
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
城里町商工会 (法人番号 6050005000555) 

実施期間 平成３1年４月１日～平成３6年３月３１日 

目標 

城里町の１０年先のビジョンを見据えながら、城里町の総合計画と

連携した「地域のブランド化・賑わいの創出による地域活性化」「小規

模事業者の経営の持続的発展による産業振興」を中長期的な振興の在

り方とし、５年間における本事業期間内において小規模事業者に寄り

添いながら経営発達支援事業の効率的な実施を図り、小規模事業者の

持続的発展を目指す。 

＜経営発達支援事業の目標＞ 
（１）小規模事業者の経営改善の支援にむけた伴走型支援体制の構築 
（２）商工会を中核とした連携支援体制の構築 
（３）小規模事業者のための起業・創業の支援力向上 
（４）地域の魅力の特性を踏まえた地域ブランドの構築及び賑わいの創出 
 

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に関すること【指針③】 
・小規模事業者が、自社の経営課題の抽出や経営力強化に向けた事業計画策定のた

めの基礎資料として活用できるよう、地域の経済動向調査を行っていく。 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
・小規模事業者の持続的経営発展に向け、経営状況の分析に関する支援を行ってい

く。また、分析にあたり専門家の助言を受ける場合、経営指導員はＯＪＴとして
分析に関する知識やノウハウを習得する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
・地域の経済動向調査や経営分析等の結果を踏まえ事業策定の掘り起しを行い事業

計画策定セミナーを開催し、より実効性のある伴走型の支援を行う。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
・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。 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
・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、事業者支援のための需要動向の調査・分析および提供を行っていく。 
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】 
・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増加や新

規顧客の獲得に向けたより効果的な販路開拓支援を行っていく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
・城里町が有する歴史資源や自然資源を活かして城里町の新しい楽しみ方を提案す

る「城里町周遊マップ」を作成し、そこに地域内事業者の商品・サービスなども
一体的に掲載することで、城里町ブランドの形成と一年を通して地域の魅力に触
れることが可能な継続的な地域のにぎわいを創出する。 

(1)地域経済の活性化のための場づくり 
(2)商店街のにぎわいづくり 
(3)歴史や観光、農産物資源を活かした企業振興と地域ブランドの形成 

連絡先 
城里町商工会 経営指導員 野尻律子 
〒311-4344 茨城県東茨城郡城里町阿波山 38-4 
TEL.029-289-2132 FAX.029-289-2064  http://www.shirosato.biz 
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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 

Ⅰ 城里町の現状 

 

１．城里町の現状   

茨城県城里町は、茨城県の西北部に位置し、

平成 17 年の３町村（常北町、桂村、七会村）

の合併を経て新町として歩み出した町村であ

り、当商工会は旧３町地区を基盤に地域を越え

た産業振興に取組んでいる。町名の由来は、当

地域が水戸城の北に位置し、昔から「城北（し

ろきた）地区」と呼ばれていたことから「城」。

各町村に「ふれあいの里」「うぐいすの里」「山

びこの郷」があったことや、日本のふるさとの

イメージがあることから「里」という字を使い

「城里」と命名され、藤井川をはじめとする那

珂川支流の多くの河川が起伏の激しい地形を

作り出し、山林や農地、レクリェーション施設

などに利用され、自然や歴史を感じる地域とい

える。 
近年は、下表に見られるように、人口減少や急速な高齢化及び少子化、経済成長の

伸び悩みや公共交通機関の縮小などが進み、どのように地域コミュニティを維持して

いくかが課題となっている。 

 

＜城里町の現状＞ 

①人口・ 

世帯 

総人口は昭和 30 年の 26,621 人から昭和 60 年の 20,437 人まで減少傾向を示

し、その後、平成 12 年の 23,007人まで増加に転じたものの、その後再び減少に

転じ、平成 30年(7／1 現在)では 18,840人となっている。世帯数は、昭和 40 年

の 4,910 世帯から平成 17 年の 7,206 世帯まで増加したが、その後は減少傾向と

なり、平成 30年(7／1 現在)には 7,152 世帯となっている。 

②年齢別 

人口構成 

「０～14 歳」の年少人口は、昭和 50 年から一貫して減少、「15 歳～64 歳」の

生産年齢人口は、昭和 55 年以降減少。一方「65 歳以上」の老年人口は、昭和 50 

年から増加している状況で、現在も少子高齢化が加速している。平成 30 年(7／1

現在)では「０～14 歳」9％、「15 歳～64 歳」56％、「65 歳以上」35％である。 

③人口動態 

平成 16 年～平成 25 年の自然動態は、死亡数が増加傾向にある一方で出生数は

減少傾向である。その後も長期的な減少が続き、平成 28 年では出生数 79 人、死

亡数 294 人となっている。社会動態は、平成 18 年から流出超過となり、自然動

態の減少傾向と相まって、近年の人口動態は年間 250～300 人の減少傾向にある。 

④就業者数 

第一次産業就業者が平成 2 年では約 28％を占めていたが、平成 2７ 年には約 

12％と半数以下に減少、第二次産業就業者は平成 2 年では約 27％を占めており、

その後増減しながらもほぼ横ばいで、平成 27 年では約 26％となっている。第三

次産業就業者は平成 2 年では約 44％を占め、その後は増加しており、平成 27 年

では約 62％となっている。 
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２．地域産業の現状と課題   

(1)地域産業の現状 

近年の城里町の業種別動向をみると次のとおりであり、卸売業・小売業を中心に事

業者数が大きく減少している。商圏に関しては、全体の吸収率は 46％で、他市町村か

らの吸収率は、常陸大宮市が食料品・日用品で 13％となっている以外、10％以上吸収

している市町村はない。流出率は、水戸市が全項目で最も高く、特に余暇・趣味関連

商品が 91％となっており、当町での消費が流出している現状である。流出先は、常北

地区が水戸市やひたちなか市へ、桂地区は常陸大宮市へ、七会地区は笠間市へ主に流

出している傾向がある。余暇圏は、全体の吸収率は 124％で流出率は、水戸市が 71％

で最も高くなっている（茨城県生活行動圏調査報告書より）。 

このような背景から、地域内で消費を喚起するだけでなく、他市町村からの吸収率

を高めていく戦略が必要となってくる。 

＜業種別小規模事業者数の推移＞ 
産業分類 （内容） 平成 21年 平成 26年 

Ｄ 建設業  161 140 

Ｅ 製造業  69 81 

Ｇ 情報通信業 

放送業、情報サービス業、映像情
報制作・配給業、音声情報制作業、
広告制作業、映像・音声・文字情
報制作に附帯するサービス業 

1 1 

Ｉ 卸・小売業   178 131 

Ｋ 不動産業・物品賃貸業 駐車場業、物品賃貸業 0 1 

Ｌ 
学術研究、専門・技術
サービス業 

  20 17 

Ｍ 
宿泊業・飲食サービス
業 

飲食店、持ち帰り・配達飲食サー
ビス業 

42 35 

宿泊業 5 4 

Ｎ 
生活関連サービス業、
娯楽業 

※旅行業と娯楽業を除く 78 66 

Ｏ 教育、学習支援業  10 16 

Ｐ 医療、福祉  10 16 

Ｑ 複合サービス事業 
 

6 4 

Ｒ 
サービス業（他に分類
されないもの）  

36 37 

 ※ 出典（「平成 21 年・26 年経済センサス‐基礎調査結果」（総務省統計局）) 

合計 
  

616 549 

 

(2)商業の現状と課題 

商業施設等に目を向けると、小売事業所は、2007（平成 19）年から 2012（平成 24）

年にかけて、店舗数は 46店減（24.2％減）、年間商品販売額は約 30億円（29.0％減）

の大幅な減少となっており、町内経済や町民の日常生活への影響が深刻といえる。 

他方で、店舗面積は約 4，200 ㎡増加しており、１事業所当り・従業者１人当りの

売場面積が増加していることを踏まえると大・中型店舗開業の影響と考えられ、地元

資本や個人商店等の小規模事業者が減少していることが類推される（城里町人口ビジ

ョン、平成 28年 3月）。 
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本町の商業は、国道 123 号沿道の店舗が中心だが、景気の低迷や近隣への大型店

の出店に伴い、消費の地元離れが進んでいる。また、商店経営者の高齢化や、後継者

不足により店舗数の減少も続いている。 

地域の商業は、商品やサービスを提供するだけでなく、情報交換の場、交流の場、

また、地域文化を発信する場としての機能を有している。 

このため、今後も商工会を中心として、経営者の意識改革と連帯意識の高揚、経営

力の強化を支援していくとともに、農業や観光、交流や文化施策と連携した商店街の

魅力づくりに地域ぐるみで取り組み、商業の振興を図っていく必要がある。 

 

