題、鉾田市商工会の現状と課題を踏

まえ、経営発達支援計画における目標達成のための取組方針を次の通りとする。 
 
（１）伴走型支援による経営計画策定支援の実施【継続拡充】 
  第 1 期の 5 商工会による広域チーム体制では、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った。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。 
  今後は当商工会内にチームによる経営支援体制を構築し、職員全体で事業計画策定 

支援の目標、進捗状況ごとの支援方法、支援スケジュール、計画策定後のフォローア 

ップまで一貫した伴走型支援を実施する。 

 
（２）小規模事業者ニーズに合わせた情報提供【継続拡充】 
  第 1 期における地域の経済動向調査及び需要動向調査により、これまで不明瞭であ

った地域の経済動向、需要動向を把握することができ、小規模事業者へ提供すること

ができた。一方、調査サンプルの不足や偏りによる情報量不足のため、小規模事業者

が必要な情報をタイムリーには提供できていなかった。 
  今後は調査方法・手法を改善し、小規模事業者のニーズに合わせた情報の収集及び

分析を行い、必要な情報を迅速かつ確実に提供する。 
 
（３）創業（第二創業を含む）支援力の強化【継続拡充】 

第 1 期では起業者に対して、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。しかし、鉾田市内の創業者の掘り起こし、支援が十分で

はなかった。 

今後は、鉾田市が認定を受けた産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画に則り、

鉾田市・地域金融機関・日本政策金融公庫・専門家等と連携しながら新規創業の促進

のための相談・支援体制を強化し、活力ある地域づくりを支援する。 
 
（４）地域資源を活用した販路開拓支援【新規事業】 

第 1 期では主にＩＴ活用による販路開拓支援を実施し、一定（ＥＣ登録数 7 件予定） 
の成果を得ることができたが、人口減少等により地域の活力が減退し、地域経済を支 

える小規模事業者は需要の低下と売上減少に直面している。 

そのため今後は、地域資源を活用した需要ニーズにマッチした新商品等を開発し、
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販路開拓支援を実施する。市場を海外へシフトできるように全国の商工会ネットワー

クを活用し輸出に必要な輸送環境・独自展示会等を当商工会が拠点となり実施し、特

に農業・漁業関係の加工業者等の育成・発展を図る。 
 
（５）人材の育成【継続拡充】 

第 1 期では、現場経験を必要とされる複雑な業務へのスキルと小規模事業者のニー

ズに即応できる専門的なスキルを取得するために、ショートステイ研修及び広域チー

ム体制による研修を行った。しかし、スキルを習得した経営指導員等から他の職員へ

効率よくフィードバック、情報共有ができる仕組みづくりが不十分であった。 
今後は、組織全体の資質向上のため、職員の支援ノウハウの習得と向上及び支援ノ

ウハウを共有する仕組みを構築する。 
 
（６）商工会を中核とした連携支援体制の構築【新規事業】 

第１期では広域商工会による連携支援体制は構築したが、地域の小規模事業者をワ

ンストップで支援する、当商工会での連携支援体制の構築は十分ではなかった。 
しかしながら、地域の小規模事業者に対しての支援を強化するためには、地域唯一

の経済団体である商工会が中核となる連携支援体制の構築が必要である。茨城県・鉾

田市・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支

援体制の構築を図る。 
 
（７）PDCA サイクルの構築【継続拡充】 
  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。 
今後当商工会においても、定期的に経営発達支援計画の評価及び見直しを行い、

PDCA サイクルを構築する。 
 
（８）賑わいのある商店街、地域づくりの支援【継続拡充】 

第１期では継続的な活性化が図れていないことが大きな課題であったため、広域体

制の中で情報交換等を通し新たな活性化事業に取り組んだ。 

  今後当商工会では、部会、青年部を中心とした「いっぴんマルシェ」、「鉾田にぎわ

い祭り」事業を開催する。イベントの目的は、中心市街地の活性化及び出店事業者の

企業支援を目的に実施し、地域の活性化を図っていく。 
 

（９）地域資源を活用した地域ブランドの構築と販路開拓支援【新規事業】 
  第 1 期ではＩＴ活用による販路開拓支援を主に実施し、一定（ＥＣ登録数 7 件予定） 
の成果を得ることができたが、人口減少等により地域の活力が減退し、地域経済を支 

える小規模事業者は需要の低下と売上減少に直面している。 

そのため今後は、地域資源を活用し、新たな市場開拓に向け海外での独自展示会を 
開催する。また、事業を通して現地ニーズ調査等を実施し、販路開拓に繋がる商品開

発等の支援を行うことで農産加工業者等の育成発展を図る。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 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 

 

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。 

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。 

 今後は地域の小規模事業者にとって有効な情報の提供を行う為に以下の点に重点を

置いて地域の経済動向調査を積極的に進める。 

①マクロ調査とミクロ調査を実施し、広域レベルの経済動向から鉾田市や個別企業レ

ベルの経済状況を把握するための幅広い調査をする。 

②職員間における調査結果と情報の共有を行う。 

  

（事業内容） 

（１）地域経済動向はマクロ調査とミクロ調査の 2つに分けて行う。マクロ調査は国・

県・地域（鹿行地域）レベルの経済動向を把握するために実施し、ミクロ調査は、

鉾田市や個別企業レベルの経済状況を把握するために実施する。 



- 13 - 
 

 ①マクロ調査（年 1回 11月） 【新規事業】 

  ○調査方法と項目 

・主に「業界動向・景気判断・雇用状況」の項目について以下の方法により、調

査・判断を行い、その実態に対しての認識を共有する。 

・総務省、財務省による各種統計調査や茨城県「茨城経済四期報」・「茨城県景気

ウォッチャー調査」、日本政策金融公庫「調査月報」、茨城県中小企業団体中央

会「中小企業月次景況調査」の他、地域金融機関の機関誌などを活用し、県内

の業界動向・景気判断・雇用状況を把握する。 

・市役所担当課と半期ごとに地域及び市内の経済動向に関する情報交換を実施し、

地域レベルでの商工業者の経済実態・資金需要・雇用・施策を把握する。 

  ○分析方法 

   収集した情報は、経営指導員等が地域経済の要因やトレンド、地域小規模事業者

に影響を及ぼす要因を探るために PEST分析を行う。 

  ○活用方法 

   会員事業所の業種に合わせ情報入手先をピックアップし、取りまとめた分析結果

を巡回訪問時やセミナー・ホームページ等を活用し情報提供を行う。また、経営

分析や経営計画策定支援を行う際に、小規模事業者を取り巻く外部環境分析の基

礎的情報として反映させる。 

    

＜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 
中小企業基盤整備機構 中小企業景況調査書  （年 4回） 産業別・地域別景気動向 
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 

公共職業安定所 鉾田市の職業紹介状況（年 4回） 求人・求人倍率・求職の推移 

茨城労働局 県内の雇用情勢の概況（年 4回） 求人・求人倍率・求職の推移 

 

 

 ②ミクロ調査「鉾田市景況調査の実施」（年 1回） 【新規事業】 

○調査方法と項目 

地域内の事業所を 70件抽出（小売業 20・サービス業 20・建設業 15・製造業 15）

し、それぞれ「売上の増減・資金繰り・雇用・採算・資金調達・設備投資状況・

業況判断」の各項目について巡回訪問時に調査を実施する。   

○分析方法 

経営指導員等が各質問項目について DI（景気動向指数）を中心に分析し、問題点

や課題の抽出等を行う。 

  ○活用方法 

分析結果は、「鉾田市業況レポート」として取りまとめ、巡回訪問・セミナー・ホ

ームページ等を活用し調査結果の公表を行う。また、小規模事業者自身が同業他
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社と客観的に比較し、経営課題の把握や経営計画策定の基礎資料として反映させ

る。 

 

 （２）調査結果の共有 

  ○職員間において「経済動向勉強会」を実施し、調査結果・情報の共有を行う。 

 

＜数値目標＞ 

調査項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

マクロ調査 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

 

調査情報提供
事業者数 
（巡回窓口相
談時提供数） 

未実施 300事業者 300 事業者 300 事業者 300 事業者 300 事業者 

 

 

調査結果 

公表回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

ミクロ調査 未実施 
70事業者 
（４業種） 

70事業者 
（４業種） 

70事業者 
（４業種） 

70事業者 
（４業種） 

70事業者 
（４業種） 

 

 

調査情報提供
事業者数 

（巡回窓口相

談時提供数） 

未実施 300事業者 300 事業者 300 事業者 300 事業者 300 事業者 

調査結果 

公表回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 
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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２

８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２

９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。 
今後は、全職員が対応できるように、経営支援システムを導入し、経営診断シート(経

