
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

石岡商工会議所（法人番号 9-0500-0500-3662） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

① 記帳、税務、金融指導等、経営改善普及事業の推進に努めるとともに、小
規模事業者の経営を持続的に行うためのビジネスモデルの再構築を全面
的に支援する。 

② 当所経営指導員等の資質向上に努め、各種専門家派遣の活用や他の支援機
関と連携しながら、支援ノウハウ等の情報交換を行い、支援機関としての
機能を強化していく。 

③ 地域の活性化を推進するため、地域経済の活性化に資する取り組みを推進
する。特に平成26年3月に制定された「石岡の地酒で乾杯を推進する条例」
の周知を図り、地酒のまちをアピールし、各種イベントや啓発活動等によ
り、伝統産業である酒造業と関連する小売業、飲食業の再興を目標とする。

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 
各種調査を活用した地域の経済動向を調査し広報紙またはＷＥＢサイ

トで周知するほか、小規模事業者に対して情報を提供し事業計画策定に

役立てていく。具体的事業は次の通り。 

①地域経済指標の収集・分析・整理・提供 ②地域雇用情勢の収集・

分析・整理・提供 ③地域金融情報の収集・分析・整理・提供 ④CCI

LOBO調査（商工会議所早期景気観測調査）⑤市内交通量調査 

2. 経営状況の分析に関すること 
 小規模事業者の経営分析を行い、分析結果から導き出された経営課題

を小規模事業者に示し今後の経営計画の策定に活かしてもらう。 

3. 事業計画策定支援に関すること 
各種調査の分析結果等を踏まえ、需要を見据えた小規模事業者の事業

計画策定を支援する。具体的事業は次の通り。 
①事業計画の策定支援 ②創業支援 ③経営革新支援 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画の実施支援として、巡回等による進捗状況の確認とフォロー

アップを小規模事業者に寄り添った伴走型で行う。 

5. 需要動向調査に関すること 
小規模事業者の販売商品、提供役務の需要動向を調査し小規模事業者

に対して情報を提供するほか、公開可能なデータは広報紙またはＷＥＢ
サイトで周知し事業計画策定に役立てていく。具体的事業は次の通り。
①小規模事業者（個社）を対象とした需要動向調査の実施 ②地域消
費者の需要動向調査の実施 ③地域における新規出店情報調査の実
施 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
小規模事業者の売上増加を図るため、インターネットや各種広報媒体

の活用、講習会の開催等により販路開拓を支援する。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

①石岡の地酒で乾杯推進事業 ②にぎわい創出事業 ③オリジナルキャ

ラクター活用事業 ④産業観光振興事業 ⑤中心市街地活性化事業 

連絡先 

石岡商工会議所 中小企業相談所 

〒315‐0013 茨城県石岡市府中１－５－８ 

TEL.0299-22-4181 FAX.0299-22-6321 メール kaigi@ishioka.or.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）石岡市の概要 

石岡市は茨城県南部に位置し、東京より約80ｋｍ、ＪＲ常磐線上野駅より特急で約50

分の距離。西に筑波山、東に霞ヶ浦が広がる自然豊かで災害が少なく住みやすい地方都

市。平成17年に旧八郷町と合併し、人口は77,819人（平成27年4月1日現在。石岡商工会

議所地域は50,222人、石岡市八郷商工会地域は27,597人）。なお平成7年の人口約83,000

人（旧石岡市と旧八郷町の合計）をピークに減少している。かつては常陸国の国府が置

かれた常府1300年の歴史の里。国指定特別史跡の「常陸国分寺跡」、「常陸国分尼寺跡」

をはじめ、国指定史跡の「舟塚山古墳」、県指定有形文化財の「石岡の陣屋門」の他、

中心市街地には登録文化財の「看板建築店舗」が立ち並び、数多くの歴史資産を有する。

また古くからの伝統産業である醸造業が盛んで、中でも酒造業は「関東の灘」と言われ

るほど日本有数の日本酒の産地となっている。このように歴史と伝統産業が当地域の強

みである。一方、景気の低迷、消費人口の流出等により、中心市街地は空き店舗が目立

ち、売上が減少するなど経営環境は厳しい状況にある。酒造業においては、近年、嗜好

の変化や若者の日本酒離れの影響等により消費量が減少し厳しい状況にあり課題を多

く抱えている。なお、石岡市（旧石岡市地域）の小規模事業者数は1,714事業所、業種

構成は商業が約28％、製造業が約9％、建設業が約17％、料飲・環業が約16％、運輸業

が約4％、理財業が約5％、サービス業が約21％となっている（構成割合は石岡商工会議

所会員データで計算）。 

 

（２）石岡商工会議所の概要 

石岡商工会議所の設立は昭和30年で平成27年度に創立60周年を迎える。会員事業所は

1,567事業所で組織率は78.5％（平成27年4月1日現在）。組織率は全国の514商工会議所

で第5位（平成26年3月31日現在）。ただ会員事業所は平成11年度末の2,146事業所をピ

ークに年々減少している。職員数は12名（嘱託職員2名含む）で、内経営指導員が4名、

補助員が2名。 

 

（３）石岡商工会議所の役割 
上述のような地域の強み、課題を踏まえ、石岡商工会議所は地域の歴史資産と伝統産
業を活用した地域活性化策の推進と、空き店舗対策や中心市街地の賑わい創出を主要方
針として中長期的な事業を展開していく。そうした上で、地域の総合的経済団体として
は企業や地域の意見を政策に反映させるため、日本商工会議所はじめ各地商工会議所と
連携して、景気対策、税制改正、中小企業対策、まちづくり等について国や関係方面へ
の提言・要望活動を迅速、強力に行う。さらに茨城県、石岡市に対しても、重要課題や
地域経済の活性化のために取り組むべき施策について提言しその実現に努め、要望等の
実現状況や成果を会員はじめ地域社会に広く周知する。 
 
