
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
河内町商工会（法人番号 1050005007704 ） 

実施期間  平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

茨城県や河内町、地域金融機関その他支援機関、専門家などと連携して、小

規模事業者の事業継続を支援し地域経済の拡大を図るため、以下の目標を掲げ

事業を実施する。 

目標Ⅰ 伴走型支援による経営計画策定支援の実施 

目標Ⅱ 商工会を中核とした連携支援体制の構築 

目標Ⅲ 地域産業資源を活用した地域ブランドの構築 

目標Ⅳ 商工会の創業(第二創業も含む)支援力の強化 

事業内容 

1. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1)独自地域経済動向調査の実施 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)経営分析の必要性や重要性の周知活動 

(2)経営診断シートを活用して経営課題を把握 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)巡回・窓口指導時の事業計画策定事業者の掘り起こし 

(2)定期的相談会開催等による事業計画策定支援 

(3)創業希望者等に対する事業計画策定支援 

(4)専門家派遣制度の活用 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)フォローアップ強化による実施支援 

(2)創業後の巡回・窓口指導による個別フォローアップ 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)地域イベント等を活用したテストマーケティング支援の実施 

(2)各種統計調査等を活用した需要動向調査 

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】 

(1)消費者(BtoC)への需要開拓支援 

(2)商社・バイヤー等(BtoB)への需要開拓支援 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

地域経済の活性化のための場づくりや、地域イベント開催によるにぎわい

の創出等を通じて、地域経済の活性化や特産品のＰＲと将来の創業者を創出

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み 

専門家や他支援機関との連携、職員の資質向上及び支援ノウハウの共有

化、事業の評価・見直しのシステム構築等を通じて、本事業を円滑に実施す

る。 

連絡先 

〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿 3566-1 

河内町商工会 TEL：0297-84-2136 FAX：0297-84-2667 

E-mail:kawachis@lily.ocn.ne.jp 

 



1 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

Ⅰ 地域の概要 

（１）河内町の概要 

河内町は茨城県の最南端、都心から 50 ㎞圏内に位置し、南北 2.8 ㎞、東西 19.2 ㎞、

利根川と新利根川に挟まれた米作農業を主産業とする町である。新東京国際空港を有す

る成田市とつくば研究学園都市を結ぶ国道 408 号沿いに立地する豊かな穀倉地帯として

発展してきた。平成 8年に町制を施行し、現在に至っている。  

町中心部から圏央道稲敷 IC まで約 10 ㎞の近距離にあり、国道 408 号により首都圏及

び県中央部へのアクセスが良好で、さらに成田空港まで車で約 30分程度の距離に立地し

ていることから、今後物流拠点として発展してゆく可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人口の推移 

河内町は、昭和 30年には 14,000人弱の人口を有していたが、昭和 45年までは人口減

少が続き、 12,000人を割り込むが、その後、横ばいに推移した。平成 7年には一時、人

口は増加に転じたが、 この 10年ほどは、再び人口減少に転じ、平成 27年には 9,200人

を切り人口減少の速度は年々早まっている。 

特に生産年齢人口（15～64 歳）の減少率が大きく、また、老齢人口は年々上昇を続け

ており、2015年時点で人口の３分の１が 65歳以上の高齢者となっている。 

このような推移に対して、当町としては特段の人口施策は取ってこなかったのが実情

である。 

河内町 
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人口と世帯数の推移 年齢ごとの人口推移 

 
 

（平成 28年７月１日現在） 

 ・国勢調査による人口の推移 

  

 ・年齢別人口割合 

  

 ・産業別就業人口割合 

   

 

（３）地域の強み 

代表的な農作物である米は、利根川流域の肥沃な土地柄を活かした「おかずのいらな

いかわちのお米」を河内ブランドとして、行政と一体化した開発と販促活動を展開して

いる。 

また、平成 28年度末には圏央道が全面開通し、首都圏からのアクセスも向上すること

から、今後は当町の地域資源を活用した、ひとの流入やものづくりの促進等の可能性が

期待される。 
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（４）地域の小規模事業者の現状と課題 

平成 24年の経済センサス活動調査によると、当町の事業者数は 346事業者である。そ

のうち、小規模事業者は 232となっている。 

河内町の産業構成は 2010年現在、地域内産業の構成割合のとおり、多い方から、３次

産業（50%）、２次産業（36.5％）、１次産業（12.5％）の順となっている。１次産業の占

める割合が、全国平均だけでなく県平均に比べても多い。 

 

 