(3)工業の現状と課題 

本町の工業は、比較的小規模な事業所が立地しているのが特徴であり、平成 21 年

から平成 26年にかけては、茨城地域材を活かして事業を行う木材・木製品製造業（家

具を除く）、プラスチック製品製造業、窯業・土石製品製造業などを中心に事業所数は

増加しているものの従業者数は減少しており、その傾向が顕著になっている。 

工業は地域雇用の受け皿としても重要であることから、今後とも周辺の豊かな自然

や居住環境と共存した既存工業の振興を促していくとともに、新たな雇用の創出に向

けて、環境保全技術や情報化産業など自然豊かな本町の環境に合った新しい分野の産

業をにらみながら、新たな工業用地の確保や、小・中学校の跡地等を活かした優良企

業の誘致に取りくんでいく必要がある。 

 

＜製造業における小規模事業者数の推移＞ 
 事業所数 従業者数 

産業分類 平成 21年 平成 26年 平成 21年 平成 26年 

Ｅ 製造業 69 81 411 398 

09 食料品製造業 5 6 19 10 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 9 10 35 48 

11 繊維工業 4 5 35 28 

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 1 6 2 17 

13 家具・装備品製造業 7 8 28 33 

15 印刷・同関連業 1 2 2 8 

16 化学工業 1 0 1 0 

18 プラスチック製品製造業 5 7 25 51 

19 ゴム製品製造業 2 1 23 3 

21 窯業・土石製品製造業 7 10 49 59 

22 鉄鋼業 0 1 0 3 

23 非鉄金属製造業 0 2 0 4 

24 金属製品製造業 8 4 40 14 

25 はん用機械器具製造業 3 4 8 30 

26 生産用機械器具製造業 1 2 19 4 

27 業務用機械器具製造業 4 5 37 36 

28 
電子部品・デバイス・電子回路製
造業 

1 0 17 0 

29 電気機械器具製造業 4 2 46 23 

30 情報通信機械器具製造業 1 0 17 0 

31 輸送用機械器具製造業 2 0 3 0 

32 その他の製造業 3 6 5 27 

※ 出典（「平成 21年・26年経済センサス‐基礎調査結果」（総務省統計局）) 



４ 

(4)人口の維持や町の活性化に関する課題 

前述したように、城里町では、高齢化が進行しており、現在のままでは人口増加を

見込むことは困難となっていることから、積極的に若い世代や若者の起業者などの移

住を促進することが必要となっている。 

 

Ⅱ 城里町の地域産業振興における方向性 

 

上記の課題を踏まえ、城里町では、第２次城里町総合計画（平成 28 年度～平成 37

年度）において次のような目標を掲げている。 

【商工業の振興に関する基本方針】 
多様化する消費者ニーズに柔軟に対応できるように商工会と連携し、身近な商業地としての魅力

の向上と商業経営の近代化を目指す。また、商店街組織の育成・強化に取り組むとともに、既存商

店街の活性化を支援する。 

また、既存工業の活性化、雇用促進のための新規企業誘致検討、工業用地の確保など、多面的な

工業振興を図る。 
【施策の方向の概要】 
(1)商業地での賑わい創出…町の中心市街地のにぎわいを取り戻すため、見せる・楽しめる商店街づ

くりやサービス向上による魅力化を促進する。また、新規出店者の募集や出店支援、空き店舗

を活用したチャレンジショップ事業の展開などにより、商店街の活性化を支援する。 

(2)道の駅かつらの充実（道の駅の建て替え）…観光客が立ち寄りたいと思う魅力的な店舗を目指し

て、老朽化している道の駅かつらの建て替えも視野に入れて充実を図る。 

(3)国道 123 号バイパス沿いへ大型商業施設誘致…町内だけでなく、近隣からの集客が期待できる

大型商業施設の誘致を図る。 

(4)買い物支援…ひとり暮らしや歩行が困難などで日常の買い物に支障がある高齢者を支援するた

め、民間企業による移動商店の出店を促すなどの取り組みを実施し、買い物の場の確保を図る。 

(5)経営近代化の促進…多様化する消費者ニーズに柔軟に対応できるよう商工会と連携し、商業経営

者への経営指導、意識啓発や経営の近代化を図る。 

(6)商店街組織・商工業の育成強化…地域の歴史や文化・伝統工芸などと連携した回遊性のある商業

展開や、集客を促すイベント、ＰＲ活動を通して、商店街組織の育成・強化に取り組み、本町

の個性を生かした既存商店街の活性化を図る。 

(7)既存工業の振興…経営の近代化、生産技術の高度化を促すとともに、特産品加工などの地域資源

活用の取り組みを支援し、既存工業の振興を図る。 

(8)地域ブランドの形成…米や野菜など、城里町産の農林水産物や、自然の景観、伝統工芸等といっ

た地域資源を効果的に活用し、全国に向けたプロモーションを行うなど、情報発信をしながら

地域ブランドを確立し、産業振興を図る。 

 

【新たな産業の誘致・育成に関する基本方針】 
環境保全技術や情報化産業など新しい分野の産業をにらみながら、既存の地域資源や産業、全町

に敷設された光ファイバー網などを活かし、本町の豊かな自然環境や居住環境に適合した優良企業

の誘致を図る。 

また、観光産業や地域の特産品を活かした新たな産業展開や、若者の雇用の場、高齢者の生きが

い対策と連携した仕事づくりなど、地域密着型の産業振興に取り組んでいく。 
【施策の方向の概要】 
(1)新規企業の立地促進…地域に応じ、地域や町全体の活性化につながる企業の誘致を行う。 

(2)起業の支援…町に移住し、起業を希望する人に、町内にある空家等を無償又は低価格で提供する

など空家等を活用した支援策を検討する。町の発展が期待できる起業に対しては、町ぐるみで

支援する体制を整備する。 
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(3)企業立地に対する優遇…城里町企業立地奨励金交付要綱に基づき、立地企業や用地提供者に対す

る企業立地奨励金を交付し、本町のＰＲと企業立地を促進する。 

(4)企業誘致のための新たな資金調達手法の検討…起業のための新たな資金調達方法として、クラウ

ドファンディングの活用が可能となるように、クラウドファンディング事業者や民間金融機関、

施策実行者との間を取り持ち、支援することで地域活性化につなげる。 

 

Ⅲ 城里町商工会の役割と課題 

 

商工会は設立以来、本町の発展のために力を尽くしており「地域内における商工業

者の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し、もって国民経

済の健全な発達に寄与すること」といった目的を持つ組織であり、当地域唯一の総合

経済団体として、地域経済の中心的な支援機関としての責務を果たし、ひいては地域

経済の活性化に資する事が使命である。 
しかし、これまでの商工会業務は、金融、税務、労働などの経営関連事務の支援代

行の性格が濃く、経営課題の根本的な解決をサポートするには至らないケースが多い

傾向にあった。そのため、当商工会としては、経営課題の解決に取り組む小規模事業

者に対して、調査分析・事業計画の策定・販路開拓支援等、きめ細やかな支援体制を

構築することや、職員の支援能力の向上、関係機関や専門家との連携強化などが課題

となってきている。 

 
Ⅳ 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
 

城里町は、第２次城里町総合計画（平成 28 度年～平成 37 年度）の中で、①多様化

する消費者ニーズに柔軟に対応できるように商工会と連携し、身近な商業地としての

魅力の向上と商業経営の近代化を目指す。また、商店街組織の育成・強化に取り組む

とともに、既存商店街の活性化を支援する。②既存工業の活性化、雇用促進のための

新規企業誘致検討、工業用地の確保など、多面的な工業振興を図る基本方針を掲げ、

各種施策を展開している。その中で、商工業の振興施策として、「商業地での賑わい創

出」・「経営近代化の促進」・「商店街組織・商工業の育成強化」「地域ブランドの形成」

による商工業・観光業の活性化を掲げている。 
城里町商工会は、地域唯一の経済団体であり、小規模事業者の支援機関・支援施策

の最前線窓口として、また地域経済活性化の要となるべく、関係機関と連携強化を図

りながら組織強化・支援体制整備に努める。 
そして城里町の１０年先のビジョンを見据えながら、城里町の総合計画と連携した

「地域のブランド化・賑わいの創出による地域活性化」「小規模事業者の経営の持続的

発展による産業振興」を中長期的な振興の在り方とし、将来的に持続可能な経営と地

域発展をめざす上で、「城里ブランドの構築と発信」等による知名度向上、既存産業の

再活性化・担い手育成・起業創業の促進を視野に支援策を実施してゆく。 
 
Ⅴ 小規模事業者振興の目標 

 

上記の「小規模事業者に対する中長期的な振興のありかた」をふまえ、当会として

は小規模事業者振興の目標として以下の項目を掲げ、５年間における本事業期間内に
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おいて小規模事業者に寄り添いながら経営発達支援事業の効率的な実施を図り、小規

模事業者の持続的発展を目指す。 

 

（１）小規模事業者の経営改善の支援にむけた伴走型支援体制の構築 

経営指導員の支援力を向上させ、小規模事業者にとって最も身近な経営支援者とし

ての地位を確立し、小規模事業者の伴走型支援体制を確立する。 

 

（２）商工会を中核とした連携支援体制の構築 

行政および地域金融機関といった関係機関等との連携強化を図り、生産拡大･販売促

進の取組を推進する体制及び場を構築する。商工会はその中核として機能する。 

 