（４）小規模事業者振興の目標 
小規模事業者支援機関としては、引き続き記帳、税務、金融指導等、経営改善普及事
業の推進に努めるとともに、今後は小規模事業者の経営を持続的に行うためのビジネス
モデルの再構築を全面的に支援することを目標とする。そのため当所では経営指導員等
の資質向上に努め、各種専門家派遣の活用や㈳茨城県中小企業診断士協会、関東信越税
理士会土浦支部石岡会、茨城県内商工会議所及び関東ブロック内商工会議所と連携しな
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がら、支援ノウハウ等の情報交換を行い、支援機関としての機能を強化していく。 
さらに地域の活性化を推進するため、地域経済の活性化に資する取り組みを推進す
る。特に平成26年3月に制定された「石岡の地酒で乾杯を推進する条例」の周知を図り、
地酒のまちをアピールし、各種イベントや啓発活動等により、伝統産業である「酒造業」
と関連する小売業、飲食業の再興を目標とする。なお、経営発達支援事業の具体的な実
施事業は次の通り。 
 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容（3～12ページ） 
１．地域の経済動向調査に関すること（3～5ページ） 
①地域経済指標の収集・分析・整理・提供（新規事業） 
②地域雇用情勢の収集・分析・整理・提供（新規事業） 
③地域金融情報の収集・分析・整理・提供（新規事業） 
④CCI LOBO調査（商工会議所早期景気観測調査）（既存事業改善） 
⑤市内交通量調査（既存事業改善） 

 

２．経営状況の分析に関すること（5～6ページ） 
①経営分析支援（既存事業改善） 
②事業再生支援（既存事業改善） 

 

３．事業計画策定支援に関すること（6～7ページ） 
①事業計画の策定支援（既存事業改善） 
②創業支援（既存事業改善） 
③経営革新支援（既存事業改善） 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること（8ページ） 
①事業計画の実施支援（既存事業改善） 

 

５．需要動向調査に関すること（8～11ページ） 
①小規模事業者（個社）を対象とした需要動向調査の実施（新規事業） 
②地域消費者の需要動向調査の実施（新規事業） 
③地域における新規出店情報調査の実施（既存事業改善） 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること（11～12ページ） 
①販路開拓支援事業（既存事業改善） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組（13～15ページ） 
①石岡の地酒で乾杯推進事業（既存事業改善） 
②にぎわい創出事業（既存事業改善） 
③オリジナルキャラクター活用事業（既存事業改善） 
④産業観光振興事業（既存事業改善） 
⑤中心市街地活性化事業（既存事業改善） 

 

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（15～16ページ）
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 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
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 
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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 28 年 4 月 1 日～平成 33 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】 

   各種調査を活用した地域の経済動向を調査し広報紙またはＷＥＢサイトで周知

するほか、小規模事業者に対して情報を提供し事業計画策定に役立てていく。具体

的事業は次の通り。 

 

① 地域経済指標の収集・分析・整理・提供（新規事業）【指針③】 
（事業内容） 

定期的に公表されている、茨城県経済動向（一般財団法人常陽地域研究センタ

ー調べ）、最近の県内経済情勢（水戸財務事務所調べ）、法人企業景気予測調査

（水戸財務事務所調べ）、景気ウォッチャー調査（内閣府政策統括官調べ）、中

小企業景況調査（中小機構調べ）の各データを毎月1回収集・分析しデータベース

に整理し所内で情報の共有化を図る。整理したデータで公開可能な情報は当所広

報紙、またはＷＥＢサイトで周知するほか、小規模事業者に対して情報を提供し

事業計画策定に役立てていく。 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域経済指標の

収集・分析・整

理・提供（回数） 

0回 12回 12回 12回 12回 12回

 

② 地域雇用情勢の収集・分析・整理・提供（新規事業）【指針③】 
（事業内容） 

最新の地域雇用情勢は重要な経済指標であることを念頭に置き、定期的に公表

されている、管内の雇用情勢（ハローワーク石岡調べ）、県内の雇用情勢概況（茨

城労働局調べ）、雇用ニュース（茨城労働局調べ）、エコー人材情報（公益財団

法人産業雇用安定センター茨城事務所調べ）の各データを毎月1回収集・分析しデ

ータベースに整理し所内での情報の共有化を図る。整理したデータで公開可能な

情報は当所広報紙、またはＷＥＢサイトで周知するほか、小規模事業者に対して

情報を提供し事業計画策定に役立てていく。 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域雇用情勢の

収集・分析・整

理・提供（回数） 

0回 12回 12回 12回 12回 12回
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③ 地域金融情報の収集・分析・整理・提供（新規事業）【指針③】 
（事業内容） 

地域金融情報は企業の資金繰り状況や設備投資意欲など多くの情報を含んでお

り、地域経済の動向を読み解くうえで重要な指標となることから、当所で取り扱

う融資制度の斡旋・貸付データに加え、定期的に公表されている保証だより（茨

城県信用保証協会調べ）や日本政策金融公庫土浦支店の融資データを四半期ごと

に収集・分析しデータベースに整理する。整理したデータは当所広報紙、または

ＷＥＢサイトで周知する。 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域金融情報の

収集・分析・整

理・提供（回数） 

0回 4回 4回 4回 4回 4回

 

④ CCI LOBO調査（商工会議所早期景気観測調査）（既存事業改善）【指針③】 
（現状での取り組み） 

商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」を

全国ベースで調査し、その集計結果を当所広報紙で周知している。 

・調査対象企業：10社 

・実施時期：毎月実施（年12回） 

・調査項目：売上高の前年比及び先行き、採算の前年比及び先行き、仕入単価の

前年比及び先行き、従業員数の前年比及び先行き、業況の前年比及

び先行き、資金繰りの前年比及び先行き、以上の項目についてＤＩ

値（業況判断指数）を集計。 

（本計画における改善点） 

  これまでは当所広報紙のみで周知していたが、調査結果はＷＥＢサイトでも広く

提供していく。さらに小規模事業者に対して情報を提供し事業計画策定に役立てて

いく。 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

CCI  LOBO調査

（商工会議所早

期景気観測調

査）（回数） 

12回 12回 12回 12回 12回 12回

 

⑤ 市内交通量調査（既存事業改善）【指針③】 
（現状での取り組み） 

市内を通行する歩行者、自転車、バイク、自動車の数量を調査、分析している。調

査結果は当所発行の広報紙で提供している。 

（本計画における改善点） 

調査結果はＷＥＢサイトでも広く提供していく。なお、調査結果をどう小規模事業

者の経営戦略に役立てるかが課題となっているため、石岡商工会議所としては調査結

果を基にして、通行量の多い種別（歩行者、自転車、バイク、自動車）に応じた効果

的な宣伝方法や、店舗販売からネット販売への転換など経営戦略のためのデータとし

て役立てていきたい。（次ページへつづく） 
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（目標） 

市民及び来街者が買い物をする際の交通手段、及び交通量の増減を把握・提供する

ことで小規模事業者の経営戦略に役立てる。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

市内交通量調査

（回数） 
1回 1回 1回 1回 1回 1回

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  小規模事業者の経営分析を行い、分析結果から導き出された経営課題を小規模事