営問診票・経営自己診断ツール)で得られた情報と事業者からの財務諸表の提出を受け

て、ＳＷＯＴ分析や財務分析(成長性・収益性・安全性・資金繰り等の定量分析)を行い

経営計画策定に向けた下地作りを行う。 
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①・②・③を一連の流れで実施 

 
 

① ② ③ 
企業の下地づくり 
独自シートの特徴 

共有・整理方法 活用方法 

【シートの変更点】 
①項目がスリム化されている 
②財務関係が自動分析可能 
③職員間で共有しやすい 
 
【経営支援システムの特徴】 

【職員共通シートへの入力】 
①企業概要・分析シートの入力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②経営支援システムへの入力 
経営診断シート（経営問診票・

経営自己診断ツール・財務諸

表）を支援ツール（ビズミル） 
に入力し分析する。 
 

 
 
 

【共有サーバーの活用】 
③商工会共有サーバーへ 

整理・保存 
 
 
 
 
 
 
 

【具体的活用方法】 
①全職員が巡回等での必要性

を啓蒙 
②高度で専門性のある案件に

ついては、職員が作成した下地

シートを活用し専門家と連携

しワンストップでスピーディ

ーな支援を行う。 
③職員間でも下地シートを活

用した支援の成功事例等につ

いて勉強会等を通して共有す

る。 

経営診断シート 
経営問診票 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営自己診断

ツール 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
④フォローアップ支援の基礎

資料として活用する。 

財務諸表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（事業内容）※経営指導員とともに他職員が OJTを実施しながら推進していく 

経営環境が大きく変化していくなか、事業を継続・発展させるためには、自社の経

営分析を行い、財務状況や強み・弱みなどの現状を深く知る必要がある。その結果を

経済動向調査・需要動向調査と併せ、分析結果を小規模事業者にフィードバックし、

経営計画の見直しや策定に活用する。 

 

（１）経営分析の重要性と必要性の啓発 【継続拡充】 

  小規模事業者に経営分析の重要性と必要性を啓発し、「経験と勘」の経営から転換

をするため、巡回・窓口指導を通して経営分析の推進を図る。 
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（２）経営診断シートの活用【新規事業】 

独自分析シートは、小規模事業者の実情に即したヒアリング項目となっておらず、

経営分析への利活用が困難であり、経営分析の実施に至るケースが少なかったため、

支援先にも分かりやすい診断シートの作成に取り組んだ。 
経営問診票・経営自己診断ツールの活用方法については、経営指導員等が巡回・窓

口相談時及び事業計画作成時に活用する。 

また、経営診断シートの特徴は、「企業概要シート」・「分析項目シート」の二つ

のシートに分かれていることと、シートデータはデータベース化が可能なため蓄積・

管理することができ、経営指導員等が容易に閲覧できるようになったことで、過去の

蓄積されたデータを基に小規模事業者の用途(金融・税務等)に応じてスピーディーに

フィードバックする事が出来る。 

 

 

 

 
 
 
◆従前使用した診断シート 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シートの特徴】 

◆「企業概要シート」は、基本的な企業情報から成り立っている。 

◆「分析項目シート」は、基本理念・経営資源・市場・顧客・労務・業種特徴・

財務関係情報から成り立っている。 
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◆新たに作成した診断シート 

       経営問診票              経営自己診断ツール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）経営支援システムの構築 【新規事業】 

  経営指導員等がヒアリングをして作成した、経営診断シート（経営問診票・経営自

己診断シート）で得られた情報と事業者からの財務諸表の提出を受けてＳＷＯＴ分析

や財務分析を行い、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、全職員が閲覧できるようになった。 

 

（４）支援ノウハウの向上及び専門家の活用 【継続拡充】 

  職員の OJTにより、分析力・指導力支援ノウハウ等の向上を図る。また、企業自ら

による経営分析を促進し、より専門的な課題については、ミラサポやよろず支援拠点、

エキスパートバンク等の専門家派遣を活用し対応する。 

  

＜数値目標＞ 

調査項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

啓発件数 0事業者 50事業者 60事業者 70事業者 80事業者 100事業者 

経営分析件数 30事業者 50事業者 60事業者 70事業者 80事業者 100事業者 
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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。 
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。 
今後は、新たに使用する「経営支援システム」を活用しながら、需要・販路開拓を十

分に意識した事業計画策定支援を行っていく。また、計画的に事業計画策定事業者を増

加させていく支援体制を構築する必要がある。 

 

（事業内容）※経営指導員とともに他職員が OJTを実施しながら推進していく 

（１）支援に対する考え方 

  チームによる経営支援体制を構築し、職員全体で事業計画策定支援の目標、進捗状 

況ごとの支援方法、支援スケジュール、計画策定後のフォローアップまで一貫した伴

走型支援を実施する。 

 

（２）事業計画策定セミナーの開催及び事業計画の策定支援 【継続拡充】 

  経営問診票の作成事業者等を対象とした、事業計画策定の必要性の認識と必要な知

識（自社分析・市場分析・競合分析・目標設定など）を習得できるセミナーを開催し、

事業計画策定者の掘り起こしを行う。また、巡回指導・窓口相談時においても、経済

動向調査・需要動向調査の情報提供と同時に、事業計画策定者の掘り起こしを行う。 

  事業計画策定時には、経営指導員が中心となる支援チームが事業者とともに需要・

販路開拓を意識した計画を作り上げていく。また、より専門的な内容については、専

門家派遣事業等を活用しながら支援を行う。 

  

（３）経営支援システムの活用 【新規事業】 

  事業計画を策定したことのない小規模事業者が労力的・能力的な問題から途中で経
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営計画を諦めてしまわないよう、経営支援システムを活用する。この経営支援システ

ムは、経営分析ツールと連動しており、経営分析結果と調査項目のヒアリングの入力

により、事業計画書の基礎を策定することができる。経営支援システムを活用して策

定した事業計画書を基礎とし、経営指導員等が伴走型支援を行い、計画の質をあげて

いく。また、事業者の支援データを共有・蓄積することができ、データを組織内で利

活用することにより、職員の資質向上が図れる。 

 

（４）創業・第二創業支援及び事業計画の策定支援 【継続拡充】 

  鉾田市が平成 29 年 5 月に産業競争力支援法に基づく創業支援の認定を受けたこと

に伴い、当会が市や他支援機関と連携をとりながら、創業ワンストップ窓口を開設し

ている。平成 31 年以降は創業セミナーを年 2 回の頻度で開催していく。起業家精神

の養成、創業・第二創業にかかる施策等の説明を行ないながら、商工会支援チームが

伴走型支援による創業計画策定の支援を行う。さらに、平成 33年以降は「創業前」・

「創業後１年以内」・「創業後５年以内」といった成長段階ごとのセミナー開催を盛り

込み支援を行っていく。また、セミナーに参加できなかった創業希望者に対しても、

商工会支援チームが伴走型支援による創業計画策定の支援を行っていく。より専門的

な内容については、専門家派遣事業等を活用しながら支援を行う。 

 

（５）事業承継者支援及び事業承継計画の策定支援 【継続拡充】 

  事業承継を検討している小規模事業者は、後継者の有無・財務状況・税制などの複

雑で専門的な課題を抱えるケースがある。そのため、商工会支援チームが事業者への

ヒアリングを重ねるとともに、各機関の事業承継セミナーを活用するほか、茨城県事

業引継ぎ支援センター、中小企業基盤整備機構の事業承継コーディネーター、税理士

などの専門家と連携を取りながら計画策定を支援する。 

 

（６）下請中小企業者に対する事業計画の策定支援 【新規事業】 

  下請中小企業者に対しては、茨城県工業技術センター・茨城県中小企業振興公社等

の関係機関と連携を取りながら有益な情報を提供するほか、技術セミナーや金融相談

会等を実施し、それぞれの企業の基盤技術や個性を活かした販路開拓の提案を行なう

ことで、事業計画策定を目指す事業者の掘り起こしと事業計画策定支援を行う。 

 

（７）経営支援体制の構築 【新規事業】 

  経営指導員がリーダーとなり３チームの支援チームを組織する。小規模事業者と寄

り添いながら事業計画を策定していくために、１ヶ月に１度の頻度により全体で経営

支援会議を開催し、各支援小規模事業者の事業計画策定状況を報告する。計画策定時

における課題等について協議・対応することで、質の高い事業計画書策定に繋がると

ともに、経営指導等の資質向上が図れる。 

 

（８）成功事例の活用 【継続拡充】 

  茨城県商工会連合会主催の経営事例発表会、鹿行ブロック支援事例発表から事業計

画の成功事例を取得する。その事例の成功要因等を整理分析し、職員間で情報の共有

をしながら、事業計画策定のスキルアップを図る。 
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＜数値目標＞ 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

