
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
下館商工会議所     （法人番号 ）８０５０００５００９９２５ 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

「若者が希望を持てる産業の育成」「交流賑わいが生まれる観光まちづくり」（第２次筑西市総

合計画：政策）を目指し、地域における小規模事業者を取り巻く現状と課題を踏まえつつ、様々

な支援機関と連携・協働しながら、経営発達支援計画の目標を次の通り定め、地域ぐるみで小規

模事業者を面的に支援する。 

⑴商工業者の新たな事業計画の（再）構築による経営力向上 

⑵新たな需要を開拓していくための高付加価値商品化に対する支援 

⑶創業者の増加による事業者創出と行政の支援策による雇用の拡大に対する支援 

⑷観光資源を活かした「交流・賑わい創出」支援による入込客を増やすための新たな仕組みの

構築 

⑸地域を牽引し、近くで寄り添い、小回りの利く経済団体・支援機関としての体制の整備 

事業内容 

当初５年間の事業内容を以下の通り定め、工夫しながら以下の事業を実施する。 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

   小規模事業者の実態を把握するため、ビックデータを活用した地域経済動向の分析を行

う。また、これまで実施していた地域内の経済動向調査（ＤＩ値）の対象先を増やし、地

域内の経済動向調査を実施する。調査結果は、ホームページで定期的に公表する。 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   経営指導員の巡回訪問・窓口での個別相談時に、地域内小規模事業者にヒアリング調査

を行い、事業者が抱える経営課題等を共有する。希望者に対して経営状況の分析を行い、

小規模事業者が持続的に発達していけるよう事業計画策定を促す。 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

    補助金採択を目指す事業者のみならず、地域内のすべての小規模事業者の中から事業計

画策定を希望する事業者に対し、事業計画策定支援を寄り添いながら実施する。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

    事業計画策定後の実施に於いて、小規模事業者と伴走しながらフォローアップを行い、

計画の実行を支援していく。 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

    地域イベント等を活用し、事業者が取り扱うモノ・コトに対し、需要動向調査を消費者

向けに実施する。また、需要動向調査に取り組む事業者に対し、統計資料等を活用しトレ

ンド情報等も提供していく。 

 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】 

    新たな需要の開拓を目指す小規模事業者に対し、商談会(BtoB)や展示会(BtoC)への参加

促進支援・テストマーケティング支援・プロモーションセミナー・インターネット活用に

よる需要開拓支援・マスメディアへのプレスリリース支援を小規模事業者に寄り添いなが

ら実施し、地域の小規模事業者の新たな需要の開拓に寄与していく。 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 

  ⑴筑西市地域活性化協議会の開催 

  ⑵魅力的な商店のイベント参加による賑わいの創出 

  ⑶筑西ブランド確立のための認定事業 

  ⑷若者の地元就職のためのＵ・Ｉ・Ｊターン 

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 

 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 

 ２．経営指導員等の資質向上等 

 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 

連絡先 

下館商工会議所 中小企業相談所長 武田 晋一 

〒308-0031 茨城県筑西市丙３６０ スピカ６Ｆ 

TEL:0296-22-4596   FAX:0296-25-0412 

URL:http://www.shimodate-cci.or.jp   E-mail:info@shimodate-cci.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.目標 

(１)地域の現状及び課題 

①現状  

■筑西市の風土 

筑西市は、東京から北へ約 70㎞、茨城県西部に位置（下の地図の通り）し、205.3k㎡の面積を有

している。地形はおおむね平坦で、鬼怒川・小貝川が南北に貫流し、四季を通じて穏やかな気候で

あることから、肥沃な田園地帯を形成している。 

平成 17年 3月 28 日に下館市・関城町・明野町・協和町の１市３町が合併し、筑西市が誕生（人口

113,599人：平成 17年 4月 1日時点）した。 

【位置と地勢】 

■交通網                          

筑西市の交通網は、右の地図の通 

りＪＲ水戸線が東西に横断し、下館 

駅をターミナルに、北には真岡鐵道 

真岡線（首都圏から最も近い場所で 

ＳＬが運行されている）、南には関 

東鉄道常総線が伸び、通勤・通学の 

足を支えている。 

下館駅は、明治 22年に建てられ、 

度重なる改築は行われているが駅舎 

２階にステンドグラスが施されるな 

ど、当時の面影が現存している。ま 

た、「１つの駅構内に３つの路線が 

同時に乗り入れる」全国でも稀な駅 

の造りであり、「通年ＳＬが運行す 

る駅」として、鉄道ファン（撮り鉄） 

に有名なスポットにもなっている。 

道路については、北関東の幹線道 

路である国道 50号線が東西に、国道 

294号線が南北に縦貫し、茨城県西 

地域の交通の要衝となっている。 

かつては、下館駅前にバスターミ 

ナルがあり、近隣に路線が放射線状 

に張り巡らされていたが、徐々に民営路線バスは全線廃止となってしまった。このような状況から、

筑西市は、平成 19 年から協同組合日専連しもだてを事業者に、民営タクシーを借り上げ、デマンド

タクシーや行政が社会実験として路線バスの運行も行うなど、交通弱者対策が行われている。 

旧下館市は、近世以降城下町として発展し、木綿や足袋底を主な産品とする卸・商業の街として栄

えていたことや、交通インフラ整備の優位性から、現在も筑西市には、国・県の出先機関（税務署・

労働基準監督署・ハローワーク・保健所・簡易裁判所・検察庁・茨城県西合同庁舎等）が集中し、県

西地区の中心都市としての役割を担っている。 
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■人口と世帯 

本市の総人口は、県内第 8位（平成 29年 10月 1日調査時点、常住人口 102,818 人）の人口規模

となっている。人口の推移を見ると、平成 7 年を境に減少に転じて以降、減少傾向にあり、平成

30年 10月 1日現在の常住人口は 101,784人となっている。 

世帯数は合併前から緩やか          【人口・世帯数の推移】 

な増加傾向にある一方で、１ 

世帯当たりの人員は平成２年 

の 3.75 人から平成 29年には 

は 2.82 人まで減少し、核家 

族化が進行している。 

国立社会保障・人口問題研 

究所の将来人口推計によると、 

長期の視点で本市の将来人口 

動向を見ると、平成 52年ま 

でに平成 22 年の人口より 

30,981 人（-28.5％）の減少 

が見込まれている。 

 

  

 

■３階層別年齢人口比の推移 

３階層別年齢人口比の 0～14歳の割合は平成 2年の 19.8％から平成 27年では 12.2％と 7.6ポ

イントの減少。65歳以上の割合は平成 2年の 13.0％から平成 27年では 28.0％と 15.0ポイント

増加し、生産年齢人口である 15～64 歳までが 7.4 ポイント減少し、少子高齢化が進行している

ことがうかがえる。 

【３階層別人口比の推移】 
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※ 平成 2年～平成 27年 国勢調査 

※ 平成 2年、平成 7年、平成 12年は、合併前の１市 3町の人口

及び世帯数の合計値及び世帯構成人員の平均値 

※ 平成 2年～平成 27年 国勢調査（年齢不詳除く） 
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■産業の特徴 
a.農業 

農業は、筑波山の裾野に広がる平野と、市内を貫流する河川に恵まれ、農業産出額が近隣市と比

較して多く、水稲作付面積は県内第１位（平成 27年）と県内でも有数の米所となっている。また、

梨とこだますいかは国内でも有数の産地であり、いずれも茨城県の銘柄産地指定も受けている。 

 
b.工業 

工業は、事業所数・従業者数ともに減少傾向にあるが、製造品出荷額は、平成 20 年９月のリー

マン・ショックの影響を受けて落ち込んだ平成 21年以降、増加傾向にあり、平成 26年の製造品出

荷額等（4人以上の事業所）は 6,289億円で、県内 6位の規模であり、小山市（栃木県）を除く周

辺都市を上回っている。 

業種別では、「生産用機械」が 1,830 億円、「プラスチック製品」が 1,560 億円、「食料品」が 544

億円で上位を占めている。平成 22 年以降は「生産用機械」の増減が全体の変動に大きく影響してい

る。                      【製造品出荷額 近隣市比較】 

業種別では、「金属製品」、「プラスチッ 

ク製品」、「食料品」、「生産用機械」、「窯 

業・土石製品」が事業所数の上位を占め、 

全体として加工組立型産業が多い。従業 

者数の上位も事業所数と概ね同様となっ 

ている。 

筑西市の主要業種と大手事業所の業種 

は概ね一致しており、市内の製造品出荷 

額等は大手事業所の生産活動に大きく左 

右されているとみられる。 
 
c.商業 

商業は、従来、下館駅周辺市街地を中心      【卸小売業年間販売額 近隣市比較】 

に、周辺地域を商圏とする商業の集積に 

より発展してきたが、近年、商店街にお 

いて空き店舗が増加するなど、市全体の 

商店数、従業者数、年間商品販売額は、 

いずれも減少し続けている。 

卸小売業の年間販売額を近隣市と比較 

すると、つくば・小山市は突出して多く 

なっているが、その他の市と比べると本 

市は約 2倍から 4倍と多くなっている。 

ちなみに、平成 26年の小売業年間商品 

販売額は 866 億円、売場面積は 125,033㎡ 

となっており、ともに県内 8 位の規模である。従業者数の上位の業種は、医療、飲食料品小売業、飲

食業等、日常生活関連が中心となっている。 

平成 26 年 8 月時点では、大規模小売店舗（店舗面積 1,000 ㎡以上）の出店数が 25 店舗で、平成

19年に比べ 3店舗増加している。家電量販店やドラッグストア等の専門店が 13店舗で最も多く、食

品スーパーが 8店舗、ホームセンターが 3店舗となっている。 

 

 

資料：商業統計調査 

  

（単位：億円） 

 

資料：工業統計調査 ※数値は従業員 4人以上の事務所のもの 

（単位：億円） 
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d 観光 

本市は、下館祇園まつり、どすこいペア、あけのひまわりフェスティバル、小栗判官まつりとい

った 4 大イベントをはじめ、史跡・文化財などの観光資源を有している。年間入込客数は、平成

27年時点で 371,000※人と平成 26年時点より微増となっており、県内第 25位となっている。 

【観光入込客数の県内順位】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■産業構造の特徴 

県全体と比較した産業分類ごとの経済活動の大きさは、特に「製造業」、「農林水産業」が秀でて

いる。平成 26 年経済センサスを見ると、日本全体から見た本市の経済活動の大きさで最も強いの

は、雇用力及び稼ぐ力がともに最も高い「プラスチック製品製造業」となっており、雇用力につい

ては、次いで「社会保険・社会福祉・介護事業」、「医療業」が強く、地域外から稼ぐ力は「窯業・

土石製品製造業」、「情報通信機械器具製造業」が強くなっている。 
製造業を中心に求人が増加傾向にあるが、充足率が低くなっている。 

 
【産業構造の特徴（経済活動別総生産（名目）の特化係数 ※グラフ）】 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