業者に示し今後の経営計画の策定に活かしてもらう。具体的事業は次の通り。 

 

① 経営分析支援（既存事業改善）【指針①】 
（現状での取り組み） 

経営分析は現状、小規模事業者からの要望があった際に、専門家と連携しながら行

っている。 

（本計画における改善点） 

現状、小規模事業者が自ら経営分析を行うというのは稀で、まずは小規模事業者に

対し経営分析の重要性を説いていくのが課題となる。そこで石岡商工会議所では経営

指導員の巡回・窓口相談においてマル経融資（小規模事業者経営改善資金）を積極的

に推進し利用者を増やし、その利用者について細かな経営分析を行う。分析項目は小

規模事業者の収益性、安全性、成長性の分析の他、販売商品や提供役務の需要動向の

分析も行う。分析結果から導き出された経営課題は小規模事業者に示し今後の経営計

画の策定に活かしてもらう。なお分析の結果、専門家によるアドバイスが必要な場合

は、各種専門家派遣事業（県エキスパート派遣事業、経営安定特別相談事業、ミラサ

ポ事業、よろず支援拠点事業）を活用し専門家と連携し課題を解決する。また今後同

様の相談を受けた際に的確なアドバイスができるように、商工会議所内部において分

析結果を共有する。 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回訪問件数 2,546 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650

窓口相談件数 1,041 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

マル経利用者数 8 24 26 28 30 32

経営分析件数 8 24 26 28 30 32

 

② 事業再生支援（既存事業改善）【指針①】 
（現状での取り組み） 

事業再生支援は現状、「経営安定特別相談室」を設置し、倒産の恐れのある小規模

事業者から相談を受け、経営状況の分析から問題点の把握、事業再生までを支援して

いる。経営状況の分析等は相談室に登録されている弁護士、公認会計士、税理士、中

小企業診断士に依頼している。 

（本計画における改善点） 

課題は倒産の恐れのある小規模事業者への周知であると考えており、そのために

「経営安定特別相談室」の存在をＷＥＢサイト、チラシ、ポスター等で周知を図って

いく。経営状況の分析等はこれまで通り相談室に登録されている弁護士、公認会計士、

税理士、中小企業診断士に依頼する。分析項目は「経営不振に陥った原因」について。
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分析結果から導き出された問題点は小規模事業者に示し今後の経営再建計画の策定

に活かしていく。また今後同様の相談を受けた際に的確なアドバイスができるよう

に、商工会議所内部において分析結果を共有する。 

（目標） 

経営的に見込みのある事業者については再建の方策を講じ、また再生が困難な事業

者については円滑な整理を図ることにより、倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防

止する。なお、支援の対象が倒産の恐れのある事業者のため数値目標は設定しない。

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

上記１．地域の経済動向調査、上記２．経営状況の分析、下記５．需要動向調

査の分析結果等を踏まえ、需要を見据えた小規模事業者の事業計画策定を支援す

る。具体的事業は次の通り。 

 

① 事業計画の策定支援（既存事業改善）【指針②】 
（現状での取り組み） 

(1) 巡回・窓口相談、各種講習会の開催等を通じて事業計画策定を目指す小規模事業
者の掘り起こしを行い積極的に策定支援を行っている。 

(2) 小規模事業者持続化補助金等の各種補助金申請時に事業計画の策定支援を行っ
ている。 

(3) 融資申し込みの際の資金繰り計画作成支援を行っている。 
(4) 創業者に対する創業計画作成支援を行っている。 
（本計画における改善点） 

現状、小規模事業者が自ら事業計画の策定を行うというのは稀で、まずは小規模事

業者に対し事業計画の重要性を説いていくのが課題となる。そこで石岡商工会議所で

は巡回・窓口相談を中心に事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行って

いき、その小規模事業者の経営課題を解決するため、上記１．地域の経済動向調査、

上記２．経営状況の分析、下記５．需要動向調査の分析結果等を踏まえ、事業計画の

策定を支援する。専門家によるアドバイスが必要な場合は、各種専門家派遣事業（県

エキスパート派遣事業、経営安定特別相談事業、ミラサポ事業、よろず支援拠点事業）

を活用し専門家と連携し伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図

ることを目標とする。なお上記取り組みに加え27年度創設の日本政策金融公庫の「小

規模事業者経営発達支援融資制度」の周知・活用にあたっての事業計画策定支援も行

っていく。 

（目標） 

小規模事業者へ事業計画の重要性を認識させ、計画策定を支援することにより、事

業の持続的発展を図る。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回訪問件数 2,546 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650

窓口相談件数 1,041 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

事業計画策定数 17 20 20 20 20 20

※経営指導員（4人）一人あたり年間５事業所の策定を目標とする 
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② 創業支援（既存事業改善）【指針②】 
（現状での取り組み） 

(1) 同じ行政区の石岡市八郷商工会と共催で「創業塾」を開催し、創業希望者の知識
向上を図り、創業計画の策定支援を行うことにより創業支援を行っている。 

(2) 創業希望者に対する創業者向け融資の斡旋、創業促進補助金の申請、個人事業主
の税務署への各種届出を支援している。法人設立等、専門的な内容については各

種専門家派遣事業（県エキスパート派遣事業、ミラサポ事業、よろず支援拠点事

業）を活用し専門家と連携し支援している。 

(3) 創業後は巡回・窓口指導による金融相談、税務相談等の個別フォローアップによ
り伴走型の支援を実施している。 

（本計画における改善点） 

商工会議所が創業支援を行っていることを周知することが課題であると考えてお

り、そのためＷＥＢサイト、チラシ、ポスター等で周知を図っていく。石岡市の事業

者数は年々減少傾向にあることから、創業希望者に対し上記１．地域の経済動向調査、

上記２．経営状況の分析、下記５．需要動向調査の分析結果等を踏まえ、創業計画の

策定支援を行うことにより地域での創業者を増やし、さらにその創業者が持続的発展

を図ることを目標とする。 

（目標） 

 創業希望者が安心して相談できる窓口機能を充実させ、地域における創業者を増や

し地域経済の活性化を図る。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

創業塾開催回数 

（日数） 

1 

（3日間） 

1

（3日間）

1

（3日間）

1

（3日間）

1 

（3日間） 

1

（3日間）

創業支援者数 18 20 20 20 20 20

※経営指導員（4人）一人あたり年間５事業所の支援を目標とする 

 