①事業計画策定セミナ

ーの開催回数 1回 1回 1回 2回 2回 3回 

事業計画策定セミナー 

の参加事業者数 
6事業者 10事業者 10事業者 20事業者 20事業者 30事業者 

事業計画策定 

事業者数 
25事業者 30事業者 40事業者 50事業者 60事業者 70事業者 

②創業セミナー 

の開催回数 
1回 1回 2回 2回 2回 2回 

創業セミナー 

の参加者数 
17人 20人 25人 30人 30人 30人 

創業計画策定 

支援者数 
1件 2件 3件 4件 5件 6件 

③事業承継セミナー 

の開催回数 
0回 １回 １回 １回 １回 １回 

事業承継セミナー 

の参加事業者数 
0事業者 5事業者 5事業者 8事業者 10事業者 10事業者 

事業承継計画策定 

支援者数 
0事業者 1事業 2事業者 3事業者 4事業者 5事業者 

事
業
計
画
策
定 

事
業
実
行 

 
 
 
 
 
 
 
 

小規模事業者 

・セミナー開催による掘り起こし 

・巡回、窓口相談による掘り起こし 

・支援ツールの活用 

創業者 

・創業セミナーの開催 

・創業成長段階別の支援 

・支援ツールの活用 

事業承継者 

・巡回、窓口相談による掘り起こし 

・事業承継セミナーの活用 

・支援ツールの活用 

事
業
計
画
策
定
支
援 

商工会チームによる 

伴走型支援 

専門家の活用 
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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】 

 
＜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・検証する場に変わってきた。 
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。 
 今後は、当会の支援チームが中心となり、必要に応じて多面的な診断可能な専門家を

複数活用しながら、事業計画策定支援により策定された事業計画を確実に実行し、成果

をあげるため、Ｐ（計画）→Ｄ（実行）→Ｃ（評価・検証）→Ａ（改善）をひとつのサ

イクルとして伴走型支援を行う必要がある。 

 

（事業内容）※経営指導員とともに他職員が OJTを実施しながら推進していく 

（１）事業計画策定者へのフォローアップ 【継続拡充】 

  事業計画策定後、初めて計画策定する事業者は経営指導員等が 2ヶ月に 1回以上、

また、その他の事業者については 3ヶ月に 1回以上の巡回指導を行い、売上実績・新

たな課題等の進捗状況の確認を行うとともに、事業計画実行に必要な情報提供や支援

策の提案を行い、事業計画が着実に実行できるように伴走型支援を行う。 

  巡回指導は 3年間継続して実施していく。また、事業計画の進捗状況に応じて巡回

指導の頻度を変化させ対応をしていく。 

  事業計画策定事業者には、ＥＣサイト出店・イベント出展・海外販路開拓等の需要

販路開拓支援を行っていく。 

 

（２）創業者（第二創業含む）へのフォローアップ 【継続拡充】 

創業者については、経営指導員等が 2 ヶ月に 1 回以上の巡回指導を実施していく。

創業者の成熟度に応じて、記帳指導、労務指導、その他経営全般にわたる指導を行い、

ビジネスマッチングに繋がる支援を行う。 

また、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。 
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（３）事業承継者へのフォローアップ 【継続拡充】 

  事業承継者については、経営指導員等が 2ヶ月に 1回以上の巡回指導を行い、売上

実績・新たな課題等の進捗状況の確認を行うとともに、事業計画実行に必要な情報提

供や支援策の提案を行う。 

 

（４）事業計画フォローアップシートの作成 【新規事業】 

  事業計画のフォローアップにおいて、支援先や職員間で進捗確認項目にバラつきが

でないように、予め確認項目を設定し、ヒアリング調査を行う。さらにヒアリングし

た進捗状況は、新たに「事業計画フォローアップシート」を作成し、各支援事業者の

事業計画遂行状況を把握する。 

  また、作成した事業計画フォローアップシートは、サーバー内の専用フォルダーに

おいてデータ管理を行う。蓄積したデータは、１年に１度の頻度で専門家等を交えて

分析を行い、職員の OJTに活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）チームによる進捗状況の評価・検証 【新規事業】 

  経営指導員がリーダーとなり３チームの支援チームを組織する。小規模事業者と寄

り添いながら事業計画実行を進めていくために、1 ヶ月に１度の頻度により全体で経

営支援会議を開催する。経営支援会議では、各事業計画の進捗状況を報告し、今後の

フォローアップ支援の方向性の検討を行い決定する。想定と大きく相違した課題等が

発生した場合は、改善策・今後の対応を協議する。 

 

（６）事業計画の見直し・再策定 【新規事業】 

  経営支援会議にて事業の見直しが必要と判断した場合は、事業者と必要に応じて専

門家を交え、計画見直しが必要となった要因を追求する。事業計画の再策定は、外部

環境・内部環境等の分析を再度徹底して行い、「実行時に発生した課題の改善策を盛

記入日

事業所名

担当職員名

事業計画策定日

事業計画期間

想定目標 実績 今後の見込み 相違した理由

売上高

利　益

人材（雇用）

事業計画の進捗状況
1
計画の通り

2
ほぼ計画の通り

3
実行したが不十分

4
実行できず

計画遂行上の課題

施策等の活用状況

計画見直しの必要性

職員所見

事業計画フォローアップシート
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り込んだ事業計画」を策定し、実行を支援していく。 

  また、想定より実行が進んでいる場合などにおいても、再度経営分析を行い、「目

標設定等を上げた事業計画」等を作成し、実行を支援していく。 

 

（７）専門家との連携支援 【継続拡充】 

  事業実行、評価・検証、改善、事業計画の見直し・再策定等のフォローアップにつ

いて、必要に応じて複数の専門家と連携を行い、多面的な支援を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜数値目標＞ 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定者の 

フォローアップ 
25事業者 55事業者 95事業者 120事業者 150事業者 180事業者 

創業計画策定者の 

フォローアップ 
1事業者 3事業者 6事業者 9事業者 12事業者 15事業者 

事業承継計画策定者の 

フォローアップ 
0事業者 1事業者 3事業者 6事業者 9事業者 12事業者 

  ※フォローアップは原則３年とし、その後は計画達成状況により継続・中止を 

判断する。 

事業計画の見直し・再策定支援 

 
 
 
 
 

事
業
計
画
策
定 

事
業
実
行 

 

評
価
・
検
証 

改
善 

フォローアップ 

３ヶ月に１回以上実施 

商工会チームによる 

伴走型支援 

専門家との連携 
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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２

９年度１７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。 

今後は、上記課題解決に向け、需要動向調査に関する知識・手法を改良し個社の小規

模事業者に対して「最適な消費者ニーズ・需要動向」を的確に把握しフィードバックす

るような支援・支援体制を整備し以下の事業に積極的に取り組んでいく。 

①国内型地域密着需要動向調査 

②海外型需要動向調査 

③ITを活用した需要動向調査 

また、職員の需要動向調査の知識・手法の取得については、新たに取り組む３つの事 

業を職員間で OJTの一環として共有する。 

 

（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【継続拡充】 

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する。 

また、経営指導員と他職員でチームを作り対象事業所へ積極的な巡回指導を行う事

により、需要動向調査等の知識やノウハウを習得することが出来る。 
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（２）国内(地域)に密着した需要動向調査・情報収集・分析支援【新規事業】 

■国内(地域)BtoC型需要動向調査 

①目的 
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したうえで、一般消
費者等の需要開拓に向けて商品・サービスの開発・改良に取り組めるよう、有効
な情報の収集及びその活用支援をする。 

②支援対象 
（個社） 

＜市内一般消費者への需要動向調査＞ 
・新商品・サービスの開発に取り組む小規模事業者 
・既存商品・サービスの改良に取り組む小規模事業者 等 
※イベント出店事業所(食料品小売、飲食業、食品製造) 

③調査対象 
イベント(※いっぴんマルシェ)に来場する市内外の一般消費者 
※当商工会会員で構成される出店者(29年度は 15店舗)が年に 4回イベント内で模擬店を

行い、各店舗の自慢の逸品や開発・改良した新商品を販売する。 

④調査方法 
イベントに来場した方へ新商品や改良商品について(a)商品の価格(b)品質・味
(c)量(d)商品やパッケージの見た目(e)改善点についてのアンケート調査 

⑤調査項目 

【新商品に対する調査項目】 
(a)商品の価格 ※価格対品質等 
(b)品質・味 
(c)量 
(d)商品やパッケージの見た目 
(e)改善点（自由記載：品質、価格、その他改善を要する点）をアンケート項目

