
経営発達支援計画の概要 

実施者名 「小美玉市商工会（法人番号 5050005003666）」 

実施期間 平成 31 年４月１日～平成 36年 3月 31日 

目標 

小美玉市の強み・課題・街づくりの方向性を踏まえ、県・市・その他関係機関と連携し

た地域活性化を通じた販路開拓の支援や、小規模事業者への持続的発展を図るため伴走型

支援体制を整備するともに、起業に向けた持続化支援を行うプロジェクト構築を行う。 

①伴奏型支援による経営計画策定支援の実施 

②商工会を中核とした連携支援体制の構築 

③賑わいのある商店街・地域づくりの支援 

④商工会の創業（第二創業も含む）支援力の強化 

事業内容 

Ⅰ経営発展支援事業の内容 

①地域の経済動向調査 

 体系的情報収集やタブレット・パソコンを活用したデータ分析を行う。 

②地域経営状況の分析 

定期的・体系的に行う市場調査や経営分析結果の提供により効果的な事業計画策定によ

り、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

③事業計画策定支援 

市場調査や経営状況分析結果を踏まえ、専門家と連携し小規模事業者からの相談体制を

整備することにより、セミナーや相談会を通じた効果的な事業計画策定支援を行う。 

④計画策定後の実施支援 

計画の実現性を高めるために、専門家を活用した支援を行うともに、計画の進捗に応じ

た定期的巡回訪問により計画の実現性を高める。 

⑤需要動向調査 

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、商品・サービスの開発・

改良に取り組む事業所の掘り起こしを図るため、消費者需要開拓に向けたテストマーケ

ティング・バイヤーの需要開拓に向けたテストマーケティングを支援する。 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業 

需要動向調査により調査分析した内容を活用し、売上の増加や新規顧客の獲得に向けた

効果的な需要開拓を支援する。 
 
Ⅱ地域経済の活性化に資する取り組み 

①地域経済の活性化のための場づくり 

 商工会・市・農協・観光協会で構成する「小美玉市活性化委員会」を発足し、地域活性

化の方向性について検討を行う。 

②地域イベントによる地域経済の活性化 

 継続発展性のあるイベントを開催することにより、地域のにぎわい性を創出し、地域経

済の活性化を図る。 

③商店街のにぎわい創出委員会設立 

 商店街の新組織を設立し、にぎわい創出を図る。 

④茨城空港の活用による地域経済の活性化 

来場促進を図るため、関係機関と連携し、来場促進事業を進めて行く。 
 

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り組み 

他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウなどの情報交換や、職員間の専門的知識の

共有化と指導体制の強化により伴走型支援の向上を図る。 

連絡先 

茨城県小美玉市部室 1111-3 

小美玉市商工会 

電話 0299-48-0244 ＦＡＸ0299-48-1418 メール minorisk@sweet.ocn.ne.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 

1. 地域の概要 

【地域を取巻く環境】 

小美玉市は、平成 18 年 3 月に、小川町・美野里町・玉里村の２町１村が合併して創

設された地域で、茨城県の中央部、東京から約 80㎞、また県都水戸から約 20㎞の距離

に位置している。総面積は 145.03㎢であり、人口は 52,690人と、県内でも中規模の都

市である。 

市の西部をＪＲ常磐線が南北に通過し、ＪＲ羽鳥駅がある。また、道路状況としては、

常磐自動車道路（岩間 IC、石岡小美玉スマートインターを含む）、国道 6 号が南北を走

り、国道 355号線が市南部の霞が浦北岸付近を東西に通っている。 

市内には、茨城県内で唯一、一般旅客が利用できる茨城空港（自衛隊との共用空港）

が平成 22 年度に開港しており、茨城県内を始め北関東並びに福島南部の旅客需要に一

翼を担っている。起伏の少ない平坦な地形であるため可住面積が広く、市の南部は日本

第 2位の面積を有する湖、霞ヶ浦に面している。また、酪農が盛んな他、南北の農作物

の北限・南限に当たる地域であり、豊富な種類の農作物が生産されている。 

<小美玉市の概要> 

 
 

【人口動態】 

総務省が行っている国勢調査によると、小美玉市の平成 22年から同 27年の過去５年

間で人口の推移は、合併前の旧町村にあたる小川、美野里、玉里三地区のうち、美野里

地区で 2.4％伸びており、他地域は 1.6～3.8％減少している。しかし、市全体としては

ほぼ横ばいである。 

人口構成については、過去５年間で、60 歳未満の人口は減少しているが、60 歳以上

の人口は全年齢区分において増加しており、全体として、高齢化傾向にある。 

 

 



２ 
 

<旧行政区別の人口の推移> 人口
平成22年 平成27年 増減率

美野里 25,526 26,161 102.4%
小川 18,937 18,230 96.2%
玉里 8,432 8,299 98.4%
合計 52,895 52,690 99.6%  

 

<市内の年齢区分別の人口の推移> 

男 女 全数 男 女 全数
0歳～20歳 5,282 5,010 10,292 4,842 4,620 9,462 91.9%
20歳～40歳 7,247 6,178 13,425 6,814 5,546 12,360 92.1%
40歳～60歳 7,110 6,623 13,733 7,023 6,607 13,630 99.2%
60歳～80歳 6,020 6,113 12,133 6,707 6,748 13,455 110.9%

80歳～ 1,132 2,180 3,312 1,342 2,441 3,783 114.2%
計 26,791 26,104 52,895 26,728 25,962 52,690 99.6%

年齢区分
平成22年 平成27年

増減率

 
 

【地域の強み】 

①農業、酪農業、畜産業などが盛んで豊富な農業資源（ニラ、レンコン、イチゴなど）

や酪農品（乳製品）、畜産物（牛肉、豚肉、鶏卵）がある。 

②県内唯一の国際旅客空港である茨城空港が立地し、中国からの観光客の乗降客があ

る。特に中国便は搭乗率 80％を超える人気の高い航空便である。 

③空港関連施設では、航空自衛隊百里基地や土産品などの販売施設である空のえき

「そ・ら・ら」がある。 

 