（３）小規模事業者のための起業・創業の支援力向上 

起業・創業希望者を町ぐるみで支援する体制を構築するため、経営指導員の支援力

の向上を図る。起業・創業希望者に対し行政・商工会・金融機関等の連携により町ぐ

るみで支援し、創業後のフォローアップにより持続的発展を促し、地域経済の活性化

に寄与することをめざす。 

 

（４）地域の魅力の特性を踏まえた地域ブランドの構築及び賑わいの創出 

小規模事業者が取り扱う商品等の高付加価値化や新たな販路開拓、主要な観光資源

である「古内茶」等を活かした付加価値の高い地域ブランド商品を生み出し育てる。

インバウンドや海外展開も視野に入れながら販路開拓を支援するとともに、各個者の

魅力づくりの支援を通し、地域活性化のための場をつくり、まちの賑わい創出を実現

する。 

 

Ⅵ.小規模事業者振興の目標達成のための方針 

 

（１）小規模事業者の経営改善の支援にむけた伴走型支援体制の構築 

経営指導員が小規模事業者に寄り添いながら、小規模事業者の現状把握、真の

問題点と課題の認識を促し、課題解決のために実現可能性の高いビジネスプラン

の策定を行う。また、目標達成に向けた販路開拓をはじめとする実行支援、環境

変化に合わせたビジネスプランの変更等のフォローアップまで、伴走型で一貫し

た支援を行う。 

 ・地域経済に関する情報収集とその活用の徹底、経営状況分析・需要動向調査の

促進、事業計画策定支援の強化、計画策定後の実行支援の徹底。 

 

（２）商工会を中核とした連携支援体制の構築 

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、それぞれの役割の明確化と強化を図る

ことで、地域の小規模事業者の期待や要求に対応可能な支援体制を整備する。 

 ・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、有機的・効率的な支

援を連携して実施していく体制の構築、支援ノウハウの向上や販路開拓等に向

けた情報交換の場の構築。 
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（３）小規模事業者のための起業・創業の支援力向上 

地元金融機関や地域の関係各団体と連携し、支援メニューのＰＲを図ることで

起業・創業希望者の掘り起こしを図り、事業計画策定からフォローアップまで伴

走型による個者支援を行うことで、地域経済の活性化に貢献する。 

 ・創業希望者の準備状況に応じたきめ細かい支援、チャレンジショップなどを活

用した創業支援、イベント・商談会等への優先参加と出展に関するきめ細かな

ノウハウ提供、成熟度に応じた支援を実施。 

 

（４）地域の魅力の特性を踏まえた地域ブランドの構築及び賑わいの創出 

徳蔵寺や龍谷院、鶏足山をはじめとする歴史・自然等の地域資源、古内茶やレ

ッドポアロー（赤ネギ）などの農産物資源等を活かした新商品開発や販路開拓事

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す。 

また、空き店舗を利用したチャレンジショップや城里マルシェ(※)の開設、個

店支援による商店街の魅力度向上等を通して、商店街のにぎわいづくりを行う。 

 ・歴史や観光、農産物資源を活かした企業振興と地域ブランドの形成、「賑わい

づくり委員会」による地域活性化のための場づくり、個展支援を通した商店街

のにぎわいづくり。 

   ※城里マルシェ：「食べる」「買う」「楽しむ」をキーワードに、多様な団体を

取り込んで市場形式で出展者を募り、消費・購買の流れ創出を図る個社支援

及び商店街活性化事業。 
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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】 

地域の経済動向に関する情報収集については、経営指導員がそれぞれ新聞やインタ

ーネット等により情報を収集しているが、統計データ等による情報の収集・整理につ

いては商工会として体系化しておらず、有効な活用はできていない。また、城里町内

における商業・工業など各業種別の景気動向などについても調査不足であり、質量の

両面で、地域の経済動向に関する情報提供機能を充実させることが課題である。 

今後は小規模事業者が、自社の経営課題の抽出や経営力強化に向けた事業計画策定

のための基礎資料として活用できるよう、次の具体的事業内容により地域の経済動向

調査を行っていく。 

 

【事業内容】 

 (1)各種統計資料を活用した地域経済動向調査（新規） 

収集すべき各情報を分野別に整理した後、インターネットや書籍及び各種調査・ 

   媒体データから情報を収集・整理する。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や専門家等と連携し、小規模事業者にとって適切 

で有効な情報提供を行う。 

なお、調査項目は下表の通りであり、成果の効果的活用を図るものとする。 
○調査項目 

分野 情報入手先 項 目 
基本的な 
調査周期 

ビック 
データ 

経済産業省 
内閣官房 

地域経済分析 
システム(RESAS) 

地域経済循環マップ・精算分析 
→何で稼いでいるか等の分析 
まちづくりマップ・From-to分析 
→人の動き等の分析 
産業構造マップ→産業構造等の分析 
その他、人口マップ、観光マップ等 

１年毎 

景況 

中小企業庁 
中小企業景況調査
報告書 

業種別・国内中小企業の業況判断Ｄ
Ｉ、売上額ＤＩ、採算ＤＩ、資金繰り
ＤＩなど 

四半期毎 

茨城県 
景気ウォッチャー
調査 

業種別・県内５地域に分け、現状判断
ＤＩ、先行き判断ＤＩ、地域別動向（特
徴的動き）など 

四半期毎 

市場 
動向 

城里町、観
光協会 

住民基本台帳デー
タ、観光データ 

人口・世帯数等、イベント入込客数、
観光客入込客数など 

1年毎 

総 務 省 統
計局ＨＰ 

家計調査、家計消
費状況調査 

消費動向、市場規模など 1年毎 
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○調査方法等 

①調査方法…商工会職員で各データの情報収集を行い、外部専門家と連携して分析を行う。 

②提供方法…調査分析結果を整理し、年に１回、当会ホームページで公表するとともに、小

規模事業者等の経営相談時にも提供してゆく。 

 
(2)業種別の小規模企業等景気動向調査（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」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の 
景気動向等について、業種別の調査・分析を年２回実施する。 

○調査対象業種 

・建設業、製造業、卸・小売業、飲食業、サービス業の 5業種（１業種 10社を対象に調査） 

○調査項目 

・(a)売上 (ｂ)採算（利益）(ｃ)資金繰り（ｄ）景況感 (e)従業員数の変化 (f)設備投資の

有無 (g)経営上の問題点など 

○調査方法等 

①調査方法…毎年 1回実施する。上記「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加 
した調査票を作成し、１業種 10社ずつ合計 50社に郵送し、商工会職員が回収 

する。回収した調査票は商工会職員が集計し、外部専門家と連携し分析する。 

②提供方法…調査分析結果を整理し、年に１回、当会ホームページで公表するとともに、小 

規模事業者等の経営相談時にも提供してゆく。 
 

【活用方法】 

  ・これら調査等の分析結果は、小規模事業者が利用しやすい情報（視覚的に内容を 

すぐ理解できるもの）に加工し、レポートとしてまとめ、年１回ホームページで 

公表し、広く小規模事業者等に周知する。 

・小規模事業者等に対して情報提供するとともに、併せて経営指導員等が巡回・窓 
口指導を行う際の参考資料とする。小規模事業者の事業計画の作成、創業や経営 

革新等の相談・支援時に助言する参考資料として活用してゆく。 
  ・さらに、調査・分析結果から経営上の課題を先取りし、経営に関するセミナーの 

企画立案の参考とし、セミナー等開催時には、整理・分析したデータ等を参加事 

業者に説明・周知する。 

 

【目 標】 
調査項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

各種統計資料調査分析

ホームページ公表回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

業種別景気動向調査 

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、これまでマル経資金斡旋の相談時、県の

融資制度斡旋時・自治金融制度斡旋時や確定申告時に行われるにとどまっていた。ま

た、小規模事業者にとっても分析結果を理解するのが困難であり、戦略構築やビジネ

スモデルの革新を視野に入れた深く掘り下げた指導には至らないことが多かった。 

今後は、小規模事業者の持続的経営発展に向け、次の方針に基づき経営状況の分析

に関する支援を行っていく。また、分析にあたり専門家の助言を受ける場合、経営指

導員はＯＪＴとして分析に関する知識やノウハウを習得する。 

 

 (1)経営分析の必要性や重要性の周知活動（新規） 

 (2)経営カルテを活用した真の経営課題の抽出（拡充実施） 

 (3)当会および他機関との連携による課題解決（拡充実施） 

 

【事業内容】 

(1)経営分析の必要性や重要性の周知活動（新規） 

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。 

また、商工会としては、(2)の経営カルテを基軸に、経営分析の受診→評価および

解説→経営力向上に向けた提案という、分析と活用のサイクルを仕組み化する。 

 