出典：平成 25年度茨城県市町村民経済計算 
※特化係数：市の経済活動ごとの構成比を県と比較し、

県から見た相対的な経済活動構成比の大
きさを表す指標。（特化係数＝市の経済活
動構成比÷県の経済活動構成比） 

※ 「下館祇園まつり」「どすこいペア」「あけのひまわりフェスティバル」「小

栗判官まつり」の入込客数と「美術館」「板谷波山記念館」の入館者数 

 

資料：茨城県平成 27年観光客動態調査 

※ 
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【産業構造の特徴（地域の産業・雇用創造チャート（平成 26年度））】 

 

 

 

 

 

 

■業種別事業所数 

 a筑西市業種別総事業所数 
本市の総事業所数は、平成 21年には 5,289件あったが、平成 26年には 4,936 件（353 件減）と減

少している。業種別の詳細については下表の通り。 

電気・ガス・熱供給・水道業と医療、福祉とサービス業（他に分類されないもの）を除くすべての

業種が減少している。 

【 筑西市事業所数 】 

 H21 年 H26 年 増減 割合（H26）（%） 

全産業 5,289 4,936 ▲353  

農林漁業 56 51 ▲5 1.033％ 

鉱業、砕石業、砂利採取業 3 1 ▲2 0.002％ 

建設業 721 681 ▲40 13.797％ 

製造業 734 669 ▲65 13.553％ 

電気・ガス・熱供給・水道業 5 6 1 0.122％ 

情報通信業 19 17 ▲2 0.344％ 

運輸業・郵便業 160 144 ▲16 2.917％ 

卸売業、小売業 1,342 1,213 ▲129 24.575％ 

金融業、保険業 92 81 ▲11 1.641％ 

不動産業、物品賃貸業 218 193 ▲25 3.910％ 

学術研究、専門・技術サービス業 146 137 ▲9 2.776％ 

宿泊業、飲食サービス業 504 455 ▲49 9.218％ 

生活関連サービス業、娯楽業 505 478 ▲27 9.684％ 

教育学習支援業 197 173 ▲24 3.505％ 

医療、福祉 265 301 36 6.098％ 

複合サービス事業 30 28 ▲2 0.567％ 

サービス業（他に分類されないもの） 252 270 18 5.470％ 

公務（他に分類されるものを除く） 40 38 ▲2 0.770％ 

資料：平成 21年経済センサス-基礎調査、平成 26年経済センサス-基礎調査 

※修正特化係数：市の従業者比率を日本全

体の比率で割った値で日本全体から見た

経済活動の大きさを表す指標。 

出典：総務省統計局「地域の産業・雇用創造チャート（平成 26年経済センサス－活動調査）」 

■従業者数/平成 26 年経済セ

ンサス－基礎調査の結果 
 全 国：61,788,853 人 
 筑西市：  47,299 人 
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 ｂ商工業者・小規模事業者・会員事業所数（業種別） 

平成 17 年の合併により、筑西市内に下館商工会議所と筑西市商工会が併存していることから、商

工業者・小規模事業者・当所会員数については、管内の数値について記載する。 

また、上記の通り統計の地区に差があることから、業種別の割合を比較するため、当所会員事業所

数の平成 29 年分の分布を示す。24年、26年の経済センサス基礎調査時点では、商工業者数・小規模

事業者数ともに底打ちし、微増に転じているが、会員数はほぼ横ばいで推移している。しかし平成

18年の経済センサス基礎調査時点と比べると全てが大きく減少していることがうかがえる。 

 

下館商工会議所管内商工業者数・小規模事業者数・会員事業所数の推移 

 平成 18 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

商工業者数 2,709 2,633 2,633 2,675 2,675 2,675 2,675 

小規模事業者数 2,332 2,071 2,071 2,092 2,092 2,092 2,092 

商工会議所会員数(3/31時点) 1,644 1,448 1,417 1,422 1,428 1,415 1,414 

（資料：下館商工会議所） 

 

下館商工会議所業種別会員分布表 

 H28年度(3/31時点) H29年度（3/31時点) 増減 割合（H29）（%） 

全会員 1,415 1,414 ▲1  

鉱業 0 0 0 0.000％ 

建設業 247 241 ▲6 17.044％ 

製造業 235 228 ▲7 16.124％ 

電気・ガス・熱供給・水道 2 12 10 0.849％ 

情報通信 13 13 0 0.920％ 

運輸業・郵便業 46 44 ▲2 3.112％ 

卸売業、小売業 363 364 1 25.743％ 

金融業、保険業 43 42 ▲1 2.970％ 

不動産業、物品賃貸業 30 31 1 2.192％ 

学術研究、専門・技術サービス 1 1 0 0.070％ 

宿泊業、飲食サービス業 90 89 ▲1 6.294％ 

生活関連サービス業、娯楽業 32 32 0 2.263％ 

教育・学習支援業 19 17 ▲2 1.202％ 

医療・福祉業 30 34 4 2.405％ 

複合サービス事業 44 44 0 3.112％ 

サービス業 166 168 2 11.881％ 

その他 54 54 0 3.819％ 

資料：下館商工会議所 

 

②課題 

  筑西市の人口は、自然減に社会減が加わり、「人口減少」に歯止めがかからない状況が続いている。

これに比例し、商工業者数・小規模事業所数・当所の会員事業所数も減少している。 

特に、生産年齢人口が減少していることから「人口」・「生産年齢人口」の減少が当地域における課

題となっている。 
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  さらに、消費行動も消費者ニーズの多様化や購買行動の変化などにより、郊外型大型店やネット

通販に消費活動がシフトしてしまい、地元小売業や卸売業の売上低迷が続いていることから、当地

域の事業者が消費者の「消費行動の変化」に対する対応の遅れも課題になっている。 

  また、地域内の経済活性化のためには、交流人口の増加策も重要となってくるが、夏祭りなどの

観光資源が通年の観光誘客に必ずしも結びついているとは言えず、今後は、経済波及効果を促すた

めの新たな仕組みを構築していくことが課題となっている。 

 

(２)小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて  

  10 年先を考えた場合、地域経済の支えになっている小規模事業者が、継続的に発展していくこと

が筑西市の振興のあり方として課題になっている。また、当地域の現状は、人口減少特に、生産年

齢人口が減少していることが課題であり、その対策として、大型店との競合に負けない競争力のあ

る企業の育成を図りながら、創業支援による事業者の創出を推し進めていかなければならない。 

  当所の中長期的な振興のあり方として、その目標達成のため、小規模事業者が継続的に発展し続

けるために克服すべき様々な経営課題に対し、職員のスキルアップによる支援力強化や他の支援機

関・専門家等との連携を構築するなど相談体制を整備し、継続的な経営分析や不断の事業計画作成・

需要開拓など事業者に寄り添った経営支援も実施していかなければならない。 

さらに、地域の事業者や行政と連携し、地域資源を活かした新商品開発・ブランド化や地域の魅力

を積極的に域外に情宣する取り組みを行い、地域経済への波及効果を促すため、交流人口増加のため

の仕組みづくりにも取り組んでいかなければならない。 

 

 ②筑西市総合振興計画との連動性・整合性 

筑西市が平成 29年 3月に策定した「第２次筑西市総合計画（平成 29年度～平成 38 年度）」では、

商工・観光部門について以下の通り記載している。 

基本理念 「誰もが誇れる元気未来都市づくり」 

政  策 「１．若者が希望を持てる産業の育成」 

「２．交流・賑わいが生まれる観光まちづくり」 

また、上記の「第２次筑西市総合振興計画」の施策体系では、それぞれの振興計画の課題について

下表の通り述べている。 

施 策 課    題 

工業の振興 
今後も関係機関と連携しながら企業の育成・支援、成長を図るとともに、企業誘致な

ど、雇用の創出に引き続き努めることが必要である。 

商業の振興 
今後も、商業の振興に向けて、販路拡大や創業支援、空き店舗の利活用、商店街の

活性化などに取り組んでいくことが必要である。 

創業の支援 
今後も、引き続き、創業者への支援体制の強化とともに各支援策の充実を図っていく

ことが必要である。 

観光の振興 

今後更なる交流人口拡大に向けて、各種イベントの充実とともに、常時集客につなが

るような新たな観光資源の発掘が課題となっている。平成 28年度に発足した「筑西市観

光資源調査・発掘協議会」における議論などを通じて、将来の観光振興に資する新た

な取り組みにつなげていくとともに、ちくせい観光大使などを活用し、イベントなど、観光

情報の県内外への更なる発信に努めることが必要である。 
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 以上のことから筑西市の商工行政との連動として 

 

⑴若者が希望を持てる産業の育成に向け、小規模事業者の経営課題解決に向けた『商工業者の新

たな事業計画の（再）構築による経営力向上支援』を実施する。 

 

   ⑵若者が希望を持てる産業の育成に向け、小規模事業者の経営課題解決に向けた『新たな需要

を開拓していくための高付加価値商品化に対する支援』を実施する。 

 

   ⑶若者が希望を持てる産業の育成に向け、『創業者の増加による事業者創出と行政の支援策によ

る雇用の拡大に対する支援』を実施する。 

 

   ⑷交流・賑わいが生まれる観光まちづくりに向け、『観光資源を活かした「交流・賑わい創出」

支援による入込客を増やすための新たな仕組みの構築』を実施する。 

 

   ⑸上記の事業を総合的に展開していくため、当所自身も『地域を牽引し、近くで寄り添い、小

回りの利く経済団体・支援機関としての体制の整備』を実施する。 

 

 ③商工会議所としての役割 

当所は昭和 30 年の創立以来、現在に至るまで一貫して、すべての商工業者の利益を図るとともに、

地域経済の振興や社会福祉の増進に資することを目的に、小規模事業者への経営改善普及事業（融

資・記帳・税務・労務等への支援や施策の広報）や小規模企業共済・セーフティ共済等の共済制度の

普及を行い小規模事業支援機関としての役割を担ってきた。 

その他、商業者には、商工まつりの主催・商店街等が催す各種イベント・プレミアム商品券事業等

の支援を、工業者には、社会保険・助成金の普及や従業員の定着化・育成といった支援をしてきた。 

さらに、会員の意見を集約し、国・行政・関係機関等への陳情・要望活動を通し、地域振興や観光

振興・環境整備等の役割も果たしてきた。 

特に、最近では、経営革新や販路開拓といった経営力を向上させる取組や創業者の支援といった振

興策に注力している。 

しかし、小規模事業者の経営環境は、今後ますます厳しくなることが予想されており、地域の小規

模事業者の実情を鑑みると、現状行っている小規模事業者支援は、表面的で手薄な支援に留まってお

り、深く踏み込んだ支援ができていない。 

したがって、これからは経営改善普及事業だけでなく、「経営状況を分析した後、小規模事業者そ

れぞれが抱える課題を解決していくための事業計画に基づいた事業の推進」や「需要動向を調査した

後、新たな需要の開拓に寄与するための事業の推進」等の経営発達支援事業を、当所が地域の牽引役

として小規模事業者に寄り添いながら取り組み、地域内の小規模事業者に展開していくことが、必要

となっている。 

 