【地域の課題】 

小美玉市は、小川町、美野里町、玉里村といったそれぞれ地域特性が異なる町村が

合併した市であるため、行政や各種団体、事業者などが連携した一体的な取り組みが

行われていない。 

茨城空港の開港やスマートインターの開設など地域の交通網の整備が進むなか、当

該地域は単なる通過点となっており、地域の活性化に繋がっていない。 

これらに加えて、経営者の高齢化並びに後継者不在による事業継続の困難さが顕著

に表れている。これが廃業者の増加、更なる地域経済の縮小につながる恐れがある。 

このため、魅力ある産業の育成や継続的な地域経済の活性化を図っていく必要があ

る。 

 

【商工業者動態】 

商工会実態調査（平成 30年度）によると、小美玉市の商工業者等数は 1,736事業所

で、うち小規模事業者数は 1,243事業者となっている。小規模事業者は、平成 18年の

1,483事業所に比べて 240者（16％）が減少している。現在の小規模事業者の内訳は、

建設業・製造業の工業系の事業者と小売り・サービス等の商業者がおおよそ半々程度

となっている。また、就業者数の推移をみると、昭和 55 年以降、平成 12 年まで増加

傾向を示していたが、平成 12 年をピークに減少傾向に転じている。昭和 55 年以降、
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第 3次産業の就業者数のシェアがトップになり、年々増加傾向にあって平成 17年以降

は 50%以上のシェアを占めるに至っている。 

 

【商工業の現状と課題】 

①商業の現状と課題  

   本市の商業は、旧来より水戸、石岡の２大商圏に隣接することから、ＪＲ羽鳥駅西

側や小川市街地などの商業地や幹線道路の沿線に中小商店の点在がみられるものの、

消費者ニーズに対応した商店街の形成には至っていない。 

  しかし、近年ではコンビニエンスストアの主要幹線道路などへの出店が進み、また

一部の幹線道路沿道には、日常買回り品を中心としたロードサイドショップが出店す

るなど、商業活動が転換してきている。 

   一方で、市内の中小企業や個人商店は、商品やサービスを提供するだけでなく、市

民の情報交換の場として、また、地域文化を発信する拠点としての機能を有している。 

   このため、地域の各機関と連携して、様々な支援策を講じながら、市民の消費促進

と市内商業の振興を図っていく必要がある。 

②工業の現状と課題  

  本市の工業は、長引く景気の低迷、生活様式の変化、価格競争の激化などにより厳

しい状況が続いており、市内の事業所は減少しており、中小企業の資金繰りも厳しい

状況にある。 

  このため、地域の各機関と連携して、様々な支援策を講じながら、競争力のある付

加価値の高い新商品の創出を促進するとともに，市内外に向けたＰＲを行い，販路拡

大を図っていくことが必要である。 

  

 

２．小美玉市としての産業振興の方向性 

第２次小美玉市総合計画（平成３０年～平成３９年）では、まちづくり目標として

次の５つの目標が挙げられている。 

目標１：みんなの力で磨くまちづくり 

行政とともにつくるまちづくり、住民が主体となってつくるコミュニティ 

づくりを推進し、誰もがお互いに尊重し、助け合える地域社会の形成を図 

ります 

目標２：人を育てる学びの場づくり 

地域ぐるみの子育て支援サービスの充実を図り、出産・子育てを希望する 

すべての人が、安心して産み 育てられる環境づくりを推進します。 

目標３：誰もがいきいきと暮らせる社会づくり 

子どもから高齢者まで、すべての市民の健やかな暮らしを支える社会づく 

りを推進します。 

目標４：仕事と暮らしを創造する環境づくり 

茨城空港を核として、住む人の暮らしを支える雇用の創出を目指し、にぎ 

わい、活力の創造に資する施策を展開します。本市の基幹産業である、既 

存の商業・工業の活性化、新しい企業の誘致など、多様な分野との連携を

図りながら積極的に取り組みます 
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 目標５：安全・安心な生活を支える体制づくり 

      自然環境を次世代へ引き継いでいく活動の推進、環境負荷の少ない循環型 

社会の形成など、かけがえのない小美玉市の自然環境の保全を図ります。 

 

 また、産業振興の方向性としては、「目標４：仕事と暮らしを創造する環境づくり」

のなかで、以下の基本施策を掲げている。 

商 業 
〇市民が日常生活のなかで、不自由なく買い物ができるような商業環境の整備を推進するとと

もに、担い手の育成、起業の支援など商業活動の活性化を図ります。  
〇地域全体の活性化を目指し、市内企業の支援充実を図るとともに、企業間の交流を推進しま

す。 
工 業 
○市内全域はもとより、茨城空港テクノパークや茨城空港周辺地域への産業集積に向けて、 積
極的な企業誘致を推進します。 

３．当地域内の小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

  小美玉市商工会は、小美玉市の創設に伴い、平成 21 年 4 月に２町１村の商工会を

合併して発足したが、これまで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・労働事務・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きた。 

経営改善普及事業実績 
平成２９年度実績より 

講習会による指導（集団） １３回 ２６７人 

講習会による指導（個別） ２９回 ２８２人 

巡回による相談指導業務 ４８８件 

窓口による相談指導業務 ４４５件 

金融斡旋業務 １７３件 

記帳継続指導 ８０件 ４２０回 

 

今後は、小美玉市の第２次総合計画が定める方向性や市内小規模事業者の現状と課

題を鑑み、地域唯一の経済団体（商工会）として、10年先を見据えた中長期的な振興

のあり方として以下の２項目を定め、茨城県・小美玉市・地域金融機関・各種支援機

関と連携して地域の課題解決に取り組んでいく。 

【当商工会の中長期的な振興のあり方】 

①小美玉市の総合計画と連携した地域の賑わいの創出による地域活性化 

②小規模事業者の経営の持続化・発達によるまちの発展 

 