③ 経営革新支援（既存事業改善）【指針②】 
（現状での取り組み） 

巡回・窓口相談、各種講習会の開催等を通じて経営革新計画策定を目指す小規模事

業者を掘り起こし、専門家と連携して積極的に策定支援を行い、茨城県への認定申請

を支援している。 

（本計画における改善点） 

巡回・窓口相談を通して、経営革新計画の重要性を小規模事業者に理解してもらい

事業の経営革新を推進するため、上記１．地域の経済動向調査、上記２．経営状況の

分析、下記５．需要動向調査の分析結果等を踏まえ、経営革新計画の策定、さらに茨

城県への認定申請を支援する。専門家によるアドバイスが必要な場合は、各種専門家

派遣事業（県エキスパート派遣事業、経営安定特別相談事業、ミラサポ事業、よろず

支援拠点事業）を活用し専門家と連携し伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の

持続的発展を図ることを目標とする。 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

経営革新計画認

定事業者数 
2 4 4 4 4 4

※経営指導員（4人）一人あたり年間1事業所の計画認定を目標とする 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   上記３．事業計画策定支援で作った事業計画を確実に実施するため、巡回等によ

る進捗状況の確認とフォローアップを小規模事業者に寄り添った伴走型で行う。具

体的事業は次の通り。 

 

① 事業計画の実施支援（既存事業改善）【指針②】 
（現状での取り組み） 

上記、３-①事業計画の策定支援、３-②創業支援、３-③経営革新支援で策定し

た計画について次の実行支援を行っている。 

(1)計画策定後は国、県等が行う支援策を周知しフォローアップを実施している。 

(2)計画を策定した小規模事業者に対しては巡回訪問により進捗状況の確認を行うと

ともに指導・助言を行うなど伴走型支援を行っている。 

（本計画における改善点） 

上記、３-①事業計画の策定支援、３-②創業支援、３-③経営革新支援で計画を策

定した事業者に対しては、巡回・窓口相談、国、県等が行う支援策の周知を通して、

伴走型支援による実施支援を行う。専門家によるアドバイスが必要な場合は、各種

専門家派遣事業（県エキスパート派遣事業、経営安定特別相談事業、ミラサポ事業、

よろず支援拠点事業）を活用し専門家と連携し伴走型の指導・助言を行い、小規模

事業者の持続的発展を図ることを目標とする。課題は小規模事業者が計画通りに実

行できるかどうかで、石岡商工会議所としては27年度創設の日本政策金融公庫の「小

規模事業者経営発達支援融資制度」等、融資の斡旋による資金面での支援、専門家

と連携した計画の見直しなどにより計画実行を支援していきたい。 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

事業計画実行支

援 
17 80 80 80 80 80

創業計画実行支

援 
18 48 48 48 48 48

経営革新計画実

行支援 
2 16 16 16 16 16

※計画を策定した事業者1件あたり年間4回(3か月に1回)の実行支援を目標とする 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

 大多数の小規模事業者は、自らが販売する商品や提供する役務の需要動向調査は

行っておらず、経験に基づく勘や、取引業者からの情報、マスコミ等の情報を基に

商品の品揃えや役務の提供を行ってきた。当所でも体系的な需要動向調査は行って

いないのが現状。消費者の要求が益々厳しくなっている今、小規模事業者の持続的

発展を支援するためには、需要動向を迅速に把握し、その情報を小規模事業者に提

供することが課題となっている。 

（改善方法） 

   上記の課題を解決するため、今後は小規模事業者（個社）を対象とした需要動向、

業種別の需要動向、地域消費者の需要動向、新規出店情報について調査を行い、調

査結果を小規模事業者に提供し今後の商品開発、品揃え、役務の提供、及び事業計

画策定に役立てる。具体的事業は次の通り。 
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（事業内容） 

① 小規模事業者（個社）を対象とした需要動向調査の実施（新規事業）【指針③】
（目的） 

個社支援を行う小規模事業者の販売する商品や提供する役務、及び開発予定

の新商品や新たに提供を始めようとする役務が、消費者の需要を満たしている

かどうかを調査し、消費者の需要を満たすために必要な商品・役務等は何かを

小規模事業者に対し明確に示すために実施する。 

（調査方法） 

(1)日本経済新聞社の有料ＷＥＢサービス「日経テレコン」及び「POS EYES」を

活用（主に小売業、卸売業が対象）。 

(2)経営情報出版社が発行する書籍「業種別業界情報」を活用（全業種対象）。

(3)日経ＢＰ社が発行する「日経トレンディ」を活用（全業種対象）。 

(4)開発予定の新商品や新たに提供を始めようとする役務の需要については、上

記調査方法では対応できないため、各種専門家派遣事業（県エキスパート派

遣事業、経営安定特別相談事業、ミラサポ事業、よろず支援拠点事業）を活

用し適切な専門家と連携しながら調査・分析を行う（全業種対象）。 

（調査項目） 

(1)「日経テレコン」及び「POS EYES」による調査項目 

・商品詳細診断～指定した商品のカバー率の推移や、価格の変動に伴う売れ

行きへの影響、購入者の性別、年齢層別比率を調査・分析。 

・伸びる市場・縮む市場の把握～日経POSに収録している約1600の分類から、

前年と比べて売れ行きの伸びの大きい分類、減少幅の大きい分類を調査・

分析。 

・新商品の把握～指定した期間に出された新商品の数を調査・分析。 

(2) 「業種別業界情報」による調査項目 

 ・最近の業界動向 

 ・業界の特性 

 ・業界のトレンド及びノウハウ 

 ・市場規模 

 ・今後の課題、将来性 

(3) 「日経トレンディ」による調査項目 

 ・ヒット商品のトレンド 

 ・ヒット商品の予測 

 ・消費者の視点 

(4)各種専門家派遣事業による調査項目 

・開発予定の新商品や新たに提供を始めようとする役務の需要 

（頻度） 

 小規模事業者（個社）の経営分析を行う際、同時に実施する。 

（提供方法） 

  調査・分析結果は小規模事業者（個社）に直接提供する。 

（活用方法） 

   調査・分析したデータはデータベースに整理し、同業種が調査対象となった場

合、迅速に対応できるように所内で情報の共有化を図る。 
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（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