(３)経営発達支援事業の目標 

①経営発達支援事業の目標 

  上記の中長期的な振興のあり方や総合的経済団体及び小規模事業者支援機関としての役割を踏ま

え、小規模事業者への「経営発達支援事業」の 10年間の目標を以下の通り定め、支援体制を整備・

改善しながら実施し、この 10年間で、当地域管内の小規模事業者の 25%が、「事業計画の作成」や「販

路開拓」に取り組むよう寄り添いながらしっかりとした支援を実施する。 
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《 具体的な目標 》 
  ⑴商工業者の新たな事業計画の（再）構築による経営力向上支援 

商工業者が自社の経営状況を（再）認識しながら、「販路開拓・拡大」「生産性向上」に取り組

むため、新たな事業計画の（再）構築を支援する。具体的には、毎年 30 件の事業者に事業計画

作成支援を行い、10 年間で 300 件（管内全小規模事業者の約 15％）の事業計画作成支援に取り

組むことを目指す。また、事業計画の活用により、経営力を強化し、売上・利益の向上も図る。 

⑵新たな需要を開拓していくための高付加価値商品化に対する支援 

地域資源・６次産業化商品を取り扱う事業者等の新たなモノで市場を深耕しようとする事業者

を対象に、販路開拓支援や高付加価値化に向けた開発等の支援を毎年 20 件の目標で実施し、10

年間で約 200 件（管内全小規模事業者の約 10％）の支援を目指す。また、高付加価値で販売で

きるよう支援を行い、売上・利益の向上も図る。 

  ⑶創業者の増加による事業者創出と行政の支援策による雇用の拡大に対する支援 

    筑西市の第２次総合振興計画において支援体制の強化が記載されている通り、当市の喫緊の

課題であることから、筑西市と連携し、創業希望者への事業計画作成支援や、行政の支援策活

用による、定住人口や創業者の増加を図ることで、地域経済の発達や雇用の拡大を図る。 

⑷観光資源を活かした「交流・賑わい創出」支援による入込客を増やすための新たな仕組みの構築 

  地域内の観光資源等を活用し、入込客を増やしていくための新たな仕組みを構築し、地域経済

の向上を図る。 

  ⑸地域を牽引し、近くで寄り添い、小回りの利く経済団体・支援機関としての体制の整備 

    経営指導員等の支援力を向上させ、地域を牽引し、小規模事業者の近くで寄り添いながら、

小回りが利く経済団体・支援機関として、地域や小規模事業者が発達し続けることを支え続け

られる支援体制の整備を図る。 

 

②経営発達支援事業の目標達成に向けた方針 

⑴商工業者の新たな事業計画の（再）構築による経営力向上 

    小規模事業者が持続的発達を遂げるためには、初めに、現在実施している事業を経済動向調

査や需要動向調査とすり合わせ、自社のあるべき姿との乖離を把握してもらう。次に、経営分

析により、自社が抱える課題をあぶり出すことが必要となる。さらに、自社の強み・弱みを確

認しながら、強みを活かした進むべき方向性を模索し、「生産性向上」や「販路開拓・拡大」に

繋げるための「事業計画作成」が必要となる。 

そこで、当所では、小規模事業者が事業計画作成に取り組む動機付けのため、その重要性を

チラシや経営指導員等の巡回訪問等を通して情宣し、「生産性向上」や「販路開拓・拡大」とい

った取り組みを希望する事業者に対し、事業計画の（再）構築の支援を実施する。 

実施にあたっては、専門家や他支援機関と連携し、中長期の事業計画書の策定支援を行う他、

ＰＤＣＡサイクルを回しながら伴走型によるフォローアップ支援も実施する。 

⑵新たな需要を開拓していくための高付加価値商品化に対する支援 

    筑西市の観光協会では、筑西市の「いいもの」「うまいもの」として、地域の小規模事業者が 

作る「伝統工芸品」「加工食品」「６次産業化商品」等３６商品を推奨している。 

当所では、既に推奨されている商品・製品については、「高付加価値化」を希望する者に対し

その磨き上げの支援を行う。さらに、今後地域農産物の６次産業化や地域資源の活用によって

新たに開発されるモノに対し、「高付加価値商品化」に向けた開発・販路開拓支援を専門家や他

支援機関と連携しながら行い、高付加価値で販売できるよう支援を行う他、ＰＤＣＡサイクル

を回しながら伴走型によるフォローアップ支援も実施する。 
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     新たなモノの開発については、一般消費者やバイヤーのニーズを把握するために、消費者

目線・バイヤー目線での評価や改善点を確認するための、需要動向調査を行い、生の声から導

き出された課題解決を図ったり、更なる高付加価値化を図ったりするなどし、「売れる商品・

製品・サービス」への支援を実施する。 

その他、新たな販路開拓を希望する事業者に対し、各種商談会や物産展のブースを当所が借

り上げ、参加する個社の新たな販路開拓の支援や、テストマーケティング（試食・試飲・実演

販売）・マスメディアへのプレスリリース・ネットショップ等で販売するためのＩＴの活用と

いった支援を実施する。 

  ⑶創業者の増加による事業者創出と行政の支援策による雇用の拡大 

    地域内の事業者数が減少している中、地域経済の活力を維持・発達させるためには、「創業」

による事業者の創出や「行政の支援策」による雇用の拡大といった取り組みは、地域の人口を

維持していくための取り組みとして大変重要な要素になっている。 

    そこで、当所では、創業支援事業の拡充や関係支援機関・専門家との連携を一層強化し、環

境整備や創業者へのフォローアップも実施する。また、行政の支援策（移住定住促進事業・チ

ャレンジショップ事業・商業地域空き店舗等活用事業補助金）についても、引き続き筑西市と

連携・協働し、当地域の雇用の増加に寄与していく。 

    これらの事業を一連の事業とし、市と連携しながら、ワンストップで支援を実施する。 

⑷観光資源を活かした「交流・賑わい創出」への支援による入込客を増やしていくための新たな仕

組みの構築 

    当地域には、まつりや古刹・ＳＬなど、観光事業での入込客を増やす要素が多数存在してい

る。特に、「祇園まつり」は,毎年多くの観光客（H28:25万人、H29:27.4 万人）が訪れている。 

また、農産物も豊富で、水稲作付面積は県内第 1 位で、県内でも有数の米どころとなってい

る。梨とこだますいかは、国内でも有数の産地となっており、いずれも茨城県の銘柄産地指定

も受けている。 

    そこで、当所では、これらの地域の魅力・特性を活かした観光振興事業や地域ブランドづく

りに取り組み（これだけでは一過性のものに過ぎない）、地域経済への波及効果のあるものとし

て繋げていく必要がある。特に、地域経済活性化に係る事業を進めるにあたっては、筑西市や

地域の各種経済団体・商店街との方向性の共有化を図りながら、小規模事業者の売上拡大・業

績向上に繋がる事業に注力し、様々な関係機関・関係者と連携しながら「交流・賑わい創出」

への支援による入込客の増加に向けた新たな仕組みを構築する。 

⑸地域を牽引し、近くで寄り添い、小回りの利く経済団体・支援機関としての体制の整備 

    厳しい経営環境にさらされている小規模事業者の経営発達を支えていくためには、より一層

関係機関との連携強化を図り、それぞれの強みを活かした支援体制を構築していくことが重要

になる。情報共有・ネットワーク強化が図れれば、小規模事業者が持続的に発達していくため

の近道となる。 

    そこで、当所では、地域を牽引し、近くで寄り添い、小回りの利く経済団体・支援機関とし

ての機能を確立させるとともに、経営指導員等の伴走型による支援力も向上させ、支援体制を

整備していくことも必要不可欠になる。 

これを実現する事により、地域小規模事業者の持続的発達がかなえられ、従来の「点」の支援

から、伴走型による「面」の支援に切り替えることができ、小規模事業者にとって満足度の高い

様々な支援策の展開が可能となる。 
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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 

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】 

 
⑴現状と課題 

現状の経済動向調査は、日本商工会議所の早期景気観測調査（以下 CCI LOBO 調査と記す）と経営

指導員による巡回・窓口相談時に個社の景況について聴き取りを行うに留まっていた。また、行政等

が公表している調査報告を実際の経営指導・窓口相談時に上手に活用されていなかった。さらに、入

手していた情報も、国・県単位のもので、市内全域・市内各業種といった地域内での経済動向調査も

行われていなかった。 

課題は、組織全体で事業所の支援に活用されなかったことや、活用する仕組みもなく、データの分

析も行えていなかったところにある。また、ビッグデータを活用した専門的な分析ができていなかっ

たことから、改善したうえで実施する。 

今後収集する経済動向は、商工会議所地域の経済動向を把握できるよう改善し、支援の現場で活用

する他、広報紙やホームページで広く公表する。 

 

⑵事業内容 

①筑西市が公表する統計資料や国が提供するビッグデータの活用 

今後は、小規模事業者が抱える課題や解決するための工夫を把握・分析していくため、筑西市が

定期的に公表する統計資料（筑西市の統計：筑西市発行）を活用し、地区別人口推移等について、

小規模事業者に広報紙やホームページで情報提供し、経営状況の分析や事業計画策定・新たな販路

開拓に繋がるよう活用する。 

また、当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投

下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員がＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）を活

用した地域経済動向分析を行い、年１回公表する。 

整理・情報提供する各種統計資料の一覧は以下の通り。 

 

  【ＲＥＳＡＳによる分析手法】 ・「地域経済循環マップ・生産分析」→なにで稼いでいるか等 

                 ・「まちづくりマップ」→人の動き等を分析 

                 ・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

                   ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画作成支援に活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報入手先 情報収集・整理する資料 分析する項目 

筑西市 筑西市の統計（年 12回） 市内地区別人口・世帯の推移 

国（まち・ひと・

しごと創生本部） 

ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システ

ム）（年 1回） 

なにで稼いでいるか等、人の動

き等、産業の現状等 
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②管内の景気動向把握のための「CCI LOBO 調査」の対象先の拡大実施 

  これからは、小規模事業者が抱える課題を解決するために、毎月実施している CCI LOBO調査の対

象先を 4社（現状）から 50社（既存の 4社＋46社：全て小規模事業者）に拡大し、地域内（足元）

の沢山の小規模事業者の経済動向の把握に努める。効率よく進めていくため、調査を既存の CCI LOBO

調査と同時に実施していく。 

  調査項目（CCI LOBO調査と同じ）、調査方法、整理・分析方法（CCI LOBO 調査の回答分を加える）、

提供・活用方法（CCI LOBO調査の回答分を加えたもの）は以下の通り。 

 

  ・調査項目：①売上高の前年比および先行き 

②採算の前年比および先行き 

③仕入単価の前年比および先行き 

④従業員数の前年比および先行き 

⑤業況前年比および先行き 

⑥資金繰り前年比および先行き 

         ※いずれの項目も、ア（増加・好転・下落・不足）、イ（不変）、ウ（減少・悪化・

上昇・過剰）の項目から選択して回答 

  

  ・調査方法：地域内小規模事業者の中から、地区や業種の比率を考慮しながら選定した 50社を対

象に毎月調査票を FAX・E-mail で配布、又は直接巡回訪問による聞き取り調査を実

施し、70％以上の回答を得る。 

 