として実施。 
【改良商品に対する調査項目】 
(a)商品の価格 ※価格対品質等 
(b)品質・味 
(c)量 
(d)商品やパッケージの見た目 
(e)改善点（自由記載：品質、価格、その他改善を要する点）をアンケート項目

として実施。 

⑥標本数・頻度 

イベント内で新商品や改良した商品を購入したお客様を対象に 30 件を目途にア
ンケートを実施する。 
また、出店事業者が新商品の開発や商品を改良した際に 1商品あたり年 2回実施
し、商工会でアンケートを取りまとめ、消費者の意見を事業者へ反映させる。 
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⑦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 
  イベント(いっぴんマルシェ)参加事業所の内、飲食関係の出店者で新商品の

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
する。 

(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新商品の開発・改良に有効な情報を提供するた

め、事業者の目的に合わせた需要動向調査を年 4 回開催するいっぴんマルシ
ェに合わせ実施スケジュールを作成する。 

(c)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に適した調査項目

を選定する。 
(d)調査票(アンケートシート)の作成・活用・提供 
   対象事業者が開発・改良する商品に有効な項目をピックアップしたアンケー

トシートを作成し、イベントでアンケート実施後に回収したものを分析活用
し事業所へ調査結果を提供する。 

(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 
  回収したアンケート調査の結果を専門家と連携を図りながら、消費者ニーズ

に合致するように必要な改善点を分析し、事業者の商品開発・改良に活用可
能な情報に加工し提供する。具体的には、支援事業者ごとにアンケート結果
を取りまとめたレポートを作成し、商品開発・改良に有効な情報の提供を行
う。 

(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・加工したアンケート調査の結果を活用して、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の高度化・専門化等の支援を実施する。 

 

■国内(地域)BtoB型需要動向調査 

①目的 
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したうえで、取引先・
バイヤー等企業間取引の需要開拓に向けて商品開発・改良に取り組めるよう、有
効な情報の収集及びその活用支援をする。 

②支援対象 
（個社） 

＜商社、卸・小売業者等への需要動向調査＞ 
・鉾田ブランド商品の開発に取り組む小規模事業者 
・鉾田ブランド既存商品の改良に取り組む小規模事業者 等 

③調査対象 

・既存取引先・既存取引先バイヤーへのアンケート調査 
・イベント(※いっぴんマルシェ)に来場する既存取引先・既存取引先バイヤー 
※当商工会会員で構成される出店者(29年度は 15店舗)が年に 4回イベント内で模擬店を

行い、各店舗の自慢の逸品や開発・改良した新商品を販売する。 

④調査方法 
・既存取引先・既存取引先バイヤーへのアンケート調査 
・イベントや展示会に来場した既存取引先、既存取引先バイヤーへのアンケート

調査 

⑤調査項目 

【新商品に対する調査項目】 
(a)商品の価格 ※価格対品質等 
(b)品質・味・量 
(c)商品やパッケージの見た目 
(d)取引ロット数 
(e)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）をアンケート項目

として実施 
(h)最近のトレンド(流行) 
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【改良商品に対する調査項目】 
(a)商品の価格 ※価格対品質等 
(b)品質・味・量 
(c)商品やパッケージの見た目 
(d)取引ロット数 
(e)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）をアンケート項目

として実施 
(h)最近のトレンド(流行) 

⑥標本数・頻度 
標本数は、既存取引先・バイヤーごとに１件、イベントでは 1 新商品につき 10
件を目途にアンケートを実施する。 

⑦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 
  企業間取引がある事業所の内、飲食関係の出店者で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する。 
(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新商品の開発・改良に有効な情報を提供するた

め、事業者の目的に合わせた需要動向調査の実施スケジュールを作成する。 
(c)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に適した調査項目

を選定する。 
(d)調査票(アンケートシート)の作成・活用・提供 
   対象事業者が開発・改良する商品に有効な項目をピックアップしたアンケー

トシートを作成し、イベントでアンケート実施後に回収したものを分析活用
し事業所へ調査結果を提供する。 

(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 
  回収したアンケート調査の結果を専門家と連携を図りながら、取引先のニー

ズに合致するように必要な改善点を分析し、事業者の商品開発・改良に活用
可能な情報に加工し提供する。具体的には、支援事業者ごとにアンケート結
果を取りまとめたレポートを作成し、商品開発・改良に有効な情報の提供を
行う。 

(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・加工したアンケート調査の結果を活用して、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の高度化・専門化等の支援を実施する。 
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(３)海外における取引先・バイヤー等需要動向調査【新規事業】 

■海外 BtoB型調査 

①目的 

小規模事業者の事業の持続的発達のためには、需要・販路の拡大は必要不可欠で
あるが地域は人口減少に直面しており国内市場での販路開拓には限界があるた
め海外市場への参入が必要である。そこで鉾田市商工会独自の「商工会ネットワ
ークを活用した輸送の共同化事業」を実施し取引業者（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をす
る。 

②支援対象 
＜商社、卸・小売業者等への需要動向調査＞ 
・全国の地域資源活用事業者等の新商品開発に取り組む事業者 
・既存商品の改良に取り組む事業者 等 

③調査対象 
本年度：ベトナム・ドバイ・サンフランシスコ３か国で独自展示会を実施 
来年度以降：毎年３か国程度の展示会を実施 
支援対象事業者の既存取引先・バイヤー等 

④展示会のテーマ 通常のマッチング会よりも「商売につながる」ことにフォーカスした独自展示会 

⑤調査方法 
独自展示会の開催時に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 

⑥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)取引ロット数 
(e)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。（聞

き取りの場合も同項目） 

⑦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 

⑧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する。 
(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する。 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 
   ⑥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。 
(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、提供する。 
(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し
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。 

(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する。 
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 (４)ＩＴを活用した小規模事業所及び創業者へ需要動向調査の提供【新規事業】 

①目的 

小規模事業者および創業者が的確な需要動向調査の情報を得たうえで需要開
拓に向けて新商品・サービスの開発・改良に取り組めるよう、有効な情報収集
手段として活用し支援する。 
 (a)市場動向評価ナビ「MieNa」の活用(中分類) 

IT(MieNa)を使い茨城県と鉾田市の業種別消費支出額・購買力等を比較した
金額や指標を提供することで、消費者の実態・動向・ニーズ等を詳しく把
握することが期待できるので、有効な情報収集手段として活用支援する。 

(b)茨城県商工会連合会提供データ「業種別審査辞典」の活用(小分類) 
上記(a)をさらに 10,135の業種に細分化した動向・内容・特性、取引形態・
ポイント、法規制や特化事項等の情報を提供することで小規模事業者及び
創業者への有益な情報収集手段として活用支援する。 

②支援対象 
＜市内一般消費者への需要動向調査＞ 
・新商品・サービスの開発に取り組む小規模事業者及び創業者等 
・既存商品・サービスの改良に取り組む小規模事業者及び創業者等 

③調査対象 支援対象事業者がターゲットとする茨城県及び鉾田市近隣の一般消費者 

④調査方法 
(a)市場動向評価ナビ「MieNa」を使った商圏等の情報収集 
(b)茨城県商工会連合会提供データ「業種別審査辞典」を使った業種別情報収   

集 

⑤調査項目 

 (a)市場動向評価ナビ「MieNa」(中分類程度) 
1. 市場性(商圏の性別年代別人口) 
2. 市場力(購買力、将来推計人口) 
3. 競合先の確認 
4. 売上予測及び目標 
5. ターゲットエリアの選定 

(b)「業種別審査辞典」(小分類) 
1. 特色(規模、事業所数、従業者数、消費市場規模) 
2. 見通しと課題 
3. 需給動向 
4. 消費者の志向、流通 
5. 取引上のポイント 

⑥標本数・頻度 
小規模事業者や創業者が新商品や商品改良を行う際や相談を受けた際にその
都度行う。 
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⑦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 
  ①新商品・サービスの開発と既存商品・サービスの改良を行う小規模事業

所を需要動向調査の対象事業者に選定する。 
  ②これから創業する為に新商品の開発を行う事業所を需要動向調査の対象

事業者に選定する。 
(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有効な需要動向情報を提供するため、事業所

が開発する新商品と改良商品の販売及び新サービスの提供開始に合わせ需
要動向調査の実施スケジュールを作成する。 

(c)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に適した調査項

目を選定する。 
(d)調査シートの作成・活用・提供 
   対象事業者が開発・改良する商品・サービスに有効な項目をピックアップ

した調査シートを作成し需要動向を分析活用した結果を事業所へ提供す
る。 

(e)調査シートの分析・加工及びその提供 
  作成した調査の結果を専門家と連携を図りながら、消費者の需要動向に合

致するように必要な改善点を分析し、事業者の商品開発・改良に活用可能
な情報に加工し提供する。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・改良に有効な情報の提供を行う。 