小規模事業者

（個社）を対象

とした需要動向

調査の実施事業

者数 

0 24 26 28 30 32

※経営分析を行った事業者全ての需要動向調査を実施する 

 

② 地域消費者の需要動向調査の実施（新規事業）【指針③】 
（目的） 

小規模事業者の販売する商品や提供する役務が、地域消費者の需要を満たし

ているかどうかを調査し、地域消費者の需要を満たすために必要な商品・役務

等は何かを小規模事業者に対し明確に示すために実施する。 

（調査対象・調査方法） 

石岡市内（石岡商工会議所地域内）の世帯を対象とする。調査は巡回訪問時

に行うほか、市内の各種団体、学校等に調査票の配布・回収を依頼して行う。

（調査項目） 

(1)世帯の人数、年齢構成 

(2)主に石岡市内で購入する商品、提供を受ける役務は何か 

(3)主に石岡市外で購入する商品、提供を受ける役務は何か 

(4)主にインターネットや通販で購入する商品は何か 

(5)出来る限り石岡市内で購入したい商品、提供を受けたい役務は何か 

（調査数） 

400世帯のサンプリング調査を行う（世帯の年齢層を考慮して選定）。 

※一般的なサンプリング調査では、調査対象総数が100,000の場合、383のサン

プリング調査を実施すれば、5％の誤差範囲内で調査が行えるとされている。

（石岡商工会議所地域の人口は50,222人） 

（調査結果の提供方法） 

調査結果は広報紙、及び当所ＷＥＢサイトで公開する。 

（活用方法） 

調査結果は公開するだけでなく、個社支援を行う小規模事業者の商品構成、役

務内容に対するアドバイス資料、更には経営計画を立てる際の基礎資料とする。

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域消費者の需

要動向調査（回

数） 

0回 1回 1回 1回 1回 1回

※毎年1回実施する 

 

③ 地域における新規出店情報調査の実施（既存事業改善）【指針③】 
（目的） 

地域の需給バランスに影響を与える新規出店の情報を調査・収集し、情報を小

規模事業者に対し迅速に示すために実施する。 
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（現状での取り組み） 

大型店の新規出店情報は茨城県からの情報提供で把握。それ以外の新規出店情

報は日々の巡回時に新店舗の建設現場や看板等で情報を得ているほか、企業と商

工会議所をつなぐパイプ役として活動している、石岡商工会議所の小規模企業振

興委員（18名を委嘱）の連絡会議、及び日頃の活動における情報提供において把

握している。収集した新規出店情報は所内で情報の共有を図っている。 

（本計画における改善点） 

今後は情報の収集先も範囲を広げ、収集した情報は所内で共有するだけでな

く、小規模事業者の個社支援に積極的に活用する。また大型店の新規出店情報に

ついては広く周知を図っていく。具体的内容は次の通り。 

（調査項目） 

石岡市内及び周辺の新規出店情報（業種、店舗規模、場所、開店時期等） 

（調査方法） 

これまで通り茨城県からの情報収集、日々の巡回時と小規模企業振興委員から

の情報収集に加え、各種団体・組合、商店会等に聞き取り調査を行う。 

（調査結果の提供方法） 

大型店の新規出店情報は当所広報誌で周知するほか、当所ＷＥＢサイトから茨

城県ＷＥＢサイトへのリンク設定により広く周知する。それ以外の新規出店情報

は不確実な情報も含まれている恐れがあるため、個社支援を行う際の情報提供に

留める。 

（活用方法） 

収集した新規出店情報は周知するだけでなく、個社支援を行う小規模事業者の

商品構成、役務内容に対するアドバイス資料、更には経営計画を立てる際の基礎

資料とする。 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

行政、各種団

体・組合、商店

会等への聞き取

り調査（回数） 

0回 12回 12回 12回 12回 12回

小規模企業振興

委員連絡協議会

の開催（回数） 

5回 5回 5回 5回 5回 5回

  ※行政、各種団体・組合、商店会等への聞き取り調査は毎月1回実施する。 

  ※小規模企業振興委員連絡協議会は4月、6月、10月、12月、2月に開催する。 

 

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】 

   小規模事業者の売上増加を図るため、販路開拓事業を実施する。具体的事業は次

の通り。 

 

① 販路開拓支援事業（既存事業改善）【指針④】 

（現状での取り組み） 

(1) 全国の商工会議所・商工会の会員が無料で利用できる販路開拓支援サイト「ザ・
ビジネスモール」に参画し、小規模事業者の販路開拓を支援している。このサイ

トには全国25万社が登録されており、ＷＥＢ上で取引先を検索し商談まで行える
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ことから取引範囲を広げることが可能。また登録企業は簡易のＷＥＢサイトが開

設できるので、比較的ＩＴ化が進んでいない小規模事業者のＩＴ化支援にもつな

げている。 

(2) 日本政策金融公庫のインターネットビジネスマッチングを周知し取引先の拡大
を支援している。 

(3) 同じ行政区の石岡市八郷商工会と共催で「営業力強化塾」を開催している。講
師には各分野のトップセールスマンを招き、多彩な営業手法を学んでいただき、

販路開拓を支援している。 

(4) 石岡商工会議所が発行主体となり１２月のボーナス商戦に合わせ新聞折込みチ
ラシを発行している。小規模事業者単独では費用的に難しい新聞へのチラシ折込

みが数十の事業所で紙面を分割し発行することにより安価で折込みができる。こ

れにより、新たな顧客の獲得につなげている。 

(5) 石岡商工会議所が発行する広報紙に、小規模事業者が制作したチラシの折込み
サービスを安価で行っている。これにより、新たな顧客の獲得につなげている。

(6) 石岡商工会議所が発行する広報紙の紙面に小規模事業者の特徴的な商品やサー
ビス、店舗等を紹介している。これにより、新たな顧客の獲得につなげている。

(7) 石岡商工会議所の「石岡産業観光ＮＡＶＩ」ＷＥＢサイトにおいて、小規模事
業者である飲食店、土産品店を紹介し新たな顧客の獲得につなげている。

(http://na-vi.jp) 