  ・整理分析：回答結果から当所が DI値（業況判断指数）を独自集計・整理する。なお、所内での

情報共有を図り、経営指導員のみならず職員が小規模事業者の相談対応に活用できる

ようにしておく。 

 

  ・提供活用：当所会報およびホームページに結果報告を毎月掲載し、小規模事業者が事業計画を

策定するうえでの参考資料とする。また、商工会議所が行政等関係機関への景気対策

に関する意見要望にも活用する。 

 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

既存 CCI LOBO調

査回数 
12回 12回 12回 12回 12回 12回 

拡大 CCI LOBO調

査回数 
0回 12回 12回 12回 12回 12回 

既存 CCI LOBO調

査対象事業所数 
4社 4社 4社 4社 4社 4社 

拡大 CCI LOBO調

査対象事業所数 
0社 46社 46社 46社 46社 46社 

既存 CCI LOBO調査

及び拡大 CCI LOBO

調査回答事業所数 

4社 50社 50社 50社 50社 50社 
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⑶成果の活用 

データの保管については、所内のＬＡＮディスクの中にエクセルとＰＤＦ形式で保存し、経営指

導員等が巡回訪問時等資料としていつでも活用できるよう整え、定置・定量・定質を心掛ける。 

情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者に周知する。また、経

営指導員等が巡回訪問時等の参考資料にする。 

 
⑷目標  

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

「 筑 西 市 の 統

計」の公表回数 
未実施 12回 12回 12回 12回 12回 

「ＲＥＳＡＳ」

の公表回数 
未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

拡大 CCI ロボ調

査公表回数 
未実施 12回 12回 12回 12回 12回 

 
 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

⑴現状と課題 

これまでの当所の小規模事業者への経営分析は、経営革新・補助金申請に係る現状把握や資金調達

に係る貸借対照表・損益計算書の解析による財務内容の把握等に留まっており、小規模事業者が事業

計画を作成するには不十分であった。また、小規模事業者自身が、自社の損益分岐点について理解し

ている者は少なく、赤字決算の者や所得（利益）が出ていても減価償却費を含めても借入金の返済分

まで至っていない者も多い。 

しかし、これまで当所は、管内小規模事業者に対し、経営状況の分析に対する支援を実施していな

かった。 

今後は、事業計画作成意欲がある小規模事業者を発掘し、「気付き」を与えるツールとして損益分

岐点分析を活用し、小規模事業者それぞれのニーズ（ステージ Ａ：基礎的支援 Ｂ：持続・維持活動

支援 Ｃ：経営力向上支援 Ｄ：廃業希望者への支援 Ｅ：創業希望者への支援）にあわせた分析を加

え、事業計画作成のための分析を行う。 

 

⑵事業内容 

①意向調査及び現状課題整理シートを使った発掘 

当所には、商工振興委員制度があり、経営指導員と商工振興委員がペアとなり、小規模事業者（会

員事業所に限定していない）に国・県・市の融資制度普及のためチラシ配布を主とした巡回訪問を（240

件/年）行っている。 

しかし、上述のチラシ配布型の巡回訪問では、経営状況を分析するには至らない。 

今後は、巡回訪問時に「意向調査表」と「経営状況分析シート」を持参し、ヒアリング調査を行う。

「意向調査表」については、全事業所からの回収を目標にする。また、事業計画作成や補助金申請の

希望者については、後日訪問し「経営状況分析シート」でのヒアリングを行い経営分析に着手する。

意向調査表と経営状況分析シートの内容は、次ページの表の通り。 
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ヒアリング調査は、経営指導員による商工振興委員との巡回訪問のほか、補助員・記帳専任職員等 

も、個別相談や融資の調査、記帳指導、決算・申告指導、労働保険の年度更新事務など機会がある度

に多くの方にヒアリングを行う。 

ヒアリングを行った結果は、エクセルに入力し、商工会議所職員が小規模事業者に的確な指導・助

言ができるようデータとして整理し、所内で情報共有化が図れる体制も整える。 

 

意向調査表項目： 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営状況分析シート項目： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②経営状況分析シートによる分析及び内容 

上記(1)の意向調査表の結果から、小規模事業者のニーズにより、そのステージ（属性）を 

Ａ：基礎的支援企業 Ｂ：持続・維持支援企業 Ｃ：成長・発展支援企業 Ｄ：廃業希望者への   

支援 Ｅ：創業希望者への支援 

にふるいわけし、全体での経営状況分析セミナーを開催し、それぞれの事業者の意向に沿った分析・

支援を経営指導員等が行う。支援分析内容については次ページの表の通り。 

創業者に対しては、創業支援セミナーを開催し、創業予定者を集め、理念、事業目標、事業の整理

シートをまとめ、売り上げ目標や強み弱みの分析なども実施し、経営指導員等が伴走型で支援する。 

事業の整理シートの内容は、以下の１～６の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 項  目 

1 事業所名・所在地 

2 代表者名 

3 創業年月 

4 従業員数 

5 業種 

6 後継者の有無 

7 支援してもらいたい内容 

No 項  目 

1 製品・商品・サービスの概要 

2 取引先・お客様の特徴・ニーズ 

3 内部環境（強み・弱み・課題） 

4 外部環境（機会・脅威・競合他社・環境変化等） 

5 
決算状況（直近２年間の売上・粗利・営業利益・減価償却・借

入金・経常利益・税引き前当期純利益） 

6 今後の目標 

No 創業者への事業整理シート内容 

1 何を提供しますか？ 

2 誰に？ 

3 どのように 

4 どこで？ 

5 いつから？ 

6 それを行うために必要な条件は？ 
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ステージ（属性） 対象者 手段・手法 主な分析項目 

Ａ：基礎的支援

企業 

事業の方向性が

定 ま っ て お ら

ず、税務・労務・

金融などの基礎

的支援が継続し

て必要な小規模

事業者 

基礎的支援により、

小規模事業者に、税

務・労務・金融など

必要な知識が習得

できるよう支援し、

売上・利益等の目標

設定を行う。 

損益分岐点分析を行い、事業者自身に

「気付き」を与え、事業者自らが自社の

決算書から売上・粗利・営業利益・経常

利益・当期利益などの基本的項目の分析

（定量分析）を行い、必要な利益や返済

元金を考慮に入れた場合どれぐらいの

売上が必要なのかといった損益分岐点

を分析する支援を行う。 

Ｂ：持続・維持

支援企業 

事業継続の意欲

があり、事業計

画を策定し、事

業維持・事業再

生・事業承継を

図る小規模事業

者 

持続・維持希望者に

は経営を改善する

ため、事業再生希望

者には事業再生計

画を、事業承継希望

者には事業承継計

画策定を支援する。 

損益分岐点分析を行い、事業者自身に

「気付き」を与え、安全性・収益性・生

産性などの経営分析や定量分析に加え、

ＳＷＯＴ分析（定性分析）なども取り入

れ、資金繰りが改善し、維持・持続化し

ていくための分析を行い持続・維持のた

めの支援を行う。 

Ｃ：経営力向上

支援企業 

新規性・革新性

があり、経営力

向上を希望する

事 業 者 や 新 商

品・優れた商品

開発を通した販

路開拓・拡大を

目指す事業者 

自社の強みを活か

した経営資源の活

用方法や新商品等

の開発を通した販

路拡大策を支援し、

売上・営業利益の増

加に繋がる事業計

画策定支援。 

損益分岐点分析を行い、事業者自身に

「気付き」を与え、定量・定性分析に加

え、同業他社・業界との財務分析での比

較や、３Ｃ分析（競合分析、業界の成長

性の検討等）を行いながら、売上・営業

利益・付加価値の増加につながるための

分析を支援する。 

Ｄ：廃業希望者

への支援 

意向調査に於い

て廃業の意志の

ある事業者 

廃業に向けたアク

ションプランとい

った、事業計画作成

に繋がる支援。 

直近の売上・利益・内部留保の状況・借

入金等の債務・資金繰り状況等の定量的

な分析から現状を把握し、期限を設定し

ながらアクションプランにあわせた分

析を支援する。 

Ｅ：創業希望者

への支援 

創業希望者や創

業後５年以内の

者 

税務・労務・金融な

ど必要な知識が習

得できるよう支援

し、夢を実現するた

めの創業マップや

事業計画作成支援

を行う。 

経営理念、経理、お客様（どんなお客様

に、何を、どのように提供していくの

か）、業務（目標を達成するために、仕

事はどのようなプロセスを目標とする

のか）、学習（目標を達成するためにど

のように学習し、修正・変革していくの

か）といった項目を整理し、具体化でき

るのかを分析しながら支援する。 

 

※財務分析には中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」や㈱エイチ・エーエルの「ＢＩＺ

ミル（経営支援機関システム）」を使い、成長性・収益性・安全性の分析を行う。 

 ※専門性の高い案件は専門家派遣事業と連携する。 
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⑶成果の活用 

  〇分析結果は、当該事業者に、フィードバックし、事業計画策定等に活用する。 

  〇分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

⑷目標 

 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

振興委員との巡回訪問に

よる意向調査回収件数 
240件 240 件 240 件 240 件 240 件 240 件 

経営状況分析シー

ト回収件数 
未実施 48件 48件 48件 48件 48件 

経営状況分析件数 未実施 30件 30件 30件 30件 30件 

経営分析（創業以外）

による巡回訪問等回数 
未実施 200 回 

（50 件×4 回） 

200 回 
（50 件×4 回） 

200 回 
（50 件×4 回） 

200 回 
（50 件×4 回） 

200 回 
（50 件×4 回） 

セミナー開催回数 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

経営分析のための

セミナー参加者数 
未実施 20人 

（10 人×2 回） 

20人 
（10 人×2 回） 

20人 
（10 人×2 回） 

20人 
（10 人×2 回） 

20人 
（10 人×2 回） 

創業希望者への経

営分析 
未実施 5件 5件 5件 5件 5件 

創業者への経営分析に

よる巡回訪問等回数 
未実施 30回 30回 30回 30回 30回 

※経営状況分析シートの回収件数これまでの経験から約 20％を想定 

※支援先によって希望が異なるため、ステージごとの分析数は不明 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  
⑴現状と課題  

これまでの支援では、金融相談や補助金申請などの事案が生じた際の対応だけであり、経営状況の

分析が十分でない場合や、地域経済動向や需要動向を踏まえたものではなかったことが課題としてあ

げられる。 

これからは、上記項目「１．地域の経済動向調査」、「２．経営状況の分析」、下記項目「５．需要

動向調査」の分析結果を踏まえ、需要を見据えた小規模事業者の持続的発達を図るため、積極的に事

業計画策定に取り組む、小規模企業の状況（基礎的支援企業、持続・維持支援企業、経営力向上支援

企業、廃業希望企業への支援、創業者への支援）にあわせた事業計画策定支援を進めていく。 
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経営分析結果の提供や、事業計画作成への提案を通して、小規模事業者自身が問題意識を持ち、自