また、河内町の農業、製造業、卸・小売業について、事業所数、就業人口（従業者数）

を見ると、事業所数は農業が事業所数、就業人口ともに 1,000 を超えており、当町の基

幹産業であることがわかる。 

業種 事業所数 就業人口（従業者数） 

農   業 

（平成 22年２月１日） 
1,075 1,335 

製 造 業 

（平成 25年 12 月 31日） 
40 823 

卸・小売業 

（平成 24年２月１日） 
85 368 

〇商業の現状と課題 

当町には、いわゆる「商店街」は存在せず、以前より小規模商業店舗が点在している状

況にある。事業所数は昭和 54 年をピークに減少傾向にあり、年間販売額も平成６年の

1,792,941万円をピークに減少が続いており、平成 19年には 893,247万円と 1,000,000万

円を下回っている。 

これは、町内に買い物ができる魅力的な店舗が少ない一方で、隣接する龍ヶ崎市や稲敷

市、千葉県成田市等に大型 SC の出店が相次いでおり、買い物需要が流出していることに

起因している。 

このため、魅力ある商業者の育成や新たなビジネスモデルを持った創業等を促進してい

く必要がある。 
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<当町の商業の推移> 

 

 

 

〇工業の現状と課題 
製造業事業所数は、昭和 55年の 67事業所をピークに、平成 24年にはおよそ半減の 39

事業所まで減少している。製造品出荷額についても、昭和 60年の 2,953,317万円をピー

クに、平成 24年には 1,076,968万円まで減少している。 

町内には、工業団地のような任意団体もなく、小規模な事業者が散在している状況であ

る。町の今後の振興方針としても企業誘致等は謳っていないのが現状である。 

 （当町の工業の推移） 
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 〇農業の現状と課題 

河内町の基幹産業である農業については、生産額は平成８年の 511 千万円をピークに平

成 19年で 379千万円と減少が続いている。 

これは、従事者の高齢化などの社会的要因や減反など政策的な要因によるものであるが、

近年では農業生産法人や後継者などを中心に意欲的な取り組みも増えている。 

特に、米作については、平成 19年時点において、生産額の 72.5％を占めており、地域の

農業のなかでも重要な農産物である。 

近年、消費者の農産物に対する安全・安心嗜好の高まりや生産者の販売多様化の取り組

みが進んでいる。本町では、主要な農産物である米や、新鮮な四季の野菜などが豊富に生

産されており、学校給食の食材としての利用や JA直売所での販売等を行ってきた。 

このため、町内の事業者が保有する技術を活用した商品開発を支援することにより、付

加価値を高めて販売していく必要がある。 

 

（単位：千万円） 

年 次 農業生産額 米 野菜 

H１ ４８０ ３８９ ３２ 

H４ ４９５ ３８３ ４６ 

H９ ４８７ ３９１ ３８ 

H１４ ４２７ ３２４ ３６ 

H１９ ３７９ ２７５ ５１ 

     資料：県統計年鑑（県農林水産統計年報） 

 

Ⅱ 河内町の産業振興に関する具体的方向性 

河内町では、平成 26年 11月に制定された「まち・ひと・しごと創生法」に基づく、

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏

まえ、河内町総合戦略（平成 29年度～同 38年度）を策定している。 

そのなかで、 

① 若者の地元離れをくい止め、活力ある町をつくる 

② 高齢者にとっても快適な生活がおくれる町をつくる 

③ 万一の災害時にも十分な備えと的確な対応で被害が最小限に抑えることができる安

心安全な町を目指す 

の３つを基本目標とし、次のような具体的方針を掲げている。 

 

≪河内町総合戦略における産業振興の具体的方向性≫ 

①交流人口の増加による経済効果の発現 

 首都圏から人が集まるイベントを開催し、都会に意外と近いイナカ「かわち」を知

り、また訪れたくなる機会を創出し、交流人口ひいては転入者の増加を狙う。 
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②６次産業化商品の全国展開による農業戦略づくり 

 河内町の特産品を利用し、加工等による魅力ある商品開発を行うことで、河内町農

産品の６次産業化を目指す。 

 特に、「米のゲル化」については、農研機構－食品総合研究所で開発された新しい

加工技術であり、様々な商品化の可能性があることから、米ゲルをはじめとした商

品開発を進める。 

 

③プロフェッショナル人材の育成 

 平成 29年４月以降に河内町内の小中学校が順次統廃合する予定で、町内には６校

の空き校舎ができる。そこで、空き校舎を利用した「プロフェッショナル育成スク

ール」を設立し、介護労働者、建設・製造技術者、農業技術者の育成を図り、地元

で活躍する場を提供する。 

 