(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 
需要動向調査を分析・加工した調査シートの結果を活用して、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
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の高度化・専門化等の支援を実施する。 

＜数値目標＞ 

【国内需要動向調査】 

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

調査支援事業者掘り起しの為の巡回

訪問件数 
未実施 300事業者 300 事業者 300 事業者 300 事業者 300 事業者 

調査支援事業者掘り起しの為のホー

ムページ公開回数 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

BtoC調査回数 
（1 事業者 1商品あたり） 

未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

BtoC調査対象事業者数 未実施 5事業者 7事業者 9事業者 11事業者 13事業者 

BtoB調査回数 
（1 事業者 1商品あたり） 

未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

BtoB調査対象事業者数 未実施 2事業者 2事業者 2事業者 3事業者 3事業者 

【海外需要動向調査】 

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

対象事業者向け説明会の実施回数 1回 2回 2回 2回 2回 2回 

海外需要動向調査回数 
（1 事業者 1商品あたり） 

3回 3回 4回 4回 5回 5回 

海外需要動向調査支援対象事業者数 25事業者 30事業者 30事業者 30事業者 30事業者 35事業者 
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【IT需要動向調査】 

 ■小規模事業者 

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

巡回・窓口による啓蒙件数 未実施 300件 300件 300件 300件 300件 

分析情報提供事業者数 
（1 事業者 1商品あたり） 

未実施 30 事業者 30 事業者 30 事業者 30 事業者 30 事業者 

 ■創業者 

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

創業者向けセミナー回数 1回 1回 1回 2回 2回 2回 

分析情報提供事業者数 
（1 事業者 1商品あたり） 

未実施 2事業者 2事業者 4事業者 4事業者 5事業者 

 

 

 

６．新たな需要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Ｐ

Ｒ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、Ｉ

Ｔ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。 

今後は、上記の課題解決に向け、登録事業所の売れる理由・売れない理由を分析し、

特に商売につながることにフォーカスした独自展示会の開催・展示会後の販路に必要な
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物流・受注システム等を整備し一過性の支援にならないように積極的かつ計画的な支援

を行う。 

【参考】おとどけねっと実績数値（鉾田市） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（目標） 

情報提供事業所数 1,059事業者 1,042 事業者 1,046 事業者 

掲載事業所数 4事業者 5事業者 6事業者 

売上実績事業所数 2事業者 2事業者 3事業者 

 

①地域内・国内で需要の開拓を図るためのメディア・IT・イベント等各種販路開拓手段

を活用した支援を行う。 

②人口減少等により地域の活力が減退し、地域経済を支える小規模事業者は需要の低下

と売上減少に直面している状況を踏まえ海外への販路開拓支援を行う。 

③海外販路開拓を継続的に実施する物流・受注システムの構築を行う。 

④これまで行ってきた各種講習会の開催は継続しつつ、その後のアフターフォローを徹

底強化し、講習会で学んだことを実務で活かせるような支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１）鉾田市商工会独自国内販路開拓支援 

消費者（BtoC）への需要の開拓支援【新規事業】 

①支援目的 
地域内外、さらには全国での需要開拓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、地域内小規模事業所の需要開拓を支援する。 

②支援対象者 地域内と全国をターゲットに新たな需要開拓を目指す地域内小規模事業所 

③訴求対象 地域内外と全国の一般消費者等 

④メディア・IT・

イベントを活用し

た支援 

(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「よみうりタウンニュース」への情報発信強化に

向けた支援を実施する。 

 具体的にはブランド力の強化とメディアを活用することで、多くの一般消費者

へ情報発信することが可能となり、消費者(BtoC)の需要開拓が可能となる。 
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(b)ＥＣサイトへの出品・出店支援 

会員事業所の販路拡大と消費者への需要開拓を図るため以下の EC サイトを提案

し、販路開拓支援を行う。また、サイトを利用した掲載事業所の出品商品につい

て、売れる理由と売れない理由の分析を行い、売れる店づくり支援を行う。具体

的には月別売上の集計、掲載内容の検証・修正を行う。 

① 鉾田市独自の販路開拓支援 

 インターネット販売モール「おとどけねっと」内にある鹿行地区の商品を

集めた「茨城鹿島灘の逸品」ページへの掲載を事業所へ提案し、活用して

頂くことで販路の拡大を図る。また、「おとどけねっと」を活用すること

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

時掲載が可能となるため更なる販路拡大が期待できる。 

②全国商工会連合会運営サイトを利用した販路開拓支援 

 
・全国商工会連合会が運営し全国の小規模事業所等より産地直送方式で商

品をお届けする「ニッポンセレクト.com」の活用を提案しインターネッ

トを使った販路開拓を図る。また、出品料・物流費・撮影・決済代行等

が無料であるため事業者にとって利用しやすい販路開拓手段である。 

・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。 
 

(c)イベント出展支援 

会員事業所の販路拡大と消費者への需要開拓を図るため以下のイベントへの出店

を提案し、新商品・サービスを提供する事業所の販路開拓支援を行う。 

 

①地域内向けイベント(いっぴんマルシェ)での販路開拓支援 

 
当商工会会員で構成される小規模事業者が、定期的(年 4回開催予定)に行

う「いっぴんマルシェ」への出店を提案し、新商品・新サービス発表の場

として利用して頂き販路開拓支援を行う。 

②市内外向けイベント(鉾田にぎわい祭)での販路開拓支援 

 平成 29 年に開催し「魅力あふれる鉾田・稼げる鉾田」を市内外へアピー

ルした「鉾田にぎわい祭」を持続的に継続し、市内小規模事業所が開発し

た新商品・新サービスの販路開拓の場として会員事業所へ出店の提案をし

販路開拓の支援を行う。 

③その他の展示会や商談会による販路開拓支援 

 
上記①②の他に地域内外で行われるイベントや銀行主催の展示会や商談

会、茨城県主催の展示会や商談会の情報提供及び販路開拓支援を行う。 
 

⑤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する。 
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＜数値目標＞ 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

需要の開拓に向けた 

情報提供事業者数 
未実施 35事業者 35事業者 38事業者 38事業者 38事業者 

(a)情報発信支援事業者

数（ﾌﾟﾚｽリリース等） 
未実施 2事業者 2事業者 2事業者 3事業者 3事業者 

(b)ＥＣサイトへの出

品・出店支援事業者数 
2事業者 2事業者 2事業者 2事業者 3事業者 3事業者 

(c)-①地域内イベント 

出店支援事業者数 
未実施 2事業者 2事業者 2事業者 3事業者 3事業者 

(c)-②地域外向イベント

出店支援事業者数 
未実施 1事業者 1事業者 1事業者 2事業者 2事業者 

(c)-③その他展示会等 

出店支援事業者数 
未実施 1事業者 1事業者 1事業者 2事業者 2事業者 

売上増加率(前年比 3％)  

事業者数(a＋b＋c)※ 
未実施 8事業者 8事業者 8事業者 13事業者 13事業者 

※メディア・IT・イベントに出店したことによって売上が前年度より増加した事業所数 

 

（２）鉾田市商工会独自海外販路開拓支援  

商社・バイヤー等（BtoB）への需要開拓支援【新規・拡充】 

①支援目的 
海外での展示会への出展を目指す小規模事業者対し、独自展示会開催し販路開拓
を支援する。 

②支援対象者 全国の新たな需要開拓を目指す小規模事業者等 

③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 
・海外有力飲食店舗・ホテル・現地有力企業のオーナー・料理人・バイヤー・ 

メディア関係者 

④販路開拓先 
・今年度：ベトナム・ドバイ・サンフランシスコ 
・来年度：毎年３か国を目安に独自展示会を実施する。 

⑤支援内容 

（１）商売につながることにフォーカスした独自イベントの開催 
 

今年度事業 
■ベトナム独自展示会 
①開催日：平成２９年１０月１４日（土） 
②開催場所：ベトナムハノイ高級ホテル 
③対象者：ハノイやホーチミンの有力飲食店舗・ホテル・現地有力企業のオー 
ナー・経営者・料理人・バイヤー・ベトナム関係省庁の要職関係者１００名程 
度 
■ドバイ独自展示会 
①開催日：平成２９年１１月１６日（木） 
②開催場所：ドバイ高級ホテル 
③対象者：ドバイ・カタール・サウジアラビア他 GCC・有力飲食店舗・ホテル・ 
現地有力企業のオーナー・経営者・料理人・バイヤー・ドバイ関係省庁の要職 
関係者１００名程度 
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■サンフランシスコ独自展示会 
①開催日：平成２９年１１月２７日（月） 
②開催場所：アメリカ西海岸高級ホテル 
③対象者：アメリカ西海岸有力飲食店舗・ホテル・現地有力企業の 
オーナー・経営者・料理人・バイヤー・アメリカ関係省庁の要職関係者１００ 
名程度 
 