ら事業計画の変革や再構築の必要性に気付く機会を与え、最終的には事業者自身が主体的に事業計画

を策定できるよう支援を実施していく。 

また、創業希望者に対しても、事業計画策定は大変重要なことから、メニューは異なるものの同様

に支援を進めて行く。 

 

⑶事業内容 

①事業計画策定セミナー・個別相談会の情宣と事業計画策定支援 

前述の、分析全対象者に対しセミナーを開催する等事業計画策定の掘り起しを行い、支援内容を

整理しながらステージごとに事業計画策定支援を進めていく。 

 

ステージ(属性) 内  容 

A:基礎的支援企業

向け事業計画策定

支援 

このステージの事業者は、事業の方向性が定まっていない事業者や自社

の数字をしっかり把握していない事業者が主であることから、個別対応（巡

回訪問等）を中心に実施する。損益分岐点分析等経営分析の結果を活用し、

事業計画策定の必要性を啓発し、必要な利益や返済元金を考慮に入れ、次

年度以降の毎年分の売上・利益目標の設定といった形で、事業計画を明確

化する支援を実施する。 

B:持続・維持支援希

望企業向け事業計

画策定支援 

このステージの事業者は、事業の維持・事業再生・事業承継を図る事業

者が中心で、個別に整理しなければならない課題も多いので、巡回や個別

相談を中心として事業計画の策定を支援する。 

手段としては、中小企業基盤整備機構の経営計画作成アプリ「経営計画

つくるくん」や「事業計画作成キット」などのツールを活用しながら持続

的な経営のための計画策定の必要性を啓発し、事業計画策定を支援する。 

事業承継の課題を抱えている事業者については、事業承継マニュアルの

「事業承継自己診断チェックシート」を活用し、よろず支援拠点、茨城県

事業引継ぎ支援センター、中小企業基盤整備機構の事業承継コーディネー

ター等と連携し事業承継計画の策定や課題解決に取り組む。 

事業再生を希望する事業者については、まずは、借入金やその返済が大

きな課題になることから、茨城県再生支援協議会や茨城県信用保証協会・

金融機関と連携を図りながら、巡回訪問を通して事業再生に向けた課題の

洗い出しを行うなど、事業再生に向けた事業計画策定を支援する。 

C:経営力向上支援

希望企業向け事業

計画策定支援 

このステージの事業者は、成長志向の強い事業者であることから、中小

企業基盤整備機構の経営計画策定アプリ「経営計画つくるくん」や「事業

計画作成キット」・㈱エイチ・エーエルの「ＢＩＺミル（経営支援機関シス

テム）」などのツールを活用しながら支援し、場合によっては、中小企業診

断士等の専門家を交え、需要の掘り起し⇒弱みの克服と強みのブラッシュ

アップ（磨き上げ）⇒事業計画の策定と実践⇒販路拡大や生産性向上とい

った流れについて事例を交えながら個別相談により支援し、その進捗管理

や事業計画策定支援を巡回訪問等において個別対応で支援する。 

D:廃業希望者向け

事業計画策定支援 

このステージの事業者は、「経営状況分析シート」やその後の分析結果を

もとに、金融機関や茨城県信用保証協会との連携を図りながら、巡回・窓

口相談を通して、現状分析、課題抽出、廃業に向けた方向性を検討し、廃

業までのアクションプラン等の事業計画策定を支援する。 
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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・相談会

開催回数 

1回 2回 2回 2回 2回 2回 

事業計画策定セ

ミナー受講者数 
10人 25人 25人 25人 25人 25人 

 
②創業希望者への事業計画策定支援 

Ａ．創業支援ワンストップ相談窓口の設置による創業者の掘り起し 

    筑西市が産業競争力強化法に基づいて実施する「特定創業支援事業」の認定を受け、創業支援

ワンストップ相談窓口を設置したことから、当所も関係機関と連携しながら創業支援を行う。 

広く周知するため、市の広報紙での情宣のほか、チラシを作成し市内に新聞折り込みするなど、

創業予定者の掘り起しを行う。 

 Ｂ．創業セミナーの開催 

   当所では、創業塾を年 1回（1日３時間を５日実施）開催し、年３～５名程度の創業者を輩出し

てきた。この流れを今後も継続し、創業塾をきっかけにより多くの創業者が輩出していくよう中

身を充実させていく。セミナーでは、事業計画策定について、経営理念・財務面・労務面等の切

り口で講義し、その策定にあたる。創業者の場合、事業計画を作った経験のある方は稀であるこ

とから、経営指導員等の職員が受講者への継続フォローを実施していく。 

 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

創業塾開催回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

創業塾参加者数 10人 15人 15人 15人 15人 15人 

創業に係る巡回

訪問延べ回数 
18回 30回 30回 30回 30回 30回 

創業数 3社 5社 5社 5社 5社 5社 

※創業に係る巡回訪問延べ件数は、セミナーで事業計画が完全に作れなかった事業者への巡回と

なることから１事業所あたり年２回程度を想定。 

 

⑷目標 

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（創

業除く） 
20件 25件 25件 25件 25件 25件 

創業希望者向け事業

計画策定件数 
3件 5件 5件 5件 5件 5件 

※事業計画策定件数は、これでの経験から経営状況分析件数から-10人程度を想定 
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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】 
 

⑴現状と課題 

当所のこれまでの小規模事業者への事業計画作成後の支援は、相談があった都度支援を行うに留ま

っており、計画的フォローアップができていなかった。今後は改善したうえで、実施する。 

また、創業後の事業者に対しても、今までは相談がある度に支援を行ってきたが、巡回訪問回数が

充実していなかった。今後は改善したうえで、実施する。 

 

⑵事業内容 

①既存事業者の状況にあわせたフォローアップとＰＤＣＡによるチェック体制の整備 

今後は、小規模事業者の支援機関として、事業計画を作成する事業者全てを対象に、その事業者の

状況（基礎的支援企業、持続・維持支援企業、経営力向上支援企業、廃業希望者、創業希望者）の事

業計画策定の状況にあわせ、定期的巡回によるフォローアップを行い、進捗状況を確認して行く。進

捗状況の確認にあたっては、売上の伸び率・利益の伸び率・付加価値額の伸び率等を年度ごとに目標

と実績の差異を確認する。 

さらに、計画通りに進んでいない場合は、確実に計画が実行できるよう計画の修正・見直しを巡回

訪問等で指導・助言をすることにより、ＰＤＣＡサイクルによるチェック体制を整備していく。 

 

 Ａ．基礎的支望企業へのフォローアップ支援とチェック体制 

  このステージの企業には、自身で事業計画が作れるようになるまで、マル経融資の斡旋といった

金融支援や経営・税務等の巡回・窓口相談を通して四半期ごとのフォローアップを図ることとし、

中小企業基盤整備機構の経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」や「事業計画作成キット」を

紹介するなどし、次の段階である「持続・維持的支援希望企業」になるよう促していく。また、計

画通りに進んでいない事業者については接触頻度を上げ、売上・費用・利益について検討するなど

のフォローアップを行う。 

 

 Ｂ．持続・維持支援企業へのフォローアップ支援とチェック体制 

  このステージの企業には、事業計画作成後のフォローアップとして四半期毎に巡回・窓口相談に

より進捗状況の確認や指導・助言を行い、事業計画の検証・見直しや各種助成金も含めて計画実行

に必要な情報提供を行う。 

  また、事業再生や事業承継といった事業計画を策定した事業者へのフォローアップについては、

「茨城県再生支援協議会」や「茨城県事業引継ぎ支援センター」・「専門家派遣事業」・「茨城県信用

保証協会」等と連携しながら円滑な事業再生・事業承継につなげていく。  

 

 Ｃ．経営力向上支援企業へのフォローアップ支援とチェック体制 

  このステージにある企業には、経営力向上をさらに進めるため、生産性向上計画や販路拡大等事

業拡大に資する有効な施策の提供をすると同時に、「ミラサポ」や「中小機構の販路開拓アドバイザ

ー」などの専門家派遣による支援も含め、高度な課題解決の取組みや経営力向上に繋がる取組みを

支援し、四半期ごとに巡回・窓口相談により進捗状況の確認や指導助言を行っていく。 

 

 Ｄ．廃業支援希望へのフォローアップ支援とチェック体制 

  この属性にある企業には、廃業に向けてのスケジュールに基づき、巡回・窓口相談に於いて四半

期ごとに債務の整理状況等のフォローアップを実施する。 
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②創業希望者へのフォローアップ支援とチェック体制 

  創業後のフォローアップとして、特に創業後１年間は２か月に１回の定期巡回相談によりフォロ

ーアップを行い、創業計画の進捗状況の確認や事業計画の検証・見直しといった進捗管理を行い、

うまくいっていない場合は専門家と連携を図りながら計画の変更や見直しといった助言を行う。 

 

【 目 標 】 

内  容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定後のフォロ

ーアップ事業者数 
20社 25社 25社 25社 25社 25社 

事業計画策定後のフォロ

ーアップ回数 
0回 120 回 120 回 120 回 120 回 120 回 

創業希望者向け創業計画

作成数 
3社 5社 5社 5社 5社 5社 

創業計画に係るフォロー

アップ回数 
0回 30回 30回 30回 30回 30回 

  

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

  小規模事業者は、大企業の下請的業務が中心であることから、「売れる商品を作る」という視点に

欠けているケースが見受けられる。せっかく新商品を開発し、展示会や商談会に出展しても、市場

のニーズを踏まえたものでないと、成果につながらないケースも見受けられる。 

  今後、小規模事業者の商品・製品・役務の開発は、「売れ筋商品を取り扱っていく」という「マー

ケットイン」の考えを持つ必要がある。そのためには、小規模事業者自身が、売れ筋商品や今後の

トレンド等の流行に敏感になり、取り扱う商品・役務を常にシフトさせ、自社が販売する商品・製

品や役務の提供に反映させていく必要がある。 

また、支援機関は、地域内の多くの小規模事業者に需要動向調査による売れ筋等の情報を浸透させ、

地域産業の振興に貢献していく必要がある。 

   

【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る人は少なく、

こういった情報を上手に活用していなかった。 

これまで、商工会議所に寄せられる各種の情報の中には、流行やトレンド情報等が含まれているが、

その情報を「金融・税務・労務」といった経営関連支援代行業務では提供する機会も少なく、経営革

新や補助金申請時に断片的に提供するに留まっていた。 

  また、これまで収集してきた情報も、全国規模の情報や、様々な業界の需要動向の情報が入手で

きず、支援するためには十分なものとは言えなかった。 

これからは、当市の名産品である菓子について、需要動向を把握するため需要動向調査を実施し、

地域産業の振興に貢献する。 
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【事業内容】 

 

 ⑴地域イベントを活用した地域内消費者ニーズ調査の実施（新規） 

  