 

Ⅲ 河内町商工会の役割 

 商工会では、小規模事業者の経営改善普及事業として、税務指導・金融相談・労働事

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・工業部会事業の推進、また地域振興事業として各種イ

ベントの開催などを実施している。 

 今後は、河内町の現状と課題を鑑み、地域唯一の経済団体（商工会）として地域経済を

活性化する為、商工会は行政と連携し、河内町総合戦略の実現に向けて事業推進する。ま

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

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

した戦略思考型伴走型改革支援を行う。 

 

Ⅳ. 当地域内の小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 地域に密着して事業を行う小規模事業者が経営を持続的に行うためには、独自能力の保

有や大手企業との差別化が必要であるが、河内町は平成 17年から平成 27年までの過去

10年間で、人口が 1,785人減少し、高齢化率も 34.2％を超えており、今後さらに進むと

予想される。 

人口減少は、顧客の減少・競争の激化に直結し、少子高齢化は消費の縮小や事業者自体

の廃業者増・開業者減に繋がる大きな問題であるため、下記の２項目を 10年後のビジョ

ンとして捉えて支援していく。 

【小規模事業者の１０年後のビジョン】  

(１）小規模事業者の特性を活かし、地域に必要不可欠な存在として経営を持続的に発展さ

せるなど経営基盤の強化 
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(２）創業、第二創業による新たな事業展開により、売上や利益の確保が図られ、地域雇用

の維持拡大 

 

Ⅴ.経営発達支援事業の目標 

上記の「小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方」をふまえ、当会としては経営

発達支援事業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）伴走型支援による事業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）地域産業資源を活用した地域ブランドの構築 

（４）商工会の創業（第二創業も含む）支援力の強化 

 

Ⅵ.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 

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ま

で一貫した支援を行う。 

 

（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、それぞれの役割を明確にすることで地域最強の支援体制

を整備する。 

 

（３）地域産業資源を活用した地域ブランドの構築 

地域特性、地域資源を活かした特産品の開発やＥＣサイト・メディア等の活用等による

販路開拓事業を継続実施し、農産加工品を中心とした地域ブランド（かわちブランド）の

確立を目指し、商品力の向上による農産加工業者等の育成、発展を図る。 

 

（４）商工会の創業（第二創業も含む）支援力の強化 

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

りを支援する。 
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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～平成３６年３月３１日） 

 

（２）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】 

現在、小規模事業者は、地域の経済動向について新聞やインターネット等での情報は収

集しているが、各種の調査・統計データ等による地域経済動向情報を整理し十分活用する

には至っていない。商工会としても、地域の中小企業景気動向調査について地域としての

分析や、定期的な情報発信を行うに至っていない。 

今後は、独自の地域経済動向調査を実施し、巡回指導、窓口相談時に管内の小規模事業

者に調査結果と各種統計資料を活用した地域経済動向の情報を提供しながら経営状況の

分析及び事業計画を策定の参考資料として活用する。 

 

【事業内容】 

（１）独自地域経済動向調査の実施（新規） 

地域内小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を把握し、その時々において必

要な小規模事業者支援策を提供できるようにすることを目的として、町内事業者を対

象とした景況調査を年２回実施する。 

具体的には、地域内の主要業種である卸・小売業、製造業、建設業、サービス業の

４業種から地域産業資源を生かした業種各５社合計20社を抽出し、(a)売上 (b)資金繰

り (c)採算（利益）(d)従業員の過不足 (e)設備投資等について、(1)現在の景況感、

(2)３か月後の見通しについてアンケート形式で景況調査(DI調査)をおこなう。 

 

＜具体的調査事業内容＞ 

① 調査対象 
卸・小売業、製造業、建設業、サービス業の４業種 各業種から合

計２０社を抽出。※町内小規模事業者232者の約10％ 

②調査項目 

＜調査内容＞ 

(1)現在の景況感：良い、普通、悪い 

(2)3 ヶ月後の見通し：良くなる、変わらない、悪くなる 

＜調査項目＞ 

(a)売上 (b)資金繰り (c)採算(利益) (d) 従業員の過不足(e) 設備

投資 

※上記に加えて、直面している経営上の課題や業界の状況等につい

ても、自由記載で情報を収集する。 
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③調査頻度 年2回実施(６月、１２月) 