 
 
 

来年度以降 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）小規模事業の輸出の課題を解決する支援体制の整備 

一過性の展示会にならないよう、長期的なニーズ調査を実施し、出展者に改良点

等のフィードバックを行う。 

（３）鉾田市商工会による独自輸送システムの構築 

鉾田市商工会・民間商社・川崎南部市場を活用した小ロットでも輸出可能な独自

物流体制により国内１２カ所の空港から直送する。 

（４）独自受注システムの構築 

海外からの受注・決済業務は、連携先企業の「独自受注システム」を活用するこ

とで、継続的な輸出を可能にする。 
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⑥フォローアップ 
専門家等とも連携し、上記支援内容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する。 

 

＜数値目標＞ 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

展示会情報提供事業

者数 
50事業者 60事業者 70事業者 80事業者 90事業者 100事業者 

展示会開催実施回数 3回 3回 4回 4回 5回 5回 

展示会出展事業者数 5事業者 5事業者 5事業者 6事業者 6事業者 6事業者 

商談件数 15件 15件 15件 20件 20件 20件 

成約件数 3件 3件 3件 4件 4件 4件 
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（３）需要開拓ノウハウの習得支援【新規事業】 

①支援目的 

小規模事業所が需要開拓の為に各種講習会に参加はするが、実務で活かせていな

い事業所が多い。講習会で学んだノウハウを実務で活かし、最終的に需要開拓に

繋げられるよう経営指導員等による伴走型支援でノウハウ習得支援を行う。 

②支援対象者 新たな需要開拓を目指すために講習会に参加した地域内の小規模事業者 

③訴求対象 地域内外の一般消費者等 

④支援内容 

(a)支援が必要な事業者の選定 

  商工会で行う需要開拓のための IT活用セミナー、販売促進セミナー、営業セミ

ナー等へ参加いただいた事業者を支援対象事業所に選定する。 

(b)スキル習得のための実施スケジュールの作成 

選定した対象事業所において、実務で活かす需要開拓スキル習得のための実施

スケジュールを作成する。また、作成したスケジュールに合わせ習得度進捗票

を作成し、進捗状況の見える化を図る。 

(c)実務活用サポート支援 

スキル習得支援終了後の実務でパソコンの操作方法や必要な資金の調達等の問

題が発生することが考えられる。そこで、スキル習得支援終了後一年を目処に

ＰＤＣＡサイクルを使ったアフターサポートを行う。ＰＤＣＡサイクルを使う

ことで、実務で発生した問題の洗い出しと課題を把握することが可能となる。 

⑤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する。 

 

＜数値目標＞ 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

講習会開催数 1回 1回 1回 2回 2回 2回 

講習会受講者数 15人 15人 20人 30人 35人 35人 

支援業者選定数 未実施 5事業者 6事業者 7事業者 8事業者 8事業者 

アフターサポート数 未実施 5事業者 6事業者 7事業者 8事業者 8事業者 

売上増加事業者数 未調査 2事業者 3事業者 3事業者 4事業者 4事業者 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

従来の地域経済の活性化事業は、各種イベント等の開催をはじめとする一過性の事業

が中心であり、継続的な活性化が図れていないことが大きな課題であったため、広域体

制の中で情報交換等を通し新たな活性化事業に取り組んだ。 

当市においては、青年部が中心となり市・各種団体・部会と連携を図り中心市街地を

活用した「にぎわい創出事業」を実施したが、今後は、「地域の賑わい」と「ブランド

化」の二つの事業の組合せによる地域活性化事業が重要であると思われる。 

今後は、これらの課題を解決するため地場産業を中心に地域経済の活性化を図るとと

もに、地元雇用の創出についても継続して取り組んで行く必要がある。 

 

（事業内容） 

（１）地域経済の活性化のための場づくり 

①地域の経済動向等については、既存データ（経済センサス）、独自データ（確定 

申告データ・プレミアム商品券需要動向）を活用し、小規模事業者の事業計画作成

に役立てた。今後は、地域の更なる独自データを収集するため、担当課である商工

観光課と協議し有効的なデータ作成に積極的に取り組む。（年２回開催） 
 【継続拡充】 

②産業競争力強化法に基づき、いち早く認定を受けた潮来市商工会を核に広域体制で

創業支援事業に取り組んだ。今後は、広域支援体制で身に付けた手法・スキルを活

用し地域に新たな雇用・産業を創出するために鉾田市・専門家と連携しながら新規

創業の支援を行う。（年２回開催） 【新規事業】 
③鉾田市産の農産物を中心とした地域資源のブランド化を進めるため、「鉾田市産地

ブランドアップ振興協議会」と連携を図り事業を実施してきたが今後は、商工会主

導で実施する海外展開事業についても積極的に提案し地域の活性化を図っていく。 
（年４回開催） 【継続拡充】 

④中心市街地を活性化させるために、商業部会が中心となり各種イベントを実施して

きたが、何れも一過性のイベントからの脱却には至らなかった。今後は、商工会が

中心となり組織内部会（青年部・各部会等）や・市・地域内の各種団体（鉾田市文

化協会・ひょっとこ大会実行委員会・ＳＫ・ｒｈｙｍｅダンススクール・農業経営

者）と連携し賑わい創出に向けた新たな地域振興事業に取組む。 
（年５回会議開催）・（活性化事業２回） 【継続拡充】 

 

（２）商工会部会等を中心とした地域経済活性化支援事業 

「いっぴんマルシェ」事業【継続拡充】 

 鉾田市内を活性化させる目的で、商工会の会員事業所が自店の自慢の逸品や開

発・改良した商品やサービスを持ち寄り、模擬店を年に４回開催するイベントであ

る。また、イベント終了後に購買者を出店者の店舗へ呼び込みリピーターとなって

頂いて事業所の売上向上と販路の拡大を図る狙いで行っている。 

今後は、出店者が開発した新商品や新サービスを購入して頂いたお客様に対して

アンケートを行い、このアンケート結果を出店者の商品開発・改良に活かして頂き
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事業者の売上向上と販路開拓、さらには地域経済の活性化に寄与できるように支援

を行っていく。 

「鉾田にぎわい祭り」事業 【継続拡充】 

   当地域の中心市街地は依然として厳しい状況が続いている。この状況を打破する

ため、地域の有効的な資源である「食」「見」「知」「匠」「遊」を活用・組み合わせ

ることで、今までにない新しい事業を創りだし、地域を活性化させる狙いがある。 

また、事業を通して発掘した製品をより良いものへと個社支援し、鉾田のこだわ

りの逸品作りを支援し、鉾田の魅力を広く浸透させ販路開拓へと繋げていく。 

なお、本事業は継続的に年１回実施する。 

 

（３）特産品開発による「鉾田ブランド」の構築による地域経済活性化【継続拡充】 

   全国有数の農業生産地を誇る鉾田市内で生産される農産物を中心とする地域資

源を有効に活用した、新たな地域ブランド商品を海外へ輸出し、販路を開拓してい

く。 
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Ⅲ．経営支援事業の円滑な実施に向けた支援能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 

 
＜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。 
 今後は、経営発達支援計画の推進を図るため、情報を共有しながら、各支援機関が持

つ支援ノウハウを互いに学んでいく。小規模事業者の継続的な発展に寄与することを目

的とした連携を行い、支援力の強化を図っていく。 

  

（事業内容） 

（１）近隣商工会との協力連携 【継続拡充】 

  従来から地域的な繋がりが強い鹿行地区（行方市・潮来市・鹿嶋市・神栖市・鉾田

市）の５商工会により連携を図る。現在も開催している「ＰＭ会議」において、事業

計画策定、伴走型支援、需要動向調査や販路開拓などの支援ノウハウや取組状況に関

する情報を共有し、成功事例や困難事例の意見交換を行うなど、各商工会の職員の支

援ノウハウが向上する連携とする。（年 4回開催） 

 

（２）日本政策金融公庫水戸支店経営改善貸付推薦団体連絡協議会 【継続拡充】  

  地域の経済動向、金融情勢、支援ノウハウの情報収集と情報交換を行うため、日本

政策金融公庫水戸支店管轄の商工会が出席する会議に参加する。（年 2回開催） 

 



- 42 - 
 

（３）茨城県信用保証協会商工団体保証業務連絡会議 【継続拡充】 

国・県の経済動向、金融情勢、支援ノウハウの情報収集と情報交換を行うため、茨

城県信用保証協会の会議に参加する。（年 1回開催） 

 