当所が主催する「しもだて商工まつり」は、地域内商工業者の取扱商品の展示・販売会として、毎

年４０社程度の小規模事業者が出店し、市民や近隣市町から概ね２万人が来場し、当市の銘産品を扱

う菓子店が組合として毎年参加している。 

今後は、地域産業の振興を目指し、新商品の試作・開発により販路開拓に取り組む小規模事業者（菓

子店）の商品について、テストマーケティングを実施し、地域内での需要動向調査を実施する。対象

とする小規模事業者は、５社（徐々に取り組む者を増やし、５年後には５社を目標にする）とし、「し

もだて商工まつり」来場者を対象に、自社が提供する商品やメニューについて「消費者ニーズ調査」

を実施する。  

  ①調査項目   

・性別・年代・住所（市内・県内・県外）といった基本情報 

・味・価格・ボリューム・パッケージや商品の満足度、試作品としての商品の改善点 

  ②調査方法 

    各ブースで１００名以上の聞き取り調査を行ってもらう 

  ③調査内容 

    個別情報の評価は５段階（満足・やや満足・普通・やや不満・不満）とする 

③調査結果の活用 

まず初めに、調査対象の新商品等の取り扱い事業者から、消費者ニーズ調査の結果（スプ

レッドシート等に入力したもの）を受け取り、整理する。 

その後、専門家を交え、新商品等の需要動向を把握し、ターゲットや販売手法等について

検討するなど、販路開拓や商品販売戦略の見直しに活用し、地域小規模事業者振興に貢献し

ていく。 

実際、販売に至った場合には、巡回訪問を四半期ごとに実施し、売上実績や利益に及ぼす

影響等についてフォローアップしていく。 

 

【 目 標 】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

地域内消費者ニーズ

調査対象事業所数 
未実施 2社 3社 3社 5社 5社 

地域内消費者ニーズ

調査件数 
未実施 200件 300 件 300 件 500 件 500 件 

 

  ⑵統計資料等を活用した業種別・品目別の需要動向調査（新規） 

 

   新商品の試作・開発をし、販路の開拓・拡大を目指す事業者にとっては、地域の需要動向調査

だけでは不十分である。消費者が「おいしい」・「また買いたい」と思うものは、常にシフトして

いる。同様の商品で全国的な流行や同業種でムーブメントが発生すれば、地域のテストマーケテ

ィングで良好な結果が出ても、販路開拓や需要開拓にはつながらなくなってしまう。 

そこで、支援機関である商工会議所では、需要動向調査に取り組む業界やトレンド情報について、

常にアンテナを高くし、有益な情報が提供された場合には、需要動向調査に取り組む事業者に情報

提供し、事業計画の修正・変更等に役立ててもらう。 
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   ①調査項目 

     事業者の新商品や類似品・競合他社製品の売れ筋ランキング等 

   ②調査手法 

     業界紙、日経テレコンＰＯＳ情報や日経流通新聞等により小規模事業者（菓子店）が販売

する商品等に関する売上情報を常に収集し、整理するとともにランキングの変化についても

分析する 

   ③活用方法 

     小規模事業者が販路開拓の際に対象市場や商品等を絞り込むため、事業計画策定支援や販

路開拓支援の際に活用する。また、売れる商品開発に向けての活用も可能になる。 

     その他、中小機構の販路開拓アドバイザーやミラサポの専門家派遣制度に於いても有効に

活用できる。 

     これらの情報は、四半期に一度取りまとめ、職員間の勉強会を開催し、小規模事業者の課

題解決に役立つよう互いに職能向上に励む。 

 

 [収集・活用する消費動向の情報] 

 

 

 

 

 

 

 

【 目 標 】 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

統計資料等活用によ

る需要動向情報収集 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

統計資料等活用によ

る需要動向情報提供

事業所数 
未実施 20社 20社 20社 20社 20社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集・活用する消費動向情報 収集する内容 対象 頻度 

日経テレコンＰＯＳ情報 販売動向や売れ筋動向等 
筑 西 市 銘

産品業者 
四半期毎 

日経ＭＪ（日経流通新聞） 
ヒット商品の分析、消費者ニ

ーズ等 

筑 西 市 銘

産品業者 
四半期毎 
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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】 
 

⑴現状と課題   

小規模事業者の多くは、取扱商品・製品・サービスの消費者ニーズや市場動向の情報を得ることが

困難なことから、販路開拓を苦手にしている。 

しかし、現状、当所が行っている新たな需要の開拓に寄与する事業は、日本商工会議所による「日

本百貨店しょくひんかん」への出店支援や、地元の金融機関（結城信用金庫）を通したバイヤーとの

「商談会」への出店支援・地域イベントへの出店支援に留まっており、また、支援対象が限られた小

規模事業者のみになっている。 

そのため、需要動向調査で得られた情報を活用し、多くの小規模事業者に、買い手のニーズを踏ま

えたアプローチ方法、販売すべきターゲット市場の選定、商品・サービスのＰＲ等による新たな販路

開拓・拡大支援等を実施し、全ての事業者の新たな需要の開拓に寄与することが課題になっている。 

これからは、「買い手のニーズを踏まえて生み出された新たなモノ・コト」や「地域資源・６次産

業化を活用した特色ある製品・技術・技能を活かした高付加価値商品を取り扱う事業者」等の新たな

需要の開拓を行う小規模事業者を対象に、商談会・即売会等への参加募集を行い、参加を希望する事

業者には、事前に需要動向調査から得られた分析結果を提供し、個別で、新規顧客へのアプローチ方

法、販売すべきターゲット市場の選定、商品・サービスのＰＲによる販路開拓といった支援に改善し

たうえ実施する。 

さらに、今後、ＰＤＣＡをまわしていくため、小規模事業者自身が、商談やプレゼンテーションの

場を活用し、参加バイヤーや来場者から、販路開拓に有効活用できる情報を収集してもらい、新たな

需要開拓に取り組んでもらう。その情報は、当所の経営指導員等が事業者と一緒になって分析・チェ

ックし事業者にフィードバックする。 

また、「販路開拓・拡大を成功に導くためのプロモーションセミナー」の開催や「インターネット

活用による需要の開拓支援」・「マスコミへのプレスリリース支援」等を実施し、販路開拓・拡大を希

望する全ての小規模事業者に必要なノウハウを提供し、新たな需要の開拓支援を実施する。 

 

⑵事業内容 

①各種商談会（BtoB）や展示会(BtoC)等への参加促進支援 

  需要動向調査を実施した小規模事業者や新たな販路開拓・拡大を希望する事業者に加え、事業計

画策定後の実施フォローを行っている小売業・サービス業・製造業を営む事業者を対象に、これま

で参加していた商談会や即売会に加え、各種団体が主催する展示会・イベント・商談会等のブース

を当所が借り上げ出店してもらう。 

商談会参加希望者は、バイヤーが相手となることから、エントリーシートの書き方の個別相談を事

前に行う。期間中にも面談を通し商談成約率を上げるためのアドバイスを実施する。 

  展示会・イベント・商談会等に出店する小規模事業者に対しては、レイアウト・陳列・ＰＯＰ・

プレゼンテーション・接客方法等について、個別相談を行う。期間中には、ターゲットを明確にし

たり、トレンド・売れ筋商品を確認したりするために、消費者の需要動向情報や展示会・イベント

における一般消費者からの意見を収集・記録してもらう。 

  商談会・即売会等終了後には、ＰＤＣＡサイクルを活用した検証を行い、専門的な課題がある事

業者には、専門家を派遣し、課題解決に向けた支援を行う。 

  商談会・即売会等参加者には、該当商品・製品・サービスの年間の売上向上額の目標値をあらか

じめ設定してもらい、目標値の５％増を「やや効果があった」、目標値の１０％増を「効果があった」

と定め、そのモノ・コトの効果測定をする。 
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時期 展示会等の名称 概要 来場者数 出展者数 支援内容 

10 月 信用金庫商談会 

【BtoB】 

主催：しののめ信用金庫 

共催：結城信用金庫  

対象業種：食品製造業、

食品製造販売業 

   52社 

(バイヤ

ー数） 

121社 

(エント

リー数) 

①エントリーシート

の書き方 

②商談成立に向けた

アドバイス 

③商談終了後の検証 

11 月 しもだて「商工

まつり」=即売会 

【BtoC】 

主催：下館商工会議所 

主管：下館商工会議所青

年部 

対象業種：小売業・サー

ビス業 

20,000人 40社 ①場所の借り上げ 

②レイアウト・陳

列・ＰＯＰ・プレ

ゼンテーション・

接客方法等のアド

バイス 

③即売会終了後の検

証 

2月 日本百貨店 し

ょくひんかん =

即売会 

【BtoC】 

主催：日本商工会議所 

対象業種：小売業 

 

8,000 人 3社 ①場所の借り上げ 

②レイアウト・陳

列・ＰＯＰ・プレ

ゼンテーション・

接客方法等のアド

バイス 

③即売会終了後の検

証 

 

  

【 目 標 】 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

信用金庫商談会

参加事業所数 
1社 2社 2社 2社 2社 2社 

信用金庫商談会

商談件数 
1件 4件 4件 4件 4件 4件 

信用金庫商談会

成約件数 
1件 2件 2件 2件 2件 2件 

商工まつり参加

件数 
未実施 3社 3社 3社 3社 3社 

売上・受注額の

対目標値（/社） 
未実施 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

日本百貨店参加

件数 
3社 3社 3社 3社 3社 3社 

売上・受注額目

標値（/社） 
4万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 

※商工まつりについては販売額が様々（軽食から車まで）なため、達成度を割合にする。 

※日本百貨店 しょくひんかんについては、過去３年間出店した実績から見積もった額で設定。 

※日本百貨店 しょくひんかんについては、キャパシティの問題で出店３社が上限となる。 
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②テストマーケティング（試食販売・試飲販売・実演販売）支援 

地域資源・６次産業化を活用した高付加価値な商品・製品を、「売れる商品・売れる製品」にして

いくため、当所主催の商工まつりで、消費者に商品の良さをアピールし、注目してもらい・興味を持

ってもらい・買ってもらい・記憶に残してもらい・リピート購入していただくために試食・試飲・実

演販売を行う。 

出店にあたっては、購買率を上げるため、出店する事業者には事前に、「消費者へのアプローチ方

法・セールストーク・陳列・ＰＯＰ広告・装飾」などを個別対応で支援する。 

出店時には、ターゲットを明確にしたり、トレンド・売れ筋商品を確認したりするため、事業者に

一般消費者からの意見を収集・記録してもらう。記録結果は事業者に整理してもらい、出店後には、

ＰＤＣＡサイクルを活用した検証を行うため、当所の経営指導員等と分析し、専門的な課題がある事

業者には専門家を派遣するなど、販路開拓等の事業計画作成に活用していく。 

さらに、これらの活動により、今後の商品を改良していくための支援も可能となる。 

  テストマーケティング参加者には、該当商品・製品・サービスの年間の売上向上額の目標値をあ

らかじめ設定してもらい、目標値の５％増を「やや効果があった」、目標値の１０％増を「効果があ

った」と定め、その商品・製品・サービスの効果測定をする。必要に応じて、フォローアップ時に

専門家派遣を活用し、更なる売上向上を目指す。 

 