 (2)経営カルテを活用した真の経営課題の抽出（拡充実施） 

経営カルテを利用した経営指導員による経営分析を実施する。これまでの経営カ

ルテは、経営指導員が小規模事業者から直接ヒアリングした情報をもとに作成して

いるが、経営指導員の認識とノウハウが不足しているため十分な分析が行われず、

活用も効果的とはいえなかった。 

今後はヒアリング後の分析面を強化し、適宜、専門家の助言を受けながら、小規

模事業者の真の経営課題を見出すほか、今後の経営に対する気づきを与え、その後

のフォローアップにより事業計画策定支援に繋げていく。 
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＜経営カルテ（調査シート）抜粋＞ ※ヒアリング用（作成中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜経営カルテ（分析結果シート）抜粋＞ ※アウトプット用（作成中） 
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＜経営分析の内容＞ 
○対象者の掘り起こし 

・経営指導員の巡回・窓口相談や個別相談会、各種セミナー等を通じた対象者の掘り起こし 

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

 

情報収集・分析

領域 
情報収集・分析項目 収集方法  活用 

①組織基本情報 

1.組織概要 

2.ビジネスモデル 

3.顧客獲得方法 

4.近年の状況 

会社案内 

ホームページ等 

 

◎真の経営

課題の抽

出 

 

 

 

◎経営方針

(戦略代替

案)の作成 

②販売する商品

又は提供する

役務の内容 

1.商品・サービスの特徴（売筋、売

上構成比なども）、変化の方向性 

2.顧客の特徴、変化 

3.競争業者の特徴 、変化  

商品別売上高・

売上構成比 

競争業者ホーム

ページ、業種別

審査辞典等 

 

③保有する技術

又はノウハウ 

1.顧客価値や競争優位のポイント 

2.競争優位の源泉（技術・ノウハウ

など知的資産の内容） 

3.蓄積の経過／顧客価値や競争優

位との結びつき 

「バリューチェ

ーン強み・弱み

分析シート ※1」

および「顧客価

値を高めている

競争力の源泉確

認シート ※2」に

より補完 

 

④従業員等の経

営資源の内容 

1.顧客価値や競争優位のポイント 

2.競争優位の源泉（主要な装置・設

備・施設の内容、社員の保有スキ

ル、主要なビジネスパートナー

（BP）とその提供価値の内容） 

3.蓄積の経過／顧客価値や競争優

位との結びつき 

 

⑤財務の内容そ

の他の経営状

況の分析 

1.成長性、収益性、安全性、資金繰

りなど 

決算書・財務資

料 

 

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

行うことを基本とし、それぞれの「情報収集・分析領域」について、上記「収集方法」によ

り情報を補完する。また、適宜ＡＢＣ分析などの手法のアドバイスを行う。 

※1…バリューチェーンに沿って、競争業者と比較することで自組織の強み弱みを明らかにす

るための当所独自シート 

※2…「顧客価値や競争優位のポイント」「競争優位の源泉」「蓄積の経過／顧客価値や競争優

位の源泉との結びつき」の関係性を整理するための当所独自シート 

○分析方法 

・担当経営指導員によるヒアリング内容・作成シートをもとに、経営指導員全員で構成する経

営分析検討会により分析内容のブラッシュアップを行い、経営カルテ（分析シート）を完成

させる。 

○小規模事業者に対する情報提供・成果の活用 

・分析および情報提供のタイミングとしては、小規模事業者から相談があった場合および事業

計画の立案時と、その後１年毎に分析を実施し、事業計画の策定・改善に活用する。 

・分析結果は、上述した＜経営カルテ（分析結果シート）＞ により事業者に提供するととも

に、データベース化し内部共有することで経営指導員等職員の支援力向上に役立てる。 
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○成果の活用 

・中小企業診断士等の専門家と連携し分析を行う。これにより、小規模事業者の真の経営課題

を見出すほか、今後の経営に対する気づきを与え、その後のフォローアップにより事業計画

策定支援に繋げていく。 

・特に若手経営者（後継者含む）には、経営分析の必要性に関する気づきを与えることを重視

するほか、経営者自身の経営分析力の向上をセミナーなども活用し支援する。後継者のいな

い経営者には、経営を持続に焦点をあてながら支援を実施していく。 

・作成した経営カルテは、データとして蓄積・管理し、業種、規模別等によりデータベース化

した後、経営指導員が閲覧できるようにする。 

 

 (3) 当会および他機関との連携による課題解決（拡充実施） 

分析の過程で、早急に課題解決の必要性が生じた場合には、これまでも、商工会

担当経営指導員が中心となり助言指導を行っている。今後は、より高い水準で課題

解決にあたるため、専門的な課題等については、茨城県、茨城県商工会連合会、地

域金融機関、よろず支援拠点、中小機構等のコーディネーター、中小企業診断士等

と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 

【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･窓

口相談対応事業者数 

（116） 120 130 140 150 150 

セミナー開催回数 1 1 2 2 2 2 

セミナー参加事業者数 10 10 20 20 20 20 

経営分析事業所件数 未実施 10件 15件 15件 20件 20件 

   ※本項目の経営分析対象事業所と前項目の業種ごと経営データ分析事業所は異なる。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

小規模事業者に対する事業計画の策定支援は、これまで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。また、小規模事業者自身も事業計画策定の意義や重要性に対する認識も

低いのが現状である。 

具体的には、融資相談の際における経営革新計画の策定に関する働きかけや、小規

模事業者持続化補助金等の募集の際に、書面による個別相談会の案内・個別相談会の

開催を年に１～2 回程度行っているだけであり、支援対象となり得る小規模事業者へ

の積極的なＰＲや、支援先の掘り起こしもあまり実施していなかった。 

今後は、積極的かつ計画的な提案による支援事業者の掘り起こしを行い、地域経済

動向調査や経営分析等の結果を踏まえた事業計画策定セミナー等を開催し、より実効

性のある伴走型の支援を行う。 
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（参考）城里町商工会における支援の現状 
 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

経営革新計画 

 支援事業者数 ３事業所 ２事業所 ２事業所 ３事業所 

承認事業者数 ３事業所 ２事業所 ２事業所 ３事業所 

持続化補助金 

 支援事業者数 １０事業所 １６事業所 ７事業所 ５事業者 

採択事業者数 ７事業所 １３事業所 ７事業所 ４事業者 

 

【支援に対する考え方】 

  小規模事業者側では、補助金の採択など短期的な成果を得ようとする意識が強く、 

自社が将来あるべき姿とその実現に向けたストーリーなど、中長期的な考え方が不足 

している。 

将来に向けた実効性の高い伴走型支援を行うためにも、持続化補助金等支援の相談

機会を活かしながら、その実現可能性が高い事業計画策定支援につなげるため、以下

の項目により支援の取り組みを行う。 

なお、専門家派遣等を活用した支援を行う場合には、経営指導員等職員は連携しな

がらＯＪＴを兼ね、支援のための知識やノウハウを習得することに努める。 
(1)巡回・窓口指導等を活用した事業計画策定の掘り起こし（拡充実施） 

(2)事業計画策定セミナー及び相談会等による事業計画策定支援（拡充実施） 

(3)専門家派遣制度の活用（拡充実施） 

(4)創業者のための事業計画策定支援（拡充実施） 

(5)事業計画策定事業者による成功事例発表会の開催（新規） 

 
【事業内容】 

(1)巡回・窓口指導等を活用した事業計画策定の掘り起こし（拡充実施） 

  これまでは、深く事業計画の策定相談に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データ

化し、巡回先・窓口相談の際に活用しながら、積極的な提案を行っていく。 

事業計画の重要性と気づきを与え、事業計画策定へとステップアップを図るため 

のセミナー開催などの取り組みにより、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)事業計画策定セミナー及び相談会等による事業計画策定支援（拡充実施） 

これまでの事業計画策定支援は、金融相談・持続化補助金・ものづくり補助金等

の申請などの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

的であったが、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ＰＲも実施する。 

計画策定にあたっては、経営指導員が中心となり、外部専門家との連携も図りな

がら、実現可能性の高い計画策定を伴走型で支援する。併せて、事業承継を目指す
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事業者や事業承継をきっかけに経営革新や事業転換への挑戦を志す事業者に対して

も、事業計画策定支援の一環として実施する。具体的な内容は次の通り。 

成熟度 支援内容 

①初めて事業計画を

作成する小規模事

業者 

【方針】 

・経営指導員による巡回訪問・窓口相談時に事業継承相談を含め事業

計画策定の重要性と気づきを与え、まずは実際に計画を作ってみる

ことを重視し、事業計画策定セミナーの参加につなげる。 

【セミナーでの支援手順・方法】 

1.計画の仕組みの説明…計画書の目的と仕組み、メリットを丁寧に

説明する。 

2.現状認識を支援…前述の経営分析を実施し課題を抽出する。基本

的に指導員が主導する。 

3.戦略代替案の列挙と戦略決定…一緒に方針を考える。基本的に指

導員が主導しデータ入力、書類出力を行う。 

4.価値形成までの構想作成…一緒に製品化や販売方法を考える。基

本的に指導員が主導しデータ入力、書類出力を行う。 

5.数値目標決定…一緒に収益シミュレーションを行う。基本的に指

導員が主導しデータ入力、書類出力を行う。 

【留意点】 

・まずはＰＤＣサイクルの起点をつくること、計画経営を根付かせる

ことを重視するため、指導員がリードし、形にすることが目標。 

【支援期間・回数】 

・セミナー参加後、原則として経営分析２回、計画書作成５回以内を

目標とし、2ヵ月以内で作り上げる。 

②過去に事業計画策

定した事がある小

規模事業者 

【方針】 

・戦略部分に関わる事項を中心に指導していく。 

【セミナーでの支援手順・方法】 

1.現状認識を支援…前回計画の振り返りを行う。事業者が主導し指

導員がサポートする。 

2. 戦略代替案の列挙と戦略決定…一緒に方針を考える。事業主の

方針をもとにブラシュアップを支援する。 

3.価値形成までの構想作成…一緒に製品化や販売方法を考える。事

業主が主導する。 

4.数値目標決定…一緒に収益シミュレーションを行う。事業主が主

導する。 

【留意点】 

・事業者の計画経営を支援する。事業者の成熟度に応じて支援内容を

変え、計画の事業性向上に関与する。 

【支援期間・回数】 

・セミナー参加後、原則として経営分析１回、計画書作成３回以内を

目標とし、１ヵ月以内で作り上げる。 

 