（４）専門家との連携・情報交換 【継続拡充】 
  当商工会単独では対応が困難な個別案件には、中小企業診断士、税理士、弁護士等

と連携して、複雑高度な事業計画の策定支援、資格を要する業務についての情報交換

を行い、必要に応じて支援を要請する。 
 

 

 

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イ研修を実施した。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に繋がった。 
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。 

今後は、まず個人の保有する支援スキルを把握し、個人のレベルにあった効果的な

OJT、Off-JT を実施する。また、経営発達支援計画の実行力を上げるためには、「事業計

画策定・実行支援」に対応するための専門的知識の習得と、組織全体としてのレベルア

ップ及び平準化が必要不可欠である。 

 

（事業内容） 

（１）個人別スキルカードの活用による保有支援ノウハウの把握 【新規事業】 

  全職員が「個人別スキルカード（仮称）」の記入を行い、保有する支援ノウハウの

現状について把握する。そこで、不足している知識・スキル等を確認し、それを補完

する効果的な OJT、Off-JT を行うことにより確実な資質向上が図れる。また、5 ヵ年

中に取得したノウハウについては、随時加筆することにより個人ノウハウの「見える
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　 職名 氏　名

現状 30年 31年 32年 33年 34年

マル経資金

自治金融

制度融資一般

銀行プロパー融資

労働保険業務

社会保険業務

授業規則作成

福祉共済

貯蓄共済

小規模企業共済

セーフティー共済

中小企業退職金共済

特定退職金共済

火災共済

年末調整（源泉税）

所得税申告

法人税申告

経理指導

共済

税務

その他

指導対応ができる場合は○印
資格等

個人別スキルカード②（例）

支援内容 項目

金融

労働

化」が可能となる。 

  個人別スキルカードを集計することにより、組織が保有する支援ノウハウの把握に

ついても可能となり、効率的で効果的な資質向上対策ができるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）支援現場での実務研修（OJT） 【継続拡充】 

  経営支援現場での活動を通して効果的に支援能力向上を図るために、OJT に取り組

む。小規模事業者の個別経営課題の解決のために派遣された中小企業診断士や社会保

険労務士などの専門家の支援に同席することで、専門的なスキルを実際の支援現場か

ら学ぶ。経験の浅い職員は、経営指導員の小規模事業者に対する支援現場に同席し、

支援スキルを実際に学ぶことにより、支援能力の移転を図る。 

 

（３）テーマ別研修会の受講（Off-JT） 【継続拡充】 

 茨城県商工会連合会の行う職員研修や鹿行ブロック職員協議会が行っている研修会

等への参加だけではなく、「個人別スキルカード（仮称）」で明らかになった、不足し

ている知識・スキルの向上・取得のために中小企業大学校等を活用し、支援能力の向

上を図る。 

 

（４）鹿行ブロック連携による支援能力の向上 【継続拡充】 

鹿行ブロック職員協議会での会合の場において、職員相互の支援ノウハウを共有し、

職員個人に依存する暗黙知的ではなく、組織全体の形式知とするため支援事例の発表

を実施する。 

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

　 職　名 氏　名

◎次の指導事例の経験はありますか？（ある場合は○印を記入してください。）

個人別スキルカード①（例）

経営力向上計画作成支援

銀行借り入れのための経営計画書作成支援

ホームページ作成支援

事業所診断支援（商業店舗）

事業所診断支援（工場）

経営革新計画作成支援

創業支援

事業承継支援

持続化補助金申請書作成支援

ものづくり補助金作成支援
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ノウハウの習得と資質向上を図る。 

（５）経営指導員等ＷＥＢ研修による資質向上 【継続拡充】 

  全国商工会連合会が主催している「経営指導員等ＷＥＢ研修」を受講することによ

り、小規模事業者の高度化・多様化するニーズや課題に対応し、経営分析・事業計画

策定・策定後支援と一貫した提案型支援能力の向上を図る。また、年１回の効果測定

に参加することで職員の理解度の確認とフォローアップが可能となる。 

 

（６）経営支援ノウハウ等の組織内共有の強化 【新規事業】 

  職員が取得した支援ノウハウや、巡回・窓口相談指導を通して保有する小規模事業

者の経営状況分析結果等について、個人から組織内での共有化を確実に推し進める。 

 ①経営支援会議を（月 1回）開催することにより、支援ノウハウ・情報の共有を図る。 

 ②巡回指導や個別相談の場での支援内容は、経営カルテに記載したうえ、基幹システ

ム上で全職員が閲覧可能な状態にすることで、組織内の情報共有を図る。 

 ③研修会等で配布された教材は、電子データに加工し、サーバー内に専用フォルダー

を設置することで、組織内の情報共有を図る。 

 

 

 

３．事業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。 
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・茨城県商工会連合会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。 
・上記の検証内容を踏まえ、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し、協議決定し総代会での承認

を得るものとする。 
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。 
 

 今後当商工会では毎年度終了後、本計画に記載の実施状況及び成果については、以下

の方法により検証・評価を行う。 

 

（１）事業評価委員会による事業実施状況の評価 

外部有識者（中小企業診断士１名、学識経験者１名、鉾田市商工観光課１名）並

びに各部会長により組織した事業評価委員会を設置し、事業の実施状況、成果の評

価を行う。事業評価委員会は、毎年度事業終了後に開催する。 
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（２）見直し方針検討と正副会長会議への提示 

評価結果に基づき、事務局長及び経営指導員が見直し方針を検討し、毎年 5 月の

正副会長会議へ提示する。 

（３）見直し方針の決定と理事会への報告・承認、実行 

正副会長会議において見直し方針を決定し、事業の評価・見直し方針を理事会へ

報告し、承認を受ける。 

 

（４）事業の成果・評価・見直し方針の公表 

承認された事業の成果・評価・見直し方針については、鉾田市商工会総代会資料

に掲載し、また、鉾田市商工会のホームページ（http://www.hokota-shoko.jp/）に

期間中毎年公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 29年 10月現在） 

（１）組織体制 

①商工会の組織体制 

 会 長  １名 

 副会長  ２名 

 理 事 ３０名 

 監 事  ２名 

 

 総 代 １００名  

 

 会 員 １，０４２名 

 （平成 29年 3月 31日現在） 

 

 

②経営発達支援事業の実施体制 

 事業統括     会長 

 事業の承認・執行 理事会 

 事業の実行推進  事務局 

  事務局の体制 

  ・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 

  ・記帳指導職員 １名 

  ・一般職員   １名   

※経営発達支援事業の実行にあたっては、経営指導員 3名が中心となるが、全職員が総

力を以て横断的に実施していく。 

 

 

 

（２）連絡先 

  鉾田市商工会 

   住 所  〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田２４８２－１ 

   電話番号 0291-32-2246   FAX番号 0291-33-6708 

   ＵＲＬ  http://www.hokota-shoko.jp/ 

   Ｅ-mail  htownsci@pastel.ocn.ne.jp 

 

 

 
総代会 

会 長 

理事会 
（会長・副会長・理事） 
 

部会 
青年部 
女性部 
商業部会 
サービス業部会 
建設工業部会 
 

事務局機構 
事務局長 
経営指導員 
補助員 
記帳専任職員 
記帳指導職員 
一般職員 

総務委員会 
 

監 事 

会   員 

組織図 



- 47 - 
 

（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 

(30年 4月

以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 4,600 4,500 4,500 4,500 4,500 

 

経済動向調査事業費 

 

経営状況分析事業費 

 

事業計画策定支援事業 

 

創業・第二創業事業費 

 

専門家派遣事業費 

 

需要動向調査事業費 

 

販路開拓支援事業費 

 

地域経済活性化事業費 

 

経営指導員等資質向上 

対策費 

 

 

 

100 

 

1,000 

 

300 

 

600 

 

900 

 

700 

 

800 

 

100 

 

100 

100 

 

900 

 

300 

 

600 

 

900 

 

700 

 

800 

 

100 

 

100 

100 

 

900 

 

300 

 

600 

 

900 

 

700 

 

800 

 

100 

 

100 

100 

 

900 

 

300 

 

600 

 

900 

 

700 

 

800 

 

100 

 

100 

100 

 

900 

 

300 

 

600 

 

900 

 

700 

 

800 

 

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 

補助金（国・茨城県・鉾田市）    

自己財源（会費収入・手数料収入等） 

 

（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 

１．地域の経済動向調査に関すること 

  ・商工会で行う調査以外の経済動向に関する情報の提供 

２．経営状況の分析に関すること 

  ・専門的な分析に関しての支援 

３．事業計画策定支援に関すること 

  ・専門的な経営計画策定に関しての支援 

  ・融資をはじめとする金融支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ・事業計画の実施に関しての支援 