④調査方法 
アンケート方式で、抽出した各業種対象事業者に対し、郵送及びヒア

リングにより調査を実施する。 

⑤分析方法 
専門家との連携により、業種別地域景況感等をグラフ等により図式

化し、地域の景況感の把握から支援指標として活用する。 

⑥調査結果の 

提供方法 

分析した調査結果は、商工会報・ホームページでの公表(年２回)、巡

回窓口支援時に参考資料として活用・情報提供を行う。 

 

【活用方法】 

(a) 上記の調査により収集した調査データを分析し、地域における業種別経済動向とし

て、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、分析結果はデータベース化し商工会全職員

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。 

(b)加工したデータは、商工会ホームページにより小規模事業者に提供する(年２回)。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。  

(c)会員事業所については、隔月で送付している「商工だより」にレポートを同封して情

報提供を行う。 

【目標】 

 現状 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

独自地域経済動向

調査・分析回数 
未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

調査対象事業数 未実施 

20社 

（4 業種合

計） 

20社 

（4業種合

計） 

20社 

（4業種合

計） 

20社 

（4業種合

計） 

20社 

（4業種合

計） 

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 200事業所 200 事業所 200 事業所 200 事業所 200 事業所 

HP での公表回数 未実施 2回 2回 2回 2回 2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)の経営診断シートを基軸に、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）経営診断シートを活用して経営課題を把握【新規】 

経営診断シートは、調査項目として、経営理念、経営目標、財務分析等を盛り込んだ内

容となっており、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す

るものである。経営指導員が小規模事業者に対して、上記の経営診断シートを作成するこ

とで、小規模事業者の実態を把握し、経営状況の分析と経営課題を把握・整理し、対象事

業者にフィードバックをおこなうことで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る。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、経営指導員が閲覧で

きるようにする。 
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■具体的診断シートの内容・活用方法 

 

①活用フロー 

 

 

 

 

②各種項目の特徴 

 

・事業者の概要              ・課題解決による効果 

・事業環境の棚卸しシート              検証シート 

・目標・構想整理メモ 

・財務分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県連による各商工会から         ・県連主催の研修会の開催 

 のデータの収集・分析            

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 

 

 

県内統一診
断シートの

作成

利用・活用
研修会の実

施

各商工会で

データ入力

県連での入
力データの

分析

県内動向調
査報告書を

作成
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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

訪問等延べ回数 

未実施 50回 50回 50回 55回 60回 

経営分析数 0件 5件 5件 8件 8件 10件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状事業】 

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事業者の掘り起こし【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を図る。 

 

(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。 
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(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を活性化するため、新たに商工会報による広報活動により希望者

の掘り起こしを行うほか、地域ブロック内商工会と連携して創業塾を開催し、創業計画

書の作成支援を通して、創業者の夢の実現を支援する。 

また、河内町総合戦略における｢プロフェッショナル人材育成事業｣と連携し創業しよ

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

を行い、競争力と実現可能性の高い創業計画書の作成を支援する。 

 

（４）専門家派遣制度の活用【既存事業】 

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

め、ミラサポ等、国の専門家派遣制度を活用し、実行性の高い事業計画が策定できるよ

う支援する。 

また総合的・先進的なアドバイスを必要とし、高度専門的な案件については、茨城県

よろず支援拠点を積極的に活用し、小規模事業者の経営課題の解決を図る。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定件数 4件 5件 5件 8件 8件 10件 

定期的相談会実施回数 未実施 10回 10回 12回 12回 15回 

創業計画策定件数 0件 1件 1件 1件 1件 1件 

 

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。 

 

【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、事業計画を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。また、気軽に相談しやすい環境づくり・
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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、３ヶ月に 1回、巡回・窓口指導による個別指導、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 
未実施 5事業者 5事業者 8事業者 8事業者 10事業者 