(3)専門家派遣制度の活用（拡充実施） 

上記(1)および(2)により「なぜ必要なのかという事業計画の意義の理解」、「計画

策定のための情報収集・分析」「真の経営課題の抽出」「打開策・方針の検討」から
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「事業計画の策定」までの伴走型支援について、経営指導員を中心とした連携支援

体制を整備する中で、茨城県よろず支援拠点や茨城県商工会連合会のエキスパート

バンク制度（経営・技術強化支援事業）、ミラサポ等の専門家派遣制度を活用し、外

部専門家と連携を図ることで総合的・先進的なアドバイスを受けながら、事業者支

援のための商工会職員ＯＪＴにもつなげる。 

 
(4)創業者のための事業計画策定支援（拡充実施） 

創業希望者に対しては、収集した各種調査分析結果等を踏まえた積極的な提案を

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。具体的には、創業

希望者の準備状況（起業に至るまでのステージ）に応じて、次の支援を行う。 
ステージ 支援内容 

①起業無関心者 
・起業について現在関心がない者に対しては、商工会ホームペ

ージを通じて、支援メニューや空き店舗を利用したチャレン

ジショップのＰＲ、起業・経営に関する情報提供を行う。 

②起業希望者 

・起業に関心があり起業したいと考えているが、現在具体的に

準備を行っていない者に対しては、「事業に必要な専門知識、

経営に関する知識・ノウハウ」を提供するためのセミナーを

開催し、創業計画書の作成に関する基本知識を提供する。 

③起業準備者 

・現在起業に向けて具体的な準備を行っている者に対しては、

創業計画書の策定を個別に支援するほか、資金調達や許認可

などに関するアドバイスを行う。 
・創業計画書のテンプレートとして日本政策金融公庫の様式を

使用する。記入例も日本政策金融公庫のものを参考にするが、

それぞれの項目ごとに別紙で詳細を説明することを推奨し、

そのための記入例（特に事業コンセプト（誰に、何を、どの

ように）、強み・事業性、独自性・実現性）を業種ごとに用意

する。基本的には、これを参考に自力作成を促し、メールや

当所窓口において添削指導を行い、計画を磨き上げていく方

法をとる。 

④起業家 
・起業を実現した者に対しては、後述の実施支援の内容に基づ

き適切なサポートを行うとともに、必要に応じて事業計画の

見直しに関するアドバイスを行う。 
   ※上記ステージは、2017年版「中小企業白書」から引用。 

 

 (5)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、経営力強化に効果があった小規模事業者が成功体験を

発表する機会を設ける（発表企業は商工会が働きかける）。この機会に、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、事業計画を策定するきっかけ

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。 

なお、成功企業の定義は、必ずしも財務的成果を求めず、組織風土の改善や販路

開拓、従業員のモチベーション向上のほか、経営革新計画の承認や持続化補助金・

ものづくり補助金などの採択・実行の成功事例等、幅広いとらえ方をする。なお、

発表事業者は、前年度に事業計画を策定した個社から計画期間終了後 1 年以内の企

業を対象とする。 
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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 

事業計画策定セミナーの

開催回数 
1回 2回 2回 2回 2回 2回 

セミナー参加事業者数 10事業所 10事業所 15事業所 15事業所 20事業所 20事業所 

事業計画策定 

個別相談会相談事業所数 
7事業所 10事業所 12事業所 12事業所 15事業所 15事業所 

事業計画策定 

事業所件数 
3件 5件 5 件 7件 10件 10件 

創業計画書策定 

セミナー回数 
0 1回 1回 １回 1回 1回 

創業計画書策定 

セミナー参加者 
0 3人 5人 5人 5人 5人 

創業計画書策定 

事業者件数 
0 1件 2件 2件 2件 3件 

成功事例発表会 

開催回数 
0 1回 1回 1回 1回 1回 

成功事例発表会 

発表事業者数 
0 2者 3者 3者 4者 5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、次の方針に基づき、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。 

(1)フォローアップ強化による実施支援（拡充実施） 

 (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） 

 (3)計画遂行や見直しに有効な情報の迅速かつタイムリーな提供（新規） 

 

【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、事業計画の策定した企業すべてに対して、3 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。 

なお、初めて事業計画を作成し、その実行段階にある小規模事業者に対しては、

特に計画との差異に着目し、巡回頻度を高める（2 ヶ月に 1 回程度）とともに、そ

の原因分析を重視し、課題解決に向けた解決策を事業者とともに検討する。 
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また、気軽に相談しやすい環境づくりとして新たにメール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)計画遂行や見直しに有効な情報の迅速かつタイムリーな提供（拡充実施） 

事業計画を策定した事業者に対し、最新の需要動向や販路開拓に関する情報、支

援施策に関する情報等を提供する。郵送や手配り、ＦＡＸ送信により、見逃されが

ちな情報をタイムリーかつ効果的に発信することで事業者への広報効果を高める。 

 

【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 

新規事業所数 
3事業所 5事業所 5 事業所 7事業所 10事業所 10事業所 

フォローアップ 

回数 
3回 20回 20 回 28回 40回 40回 

創業フォローアッ

プ新規者数 
0 人 1人 2人 2人 2人 3人 

創業フォローアッ

プ回数 
0 回 6回 12回 12回 12回 18回 

   ※フォローアップは原則として計画期間に応じて終了まで実施する。 

 

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

拓に貢献できていないことが大きな課題となっている。 

特に、城里町では、農産物以外の地域を代表する土産品が乏しいことが地域内外の

消費者から指摘されており、地域資源を活用した新商品・新サービスの開発、生産等

が地域における課題ともなっている。 

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
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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事業者支援のための需要動向調査の調査手法等ノウハウが不足

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。 

 

(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） 

 (2)地域イベントや展示会等を活用した需要動向調査の実施（新規） 

 

【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する。 

 

(2)地域イベントや展示会等を活用した需要動向調査の実施（新規） 

ホロルのたまご町民まつりや個社支援を目的とした城里マルシェ、地域外で開催

される各種展示会（支援協定先である江戸区で開催される江戸川区民まつり等）の

会場及び商品・サービスの提供店舗で、地域資源（古内茶、レッドポアロー（赤ネ

ギ）、茨城地域材、歴史・自然資源など）から毎年１つを取り上げ（例えば 31 年度

は古内茶）、前述の事業計画を策定した小規模事業者や、新商品・新サービス開発や

既存改良に取り組む事業者が行う需要動向調査を支援し、小規模事業者の効果的な

商品開発や販路開拓の実現に結びつける。 

具体的には、イベントの来場者や店舗への来店者を対象とした消費者アンケート

調査及び、商談会や展示会でのバイヤー・仕入担当者を対象としたアンケート調査

を実施する。 

(2-1)一般消費者対象 需要動向調査・情報収集・分析支援（新規） 

①目的 
一般消費者等への需要開拓に向けて、新商品・新サービスの開発・既存商品改
良に取り組む小規模事業者が、消費者の実態・動向・商品へのニーズ等を適切
に把握するため、有効な情報の収集及び分析・活用を支援する。 

②支援対象 
（個社） 

・地域資源活用事業者等の新商品・新サービス開発及び既存商品・サービスの
改良に取り組む事業者（当地域の特産品等を活用する事業者） 

③調査対象 
・支援対象事業者の既存顧客 
・ホロルのたまご町民まつりやイベントや城里マルシェ、地域外で開催される
各種展示会等 

④調査方法 
・店舗への来店客等に対する、調査票アンケートによるヒアリング調査 
・イベント開催時の来場者に対する、調査票アンケートによるヒアリング調査 
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⑤調査項目 

【地域資源を活用した既存商品・新商品に対する調査項目】 
(a)商品・製品の価格 ※価格対品質等 
(b)品質・味・量 
(c)商品やパッケージのデザイン 
(e)関心度・商品の新鮮感 
(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・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 
(d)店舗や商品・サービスの知名度 
(e)店舗や商品・サービスを購入・利用経験 
(f)関心度   
(g)購入や利用のしやすさ 
(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 
イベント時調査及び試作品開発時の店頭調査それぞれに、１商品あたり 30 件を
標本数目標とする。イベント時調査を年 2 回、店頭調査も年 1～2 回実施する。 