【 目 標 】 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

試食・試飲・実演

販売取組事業所数 
未実施 2社 3社 3社 5社 5社 

売上・受注額の

対目標値（/社） 
未実施 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

※即売会支援とテストマーケティング支援は、同じイベントではあるが支援先は別な企業 

 

 ③「販路開拓・拡大を成功に導くためのプロモーション」セミナー 

事業計画策定を行う小規模事業者や販路開拓に課題のある事業者を対象に、新たな販路開拓のた

め、「ユーザー目線に立った市場で売れる効果的なチラシ作成」、「Ｅコマース活用」、「商談技術」等

の内容で、『販路開拓・拡大を成功に導くためのプロモーションセミナー』を開催する。 

このセミナーは、中小企業診断士等の専門家を講師に招き、個別相談も開催する。 

講演は、グループ討議やワークショップ・ロールプレイング等で実践的なものとし、様々な商談場

面等を想定して学び、効果的に販路開拓・拡大に繋がるものとする。 

セミナー参加者には、年間の売上向上額の目標値をあらかじめ設定してもらい、目標値の５％増を 

「やや効果があった」、目標値の１０％増を「効果があった」と定め効果を測定する。 

必要に応じて、フォローアップ時に専門家派遣を活用し、更なる売上向上を目指す。 

 

  ９月 「販路開拓・拡大を成功に導くためのプロモーション」セミナー 

【 目 標 】 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー開催回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

セミナー参加者数 未実施 15人 15人 15人 15人 15人 

売上・受注額の対

目標値（/社） 
未実施 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 
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④インターネット活用による需要開拓支援 

   これまでＩＴ活用による販路開拓を実施していなかった小規模事業者やＩＴ活用による販路開

拓をさらに広げていこうとする小規模事業者を対象に、インターネットを活用した新規の販路開

拓・拡大のための需要開拓支援を実施する。 

ＩＴが苦手な小規模事業者には、当所のホームページに、企業情報を含む商品情報紹介サイトを

作成し、掲載する支援を行う。 

自身でホームページを作成する意欲のある小規模事業者には、無料のホームページ作成ツール

Jimdo により、その作成・ＳＥＯ対策などの支援を行う。その他、ＳＮＳの利活用による相乗効果

が得られるような支援も実施する。 

   さらに、大阪商工会議所・横須賀商工会議所が行う販売促進情報サイトを通じた商品・サービ

ス・情報の発信により、コストを抑えたインターネット販売ができるための支援もおこなって行

く。商工会議所が持つ全国組織のネットワークを活用することにより、新たに取り組む小規模事

業者は、様々な商談の機会を掘り起こすことができ、売上向上が見込める。また、販路拡大に繋

げるノウハウも習得できる。 

インターネット活用による需要開拓支援に取り組む事業者には、年間の売上向上額の目標値をあ

らかじめ設定してもらい、目標値の５％増を「やや効果があった」、目標値の１０％増を「効果が

あった」と定め、その効果を測定する。 

必要に応じて、フォローアップ時に専門家派遣を活用し、更なる売上向上を目指す。 

 

   随時  当所ホームページ内に商品情報を盛り込んだサイトを掲載 

       ザ・ビジネスモール（大阪商工会議所）への登録支援 

       おもてなしギフト（横須賀商工会議所）への登録支援 

 

【 目 標 】 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

インターネット

活用事業所数 
未実施 5件 10件 15件 20件 25件 

成約・受注件数 未実施 1件 2件 3件 4件 5件 

売上・受注額の対

目標値（/社） 
未実施 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

 

 ⑤マスメディアへのプレスリリース支援 

   事業者が販路開拓・拡大を目指すにあたっては、マスメディアの活用は大変有効な手段となる。

一方、事業者の多くはマスメディアとのつながりをもっていない。またプレスリリースする方法

や手段も知らない事業者がほとんどである。 

そこで、新たな商品・製品等を開発した事業者を対象に、プレスリリース支援を実施する。 

具体的には、市役所内の記者クラブ（各新聞記者の筑西市における詰所）や茨城新聞（記者クラ

ブとは別に事務所が存在する）、筑西ケーブルテレビ等に次ページの表の内容でプレスリリースす

る。 

   支援にあたっては、記事にされやすい「プレスリリースの書き方」などを経営指導員が支援し、

記事掲載に繋がる確率をあげる。 

また、記事掲載後は一時的に顧客の増加が見込まれることから、適切な販売対応を支援する。さ

らに、一時的に増加した顧客をいかにしてリピートさせるかも引き続き支援していく。 
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    【プレスリリースの内容】 

 注 意 事 項 

タイトル 概ね 30文字以内 

サブタイトル 概ね 30文字以内 

製品写真  

リード文 〇〇は、△△を□□□します。という記述のしかた。 

商品案内 
箇条書き、５Ｗ１Ｈ（誰が、なぜ、何を、何時、どこで、どのように）を

意識して。 

市場ニーズ、社会

的背景 
最終消費者が求めていること（付加価値面をアピール） 

当社の提案事項 

①上段の市場ニーズや社会的背景を踏まえ、当社が社会に対して何を提供

するのかを示す。 

②今回提案することは、何が新しいことなのか、または、何を社会に訴え

たいのかを明記。 

連絡先① 企業名、住所、電話番号、連絡担当者 

連絡先② 支援機関名、住所、電話番号、連絡担当者 

 

【 目 標 】 

支援内容 現状 31年度 32 年度 33年度 34年度 35年度 

プレスリリース数 未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

売上増加企業数数 未実施 2社 2社 2社 2社 2社 

売上・受注額の対目標値（/社） 未実施 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

 

 

 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 
 

現在、人口減少や中長期的な経済の低迷により、地方経済は大きな構造変化の局面を迎えている。 

引き続き、筑西市が現在の経済力を持続的に維持・発達させていくためには、観光振興のためのイ

ベント等地域経済活性化に資する取組においても、小規模事業者に面的支援を行い、小規模事業者の

売上・利益に対する貢献をしていかなければならない。 

現状は行政や当所と連携しながら観光振興のためのイベントを多数開催しているが、「意識・方向

性の共有化が図られていない」また、「小規模事業者の売上・利益に対する貢献度も薄い」といった

課題が存在している。 

したがって、これからは小規模事業者の売上・利益に対する貢献ができるように、意識・方向性の

共有化を推進していかなければならない。 

そのためには、「筑西市活性化協議会」を発足させ意識方向性の共有を行い、「魅力的な商店のイベ

ント参加による賑わいの創出」や「地域ブランド確立のための認定事業」・「定住人口の維持と交流人

口を増加させるための若者の地元就職のためのＵ・Ｉ・Ｊターン事業」の取り組みが必要になる。 

その実現のため、行政や支援機関・各種経済団体・商店街等様々な組織と、意識を共有化させた連

携を行い、地域経済の活性化を推進していくことが必要になっている。 

  具体的事業内容は以下の通り。 
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（事業内容） 

 ⑴筑西市地域活性化協議会の開催 

  観光客の誘致による観光産業の活性化、地域資源の６次産業化など、今後の筑西市内での意識・

方向性を共有化させた活性化策を協議するため、当所、筑西市、筑西市観光協会、ＪＡ北つくば、

金融団（常陽銀行、足利銀行、東日本銀行、筑波銀行、結城信用金庫、茨城県信用組合等の金融機

関で構成されている）、ＪＲ下館駅、よろず支援拠点などの関係者が一同に参画する協議会を年３回

開催し、当所が事務局を担い、小規模事業者に対し地域を俯瞰する面的支援を行い、様々なイベン

トが統一された意識や方向性を共有しつつ、小規模事業者の売上拡大・業績向上に結び付けていく。 

⑵魅力的な商店のイベント参加による賑わいの創出 

現状、商店街が主催するイベントや各種経済団体が主催するイベント・当所が主催する商工まつり

等各種イベントが筑西市内でも多数開催されているが、意識や方向性にはばらつきがある。 

そこで、今後、統一された意識や方向性を共有するイベントにするため、当所・筑西市・各種団体

（観光協会、商店連合会）が三位一体となり、各種イベント開催に向けての協議会を発足させ、小規

模事業者の売上拡大・業績向上に結び付くような地域イベントにしていく。 

具体的には、当所が主催し、当所青年部が主管する「商工まつり」や下館商店連合会等が主催する

各種イベントでは、事業計画の作成や販路開拓・新たな需要の開拓に寄与する事業に取り組む事業者

にイベントに参画してもらうことにより、賑わいの創出を目指す。さらに、魅力的な商店には、売上・

利益の確保に努めてもらう。 

また、広く住民の参加を促すことで、「住民の地元愛の醸成」や当所活動の理解促進を図り、当所・

行政・住民における「絆」を醸成しつつ、市外からの誘客にも配慮し「交流人口の増加」を目指す。 

全てのイベントは、筑西市商工振興課・観光振興課や筑西市観光協会と調整を図りながら実施し、

当所主催のイベントについては、実行委員会（行政・地域住民の代表・事業者・観光関連の団体等で

構成）を組織し、地域住民とのコンセンサスを図りながら、実施内容、実施時期、実施規模（予算・

人員）等を定めていく。 

  尚、当所が主導し、各イベントのＰＤＣＡサイクルを回し、より良いものになるよう支援する。 

 

⑶筑西ブランド確立のための認定事業 

現在は、筑西市観光協会が「ちくせいの いいもの うまいもの 名品名産 “推奨”」として推奨品

のパンフレットを作成しているが、公的機関が市内で作られる地場製造食品や地場工業製品などの開

発・製品化に向けた取組を支援するための、「筑西ブランド認定制度」が市においても、当所におい

ても実施されていない。 

今後は、地域の小規模事業者の販路開拓の励みとなるよう「筑西ブランド認定制度」を当所が事務

局を担い筑西市、筑西市観光協会、常陽銀行、よろず支援拠点が参画し発足させ、年に１回協議会を

開き「筑西市のブランドとしての認証」を与え、広く販路拡大等に活用してもらう。 

これにより、小規模事業者の商品開発や販路開拓が安定的に進むよう、技術面に加え経営全般に亘

る課題解決に向けた個別対応による伴走型支援を実施する。 

  

⑷若者の地元就職のためのＵ・Ｉ・Ｊターン 

茨城県内の 18歳人口の進学等による流入・流出状況は、下表の通り、大学等への進学者数は 20,568

人（進学率は 70.8%）になっている。他県に流出する学生と他県から流入する学生との流出入差は

-7,588 人で、18歳人口の 26.1%が減少している。また、年齢階級別の人口移動（次ページのグラフ）

を見ると、10代後半から 20代前半にかけて大きく減少している。男性は主に進学による転出（次ペ

ージのグラフ①）、女性は主に進学と転出（次ページのグラフ②）となっている。男性はＵターンや 
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就職による転入（次ページのグラフ③）がみられるが、女性は転入が少なく（次ページのグラフ④）、 