フォローアップ

延べ回数 
未実施 20回 20回 32回 32回 40回 

創業者フォロー

アップ事業者数 
未実施 1事業者 1事業者 1事業者 1事業者 1事業者 

創業者フォロー

アップ延べ回数 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

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

背景には、これまで、商工会が巡回指導やアンケート収集等によって収集した市場のニー

ズ変化や一般的な市場動向に関する情報を、相談に対応する形で、断片的に提供するにと

どまっていた。   

そのため多くの小規模事業者は需要動向調査の必要性や調査手法等について理解して

いないため、自社の経験や思い込みによる商品開発やサービスの提供等を行った結果、顧

客のニーズとはマッチせずに事業の成果が上がらないケースが多く見受けられる。また、

商工会の経営指導員も需要動向調査の調査手法等のノウハウが不足しているため効果的

な支援ができていない。 
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【改善方法】 

今後は、経営指導員が日々の巡回・窓口相談時に需要動向調査の必要性を広く啓蒙し、

商工会の経営指導員が需要動向調査を積極的に実施することで需要動向に関する知識や

手法を習得し、事業計画策定支援等において随時、情報提供していく必要がある。また、

小規模事業者は、商工会から提供される需要動向に関する基礎資料を的確に把握し、「商

品開発・改良」・「販路開拓」等に取り組み事業成果の向上へ積極的に取り組む。 

 

【事業内容】 

 (１)地域イベント等を活用したテストマーケティング支援の実施【新規】 

当会の重点事業（特産品開発）の育成に向けて、主に地域の農産加工品（米ゲル）を

活用した商品サービスの需要動向調査を実施する。 

具体的には、米ゲルを利用した様々な加工食品を開発し町内で開催するイベントに

付随し、小規模事業者が行うテストマーケティングを支援し、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。 

 

○主要対象者 

・商品の試作・開発に取り組む小規模事業者 

・販路開拓に取り組む小規模事業者 

○テストマーケティングおよび支援の方法 

・新商品や新役務の開発等に取組む小規模事業者が、試作販売を通して、イベント来場者や、

バイヤーに対して、アンケートおよびヒアリングによる調査を行う。イベント来場者の 

１０パーセント：約５０人 

・商工会は、「イベント情報の提供→試作品小ロット製造の相談→調査方式・調査項目の決

定→調査表作成→調査実施→フィードバック→再構築」というテストマーケティングの一

連のプロセスを支援する。特に調査表設計・作成にあたっては共同して行う。 

○基本となる計測項目 

・回答者属性 

・商品やサービスの内容に対する評価（気に入った点、気に入らなかった点）、外観（デザイ

ン、パッケージ）・ネーミング・量・価格等に対する評価、競合他社の商品と比べた時に良

いと思う点、他の人にすすめたいと思うかどうか など 

・今後、地域お土産品として期待する商品やサービス など 

○成果の活用 

・中小企業診断士等の専門家と連携し、調査結果を収集・分析する。分析結果を商品の開発

や販路開拓に取り組む小規模事業者に提供することにより、ターゲットやコンセプトの明

確化など、顧客ニーズを踏まえた商品の開発やサービスの改善に活かす。 

・経営指導員は本調査・分析に積極的に関与することで需要動向に関する知識や手法を習得

する。 
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(２)各種統計調査等を活用した需要動向調査【新規】 

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

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

業者の需要開拓を支援する。 

○主要対象者 

・経営革新等新たな事業展開を考えている小規模事業者 

・事業計画を策定した小規模事業者 

・商品の試作・開発に取り組む小規模事業者 

・販路開拓に取り組む小規模事業者 

○調査項目及び手段・手法 

・日経テレコンのＰＯＳデータ分析、新聞、ニュース記事検索 

・総務省統計局「家計消費状況調査」「家計調査」・・・消費動向、市場規模 

・業種別審査事典・・・需要動向 など 

・新聞、インターネット等・・・市場動向 など 

○成果の活用 

・小規模事業者が取組む新商品開発や新たな販路開拓等に向け、対象となる商品に関する市

場や顧客の動向・傾向に関する情報提供を行う。 

・売れ筋商品の背景や要因に分析に役立てる。 

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

の推定などについての分析を行った後、経営指導員が資料としてまとめ、商工会内で情報

共有し、小規模事業者の需要開拓支援時の資料として活用する。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1)テストマーケティ

ング支援事業者数 
未実施 2  3  3  5  5  

(2)統計調査等による

調査支援事業者数 
未実施 4  6  6  10  10  

 

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。 
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今後は、前述した需要動向調査により調査・分析した内容を活用し、小規模事業者の売

上の増加や新規顧客の獲得に向けたより効果的な需要開拓支援を行う。 

 

【事業内容】 

（１）消費者（BtoC）への需要開拓支援（新規） 

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

動を支援することにより、一般消費者の需要開拓を支援する。 

②支援対象者 一般消費者の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

③訴求対象 一般消費者 

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(認証品目 75 品)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」(約 10,000 アイテム出