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 
   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。 
(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 
  支援事業者が一般消費者から収集した需要動向調査の結果について、商工会

職員が集計し、必要に応じて専門家との連携も図りながら分析を行い、必要
な改善点を抽出。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、
支援事業者ごとに調査結果を取りまとめレポートを作成し、商品開発・改良
の参考データとして、事業者にフィードバックする。 

(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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(2-2)取引先・バイヤー等需要動向調査・情報収集・分析支援（新規） 

①目的 
主に取引業者（商社・バイヤー等）への更なる需要開拓、展示会等に来場する
商社・バイヤーへの新たな需要開拓に向け、開発する新商品・既存商品のニー
ズ等を適切に把握するため、有効な情報の収集及び分析、その活用を支援する。 

②支援対象 
・地域資源を活用した新商品開発・新サービス開発等に取り組む事業者 
・既存商品・新商品・サービス等の改良に取り組む事業者等 
・新たな加工技術の開発等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・既存バイヤー 
・出展展示会等に来場する商社・バイヤー 
・新たな加工技術開発を求める商社・メーカー等 

④調査方法 
・既存取引先・既存取引バイヤーへの、調査票によるアンケート調査 
・地元金融機関や中小企業団体中央会等が開催する商談会等に来場するバイヤ
ー等への、調査票によるアンケート調査 

⑤調査項目 

【地域資源を活用した新商品に対する調査項目】 
(a)商品・製品・サービスの価格 ※価格対品質等 
(b)品質・味・量 
(c)商品への関心度・新規性・需要見込 
(d)商品やパッケージのデザイン 
(e)取引ロット数 
(f)納期 
(g)納品方法 
(h)改善点（自由記載：品質、価格、その他改善を要する点） 
(i)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） 
 
【既存商品・新商品・サービス等に対する調査項目】 
(a)商品・製品・サービスの価格 ※価格対品質等 
(b)品質・味・量 
(c)商品への関心度・需要見込 
(d)商品やパッケージのデザイン 
(e)取引ロット数 
(f)納期 
(g)納品方法 
(h)改善点（自由記載：品質、価格、その他改善を要する点） 
(i)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） 
 
【新たな加工技術の開発等に対する調査項目】 
(a)加工品質・技術内容 
(b)新技術への関心度・需要見込 
(c)加工工程・納期等 
(d)加工技術に係る価格等 ※価格対品質等 
(e)改善点（自由記載：加工技術等へその他改善を要する点） 
(f)業界内のトレンド（求められている技術等）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 
標本数は、既存取引先・バイヤーごとに１商品あたり１件、展示会においては
出展するごとに１商品あたり３０件のアンケート標本を収集する。 
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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 

  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 

   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。 

(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 

  支援事業者が一般消費者から収集した需要動向調査の結果について、支援職

員が分析を行い、必要に応じて専門家との連携も図りながら、必要な改善点

を抽出。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 実施事業者数 

未実施 5事業者 5事業者 7事業者 10事業者 10事業者 

〈取引先・バイヤー対象〉 
需要動向調査 実施事業者数 

未実施 3 事業者 3 事業者 5 事業者 5 事業者 5 事業者 

※創業者についてもフォローアップの中で、経営状況に合わせて支援する。 

 

 

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、各種地域イベントの開催と参加

に関する広報活動や、会員への紹介に留まっており、小規模事業者の売上増加や新規

顧客の獲得に向けた支援としては限定的な状況となっていた。 

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

の売上増加や新規顧客の獲得に向けたより効果的な販路開拓支援を行っていく。 
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【事業内容】 

 (1)地域資源を活用した新商品・新サービスの開発、生産等の支援(新規) 

地域の強みとなりうる農林水産物、観光資源等の地域資源を活用した新商品・新

サービスの開発、生産等を支援する。また、市場投入後も新商品や新サービスの売

上状況や新規顧客の獲得状況を注視し、状況に応じて商品改良・開発を支援する。 
○主要対象者 

・飲食業、食品製造業の既存の小規模事業者及び飲食業、食品製造業の創業予定者 

○支援内容 

・徳蔵寺や龍谷院、鶏足山をはじめとする歴史・自然等地域資源、古内茶やレッドポアロー

（赤ネギ）等の農産物資源等を活かした新商品開発等に関する専門家個別相談会の実施。 

・上記地域資源等に関する情報提供（町と連携したホームページによる最新情報の提供、パ

ンフレット作製・配布によるお薦め情報） 

 

 (2)イベントや展示会等と連携した販路開拓支援（拡充実施） 

城里町で開催される「ホロルのたまご町民まつり」や「城里マルシェ」、地域外

で開催されるイベント（支援協定先である江戸区で開催される江戸川区民まつり）

の機会を活用し消費者向けに、また下記の展示会等への出展ではバイヤー・仕入担

当者との新たな繋がりの形成・販路開拓を支援する。 

 

(2-1)消費者への需要の開拓支援：ＢtoＣ（新規） 

①支援目的 
一般消費者への需要開拓強化を目指す小規模事業者対し、効果的な販売促進活動

を支援することにより、地域内外の需要開拓を支援する。 

②支援対象者 新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

③訴求対象 一般消費者等 

④支援内容 

イベント出展支援 

ホロルのたまご町民まつりや城里マルシェ開催時の商工会出店ブースに新た

に新規開発品の特設ＰＲコーナーを設ける。また、想定する江戸川区民まつり

では、主催者側と連携により当商工会関係事業者の出展ブースを確保し、開発

商品ＰＲブースの開設やＰＲ活動により、来場者に広く販路拡大を図って行く。  

なお、出展事業者に対しては、ＰＯＰや陳列手法などの販促技術指導を行う

ほか、フォローアップとして専門家と連携し出店結果を総括する機会を設ける

など、販路開拓の継続的な支援を実施する。 

 ＜ホロルのたまご町民まつり＞ 

 ・毎年 11 月に開催される町民まつり。農・商工・福祉など町内各分野が連携し 

  て開催する町最大イベントで、約 60の各団体出展ブースと例年 7000～8000 

人の来場者がある。 

ホロル＝城里ブランドイメージアップで誕生したキャラクター。 

 ＜城里マルシェ＞ 

 ・例年２月に商工会が個社支援の場として開催し、地域おこし協力隊等と連携 

する手作りイベント(今年で 3回目)。創業者や販路開拓に取り組む事業者に 

よる約 20の出展ブース、来場者は約 1000人。 

＜江戸川区民まつり＞ 

・毎年 10月、開催 40 回を数える区民手作りの一大イベント。Ｈ29年の来場者 

 は約 55万人を数え、地域から約 400団体が協力。物販等の出展・展示や各広 

 場での、各団体による発表会など。 
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【目 標】    ※創業者についてもフォローアップの中で、経営状況に合わせて支援する。 
支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

ホロルのたまご町

民まつり 
未実施 5事業者 5事業者 7事業者 10事業者 10事業者 

（売上増加率）  3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

城里マルシェ 3事業者 5事業者 5事業者 7事業者 10事業者 10事業者 

（売上増加率）  3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

江戸川区民まつり 未実施 2事業者 2事業者 3事業者 3事業者 5事業者 

（売上増加率）  3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

 

(2-2)商社・バイヤー等への需要開拓支援：ＢtoＢ（新規・拡充） 

①支援目的 
新たな需要の獲得を図るため、展示会への出展による販路開拓を目指す事業
者に対し、展示会開催情報提供や出展支援施策を活用することにより、展示
会出展の促進とそれによる販路開拓を伴走型で支援する。 

②支援対象者 新たな需要開拓を目指す事業計画を策定する事業者 

③訴求対象 商社、卸・小売業等のバイヤー等 

④支援内容 

展示会等出展支援 
全国の展示会等情報を収集し、会報やウェブサイトにより市内小規模事業
者に向けた情報提供を行い、茨城県産業大県創造基金等の展示会への出展
支援施策の活用、商品ＰＲ資料の作成・プレゼン方法等、具体的な出展事
前支援を実施し、提供する商品や希望する販路等に応じたバイヤー・商社
等が集まる下記展示会等への出展を支援する。出展後にも商談時の名刺交
換相手等へのアプローチ等を含め、商談成立に向けた伴走型支援を行って
ゆく。 

 ＜出展支援を想定する主な展示会等＞ 

 (ア)「めぶき食の商談会」 

  ・めぶきＦＧ(常陽銀行・足利銀行)主催により、茨城県内及び栃木県内で 

   定期的に開催。 

  ・出展事業者数 240社、予約商談数 約 600件（Ｈ30年 1月開催時） 

 (イ)「フードビジネスフェアいばらき」 

  ・茨城県中小企業団体中央会が主催。年 1回開催予定で、前回はＨ30年 

3月に開催。 

  ・出展事業者数 33社。来場バイヤー及び行政・関係機関担当者等数 270 

  （Ｈ30 年 3月開催時） 

 