４.小規模事業者振興の目標 

  上記の中長期的な振興のあり方に基づき、小規模事業者振興の目標として以下の４

つの項目を掲げ、経営発達支援事業に取り組んでいく。 

（１）伴走型支援による経営計画策定支援の実施 

（２）商工会を中核とした連携支援体制の構築 
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（３）賑わいのある商店街・地域づくりの支援 

（４）商工会の創業（第二創業も含む）支援力の強化 

 

５.小規模事業者振興の目標達成のための方針 

（１）伴走型支援による経営計画策定支援の実施の方針 

経営指導員が伴走型支援（調査・分析から構想・計画の立案～計画遂行・目標の実

現という一連のプロセスを指導・助言）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。 

また、さまざまな領域の専門家と連携して、「小規模事業者の経営上の専門的かつ高

度な問題解決を主導し、経営戦略や地域経済の活性化のための調査・分析から提言ま

でを行う基盤を作り上げる。 

 

（３）賑わいのある商店街・地域づくりの支援 

商工会では、小美玉市にある商店街（小川商店街）の活性化を図るため、消費者と

のふれあいイベント事業を実施し、市および商店会員と共に活性化事業を行ってい

く。また、市との連携事業では、地域振興イベントとして、商工会主催の「小美玉さ

くらフェスティバル」や市主催の「ふるさとふれあいまつり」、「おみたま産業まつり」

等のイベントを通して地域の活性化を図っていく。 

 

（４）商工会の創業（第二創業も含む）支援力の強化を図るための方針 

地元金融機関や地域の関係各団体と連携し、創業支援の PRを図り、活力ある地域

づくりに貢献する。 
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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 31年 4月 1日～Ｈ36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】 

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。 

今後は、巡回指導の頻度を増やし景気動向について広く調査し業種別の景況感、動

向や見通しを把握分析し、小規模事業者の経営課題の抽出とその情報を分析し、窓口・

巡回指導を通して経営計画の作成を支援する。 

 

【事業内容】 

 (1)各種統計資料による地域経済動向調査（新規） 

インターネットや書籍および各種調査・媒体から売上額推移、採算状況、資金繰

り、雇用等の情報を収集・整理し、各業種・業界の動向を体系的に把握する。 

効率的な情報の入手方法や分析手法については、茨城県商工会連合会及び専門家

と連携し仕組みを構築する。その際、ＯＪＴとしてノウハウの供与を受けることで、

小規模事業者にとって常に適切な情報提供が行える体制を構築する。なお、調査資

料及び調査項目は下表の通り。 

＜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 

 

(2)決算確定申告等のデータ分析による情報提供（新規） 

これまでは、決算申告を３００件行ってきた。しかしそのデータを分析利用して、

各事業所の経営分析指導まで至ってなかった。 

今後は、4 業種（建設業、製造業、小売業、サービス業）に分類して７項目（売

上・仕入価格・販売価格・収益・在庫・人手・設備状況）について調査・分析を行
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ない、売上や利益といった業績推移や業況を把握する。これにより、業種ごとの経

済動向情報として整理し、創業や経営革新、新規事業展開などに関する相談等に活

用していく。 

 

（3）活用方法（拡充実施） 

①(1),(2)の調査により収集した調査データは、専門家と連携を図りながら小規模事業

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）に加工するとともに、

エクセル・ＰＤＦデータにより商工会全職員間で情報を共有し、必要な時にいつで

も利用可能な状態で管理する。 

②加工したデータは、商工会ホームページにより地域の小規模事業者に年に１回提供

する。また、セミナー開催時や窓口・巡回の経営相談時には、タブレット（平成 27 

年 2 月全経営指導員に配布済み）により個々の相談事業者のニーズに応じた情報提

供を行う。  

③経営分析・事業計画策定支援指標等、経営支援の基礎データとして活用するととも

に、経営支援セミナーの企画・開催等、経営発達支援事業の実行に活用していく。 

 

【目標】 

全ての経営指導員が地域の経済動向について自ら調査、分析し、データとして情

報整理したものをそれぞれの小規模事業者のニーズに合わせて適宜情報提供できる

ようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1)統計資料活用

地域経済動向調

査・分析延べ回数 

未実施 20回 20回 20回 20回 20回 

(2)調査対象事業

者数（確定申告デ

ータ分析件数） 

未実施 

20件 

(4業種×

5事業者) 

20件 

(4業種×

5事業者) 

20件 

(4業種×

5事業者) 

20件 

(4業種×

5事業者) 

20件 

(4業種×

5事業者) 
(1)+(2) 
情報提供事業者数 
（巡回窓口相談・
セミナー開催時・
定期情報提供時） 

未実施 1,000 

事業所 

1,000 

事業所 

1,000 

事業所 

1,000 

事業所 

1,000 

事業所 

ホームページ 
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】 

【現状と課題】 

小規模事業者に対する経営分析の支援は、これまで、経営革新計画策定時や補助

金申請書作成時に形式的に実施するにとどまり、小規模事業者の多くは、自社の業

務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た。 

今後は、定期的・体系的に行う市場調査や経営分析結果の提供を踏まえ、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、小規模事業者の事業の持続的発展を図

る。 

 

【事業内容】 

（1） 経営分析の必要性や重要性の周知・啓蒙活動（新規） 
これからは、会員事業所の事業計画作成の基礎となるデータと分析が必要になる。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→事業計画策定支援→計画

実行→結果報告→事業改善提案（ＰＤＣＡ）を実行する体制を整備。 

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力の向上を促すため、経営指導員が巡回・窓

口相談時およびセミナー等の機会を活用し、随時、経営分析の必要性を小規模事業者に広く

啓蒙する。 

 