(8) 石岡商工会議所のＷＥＢサイトにおいて、小規模事業者のＷＥＢサイトへのリ
ンクコーナーを設け閲覧者を誘導している。これにより、新たな顧客の獲得につ

なげている。 

（本計画における改善点） 

小規模事業者の販路開拓支援は石岡商工会議所の最重要課題のひとつとして捉え

ている。これまで行ってきた販路開拓支援事業をブラッシュアップさせながら引き続

き実施し、小規模事業者の持続的発展を図る。なお「営業力強化塾」は、内容を一歩

進めた「営業戦略講座」として開催。また地元金融機関等が実施する商談会の開催を

広報紙、ＷＥＢサイトで周知し取引先の拡大を支援する事業を追加する。 

（目標） 

 小規模事業者単独では難しい全国規模での商談サイトの活用や安価でのチラシ折

込み、ＷＥＢ活用によるＰＲ等を支援することにより、事業機会の拡大を図る。また

セミナー開催により営業力の向上を図る。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

① 石岡の地酒で乾杯推進事業（既存事業改善） 
（現状での取り組み） 

「関東の灘」と言われるほど日本有数の日本酒の産地となっているが、近年、嗜好

の変化や若者の日本酒離れの影響等により消費量が減少し厳しい状況にあることか

ら、平成26年3月に「石岡の地酒で乾杯を推進する条例」が制定された。これを受け

石岡商工会議所、石岡市、石岡清酒協議会、石岡市観光協会、石岡市八郷商工会、新

ひたち野農業協同組合、やさと農業協同組合で組織された「石岡の地酒で乾杯推進協

議会」を設立し、条例の周知と地酒で乾杯の習慣を広めていく活動を展開している。

具体的には「地酒まつり」の開催、周知ポスター、卓上ＰＯＰの制作・配布、各種イ

ベントへの出展等を行っている。 

（本計画における改善点） 

地酒の消費量を増やし、酒造業及び関連する小売業、飲食業の再興を図ることが課

題となっている。引き続き「石岡の地酒で乾杯推進協議会」が中心となり、条例の周

知と地酒で乾杯の習慣を広めていく啓発活動を展開する。具体的には「地酒まつり」

の開催、周知ポスター、卓上ＰＯＰの制作・配布、各種イベ

ントへの出展に加え、マスコミを活用した広報活動を積極的

に行い地酒のイメージアップ戦略を進めていく。 

 （目標） 

地酒のまちをアピールし、各種イベントや啓発活動等に

より、伝統産業である「酒造業」と関連する小売業、飲食

業の再興を図る。 

 

② にぎわい創出事業（既存事業改善） 
（現状での取り組み） 

石岡商工会議所、石岡市、石岡市教育委員会、石岡市観光協会、石岡商店会連合会、

石岡市消防本部、ＪＲ石岡駅、石岡南台郵便局、ＮＰＯ法人まちづくり市民会議で組

織された、「いしおか元気イベント実行委員会」を年５回行い、地域活性化を目的と

した「いしおか商工祭」、「いしおか雛めぐり」の実施内容について検討している。

「いしおか商工祭」は11月に、「いしおか雛めぐり」は2～3月に中心市街地で開催し

ている。 

（本計画における改善点） 

中心市街地に空き店舗が増え、年々にぎわいが無くなっており、いかにして人を呼

び込むかが大きな課題となっている。石岡商工会議所ではイベントを開催することに

より、にぎわいを創出したいと考えており、引き続き「いし

おか元気イベント実行委員会」を年５回行い、地域活性化を

目的とした「いしおか商工祭」、「いしおか雛めぐり」の実

施内容について検討する。「いしおか商工祭」は11月に、「い

しおか雛めぐり」は2～3月に中心市街地で開催する。イベン

ト開催にあたっては、マンネリ化することが無いように毎年

趣向を凝らし、周辺都市からも人を呼び込める内容としていく。 

 （目標） 

  中心市街地の空き店舗が増える中、市内の主要団体が連携しイベントを開催するこ

とにより、来街者数を増やし街中のにぎわいを創出する。 

（次ページへつづく） 

地酒まつり 

いしおか商工祭 
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項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

商工祭来場者数 20,000 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000

雛めぐり来街者数 10,000 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000

 

③ オリジナルキャラクター活用事業（既存事業改善） 
（現状での取り組み） 

石岡商工会議所のキャラクター「いしおか恋瀬姫」（右イラス

ト）は石岡市に流れる恋瀬川から生まれた恋愛成就のお姫様と

いう設定。このキャラクターを小規模事業者が販売する土産品

等の商品ラベルに使用してもらい、売上増加につなげている。

これまでにも地酒、味噌、杉線香、米など多くの土産品に採用

されている。 

（本計画における改善点） 

今後も一層の活用を事業者に働きかける。ただし全国区のキャラクターとして認知

されていないのが課題となっているため、平成 27 年 10 月に石岡市の公式マスコット

キャラクターとして認定されたのを機に、今後は石岡市と連携して活用事業を展開し

ていく。 

 （目標） 

   多くの事業者に使用してもらうことによりキャラクターの認知度を高め、「恋愛

成就のまち」として定着させ若者の来街者の増加を図っていく。 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
キャラクター使用承認数 10 14 16 18 20 22

 

④ 産業観光振興事業（既存事業改善） 
（現状での取り組み） 

見学ができる工場、事業所を紹介し見学の申し込みまでできる「石岡産業観光ＮＡ

ＶＩ」というＷＥＢサイト（http://na-vi.jp）を活用し、石岡市内の産業や事業所

を広く紹介している。他にこのサイトでは来街者向けに市内の飲食店、土産品店情報

を提供している。 

（本計画における改善点） 

掲載情報の質量の充実が課題となっているため、定

期的な情報収集を行うことにより、掲載情報の質量の

充実と鮮度を保っていきたいと考えている。 

（目標） 

子供たちはもちろん、大人の社会科見学の需要を取り込み、石岡市への来街者を増

やし産業観光の振興を図っていく。 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 
サイトへのアクセス数 13,495 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500