 

【目 標】 

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

(ア)「めぶき食の 

商談会」 

出展事業者数 

未実施 2事業者 2事業者 2事業者 3事業者 3事業者 

  
商談件数 未実施 4件 4件 4件 6件 6件 

成約件数 

(1社当り) 
未実施 2件 2件 2件 3件 3件 
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(イ)「フードビジネス

フェアいばらき」 

出展事業者数 

未実施 2事業者 2事業者 2事業者 3事業者 3事業者 

商談件数 未実施 4件 4件 4件 6件 6件 

成約件数 

(1社当り) 
未実施 2件 2件 2件 3件 3件 

 

(3) ＥＣサイトを活用した販路開拓支援（新規） 

全国商工会連合会が運営するＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」への出展支援 

を通して、地域内小規模事業者の販路開拓・新たな需要につなげる。 
○主要対象者 

・新商品や新サービスの開発、商品やサービスの改良に取り組む小規模事業者 

・ネット販売を通じた販路開拓（地域外）に取り組む小規模事業者 

○支援内容 

・全国商工会連合会が運営するＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」に関する情報提供。 

・上記システムの利用を希望する小規模事業者に対し、経営指導員が専門家の助言を受け、

実際のホームページの開設や販売システム構築、出品や出展実現とフォローアップ支援。 

○期待効果 

・クリック＆モルタルによる、地域に埋もれている逸品の新たな販路開拓 

・小規模事業者および取扱商品及びサービスの認知度向上 

・新規顧客の獲得および既存顧客の購買頻度の向上 

 

 (4)メディア等の活用によるプロモーションの支援（新規） 

小規模事業者の多くが課題として掲げている情報発信力に関し、講習会の開催や

メディアの活用などを通して、情報発信力の強化を支援する。 
○主要対象者 

・商工業者（卸売業・小売業・サービス業・製造業） 

○支援内容 

・小規模事業者の情報発信力の強化に関する講習会や相談会を定期的に開催する。 

・新たに開発した新商品や新サービス等を茨城県庁広報広聴課等にプレスリリース配信を行

い、地元新聞（茨城新聞）や茨城県が運営するインターネットテレビ（いばキラＴＶ）な

どマスコミに情報提供する。また、商工会が支援した取り組み内容については、茨城県商

工会連合会の広報誌（約 43,000 部発行、年間６回）で紹介する。 

○期待効果 

・域内外の新規顧客の獲得 

・小規模事業者及び商品の知名度並びに認知度向上 

 

【目 標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

ECサイト出品 

事業所数 
未実施 2事業所 2事業所 3事業所 3事業所 3事業所 

メディア等プロモ

ーション事業者数 
未実施 2事業所 2事業所 3事業所 3事業所 3事業所 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

【現状と課題】 

現状においては、様々なイベント等の開催を通じて地域経済の活性化を試みている

が、どのイベントにおいても、一過性の効果を得るに留まっている。そのため、イベ

ント終了後においても継続的なにぎわい創出につながるような、仕組み作りを検討・

実行していくことが課題となっている。 

今後は、城里町が有する歴史資源や自然資源を活かして城里町の新しい楽しみ方を

提案する「城里町周遊マップ」を作成し、そこに地域内事業者の商品・サービスなど

も一体的に掲載することで、城里町ブランドの形成と一年を通して地域の魅力に触れ

ることが可能な継続的な地域のにぎわいを創出する。 

 

【事業内容】 

(1)地域経済の活性化のための場づくり（新規） 

城里町、観光協会、ＪＡ、商工会及び商工会青年部・女性部で構成する「賑わい

づくり委員会」を新たに設置し、会議において、「地域ブランド形成による賑わいづ

くり」をテーマとした地域の活性化の方向性について検討する。 

(2)商店街のにぎわいづくり（新規） 

地区内の商工業者は商業の流通の拠点としてにぎわっていた。しかし、現在は商

店経営者の高年齢化と後継者不足により店舗が減少している。商工会では、活力と

にぎわいのある町づくりを実現するため、事業推進にあたって、町や観光協会、地

元企業、ＪＡ等と連携し事業提案や方向性の検討を行っていく。 

主な取り組みとしては、新たに地域の消費者にとって徒歩で生活必需品を買いに

行ける場として、利用性の高い商店街を再現する。そのために、まずは城里マルシ

ェを核とした下記事業を実施する。 
○事業名 

・城里マルシェ開設事業 

○事業内容 

①公開ＤＩＹによる空き店舗を利用した拠点整備により、チャレンジショップ＆カフェの出

店を促す。カフェは、コミュニティカフェとする。 

②城里マルシェを、賑わいを創出するための中心スペースとし、創業希望者等に対し出店機

会を提供する。 

③その他、以下の事業を実施する。 

・テーマを決めた小規模なワークショップ 

・夢を持つ人たちのマッチング場を設定し、プロジェクト実現を助ける空間とする 

・多様な世代の交流の実現 

・チャレンジショップ形態でのシェア出店者へのサポート 

④当面、休日を中心に毎月開催を目標とし、将来的には毎週末の開催を目指す。 

○期待効果 

・本事業は、町内商店街のにぎわいづくりや、店舗数増による利用性の高い商店街の再現に

寄与する。 

・創業希望者等に対し、出店の機会を提供し商店街の交流客の増加を図り活性化に貢献する。 

・本事業が交流拠点となり、交流を促進する舞台としつつ、希望者とのマッチングの場とす

ることで更なる交流と交流から生まれる事業実現を期待できる。 
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【チャレンジショップ＆カフェ】イメージ 

 
 

 (3)歴史や観光、農産物資源を活かした企業振興と地域ブランドの形成（拡充実施） 

城里町には、魅力ある特徴を備えた地域資源があるが、それぞれ特徴は次のとお

りである。 
①地域の農産物 

・コンテストで日本一になった米「ななかいの里コシヒカリ」・桂地区でしか育たない赤ネ

ギ「レッドポアロー」・古内茶・町内で育てられた豚肉「キングポーク」・希少性の高い「花

びらたけ」など、豊かな自然に恵まれた環境の中で、城里町でしか採ることができない農

産物が存在する。 

②自然資源 

・城里町（旧七会地区）には、城里町最高峰 430.5ｍ「鶏足山」がある。近年は登山ブーム

もあり週末になると遠方より登山者が体力に合わせたコースで登山を楽しんでいる。景色

もよく晴れた日には遠く富士山を眺めることができ、山頂は 360度パノラマで水戸方面や

栃木方面を眺めることができる。鶏足山に於いては、毎年 11 月３日に「鶏足山ハイキン

グ」を開催し、昨年で３回を数えている。このハイキングの参加者は回を追うごとに増え

ており、最近では、ハイキングだけでなく、地元で採れた蕎麦を手打ちで提供したり、体

験教室としてこんにゃく作りや陶芸教室を体験する機会を設けているほか、地場産品の販

売や地元の無形文化財に認定された踊り等を開催し好評を得、地域振興に貢献している。 

③歴史資源 

・各地区に８つの寺院がある。弘法大使の伝説がある「徳蔵寺」、1300 年以上の歴史を有す

る真言宗の古刹「佛國寺」、弘法大使の開創「修多羅寺」、子供の守護「大山寺」、その他

「龍谷院」「小松寺」「寶憧院」「薬師寺」など、それぞれに歴史的な伝説がある。 

 

しかし、城里町のこうした魅力ある拠点は、地域ごとに点在しているため周遊ル 

ートもなく一般には浸透していないのが現状である。今後は城里町や町観光協会等
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と連携し、イベント等でのＰＲ活動や周遊ルートの確立、観光資源の活用等により

地域経済活性化を図る。 

具体的には、城里町が有する歴史資源や自然資源を活かして、城里町の新しい楽

しみ方を提案する「城里町周遊マップ」を作成し、そこに地域内事業者の商品・サ

ービスなども一体的に掲載することで、城里町ブランドの形成と一年を通して地域

の魅力に触れることが可能な、体系的で継続的な地域のにぎわいを創出する。 

 

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、地域の行政や金融機関等

との会合が都度実施されてきたが、具体的な情報・ノウハウ等の情報交換や実務レベ

ルの担当者同士による会合は行われていない。 

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、効果的な解決策の提示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。 

今後は支援機関同士の担当者がそれぞれの強みを活かした有機的・効率的な支援を

連携して実施していく体制を構築するとともに、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)経営発達支援連絡会の発足による情報共有および連携支援（新規） 
商工会、城里町、常陽銀行・筑波銀行の各担当者、茨城県商工会連合会専門経営