品)や楽天・Yahoo・Amazon 等の他社通販サイト等への登録支援、自社ホームペ

ージを活用したネット通販事業のサイト構築支援を行うと同時に、商品の「魅

せ方（パッケージデザイン・商品画像・サイト内視覚効果演出等）」について専

門家等との連携による支援強化を図り、インターネットを活用した新たな販路

開拓を行う支援を実施。 

(c)イベント出展支援 

効果的な販路開拓を実現するため、河内町商工祭（来場者数約 2,000 人・出店

数約 30 店舗）等の地域イベント情報の提供や、出店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 現状 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 

消費者の需要開

拓に向けた情報

提供事業者数 

未実施 5事業所 5事業所 8事業所 8事業所 10事業所 

 (a) 情報発信支援 

支援事業者数 未実施 2事業者 2事業者 3事業者 3事業者 4事業者 

売上増加事業

者における売

上増加率 
未実施 ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 

 
(b) ＥＣサイトへの出品・出店支援 

支援事業者数 未実施 1事業者 1事業者 2事業者 2事業者 2事業者 

売上増加事業 未実施 ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 
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者における売

上増加率 

 (c) イベント出展支援 

支援事業者数 未実施 2事業所 2事業所 3事業所 3事業所 4事業所 

売上増加事業

者における売

上増加率 

未実施 ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 

 

（２）商社・バイヤー等（BtoB）への 需要開拓支援（新規） 

①支援目的 
需要の獲得を図るため、展示会への出展を目指す小規模事業者に対し、展示会
開催情報の提供と国・県等の支援施策を活用することにより、展示会出展の促
進とそれによる販路開拓を支援する。 

②支援対象者 新たな需要開拓を目指す事業計画を策定する小規模事業者等 

③訴求対象 販路を持つ商社、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： 県内信用金庫（水戸、結城）共済による「しんきんビジネスフェア」 
                         ※出展社数 180社 

(ｲ)鉾田市商工会との連携による海外販路開拓支援 

 概要：鉾田市が整備し、国内１２空港を利用した独自の輸出プラットフォ

ームを整備した事業で、４か国（アメリカ、アラブ首長国連邦、タイ、

中国）との商談会を行い販路開拓支援を行う。 

 

【目 標】 

支援内容 現状 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 
未実施 ５事業者 ５事業者 ８事業者 ８事業者 ８事業者 

展示会出展延
べ事業者数 

未実施 １事業所 １事業所 ２事業所 ２事業所 ２事業所 

海外販路開拓

支援延べ事業

者数 

未実施 １事業所 １事業所 １事業所 １事業所 １事業所 

成約延べ件数 未実施 ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 

売上増加事業

者における売

上増加率 

未実施 ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

【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、そのイベント当日の一過性の効果を得るに留まっている。また、

町内需要喚起事業として「かわちまちプレミアム商品券」の発行事業を実施している。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、地域内事業者の商品・サービスや観光資源を積極的にＰＲし、地域のブランド

化および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（継続拡充） 

河内町、商工会、商工会青年部・女性部、有識者で構成する「小さな拠点事業協議会」

を年３回、地域住民を対象とした「地域懇談会」を年１回行っており、会議において「米

ゲル」や「レンコン」を利用した地域産品を、古民家を使用したコミュニティースペー

スで提供し、地域の活性化の方向性について検討し活性化を図る。 

 

(2)地域イベントによる地域経済の活性化（継続拡充） 

特産品のＰＲ、消費拡大を目的としたイベント（かわちフェスタ）を拡充し、参加者

増を図るほか、地元直売所と連携し常時ＰＲを行なうコーナーを設け販路開拓につなげ

る。また、「金江津の盆踊り」「源清田のどんどん焼き(あわのとり)」といった古くから

おこなわれている地域のお祭りでは、会員同士の情報発信やコミュニティの向上を図

る。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)商工会青年部を中心とした「河内素敵人」事業をとおして地域特産品のＰＲと将来の創

業者創生（既存拡充） 

地域のにぎわい性を創出し、地域特産品のＰＲや地域経済の活性化を図る活動を年１回

行なっている。今後は、地域特産品(米・野菜等)や地域住民と連携したイベントを年２

回に拡充して、若年層の創業者創生に向けて啓発する。 
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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み 

 

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・目標】 

 (1)多様な支援機関との情報交換（拡充実施） 

３ヶ月に 1 回開催される県南ブロックＰＭ会議（茨城県内を地域ごとに６ブロック

に分け、(茨城県)商工会連合会および商工会の代表者（職員）が集まる会議：当商工会

は県南ブロックに所属）を活用し、支援の現状等について情報交換を行なうとともに、

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。また、近隣金融機関とは、毎月行なわれている金融審査会において