 

⑤ 中心市街地活性化事業（既存事業改善） 
（現状での取り組み） 

石岡市中心市街地活性化基本計画に基づき、コンパクトでにぎわいのあるまちづく

りを推進している。具体的には第3セクターの街づくり会社「㈱まち未来いしおか」

が運営する石岡駅前の「石岡カフェ」（喫茶店）、「農家の野菜直売所」の運営支援

http://na-vi.jp 

いしおか恋瀬姫 
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を行っている。また中心市街地の店舗等を美術品の展示会場として活用する同社主催

の「まちかどギャラリー」を定期的に開催し、賑わいを創出している。 

（本計画における改善点） 

課題は「まちかどギャラリー」で展示する魅力的な展示品を継続的に探し出すこと

で、石岡商工会議所としては、市が保管する美術品の展示な

ど地元の資産を活用する形で継続開催していきたいと考え

ている。 

 （目標） 

  中心市街地の空き店舗が増える中、空き店舗を活用した店

舗の運営やイベントを開催することにより、来街者数を増や

し街中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 

（現状での取り組み） 

(1) 石岡市にある㈳茨城県中小企業診断士協会の会長（中小企業診断士）、石岡市

内の公認会計士、税理士に石岡商工会議所の小規模企業振興委員を委嘱しており、

年５回開催される小規模企業振興委員連絡協議会において、支援情報等の情報交

換を行っている。 

(2) 関東信越税理士会土浦支部石岡会と年1回「税務指導に関する懇談会」を開催し、
所得税・消費税の確定申告、年末調整、e-Tax等についての情報交換を行っている。

(3) 茨城県内８つの商工会議所の中小企業相談所長会議（年3回程度開催）において、
新たな支援施策についての情報交換をはじめ、各種支援について関係機関の方を

迎え説明を行ってもらい情報交換を行っている。 

(4) 年１回開催される関東ブロック中小企業相談所長会議・中小企業支援先進事例
普及研修会において、国の新たな支援策の説明を受けるほか、ブロック内商工会

議所の事例発表、支援先進事例の説明を受け知識を得ている。 

（本計画における改善点） 

小規模事業者に対し効果的な支援を行うためには、専門知識を有する他の支援機関

や他地区の商工会議所との連携が不可欠と考えており、引き続き上記の取り組みを行

っていきたい。なお連携により得られたノウハウ等を商工会議所内でいかに共有し活

用していくかが課題となるが、必要に応じて随時内部会議を行い、職員間でノウハウ

等の共有を図っていきたいと考えている。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状での取り組み） 

(1) 石岡商工会議所の経営指導員、補助員は公的資格取得に努めている。現在、２
級ファイナンシャルプランニング技能士３名、２級販売士４名、３級販売士１名、

２級日商簿記１名、３級日商簿記４名、２級ビジネス実務法務１名、２級福祉住

環境コーディネーター１名、３級カラーコーディネーター１名、環境社会検定（eco

検定）認定２名、国内旅行業務取扱管理者１名、食品衛生責任者１名の資格を有

している。 

(2) 中小企業大学校の主催する研修に経営指導員・補助員が年間１回以上参加する
ことで、幅広い知識を習得し支援能力の向上を図っている。 

(3) 県内８商工会議所が合同で実施する経営指導員・補助員研修会に参加すること

まちかどギャラリー 
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で、幅広い知識を習得し支援能力の向上を図っている。 

(4) 日本商工会議所、茨城県、税務署、関係機関が主催する研修に参加することで、

幅広い知識を習得し支援能力の向上を図っている。 

(5) 日本商工会議所の経営指導員等ＷＥＢ研修を受講し、幅広い知識を習得し支援
能力の向上を図っている。 

(6) 各種専門家派遣事業を行う場合は、専門家に同行し、指導・助言内容、情報収
集方法を学んでいる。 

(7) 組織内でノウハウを共有するため、研修会等へ参加した場合は翌朝の朝礼でポ
イントを報告するほか、より重要な内容については内部勉強会を開き、知識の習

得に努めている。 

(8) 補助員に対しては、ベテラン経営指導員と巡回指導に同行し、指導・助言内容、
情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図っている。

（本計画における改善点） 

経営指導員等の資質向上を図っていく上での課題は向上心の持続だと考えている。

石岡商工会議所では上記の項目を継続的に行い、向上心の持続を図っていき、資質の

向上に努めていきたいと考えている。 

 

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 

（現状での取り組み） 

(1) 年２回の石岡商工会議所監事会（中間監査、決算監査）において事業の実施状
況及び成果について評価・検証を行っている。 

(2) 石岡商工会議所の運営委員会で事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示
を行っている。 

(3) 石岡商工会議所正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定している。 
(4) 事業の成果・評価・見直しの結果については、石岡商工会議所常議員会、通常
議員総会へ報告し、承認を受けている。 

（本計画における改善点） 

事業の評価についての課題は外部評価の導入で、石岡商工会議所では上記の評価・

検証に加え、外部有識者（非会員）の中小企業診断士にも評価・検証を依頼する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

 ・事業を実施する人員～経営指導員 4名、補助員 2名 合計 6名 

 ・石岡商工会議所全体の組織～事務局長 1名、経営指導員 4名、補助員 2名、 

一般職員 5名、合計 12 名 

 

（２）連絡先 

 石岡商工会議所 中小企業相談所 

 〒315‐0013 茨城県石岡市府中１－５－８ 

 電話番号 ０２９９－２２－４１８１ 

 FAX 番号 ０２９９－２２－６３２１ 

 URL：http://ishioka.or.jp 

 メール  kaigi@ishioka.or.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） 

 平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

平成 31

年度 

平成 32

年度 

必要な資金の額 152,100 154,100 156,100 158,100 160,100

 

・一般会計 

・中小企業相談所特別会計 

・中心市街地活性化推進特別会計

92,000

58,000

2,100

93,000

59,000

2,100

94,000

60,000

2,100

95,000 

61,000 

2,100 

96,000

62,000

2,100

（備考）必要な資金の額については、関連する会計の総額を記載しています。 

 

調達方法 

 

・一般会計（会費、市補助金、収益事業繰入金、事業収入、雑収入） 

・中小企業相談所特別会計（県補助金、市補助金、事業収入、日本商工会議所委託金、

一般会計繰入金、雑収入） 

・中心市街地活性化推進特別会計（一般会計繰入金、雑収入） 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法となります。 
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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 