指導員等で構成する「経営発達支援連絡会」を発足する。「経営発達支援連絡会」の

各構成員が地域の重要動向、創業、各種施策の推進状況等の情報交換を年３回実施

し情報共有を実施する。 
特に、金融機関については、経営指導員と融資担当者が「顔の見える関係」を構

築し、相談案件の内容次第では同席や同行訪問支援を行い、強力な実務型連携支援

を実施する。 
 

 (2)商工会会議等の場を活用した情報交換（拡充実施） 

茨城県商工会連合会および茨城県内６ブロックの商工会代表職員によるＰＭ（プ

ロジェクトマネージャー）会議の場を活用し、支援の現状等について情報交換する

とともに、支援のノウハウ、支援の現状、今後の課題、成功事例や失敗事例等につ

いてより具体的な情報交換を行う。 

併せて各回ごとに、茨城県中小企業振興公社、茨城県中小企業団体中央会、中小

企業診断士協議会など連携機関を招いて、情報交換による支援情報の共有化を図る

ことも視野に入れ、年２回開催する。 
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(3)販路開拓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商品等の販路開拓に関しては、茨城県商工会連合会や地域

金融機関、茨城県中小企業団体中央会などの連携支援機関と、イベント・商談会等

への出店機会の情報を共有し情報提供できる体制を構築する。併せて出展時の販促

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図るため、

販路開拓情報交換会を年２回開催する。 

 

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、今後は、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、当会職員において次

の能力向上が必要不可欠といえる。 

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 

しかし、現在は、こうした取り組みが体系的・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は部分的なものにとどまっている。今後は、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)研修参加による能力向上（拡充実施） 

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（拡充実施） 

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)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

のノウハウにとどまらず、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。 

 

(4)職員間の支援ノウハウの共有化による資質の向上（新規） 

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をデータベース化し共
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有化を図るため、定期的（月１回）に報告会を開催する。また、その際、参加職員

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。なお、持ち寄った支援ノウハウや成功事例等は、

商工会の財産として共有化する。 

 

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】 

(1)事業評価委員会による評価・見直し案の取りまとめ 

外部有識者（城里町 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１回開催する。事業評価委員会は、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。 

 

 (2)正副会長会議における評価・見直しの方針の決定 

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。 

 

 (3)事業の成果・評価・見直し結果の理事会への報告・承認 

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。 

 

 (4)当所指導員を中心とした対応策の実施 

上記結果を受け、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・見直し結果の公表 

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.shirosato.biz/ ）、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 10月現在） 

（１） 組織体制 
① 城里町商工会（全体)  会員数 538事業所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 経営発達支援事業の事務局内実施体制 
城里町商工会では、税理士・経営コンサルタント等の専門家との連携が図られ、一定

のアドバイス体制も構築されているが、職員数も減少しているため、プロジェクトマネ

ージャー（ＰＭ）の指示の下、全職員が一丸となり本事業を遂行していく。 
 
【事務局体制図】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 城里町商工会 

・住所   〒311-4344 茨城県東茨城郡城里町阿波山 38-4 

電話  029-289-2132  Fax 029-289-2064 

e-mail   info@shirosato.biz 

ホームページアドレス http://www.shirosato.biz 
 

経営指導員

（ＰＭ） 補助員 記帳専任職員 記帳指導員 

1 1 1 1 

 
 
 

組織マネージャー 
プロジェクトマネージャー 

 

 
経営指導員 

 

    
  
    
    

スタッフ スタッフ スタッフ 

補助員 記帳専任職員 記帳指導員 

商 業 部 会 
 

建 設 業 部 会 

青 年 部 

会  長 副 会 長 理  事 

監  事 

工 業 部 会 

サービス業部会 

女 性 部 

理事会 23名 

壮 青 年 部 

経営指導員の業務を

サポートし、支援技

術の向上を図る 

経営発達支援プロジ
ェクトチーム（経営指
導員 1名、補助員 1名
記帳専任職員 1名、記
帳指導員 1名） 

組織全体の取りまとめ 

マネジメント全般把握 

支援方針と 事業成果の確認 

対象企業の課題を明確化 

課題解決に必要な支援を計画 

直接支援及び、外部人材との連携 

http://www.shirosato.biz/
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（別表３）城里町商工会 

 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） 

 平成 31年度 

(31 年４月

以降) 

平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

 

必要な資金の額 

 

 

2,060 

 

2,460 

 

2,680 

 

2,680 

 

2,680 

 

 

業種別経済状

況分析事業 

 

経営状況分析

事業 

 

事業計画策定 

(専門家謝金） 

 

需要動向調査  

(専門家謝金） 

 

新たな需要開

拓事業 

 

地域経済活性

化事業 

 

100 

 

 

200 

 

 

480 

 

 

180 

 

 

700 

 

 

400 

 

100 

 

 

200 

 

 

480 

 

 

180 

 

 

1,000 

 

 

500 

 

100 

 

 

200 

 

 

600 

 

 

180 

 

 

1,100 

 

 

500 

 

100 

 

 

200 

 

 

600 

 

 

180 

 

 

1,100 

 

 

500 

 

100 

 

 

200 

 

 

600 

 

 

180 

 

 

1,100 

 

 

500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

会費収入、手数料収入、国補助金、県補助金、町補助金  

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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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 

＜地域経済動向調査事業＞ 

城里町まちづくり戦略課、城里町観光協会、政府機関等と連携して小規模事業者の経済

動向等を調査する。 

 

＜経営分析・需要動向調査事業＞ 

茨城県、茨城県商工会連合会、地域金融機関、独立行政法人中小企業基盤整備機構のコ

ーディネーター、中小企業診断士、税理士等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の

悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 

＜事業計画の策定・実施支援事業＞ 

 国、茨城県、城里町、茨城県商工会連合会等とも連携し、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。 

 

＜創業・第二創業（経営革新）支援＞ 

茨城県・茨城県商工会連合会、茨城大学等と連携して、伴走型の支援を実施行う。 

 

＜小規模事業者販路開拓支援＞ 

 城里町、ＪＡ水戸、ＪＡ常陸、城里町観光協会等と連携して販路開拓と認知度の向上を

図る。 

 

＜地域活性化事業＞ 

 城里町、城里町観光協会、ＪＡ水戸、ＪＡ常陸と連携して地域活性化を目的としたイベ

ントを開催する。 

連携者及びその役割 

① 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 

TEL 029-224-2635 

※職員スキルアップ研修、ツール活用等による広域的な支援 

② 茨城県産業戦略部中小企業課 課長 滝 睦美 

TEL 029-301-3544 

※創業、経営革新、事業再生、BCP、販路等の支援 

③ 城里町 町長 上遠野 修 

茨城県東茨城郡城里町石塚 1428-25 

TEL 029-288-3111 

※主としてまちづくり戦略課よりイベント、展示会、地域活性化事業支援 

④ 城里町観光協会 会長 上遠野 修 
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茨城県東茨城郡城里町石塚 1428-25 

TEL 029-288-3111 

※各種イベント、展示会、観光ＰＲ、地域活性化事業支援 

⑤ 城里町内金融機関 

常陽銀行石塚支店 支店長 大嶺 正行 

茨城県東茨城郡城里町石塚 1334 

㈱筑波銀行常北支店 支店長 山田 誠司 

茨城県東茨城郡城里町石塚 2301-7 

※創業、経営安定、事業拡大等の事業計画書策定、事業再生、融資相談等 

⑥ 中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 

東京都港区虎ノ門 3-5-1 

TEL 03-3433-8811 

※中小企業大学校の研修、講師派遣より職員のスキルアップ 

⑦ 水戸市内金融機関（常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合） 

※創業、経営安定、事業拡大等の事業計画書策定、事業再生、融資相談等 

⑧ 日本政策金融公庫 水戸支店 支店長兼国民生活事業統括 梅沢 光一 

茨城県水戸市南町 3-3-55 

TEL 029-221-7137 

※創業、経営安定、事業拡大等の個別相談、融資支援等 

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 

TEL 029-224-7811 

※創業、経営安定のための融資保証、事業再生等管理部門の支援等 

⑩ 茨城県中小企業団体中央会 会長 渡邉 武 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

TEL 029-224-8030 

※ものづくり補助金、各種マッチング展示会、販路拡大支援 

⑪ 茨城県中小企業振興公社 理事長 宇野 善昌 

茨城県水戸市桜川 2-2-35 

TEL 029-224-5317 

創業補助金、特許、国際化等専門相談支援 

⑫ 一般社団法人中小企業診断士協会 会長 川又 昭宏 

茨城県石岡市国府 1-2-5 

TEL 0299-56-4301 

※各種セミナー開催、スキルアップ研修、企業の個別相談支援 

⑬ 茨城県産業技術イノベーションセンター センター長 大力 賢次 

茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1 

TEL 029-293-7212 

※各種検査、製造業支援 
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連携体制図等 

 

 

 

城里町まちづくり戦略課 

 
★茨城県商工会連合会 

★中央ブロック商工会 
(笠間市・水戸市常澄・ 

水戸市内原・小美玉市・ 

茨城町・城里町・大洗町) 

 

茨城県商工労働観光部 

中小企業課 

★城里町観光協会 

★ＪＡ水戸・ＪＡ常陸 

★日本政策金融公庫 

★茨城県信用保証協会 

★城里町内金融機関 

★茨城県中小企業振興公社 

★中小企業基盤整備機構 

★ミラサポ 

★中小企業診断士協会 

★茨城県中小企業団体中央会 

★茨城県工学技術センター 
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