(2)「経営診断シート」・「経営分析セルフチェックシート・経営状況まとめシート」（全

国連提供）活用による経営分析の実施【指針①】（新規） 

記帳機械化・金融指導等から収集した独自データや、小規模事業者から直接ヒアリングした

ビジネスモデル、経営資源、提供する商品・役務の内容、財務分析等を盛り込んだ各種診断・

まとめシートを作成し、支援に活用することで定性的・定量的な経営状況の分析と経営課題の

抽出・把握・整理を行う。経営分析セルフチェックシートは支援事業者自身に自社の経営状況

の把握度・認識度をはかるためにアンケート形式で記入いただく。 

分析結果から、経営課題の解決と事業の方向性を検討・決定し、その後の事業計画策定支援

に繋げる。 

また、作成した経営診断シートは、データとして蓄積・管理し、地域、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体制整備する。 
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■分析項目 

事業者概要、ＳＷＯＴ分析、事業環境の棚卸、目標と構想整理、財務分析（収益性、

効率性、生産性、安全性）、課題解決による効果検証、目標売上・利益の検証等 

 

 

・事業者のビジネスモデル 
・事業環境の棚卸し（内部・外部） 
・経営資源 
・提供する商品・役務 
・競争優位性 
・顧客・市場ニーズ 
・業況 
・財務分析（成長性・収益性・安全性・

資金繰り） 
＜分析ツール＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜セルフチェックシート＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜経営状況まとめシート＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜財務診断シート＞ 
 

・分析内容のブラッシュアップ 
・小規模事業者の経営課題抽出 
・支援の方向性の検討・決定 
 
 
 
 
 
※事業者・商工会職員・専門家連携

による検討・支援方針の決定 

小規模事業者の経営課題解消に

よる売上・収益増加を図る事業計

画策定支援 
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【目 標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営分析対象者掘

り起しに係る巡回

訪問延べ回数 

未実施 200回 300回 300回 400回 400回 

経営分析事業者数 未実施 
20 

事業者 

30 

事業者 

30 

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】 

【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、上記１の地域の経済動向調

査、上記２の経営分析等の結果を踏まえ、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、需要を見据えた伴走型の指導・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、深く事業計画の策定にまで踏み込むことができず、浅く短時間の相談

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)定期的相談会開催等による事業計画策定支援（拡充実施） 

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、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、積極的な広報を行う。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)創業希望者等に対する事業計画策定支援（新規） 

地域における商工業の活性化を図るため、新たに商工会報等による広報活動によ

り、創業の掘り起こしを行い、茨城県、小美玉市・茨城県商工会連合会・よろず支援

拠点と連携して「おみたま創業塾」を開催し、創業希望者の知識向上や創業計画の策

定支援を行うとともに、創業後も講習会・個別相談や巡回指導等を行う。 
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地域資源を活用して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。 

 

 (4)商店街および個店の魅力度向上のための事業計画策定支援（新規） 

これまでは、商店街および個店の魅力度向上に関する支援は、事案が生じた際の実

施に留まっていた。今後は、継続的な賑わい創出に繋がる新たな活性化に向けた取り

組みや、個店の魅力度向上を図るために必要な事業計画の策定を支援する。 

 

 (5)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。 

 

 (6)事業計画策定事業者による成功事例発表会の開催【新規】 

事業計画を策定・遂行し、持続的成長を遂げた小規模事業者が成功体験を発表する。

（開催頻度はブロック全体と各商工会で年１回ずつとする） 

結果として、参加した小規模事業者に事業計画策定の重要性と気づきを与え、事業

計画の策定を行うきっかけとする。また、事業計画遂行に際し、有益な施策に関する

情報提供も行う。 

 

【目 標】 

 支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業

者数 

20 

事業者 

20 

事業者 

30 

事業者 

30 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 
事業計画策定セミ

ナーの開催回数 
2回 2回 2回 2回 2回 2回 

創業塾の開催回数 

（おみたま創業塾） 
0回 1回 1回 1回 1回 1回 

創業計画策定事業

者数 
3事業者 3事業者 4事業者 4事業者 4事業者 4事業者 

 

 

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】 

これまでの小規模事業者への事業計画策定後の支援は、小規模事業者からの相談に

対応する形での受動的な助言・指導にとどまっていた。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。 
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【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、策定後１年間、６ヶ月に 1

回巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助言を行う。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、支援後１年間、３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。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアッ

プ事業者数 

20 

事業者 

20 

事業者 

30 

事業者 

30 

事業者 

40 

事業者 

40 

事業者 

フォローアッ

プ延べ回数 

20回 
(対象事業者

×年１回) 

40回 
(対象事業者

×年２回) 

60回 
(対象事業者

×年２回) 

60回 
(対象事業者

×年２回) 

80回 
(対象事業者

×年２回) 

80回 
(対象事業者

×年２回) 
創業者フォロ

ーアップ事業

者数 

未実施 3事業者 4事業者 4事業者 5事業者 5事業者 

創業者フォロ

ーアップ延べ

回数 

0回 
12回 

(対象事業者

×年4回) 

16回 
(対象事業者

×年4回) 

16回 
(対象事業者

×年4回) 

20回 
(対象事業者

×年4回) 

20回 
(対象事業者

×年4回) 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

小規模事業者の販売する商品や提供する役務の需要動向調査については、具体的な

案件が生じた際に、二次情報（官公庁や業界団体等が一般に公開することを前提とし

た調査データなどの外部データ）から関連性の高いデータを提供するにとどまってい

る。そのため、小規模事業者の商品・製品・サービス戦略に関する意思決定や需要開
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拓に貢献できていないことが大きな課題となっている。 

小規模事業者が行う「商品開発や改良」、「新たな販路開拓」等が成果を上げられる

よう、今後は次の方針に基づき需要動向の調査・分析および提供を行っていく。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ことから

これに関する知識や手法の習得に取り組む。 

  

【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、商品・サービスの開発・改良

に取り組む事業所の掘り起こしを図る。 

 

(2)消費者需要の開拓に向けたテストマーケティング支援（新規） 

①目的 

主に一般消費者等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、自社の商品・サービスについて消費者のニ

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を支援す

る。 

②支援対象 

（個社） 

BtoC需要の開拓に向けて 

・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 

・既存商品・サービスの改良に取り組む事業者 等 

③調査対象 

 