（事業名） 
石岡の地酒で乾杯推進事業 
（内容） 
石岡の地酒で乾杯推進協議会を組織し平成２６年３月に制定された「石岡の地酒で乾杯を推進する条

例」の周知と地酒で乾杯の習慣を広めていく活動を展開する。 

連携者及びその役割 

・石岡清酒協議会（協議会会長及び委員、事業企画・運営・実施主体、運営負担金の拠出） 

・石岡市観光協会（協議会副会長、事業内容協議、運営負担金の拠出） 

・石岡商工会議所（協議会副会長、事務局、事業企画・運営・実施主体、運営負担金の拠出） 

・石岡市（協議会委員、事業企画・運営・実施主体、運営負担金の拠出） 

・石岡市八郷商工会（協議会委員、事業内容協議、運営負担金の拠出） 

・新ひたち野農業協同組合（協議会委員、事業内容協議、運営負担金の拠出） 

・やさと農業協同組合（協議会委員、事業内容協議、運営負担金の拠出） 

連携体制図等 

 
（目標）地酒のまちをアピールし、各種イベントや啓発活動等により、地場産業で
ある「酒造業」と関連する小売業、飲食業の再興を図る。 

石岡商工会議所（会頭 髙木治） 
（住所：石岡市府中 1-5-8） 
・協議会の運営主体・会計（事務局） 
・ポスター等啓発物の制作・配布主体 
・事業の企画・運営・実施主体 
・運営負担金の拠出

石
岡
の
地
酒
で
乾
杯
推
進
協
議
会 

石岡清酒協議会（会長 冷水豊国） 
（住所：石岡市東大橋 2972 石岡酒造㈱内） 
・ポスター等啓発物の内容協議・配布 
・事業の企画・運営・実施主体 
・運営負担金の拠出 

石岡市（市長 今泉文彦） 
（住所：石岡市石岡 1-1-1） 
・ポスター等啓発物の内容協議・配布 
・事業の企画・運営・実施主体 
・運営負担金の拠出 

石岡市観光協会（会長 武井勇） 
（住所：石岡市柿岡 5680-1 石岡市八郷総合支
所商工観光課内) 
・ポスター等啓発物の内容を協議 
・事業の内容を協議 
・運営負担金の拠出 

石岡市八郷商工会（会長 菊地清） 
（住所：石岡市柿岡 2009-3） 
・ポスター等啓発物の内容協議・配布 
・事業の内容を協議 
・運営負担金の拠出 

新ひたち野農業協同組合（組合長 金井一夫）
（住所：石岡市南台 3-21-14）  
・ポスター等啓発物の内容を協議 
・事業の内容を協議 
・運営負担金の拠出 

やさと農業協同組合（組合長 川井貞夫） 
（住所：石岡市柿岡 3236-6） 
・ポスター等啓発物の内容を協議 
・事業の内容を協議 
・運営負担金の拠出 

（目標）地酒のまちをアピールし、各種イベントや啓発活動等により、地場産業で
ある「酒造業」と関連する小売業、飲食業の再興を図る。 
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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 
（事業名） 
にぎわい創出事業 
（内容） 

いしおか元気イベント実行委員会を組織し地域活性化を目的とした「いしおか商工祭」、「いしおか雛

めぐり」の実施内容について検討し実行する 

連携者及びその役割 

・石岡商工会議所（委員会正副委員長、事務局、事業企画・運営・実施主体、事業費の拠出） 

・石岡商店会連合会（委員会副委員長、事業内容協議、事業への参加、協力） 

・石岡市（委員会委員、事業内容協議、事業補助金の交付） 

・石岡市教育委員会、石岡市観光協会、石岡市消防本部、石岡市南台郵便局、ＮＰＯ法人まちづ

くり市民会議、ＪＲ石岡駅（委員会委員、事業内容協議、事業への参加、協力） 

連携体制図等 

 

 

（目標）地酒のまちをアピールし、各種イベントや啓発活動等により、地場産業で
ある「酒造業」と関連する小売業、飲食業の再興を図る。 

石岡商工会議所（会頭 髙木治） 
（住所：石岡市府中 1-5-8） 
・委員会の運営主体・会計（事務局） 
・ポスター等ＰＲ物の制作・配布主体 
・事業の企画・運営・実施主体 
・事業費の拠出 

い
し
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石岡商店会連合会（会長 川村良一） 
（住所：石岡市府中 1-5-8 石岡商工会議所内）
・ポスター等ＰＲ物の掲示 
・事業内容の協議 
・事業への参加、協力 

石岡市教育委員会（教育長 櫻井信） 
（住所：石岡市柿岡 5680-1 石岡市八郷総合支
所内) 
・ポスター等啓発物の掲示 
・事業内容の協議 
・事業への協力 

石岡市（市長 今泉文彦） 
（住所：石岡市石岡 1-1-1） 
・ポスター等ＰＲ物の掲示 
・事業内容の協議 
・事業への参加、協力 
・事業補助金の交付 

石岡市観光協会（会長 武井勇） 
（住所：石岡市柿岡 5680-1 石岡市八郷総合支
所商工観光課内) 
・ポスター等啓発物の掲示 
・事業内容の協議 
・事業への参加、協力 

石岡市消防本部（消防庁 色川利男） 
（住所：石岡市石岡 1-2-18） 
・ポスター等啓発物の掲示 
・事業内容の協議 
・事業への参加、協力 

石岡南台郵便局（局長 菊地喜之） 
（住所：石岡市南台 2-9-2） 
・ポスター等啓発物の掲示 
・事業内容の協議 
・事業への参加、協力 

（目標）中心市街地の空き店舗が増える中、市内の主要団体が連携しイベントを開
催することにより、来街者数を増やし街中のにぎわいを創出する。 

ＮＰＯ法人まちづくり市民会議（理事長 白
井育夫） 
（住所：石岡市国府 2-4-34 島田建設㈱内） 
・ポスター等啓発物の掲示 
・事業内容の協議 
・事業への参加、協力 

ＪＲ石岡駅（駅長 海老澤宏幸） 
（住所：石岡市国府 1-1-17） 
・ポスター等啓発物の掲示 
・事業内容の協議 
・事業への協力 