地域内事業所の景況状況等の情報交換を行ない、茨城県中小企業振興公社、茨城県中小

企業団体中央会とも必要に応じて年１～２回程度、茨城県内や地域の景況状況や新たな

施策等の情報交換を行う。 

 

 (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、地元行政、

ＪＡや食品専門家、食品衛生協会などとの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や販路開拓に強みを持つ中

小企業診断士等の専門家などと、「産業祭」「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１回行

う。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題】 

職員の資質向上等については、これまで、県連の行う職員研修や県南ブロック職員協議

会が行う研修会等への参加を中心に対応を図ってきた。しかし、今後、小規模事業者の持

続的成長に向けた経営力強化を支援していくためには、当所職員において、①戦略上の意

思決定に関与可能な高度な支援能力、②実践的なノウハウなど習熟能力、③職員間の知の

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】 

事例発表等による支援能力の向上【新規】 

県南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 

商工会内の全職員で、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、研

修等があった月には報告会を開催する。また、日頃から積み重ねた小規模事業者の経営

状況の分析結果等といった、支援に有用なデータを商工会内部の共有フォルダに保存す

ることで、各職員が閲覧可能な体制を整備すると共に、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。 
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【目標】 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

県連研修会参加回数 5 6 6 7 7 7 

中小企業大学校参加者 1 1 1 1 1 1 

 

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 

【現状と課題】 

現状本会で実施している事業に関して、PDCA サイクルにより見直しを行うことに不

足があった。 

 

【改善方法】 

本計画に記載の事業の実施状況及び成果については、以下の手順により評価・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。 

（１）毎年度 1回、事業終了後に外部有識者(行政１名、中小企業診断士１名など)、当会

役員(会長、副会長等)で構成する「事業評価委員会」を開催する。 

 

（２）「事業評価委員会」において、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公表し

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

SNS等での情報発信も併せて行ない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 

 

 【河内町商工会組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青年部長・女性部長は商工会理事を兼務 

                            

 

 

 【経営発達支援計画実施フロー】 ※組織が小規模であるため、商工会全体で計画を実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部 女性部 

会 員 209名 

事務局（経営指導員 1名、補助員 1名、記帳専任職員 1名） 
 

会 長 監事(2 名) 

副会長(2名) 

プレミアム商品券発行委員会 
小さな拠点事業協議会 
地域懇談会 
事業評価委員会（新設予定） 

理事(22名) 

工業部会 商業部会 

小規模事業者・創業希望者 

支 

援 

連携 
全国商工会連合会 
茨城県商工会連合会 
他関係機関 

理事会 

河内町商工会 

評価・検証 

承認・協力 

事業評価委員会 

改善等の 

提言、助

 

プレミアム商品券発行委員会 
小さな拠点事業協議会 
地域懇談会 

報告 
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（２）連絡先 

 

 河 内 町 商 工 会 

 住所：茨城県稲敷郡河内町長竿 3566-1 

 電話：0297-84-2136 ＦＡＸ：0297-84-2667 

Mail：kawachis@lily.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 

                                  （単位 千円） 

 ３１年度 

(３１年６月以降) 
３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 

 
1.経営発達支援事業 

(1)地域経済動向調査 

 

550 

 

550 

 

550 

 

550 

 

550 

 (2)経営分析 100 100 100 100 100 

 (3)事業計画策定セミナー 400 400 400 400 400 

 (4)創業塾 300 300 300 300 300 

 (5)需要動向調査 100 100 100 100 100 

 (6)需要開拓支援 100 100 100 100 100 

 2.地域経済活性化事業 300 300 300 300 300 

 3.職員資質向上事業 100 100 100 100 100 

 4.事業計画評価検証事業 100 100 100 100 100 

       

       

       

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 国・県・町補助金、全国連助成金、商工会負担分より調達する。 

  

 

（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。 

  



26 
 

（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．地域経済動向調査(専門家による調査内容の選定及び調査結果の分析)     

２. 経営状況の分析(専門家からの助言や指導による伴走支援) 

３. 事業計画策定支援(専門家による事業計画策定のアドバイス) 

４. 事業計画策定後の実施支援(専門家による助言や指導) 

５. 需要動向調査(専門家による調査内容の選定及び調査結果の分析) 

６. 新たな需要の開拓に寄与する事業(販路開拓支援及び情報の提供) 

７．地域経済活性化事業(町との地域懇談会の開催や PR活動及び情報の提供) 