・支援対象事業者の既存顧客 

・「さくらフェスティバル」、「おみたま産業まつり」に来場する地域内

外の消費者 等 

④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・聞き取り調査、 

・イベント開催時のアンケート調査 

⑤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・商品の新鮮さ  

(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。（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 
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(f)関心度   

(g)購入や利用のしやすさ 

(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。（聞き取りの場合も同項目） 

⑥標本数・頻度 

・店頭調査については、１か月の期間を定め、標本数 30件を目途に需要

情報を収集する。 

・イベント時調査については、「さくらフェスティバル（4 月開催・年１

回）」、「おみたま産業まつり(10 月開催・年１回)」において、１商品

あたり 30件を目途に需要情報を収集する。調査頻度は年 2回実施する 

※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 

  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)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 

   ④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、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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 (3)取引先・バイヤー等の需要開拓に向けたテストマーケティング支援（新規） 

①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、取引先・バイヤー等のニーズを適切に

把握するため、有効な情報の収集及びその活用を支援する。 

②支援対象 

BtoB需要の開拓に向けて、 

・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 支援対象事業者の既存取引先・バイヤー等 

④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 

⑤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） 

（聞き取りの場合も同項目） 

⑥標本数・頻度 

・既存取引先への調査については、取引先数等に応じて年２回調査を実

施する。 

・バイヤーへの調査については、商談会・展示会出展時において、標本

数 20件を目途に調査を実施する。 

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 

  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 

   ④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、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
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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。 

 【目 標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
〈一般消費者対象〉 
需要動向調査実施対象事
業者数 

未実施 10事業所 10事業所 20事業所 20事業所 20事業所 

〈取引先・バイヤー対象〉 
需要動向調査支援対象事
業者数 

未実施 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所 10事業所 

 

 

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

誘等にとどまっており、小規模事業者の売上増加に対する効果は十分とはいえなかっ

た。 

地域の小規模事業者も展示会等への出展やマスコミへのプレスリリース等について

はノウハウや経営資源の不足等もありハードルが高いという意識から、積極的な活用

には至っていない状況であり、特に支援を要する分野である。 

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う。 

 

【事業内容】 

（１）消費者（BtoC）への需要開拓支援（新規） 

①支援目的 

消費者（BtoC）への需要開拓に向けて、地域資源を活用した新商品・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対象に、情

報発信力の強化やインターネットやイベント等を活用した効果的な販売促

進活動を支援する。 

②支援対象者 

BtoC需要の開拓に向けて、 

・地域資源を活用した新商品・新サービスの開発に取り組む事業者 

・既存商品・サービスの改良に取り組む事業者 

③訴求対象 地域内の一般消費者等 

④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する。 

(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
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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。 

(c)イベント出展支援 

地域で開催されるイベント（「さくらフェスティバル（4 月開催・

年１回）」、「おみたま産業まつり(10 月開催・年１回)」）において

効果的な販路開拓を実現するため、開発商品やその特性に合致し

たイベント情報の提供や、当該イベントで活用する PR 資料（（チ

ラシ・カタログ製作・商品 PR動画）の作成支援、会場での商品の

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）支援等、効果的な販促支援を実施する。 

 

【目 標】 

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

情報発信支援 

支援事業者数
（ﾌﾟﾚｽリリー
ス等） 

6事業者 10事業者 10事業者 13事業者 13事業者 

売上高 1％増加

達成事業者数 
3事業者 5事業者 5事業者 7事業者 7事業者 

ＥＣサイトへの出品・出店支援 

支援事業者数 4事業者 5事業者 5事業者 7事業者 7事業者 

売上高 1％増加

達成事業者数 
2事業者 3事業者 3事業者 4事業者 4事業者 

イベント出展支援 

支援事業者数 10事業者 15事業者 15事業者 20事業者 20事業者 

売上高 1％増加

達成事業者数 
5事業者 7事業者 7事業者 10事業者 10事業者 

 

（２）商社・バイヤー等（BtoB）への 需要開拓支援（新規） 

①支援目的 
商社・バイヤー等（BtoB）の需要開拓に向けて、地域資源を活用した新商

品開発や既存商品の改良に取り組む事業者を対象に、情報発信力の強化や

域外での展示会への出展を支援する。 

②支援対象者 
BtoB需要の開拓に向けて、 

・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 
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④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
上等の情報発信強化を,中小企業診断士等の専門家との連携により
支援する。 

(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うとともに、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や商品 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
集まる展示会等への出展を支援する。 

 ＜出展支援する主な展示会・商談会＞ 
(ｱ)地元金融機関が実施するビジネスマッチング 
  例：常陽銀行主催「食の商談会」 ※出展社数 250者 来場者数 3千人 
     県内信用金庫（水戸、結城）共催による「しんきんビジネスフェア」 
                  ※出展社数 180者 来場数 2千人 
(ｲ)首都圏で開催される国際見本市 

例：「グルメ＆ダイニングショー」（食の見本市） 
※出展社数 200者 来場者数 2万人 
「FOODEX JAPAN」（アジア最大級の食品・飲料専門展示会） 
※出展社数 3,500者 来場者数 8万 5千人 

 

【目 標】 

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

展示会情報提

供事業者数 
20事業者 30事業者 30事業者 40事業者 40事業者 

展示会出展支

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 

商談件数 10件 10件 12件 12件 12件 

成約件数 5件 5件 6件 6件 6件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

【現状と課題】 

従来の地域経済の活性化策は、行政主導型の事業開催・地域ごとに行っている祭事

への参加や、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としてあげられる。 

また、小美玉市では様々な地域資源があり、各事業所においてそれらを用いた商品

を開発しているが、地域ブランドとしては確立していない。 

さらに、地域内に商店街があるが空き店舗が目立ち、以前の活気が無い状況である。 

今後は、課題解決に向け、小美玉市、観光協会、商工会（青年部・女性部）、新ひた

ち野農業協同組合等と連携した「小美玉市活性化委員会（仮称）」を起ち上げ、活性化

に向けた協議を行う。また、会議で協議した方向性を踏まえ市内産業の育成や商店街

の活性化を図る。 



１９ 
 

【事業内容】 

 (1)地域経済の活性化委員会の設立（新規） 

商工会が中心となり、小美玉市、観光協会、新ひたち野農業協同組合で構成する

「小美玉市活性化委員会（仮称）」を年 3回行い、会議において、地域の活性化の方

向性について検討する。 

また、地域資源（牛乳・ニラ・イチゴ・鶏卵・レンコン）を活用した地域ブラン

ド「おみたまブランド」の構築するための具体的施策を検討する。 

 