  ・融資をはじめとする金融支援 

５．需要動向調査に関すること 

  ・商工会で行う調査以外の需要動向に関する情報の提供 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ・各展示会等への出展に関しての支援 

  ・需要を拡大させる支援 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

  ・商工会と連携して実施する地域振興事業 

８．支援能力向上のための取組に関すること 

  ・支援ノウハウ等の情報交換 

  ・職員の資質向上 

 

連携者及びその役割 

  

分  類 機関名・代表者・住所・連絡先 役  割 

行政 

茨城県 地域経済動向調査、事業計画策定を行

う。 

連携により有効な情報の取得及び専

門的な事業計画策定が可能となる。 

県知事 大井川和彦 

茨城県水戸市笠原 978-6 

℡029-301-3544 

鉾田市 経営発達支援計画の全ての事業にお

いて、連携を図る。 

密接な連携を取ることによって、経営

発達支援事業の円滑な遂行が期待で

きる。 

市長 岸田一夫 

茨城県鉾田市鉾田 1444-1  

℡0291-32-2111 

公的支援機関 

全国商工会連合会 新たな需要開拓に対する事業を行う。 

連携により、効果的で広範囲に渡る販

路開拓支援が図れる。 

 会長 石澤義文 

東京都千代田区有楽町 1-7-1 

℡03-6268-0088 

茨城県商工会連合会 地域経済動向調査、経営分析、事業計
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 会長 外山崇行 画策定、フォローアップ、需要開拓事

業、支援能力向上の取組を行う。 

さまざまな事業で連携することによ

り、経営発達支援事業の円滑な遂行が

図れる。 

 茨城県水戸市桜川 2-2-35 

 ℡029-224-2635 

茨城県よろず支援拠点 

（茨城県中小企業振興公社） 

企業の個別相談に対し、専門的な見地

から助言・専門家の紹介を行う。 

連携により、より専門的な経営分析・

経営計画策定が可能となる。 

 理事長 楠田幹人 

 茨城県水戸市桜川 2-2-35 

 ℡029-224-5393 

中小企業基盤整備機構 中小企業大学校等において、職員の支

援能力向上を図る研修を行う。 

連携により、効果的な Off-JT が可能

となる。 

理事長 高田坦史 

東京都港区虎ノ門 3-5-1  

 ℡03-3433-8811 

ミラサポ（中小企業庁） 企業の個別相談に対し、専門的な見地

から助言・専門家の紹介を行う。 

連携により、より専門的な経営分析・

経営計画策定が可能となる。 

 東京都千代田区霞ヶ関 1-31-1 

 ℡03-3501-1511 

茨城県事業引継ぎ支援センター 事業承継者への支援を行う。 

連携により、事業承継者及び事業承継

検討事業者へ適切で専門的な助言・計

画策定が可能となる。 

 統括責任者 田口義久 

 茨城県水戸市桜川 2-1-26 

 ℡029-284-1601 

茨城県工業技術センター 下請事業者への支援を行う。 

連携により、下請事業者へ適切で専門

的な助言・計画策定が可能となる。 

 センター長 武者也寸志 

 茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1 

 ℡029-293-7212 

金融機関 

日本政策金融公庫水戸支店 地域の経済動向調査、事業計画策定、

創業セミナーを行う。 

連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。 

 国民生活事業統括 梅沢光一 

 茨城県水戸市泉町 1-2-4 

 ℡0291-221-7137 

茨城県信用保証協会 事業計画策定、創業セミナーを行う。 

連携により、主に創業者への円滑な事

業資金供給が図れる。 

 会長 川俣勝慶 

 茨城県水戸市桜川 2-2-35 

 ℡029-224-7811 

常陽銀行鉾田支店 地域の経済動向調査、小規模事業者の

事業計画策定を行う。 

連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。 

 支店長 郡司泰典  

 茨城県鉾田市鉾田 2304 

 ℡0291-33-2121 

筑波銀行鉾田支店 地域の経済動向調査、小規模事業者の

事業計画策定を行う。 

連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。 

 支店長 岡部和幸 

 茨城県鉾田市鉾田 1596-13 

 ℡0291-33-3131 

水戸信用金庫鉾田中央支店 地域の経済動向調査、小規模事業者の

事業計画策定を行う。  支店長 藤澤雄司 
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 茨城県鉾田市鉾田 2498-5 連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。  ℡0291-33-2185 

東日本銀行鉾田支店 地域の経済動向調査、小規模事業者の

事業計画策定を行う。 

連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。 

 支店長 中川三雄 

 茨城県鉾田市鉾田 1591 

 ℡0291-33-4141 

茨城県信用組合鉾田支店 地域の経済動向調査、小規模事業者の

事業計画策定を行う。 

連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。 

 支店長 長谷川靖 

 茨城県新鉾田西 2-2-3 

 ℡0291-34-1100 

常陽銀行旭支店 地域の経済動向調査、小規模事業者の

事業計画策定を行う。 

連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。 

 支店長 高岸邦彦 

 茨城県鉾田市玉田 841-6 

 ℡0291-37-3111 

水戸信用金庫旭支店 地域の経済動向調査、小規模事業者の

事業計画策定を行う。 

連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。 

 支店長 大川祐一 

 茨城県造谷 606-4 

 ℡0291-37-1213 

水戸信用金庫大洋支店 地域の経済動向調査、小規模事業者の

事業計画策定を行う。 

連携により、円滑で効果的な事業資金

供給が可能となる。 

 支店長 坂場丈通  

 茨城県鉾田市大蔵 28-22 

 ℡0291-39-6211 

茨城県中小企業団体中央会 新たな需要開拓に対する事業を行う。 

連携により、効果的な販路開拓支援が

図れる。 

 会長 渡邊武 

 茨城県水戸市桜川 2-2-35 

 ℡029-224-8030 

鉾田市観光協会 

（ブランドアップ振興協議会） 

地域経済の活性化の取組を行う。 

連携により、地域資源を活用した特産

品開発及びブランド化が図れる。  会長 岸田一夫 

 茨城県鉾田市鉾田 1444-1 

 ℡0291-33-2111 

ほこた農業協同組合（JAほこた） 地域経済の活性化の取組を行う。 

連携により、地域資源を活用した特産

品開発が可能となる。 
 組合長 長峰茂通 

茨城県鉾田市安房 1654-3 

℡0291-33-5341 

茨城旭村農業協同組合（JA 茨城旭村） 地域経済の活性化の取組を行う。 

連携により、地域資源を活用した特産

品開発が可能となる。 

 組合長 皆藤茂次郎 

 茨城県鉾田市造谷 1071 

 ℡0291-37-0111 

近隣商工会 

鹿嶋市商工会 支援能力向上の取組を行う。 

連携による意見交換、事例発表等によ

り支援ノウハウの取得及び向上が図

れる。 

 会長 飯島昌寿 

 茨城県鹿嶋市宮中 2-1-34 

 ℡0299-82-1919 

神栖市商工会 支援能力向上の取組を行う。 
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 会長 大槻眞人 連携による意見交換、事例発表等によ

り支援ノウハウの取得及び向上が図

れる。 

 茨城県神栖市溝口 4991  

 ℡0299-92-5111 

潮来市商工会  支援能力向上の取組を行う。 

連携による意見交換、事例発表等によ

り支援ノウハウの取得及び向上が図

れる。 

 会長 塚本誠一 

 茨城県潮来市牛堀 17  

 ℡0299-80-3831 

行方市商工会 支援能力向上の取組を行う。 

連携による意見交換、事例発表等によ

り支援ノウハウの取得及び向上が図

れる。 

 会長 男庭忠衛 

 茨城県行方市麻生 1222-1 

 ℡0299-72-0520 
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連携体制図等 

 

 
 

 

 

 

 

小規模事業者・創業者 

鉾田市商工会 

地域経済の活性化 

行 政 
茨城県 
鉾田市 

・経営改善支援

全般 
・創業支援 

公的支援機関 
全国商工会連合会 
茨城県商工会連合会 
茨城県よろず拠点支援 
茨城県事業引継ぎ支援セ

ンター 
ミラサポ 
中小企業基盤整備機構 
茨城県工業技術センター 
  
  

金融機関 
日本政策金融公庫 
茨城県信用保証協会 
地域金融機関 
 

協力機関 
茨城県中小企業団体中央会 
鉾田市観光協会 
JA ほこた 
JA 茨城旭村 

近隣商工会 
鹿嶋市商工会 
神栖市商工会 
潮来市商工会 
行方市商工会 
 

・金融支援 
・事業計画策定支援 
・創業支援 

・販路開拓支援 
・専門家派遣等の

支援 
・職員研修 

・特産品開発 
・販路開拓支援 
 

職員の支援能力向上 

伴走型 
支援 

地域 
振興 
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