連携者(代表者)及びその役割 

○茨城県（知事 大井川 和彦） 

茨城県水戸市笠原町 978-6 

TEL 029-301-1111 

小規模事業者への施策支援 

商工会指導・連携、補助事業全般 

○河内町（町長 雜賀 正光） 

茨城県稲敷郡源清田 1183 

  TEL 0297-84-2111 

小規模事業者への施策支援 

市町村金融制度、信用保証料補助 

地域活性化事業、かわちフェスタ開催 

商品券発行連携、創業支援、特産品ブラン

ド化 

○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 

指導助言、専門家派遣、情報提供、連絡調整 

○ミラサポ（https://www.mirasapo.jp） 

中小企業庁(長官 安藤 久佳) 

 東京都千代田区霞が関 1丁目 3番 1号 

TEL 03-3501-1511 

施策情報提供、専門家派遣 

○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 

茨城県よろず支援拠点、専門家派遣 

○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 

販路拡大、各種マッチング展示会 

○日本政策金融公庫土浦支店(支店長 兵藤匡俊) 

茨城県土浦市中央 1-1-26 

TEL  029-822-4141 

金融支援、創業支援融資、マル経融資 

情報の提供（企業経営動向調査） 

https://www.mirasapo.jp/
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○茨城県信用保証協会土浦支店 

（会長 酒井 一郎） 

茨城県土浦市中央 2-2-38 

TEL  029-826-7811 

金融支援（県制度資金、市町村金融制度） 

創業支援 

近隣金融機関 

 

○常陽銀行竜崎支店（支店長 海野 宏明） 

茨城県龍ケ崎市横町 4290 

  TEL 0297-62-2111 

○常陽銀行新利根支店（支店長 柴原 由紀男） 

茨城県稲敷市中山 4376-2 

    TEL 0297-87-5201 

○筑波銀行龍ケ崎支店（支店長  鈴木 賢次）  

茨城県龍ケ崎市 3613 

TEL 0297-62-1234 

○水戸信用金庫龍ケ崎支店(支店長 海老原 徹) 

  茨城県龍ケ崎市 2881-1 

   TEL 0297-64-5111 

○佐原信用金庫下総支店(支店長 篠原 明) 

  千葉県成田市高岡 133-1 

   TEL 0476-96-2211 

金融支援（県制度融資、市町村金融制度融

資） 

経営支援、情報提供（経済動向） 

販路拡大のためのマッチング・商談会 

 

○ＪＡ稲敷（組合長 田丸  治） 

茨城県稲敷市江戸崎甲 3016-3 

TEL 029-892-6645 

物産展実施、農産品ブランド化 

○関東信越税理士会竜ケ崎支部 

（支部長 戸澤 淳子） 

  茨城県龍ケ崎市寺後 3951 

   TEL 0297-63-3008 

税務指導支援、経営分析、専門家指導 

委託団体（河内町商工会内） 

 

○竜ケ崎食品衛生協会河内支部 

（支部長 秋山 成夫） 

茨城県稲敷郡河内町長竿 3566-1(河内町商工会内) 

TEL 0297-84-2136 

○河内町建設業組合（組合長 谷津 徳也） 

茨城県稲敷郡河内町長竿 3566-1(河内町商工会内) 

TEL 0297-84-2136 

経済動向・需要動向情報交換 
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連携体制図等 

 

 

  
  
  

  
  
  

河内町商工会 

金融支援・創業支援 地域経済動向調査   

販路拡大・商談会 ビジネスマッチング 

イベント開催 
農産品ブランド化 

地域活性化 
物産展実施 

  

● 日本政策金融公庫 
● 茨城県信用保証協会 
● 金融機関 ４行５支店 
● 

  

ＪＡ稲敷 

  

● 
河内素敵人  

小規模事業者施策支援 
商工会指導助言 
補助事業全般 

小規模事業者施策支援 
（市町村金融・保証料補助） 

商工会指導・助言 

専門家派遣   補助金活用支援 

茨城県よろず相談拠点 
経営計画作成・実行支援 

情報提供    連絡・調整 
商工会職員研修  

茨 城 県 
 

河 内 町 
 

●   

中小企業団体中央会 

●   
ミラサポ 

  ● 

  

茨城県商工会連合会 

マル経融資（日本政策金融公庫） 

茨城県中小企業振興公社 

● 河内町 

● 

中小企業診断士 他 

経済・需要動向 

情報交換 

● 委託団体 

● ● 

● 
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