(2)地域イベントによる地域経済の活性化（拡充実施） 

これまでのイベントは、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

たが、地域を担う若者や女性の意見を採り入れた継続発展性のあるイベントを開催

する事により、地域のにぎわい性を創出し、地域経済の活性化を図る。 

このため、新たに特産品のＰＲ、消費拡大を目的としたイベント「おみたまマル

シェ（仮称）」を、商工会が中心となって、市・観光協会・新ひたち野農業協同組合・

若手農業経営者（農志会）と連携して季節ごとに年 2回実施する。 

<今後の地域総合振興事業実績>  

地域イベント 内容 
Ｈ29来場者数 

※参考 

さくらフェスティバル 

（1 日間）…4月 

商工会主催 

内部部会の出店（模擬店） 

経営革新承認事業所出店（PR等） 

ステージイベント 

15千人 

玉里魔神祭 

（1 日間）…8月 

商工会主催 

近隣事業者出店（模擬店） 

ステージイベント 

1千人 

おみたまふるさとふれあい

まつり 

（2 日間）…8月 

小美玉市主催 

近隣事業者出店（模擬店） 

市内コミュニティー参加（模擬店） 

ステージイベント 

花火大会 

50千人 

おみたま産業まつり 

（1 日間）…10～11月 

小美玉市主催 

近隣事業者出店（模擬店） 

ステージイベント 

20千人 

「おみたまマルシェ（仮称）」 

（年 2回） 

商工会・小美玉市共催 

（連携予定先）観光協会・新ひたち野農業協

同組合・若手農業経営者（農

志会） 

（想定出店者数）10 者 

（想定する実施内容）特産品のＰＲ、 

消費拡大イベント 等 

(想定来場者数) 

20千人 
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(3)商店街のにぎわい創出委員会設立（新規） 

   現在、市内の商店街は、後継者の不在や事業者の高齢化により廃業する店舗があ

るが、新規創業者がおらず、空き店舗が増加している。また、商店街全体の組織化

がされていないので、集客イベント等を実施していない。それらの要因により、商

店街の来客数は年々減少している。 

   今後は、商店街の若手経営者や後継者を中心とした新たな組織「商店街にぎわい

創出委員会（仮称）」を設立し、商店街のにぎわい創出に向けた勉強会を 3か月に 1

回開催する。 

 

 (4)茨城空港の活用による地域経済の活性化（新規） 

   当地域の強みである茨城空港は開港から５年が経過し、来場者数も年々増加を続

けている。しかしながら、これまで、商工会事業としての茨城空港のＰＲ活動は、

主に施設の紹介にとどまっていた。今後は、施設の来場促進を図るため、市（茨城

空港利用促進協議会）や観光協会と連携し、来場促進事業への取り組みを進めてい

く。 

  具体的には、以下の事業を実施する。 

  ①茨城空港を活用したイベント事業の実施 

   茨城空港の利用促進や当地域を知ってもらう機会の創出を目的とし、茨城空港の

敷地内において、各種イベントの実施を支援する。具体的には、オールドカーミ

ーティング、ポルシェミーティング（車好き層の交流イベント）、ゆるキャラ祭

り（県内のゆるキャラとのふれあいイベント）、フリーマーケットなどを開催す

る。 

  ②茨城空港を活用した出会いの場の創出 

   地域を知ってもらう機会の創出や少子化対策を目的とし、茨城空港や空のえき

「そらら」を会場として、出会いの場を創出する。会場では、市内の事業者が会

場づくりや料理の提供を行うなど運営を支援する。 

  ③茨城空港を活用した地域の小学生に対する就業体験 

   茨城空港の敷地内において、地域の小学生等を対象に、建築板金、和裁職人、畳

職人、フラワーアレンジ、リハビリ、土木、エステなどの地域の多様な事業者（商

工会員等）が、それぞれの仕事を体験してもらう機会を提供することで、将来の

創業者創生に向けた啓発支援を実施する。 

  ④空のえき「そ・ら・ら」を活用したチャレンジショップ 

   空のえき「そ・ら・ら」の空きテナントを活用して、地域での新規創業者を対象

としたチャレンジショップ事業を実施する。当商工会において、当該事業を活用

した創業希望者に対し、創業に向けた基本的な知識習得や創業計画書の作成等を

支援する。 
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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】 

現状においては、他の支援機関との情報交換は、茨城県商工会連合会を中心とした

商工会同士の交流や職員の人脈による専門家との情報交換を中心に都度実施している

ものの、より具体的な情報・ノウハウ等の情報交換は行われていない。そのため、小

規模事業者の複雑・多様化する課題解決や、新たな販路開拓を支援するためには、解

決策やノウハウ等の情報交換に広がりの少ない状況となっている。 

今後は、次により、経営発達支援事業の円滑な実施に向けた、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を図っていく。 

 

【事業内容】 

 (1)多様な支援機関との情報交換（拡充実施） 

２ヵ月に１回程度開催される商工会連合会および茨城県内６ブロックの商工会

の代表者（職員）会議の場を活用し、支援の現状等について情報交換をするととも

に、支援のノウハウ、支援の現状、今後の課題、成功事例 失敗事例等についてよ

り具体的な情報交換を行う（年６回）。 

また、茨城県中小企業振興公社、茨城県中小企業団体中央会、金融機関、士業団

体とも同様の情報交換を行う（年２回）。 

 

 (2)地域ブランド創出のための情報交換の場の構築（新規） 

地域資源を活かした、新たな商品開発を進めるための基盤づくりとして、小美玉

市、観光協会、商工会、商工会青年部・商工会女性部、新ひたち野農業協同組合、

「小美玉農業青年クラブ」（地域の若手営農者団体）、㈱小美玉ふるさと食品公社（地

域特産品である乳製品の加工を行う市の出資団体）で構成する「小美玉市活性化委

員会（仮称）」を新たに設置し、地域資源活用から地域ブランドの創出に関わる情報

交換・企画立案を行う場を年２回創出する。 

 

 (3)販路開拓に寄与する基盤としての情報交換（拡充実施） 

販路開拓に関しては、全国連・県連といった連携支援機関などと、「おみたま産

業まつり」「商談会」「展示会」等における出店時の販売ノウハウ、実施後のフォロ

ーアップに関する支援ノウハウ等の情報交換を年２回行う。 

 

 

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中央ブロック職員

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
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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。 

 

(1)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。 

 

 (2)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。 

 

 (3)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（月１回）に報告会を開催する。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、成功事例やその支援手法等をデータで記録し、商工会内部のネットワーク上

に保存することで、各職員が閲覧可能な体制を整備するとともに、職員の異動等によ

りノウハウが失われることがないよう商工会組織の財産として引き継ぎを図ってい

く。 

 

 

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・検証を行う。 

 

【事業内容】 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価

検証を行う。 
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(1)外部有識者（行政 1名、中小企業診断士 1名など）で構成する「事業評価委員会」

を、年度終了後に開催する。 

 

(2)本委員会は、事業の実施状況、成果について、外部の視点も含めた検証を行い、

その評価・見直し案を取りまとめ、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）する。 

 

(3)正副会長会議において、事業内容ごとに評価・見直しの方針を決定する。 

 

(4)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、承認を受ける。

その結果を受け、当所指導員が中心となり所内ミーティングを行い、具体的な対応

を取り、ＰＤＣＡサイクルを回すことで、より一層の実効性向上を図る。 

 

(5)事業の成果・評価・見直しの結果については、当所ホームページで計画期間中公

表し（http://www.omitama.or.jp/）、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態に

する。ホームページには、現在の会員向けの情報のほか、本事業における成功事例・

活用事例などの情報を充実させることで、アクセスアップを図る。 
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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 30年４月現在） 

（１）組織体制 

 

商工会内の職種 氏名 

会長 野村武勝 

理事会 会長１名 副会長２名 理事２７名 監事２名 

事務局長 長谷川進 

経営指導員（リーダー） 勝山公博 

経営指導員（サブ） 塚本正敏・佐藤裕子 

補助員 前島美智枝・保田真紀子 

記帳専任職員 飯塚規夫 

記帳指導職員 塩沢憲一 

臨時職員 佐藤有貴子 

※経営発達支援事業は事務局（事務局長以下）を中心に行っていく。 

 
（２）連絡先 

 小美玉市商工会 事務局長 長谷川 進 経営指導員 勝山 公博 

 郵便番号：319-0132 

 住所：茨城県小美玉市部室 1111-3 

 電話番号：0299-48-0244 

 ファクシミリ番号：0299-48-1418 

 メールアドレス：minorisk@sweet.ocn.ne.jp 

 

mailto:minorisk@sweet.ocn.ne.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 

 
（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 

必要に応じて県補助金を申請し、その他は自己財源により支出する。 

（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。 

 

単位：千円 
直近 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
1,110 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 

18,600 19,100 19,400 19,700 20,100 20,400 
35,749 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 
30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
3,360 3,950 4,000 4,100 4,200 4,300 
1,637 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

283 250 250 250 250 250 
2,650 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 
4,300 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 
2,570 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

80 110 120 135 150 165 
900 1,220 1,250 1,270 1,300 1,330 

1,500 1,520 1,540 1,570 1,600 1,630 
6,050 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 

260 250 250 250 250 250 
550 520 540 570 600 630 

2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
2,002 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
2,004 0 0 0 0 0 
7,393 206 476 776 771 971 

122,388 108,776 109,676 110,671 111,471 112,376 
56,222 54,800 54,900 54,900 55,000 55,000 

職員人件費 51,093 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
講習会等開催費 2,660 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
金融指導事務費 350 300 400 400 500 500 
地域総合活性化事業費 816 800 800 800 800 800 経営革新事業 
小規模事業施策普及費 390 500 500 500 500 500 
その他 913 700 700 700 700 700 

29,826 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 
総合振興費 4,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 展示会出展・地域ブランド事業等 
観光振興費 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 地域活性化イベント経費等 
その他 20,826 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 部会活動費等 

25,134 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
2,000 0 0 0 0 0 
9,000 2,500 3,000 4,000 4,500 5,000 

206 476 776 771 971 1,376 
122,388 108,776 109,676 110,671 111,471 112,376 

独自共済手数料 

管理費 

収 
入 
の 
部 

中小企業共済制度受託料 

雑収入 

前期繰越収支差額 

検定手数料 

労働保険手数料 
その他の手数料 

特別賦課金 

福祉共済受託料 

事務代行手数料 

繰入引当支出 
次期繰越収支差額(予備費) 

合 計 

引当金繰入収入 

合 計 

項 目 
 

会費 
県補助金 
市補助金 
記帳指導手数料 

備  考 

地域総合振興事業費 

施設使用料 
自治金融委託料 
火災共済等手数料 

資産取得支出 

貯蓄共済受託料 

会員数 
 

経営改善普及事業 

支 
出 
の 
部 
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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 

新ひたち野農業協同組合、畜産協会と連携して市内の地場産品の調査を行う。 

② 事業計画の策定支援 

茨城県の専門家派遣制度、ミラサポ、よろず支援拠点、エキスパートバンク（茨城県商

工会連合会）を利用して専門家派遣を行い、経営計画策定を支援する。 

③ 計画策定後の実施支援 

茨城県の専門家派遣制度、ミラサポ、よろず支援拠点、エキスパートバンク（茨城県商

工会連合会）を利用して専門家派遣を行い、フォローアップを行う。 

④ 需要動向調査 

民間金融機関や茨城県工業技術センターなどで行う展示・商談会に出展し、需要動向の

調査を実施する。 

また、小美玉市、小美玉観光協会が開催している市内イベントで展示・販売を行い、一

般消費者に対するアンケートを実施する。 

⑤ 新たな需要の開拓に寄与する事業 

小美玉市、小美玉観光協会が開催している市内外のイベントで展示・販売を行う。 

⑥ 地域のブランド化の支援 

新ひたち野農業協同組合、茨城県家畜商業協同組合と連携し、生産業者と加工業者のビ

ジネスマッチングを行い、小美玉ブランドの商品づくりを推進する。 

⑦ 賑わいの創出事業 

小美玉市、小美玉観光協会と連携し、市内のイベントの内容改善を図る。 
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連携者及びその役割 

 連携者名 連絡先 役割 

① 
中小企業基盤整備機構 
理事長 高田担史 

東京都虎ノ門 3-5-1 
TEL03-3433-8811 

中小企業大学校の研修において
の職員のスキルアップと情報提
供・よろす支援拠点との連携 

② 
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 
TEL029-224-2635 

職員スキルアップ研修、職員指
導、情報提供 

③ 
茨城県商工労働観光部中小企業課 

課長 滝 睦美 
茨城県水戸市笠原 978-6 
TEL029-301-3544 

経営革新・農商工連携等 

④ 
小美玉市 
市長 島田穣一 

茨城県小美玉市堅倉 835 
TEL0299-48-1111 

主に商工観光課より、イベント等
地域活性化事業の連携 
展示・販売会等の開催 

⑤ 
一般社団法人 小美玉観光協会 
会長 野村武勝 

茨城県小美玉市部室 1111-3 
TEL0299-37-1255 

イベント等地域活性化事業の連
携 

⑥ 
新ひたち野農業協同組合 
組合長 金井一夫 

茨城県石岡市南台 3-21-14 
TEL0299-56-5802 

農産物の生産業者の調査及び加
工業者とのマッチング 

⑦ 
茨城県家畜商業協同組合 
組合長 山口 武平 

茨城県小美玉市竹原 350-7 
TEL0299-49-1311 

畜産物の生産業者の調査及び加
工業者とのマッチング 

⑧ 
㈱日本政策金融公庫水戸支店 
支店長 斉藤千尋 

茨城県水戸市南町 3-3-55 
TEL029-221-7137 

経営安定・事業拡大等の資金調達
支援 

⑨ 
茨城県信用保証協会 
会長 川俣勝慶 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 
TEL029-224-7811 

経営安定・事業拡大等の資金調達
支援 

①  

常陽銀行美野里支店 
支店長 中島 浩 
常陽銀行小川支店 
支店長 髙木 剛 
茨城県信用組合美野里支店 
支店長 寺門 徹 
茨城県信用組合小川支店 
支店長 横山 良一 
水戸信用金庫美野里支店 
支店長 堀江 裕 
水戸信用金庫羽鳥支店 
支店長 塚本 悟志 
水戸信用金庫小川支店 
支店長 飛田 浩弥 

小美玉市羽鳥 2661-2 
TEL0299-46-3111 
小美玉市中延 134-1 
TEL0299-58-2421 
小美玉市部室 1111-3 
TEL0299-48-4511 
小美玉市中延 141 
TEL0299-58-2121 
小美玉市堅倉 946-3 
TEL0299-48-2111 
小美玉市羽鳥 2669-2 
TEL0299-46-1234 
小美玉市中延 128-2 
TEL0299-58-2511 

経営安定・事業拡大等の資金調達
支援 
展示会等の情報提供 

②  
中小企業庁（ミラサポ） 
中小企業庁長官 宮本 聡 

東京都千代田区霞が関 1-3-1 
TEL048-783-2891 

専門家派遣・情報提供 

⑫ 
茨城県工業技術センター 
センター長 武者也寸志 

茨城県東茨城郡長岡 3781-1 
TEL029-293-7212 

展示会・商談会等の出展 

⑬ 
茨城空港スカイアリーナ 
百里地域振興協議会 代表野村武勝 

茨城県小美玉市与沢 1601-55 
TEL0299-37-2345 

小美玉ブランド商品の販売 

⑭ 
空のえき「そ・ら・ら」 
駅長 河原井忠男 

茨城県小美玉市山野 1628-44 
TEL0299-56-5677 

小美玉ブランド商品の販売 

⑮ 
小美玉市活性化委員会 
委員長 野村武勝 

茨城県小美玉市部室 1111-3 
TEL0299-48-0244 

小美玉ブランドの創出 
地域活性化事業 

⑯ 
商店街にぎわい創出委員会 
委員長 内藤裕一郎 

茨城県小美玉市部室 1111-3 
TEL0299-48-0244 

商店街活性化 
 

 



２８ 
 

連携体制図等 

中小企業基盤
整備機構

茨城県商工会
連合会

県商工労働部
中小企業課

小美玉市
小美玉市観光協会

新ひたち野
農業協同組合

小
美
玉
市
商
工
会

職員資質向上

職員指導／情報提供

経営革新・農商工連携

地域活性化事業

地域ブランド
ビジネスマッチング

小
規
模
事
業
者

伴走型経営支援

経営相談

金融相談
〇㈱日本政策金融公庫
〇民間金融機関
〇茨城県保証協会

経営革新・農商工連携
〇ミラサポ
〇茨城県よろず支援拠点

販路開拓支援
〇茨城県工業技術センター
〇民間金融機関
〇茨城空港スカイアリーナ
〇空のえき「そ・ら・ら」
〇小美玉市活性化委員会（仮称）
〇商店街にぎわい創出委員会(仮称)
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