転出に歯止めがかからない。 

当地域が未来を担う人材を確保していくためには、県外からの移住やＵ・Ｉ・Ｊターンを促進させ

若者の地元定着に取り組む必要がある。特に、東京圏からの移住希望者は、居住環境のほか仕事につ

いての関心が高いことから、仕事と暮らしの両面でのキメ細かな支援や仕事と暮らしの両方を体験で

きる機会の創出が必要不可欠となっている。 

県内での移住者受け入れ体制については、茨城県と県内市町村が連携し、移住者の交流施設整備等

の支援を行っているが、筑西市内では、その取り組みが行われていない。 

したがって、首都圏等からの移住希望者への仕事と暮らしのキメ細やかな相談対応や体験機会の創

出、地域住民と一体となった県内での移住者受け入れ体制の整備、官民が連携したＵ・Ｉ・Ｊターン

の推進若者の県内定着の促進、若者・女性・高齢者を含め、誰もが活躍できる社会づくりを進めるた

め、当所・筑西市・ハローワーク・会員事業所採用担当者で構成する「Ｕ・Ｉ・Ｊターン推進協議会」

を新たに発足し、年３回の協議会を開き、当所が事務局を担い、地域の生産年齢人口増加に貢献して

いく。 

  

茨城県内の 18歳人口の大学等進学数（率）の状況と流入流出数（率）(平成 28年分) 
 

 18歳人口 
高校等卒

業者数 

大学進学

者数 

短 大 進 学

者数 

専門学校

進学者数 

県内から

流出 

県外から

流入 
流出入差 

人数 29,054人 25,763人 14,904人 464 人 5,200 人 12,067人 4,479 人 -7,588人 

割合  88.7% 51.3% 1.6% 17.9% 41.5% 15.4% -26.1% 

出典：文部科学省 高等教育に関する基礎データ（都道府県別） 

 

《 年齢階級別の人口移動 》 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：筑西市 まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略 
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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 

  経営発達支援事業において、事業者の経営発達を実現性あるものとするためには、多様な支援機

関との連携が不可欠である。当所が支援機関と情報交換しながら、事業者への橋渡し役や課題解決

に向けたコーディネーターとしての役割を担って行く。 

 

⑴創業に関する支援力向上 

  産業競争力強化法に基づき、筑西市が認定を受けた特定創業支援事業計画により、「筑西市創業支

援ネットワーク」が組織された。筑西市・当所・筑西市商工会・日本政策金融公庫・市内金融機関・

税理士会・司法書士会等と、年に 1度創業に関する情報交換会を実施する。 

 内容は、創業者の開業率を高める手法やスタートアップ支援、開業後のノウハウ、創業後の資金調

達について等。 

 

⑵近隣商工会議所・商工会とのノウハウ交換 

  近隣の結城商工会議所・古河商工会議所や筑西市商工会・桜川市商工会等と年 1回小規模事業者支

援に関する情報交換会を実施する。 

  内容は、それぞれの経営発達支援計画に於いて効果があった取り組みや、事業者支援の成功事例・

失敗事例、それぞれの商圏における事業者の交流等。 

 

⑶日本政策金融公庫との情報交換 

  日本政策金融公庫と年 1回小規模事業者が活用する融資制度について情報交換を実施する。 

 

⑷茨城県中小企業振興公社との情報交換 

  茨城県中小企業振興公社と年 1回小規模事業者支援（国・県の制度）に関する情報交換を実施する。 

内容は、国・県の補助金・助成金・施策等の活用方法等。 

 

⑸その他多様な支援機関との情報交換 

  その他、地元金融機関や税務署・公共職業安定所・労働基準監督署等と情報交換を年に 1 度実施

する。 

  内容は、地域の経済動向トピックや資金ニーズ・税制改正労務の改正点等。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

小規模事業者が事業計画を策定し、それに基づいた持続的経営等を進めていく中で、支援を行う経

営指導員等の支援力によって大きな差が出ることが多く、経営指導員等の支援力に差があることが課

題となっている。 

経営に関する知識や情報収集力は元より、経営分析・需要分析・販路開拓支援などの知識等が不足

していたため、十分な前さばきもできないまま、中小企業診断士等専門家に頼るケースが多かった。 

これまでの資質向上は、経営指導員等の支援能力向上のため、研修等に参加し、習得した支援ノウ

ハウ等を職員会議や文書回覧で、他の経営指導員と情報共有化を図っていた。 

しかし、現状のやり方では不足している支援能力を向上させるに至らず、経営指導員等それぞれの

支援能力にバラツキが出てしまっている。 
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今後は、経営指導員一人一人の支援力底上げ及びバラツキを解消するため、経営指導員等の支援ス

キルに対する強み・弱みを把握し、それぞれの経営指導員等にあった支援力を向上させる研修に参加

する。ただし、支援ノウハウの豊富な経営指導員等については、強みをさらに伸ばす研修に参加する。 

また、小規模事業者への支援経験の少ない経営指導員等については、支援ノウハウが豊富な経営指

導員や専門家派遣に同席することで、座学やワークショップでは習得できないヒアリングのスキルや

説明能力などの現場力を体得していく。 

さらに、小規模事業者の支援状況だけでなく、今まで経営指導員等個人に蓄積されていた支援ノウ

ハウや成功事例を組織として蓄積し、共有する仕組みを構築することで、組織力を高める体制を整え

る。 

 

（具体策） 

 

⑴情報共有 

 

  研修会や日々の相談業務で習得した情報交換ノウハウの共有化を図るため、経営指導員会議を月２

回開催し、経営指導員補助員の情報共有を行い、資質の向上を図る。 

また、研修会や会議の結果等は、経営指導員・補助員に回覧で回すだけでなく、スキャンしたもの

を、毎日実施する朝礼に於いて研修報告やデータを確認するよう全員に促し、相談所業務の情報共有

を図る。データは共有サーバーに格納し、誰でもアクセスできるようにする。これにより個人のスキ

ルを組織内のナレッジにできる。 

 

⑵具体的な資質向上策 

 

 ①専門家派遣事業への帯同 

   経営相談が寄せられミラサポ・よろず支援拠点といった専門家派遣事業を活用するに当たっては、

必ず経営指導員等が帯同し、専門家の支援ノウハウを学ぶ。 

専門家のノウハウを目の当たりにすることで、支援ノウハウの向上ができ、資質向上に繋がる。 

 

 ②各職員に対応した年間研修計画の作成と評価（新規事業） 

   研修受講後提出される報告書を、所属長・相談所長・事務局長が考察し、各職員の年間研修計画 

（外部研修だけでなく、当所が小規模事業者に実施する研修を含む）を作成する。 

   特に、経営革新計画承認企業の創出は、小規模事業者振興の重点課題であり、経営革新計画作成

の実績のない経営指導員については、経営革新計画に関連した研修を必ず受講し、計画作成手法を

習得する研修計画とする。 

    また、支援ノウハウの豊富な経営指導員等については、特定分野に深いノウハウや知識が持てる

ような研修計画を念頭に入れ計画作成をする。 

   さらに、支援業務等にどう活かしたかを年度末に評価し、次年度への研修計画の基礎知識にする。 

 

 ③外部研修化等への積極的参加 

   日本商工会議所や中小企業基盤整備機構、茨城県商工会議所連合会が主催する研修会には、経営  

指導員等補助対象職員・一般職員に関わらず積極的に参加し、小規模事業者の支援ノウハウの習得 

や全国の支援機関とのネットワーク構築に努める。経営指導員等補助対象職員については、創業、

経営革新、販路拡大などの支援ノウハウ習得のほか、グループ討議や意見交換により参加した職員

自身の指導レベルに気付き、支援ノウハウや知識の強み・弱みを認識することも目的とする。 
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    参加する研修会（例） 

     ・日本商工会議所主催研修会 

         商工会議所経営指導員全国研修会（支援力控除全国フォーラム） 

         小規模企業の伴走型支援研修 

         経営安定対策事業研修会 

         マル経等基礎研修会 

         マル経総合研修会 

         創業支援担当者研修会 など 

     ・中小企業基盤整備機構主催研修会 

         中小企業支援者研修会経営診断基礎研修、専門研修 など 

     ・水戸商工会議所幹事研修会 

         茨城県内商工会議所経営指導員・補助員研修 など 

 

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、不断の見直しを行い以下の方法で評

価・検証を行う。 

⑴外部有識者３名（行政(筑西市)１名、中小企業診断士１名、税理士１名）により、経営発達支援事

業専門委員会を組織し、年次で実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

これを正副会頭会議に報告・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。 

⑵正副会頭会議において、事業内容ごとに評価・見直し方針を決定する。 

⑶事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会に報告し承認を受ける。 

その結果を受け、当所事業の見直しや具体的改善策を当所内会議において協議し、その対応を図る

ことでＰＤＣＡを実施し、より一層の実効性向上を図る。 

(4)事業の成果・評価・見直しの結果については、下館商工会議所のホームページ 

(http://www.inetcci.or.jp/simodate)で計画期間中公表し、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１１月現在） 

（１）組織体制 

①実施体制 

 
下館商工会議所は、役員、総務課、中小企業相談所で構成されている。 

 

役員 

  専務理事 １名 

職員等 

事務局長 １名 

総務課   職員１名 

    他パートタイマー ４名（内３名雇用延長が） 

中小企業相談所 

    経営指導員４名（内 中小企業相談所長１名、商工指導兼振興課長１名 係長１名） 

    補助員２名 

    記帳専任職員１名 

    記帳指導員１名（パートタイマー） 

 

今回の経営発達支援計画については、役・職員全員で実施する(組織図下表の通り）。 

 

 
（２）連絡先 

茨城県筑西市田中町丙３６０ スピカ６Ｆ 

     ＴＥＬ ０２９６－２２－４５９６ 

     ＦＡＸ ０２９６－２５－０４１２ 

     ＵＲＬ http://www.shimodate-cci.or.jp 

       E-mail info@shimodate-cci.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） 

 
31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 4,520 3,020 3,020 3,020 3,020 

 

Ⅰ経営発達支援事業 

 １地域の経済動向調査 

  

 ２経営状況の分析 

   

 ３事業計画策定支援 

 ・セミナー 

 ・個別相談会 

 

 ４事業計画策定後の実施支援 

  

５需要動向調査 

  

６需要の開拓に寄与する事業 

・展示会・商談会への出店 

・テストマーケティング 

・販路開拓セミナー 

  ・インターネット活用による

需要開拓支援 

 

Ⅱ地域経済活性化に資する取組 

 

Ⅲ支援力向上の取り組み 

１指導力養成 

２商工会議所研修事業 

 

 

100 

 

1,000 

 

600 

(200) 

 (400) 

  

50 

 

120 

 

2,350 

(1,000) 

(100) 

(200) 

(1,050) 

 

 

100 

 

200 

(150) 

(50) 

 

100 

 

400 

 

600 

(200) 

 (400) 

 

50 

 

120 

 

1,450 

(1,000) 

(200) 

(200) 

(50) 

 

  

100 

 

200 

(150) 

(50) 

 

 

100 

 

400 

 

600 

(200) 

 (400) 

 

50 

 

120 

 

1,450 

(1,000) 

(200) 

(200) 

(50)  

 

 

100 

 

200 

(150) 

(50) 

 

100 

 

400 

 

600 

(200) 

 (400) 

 

50 

 

120 

 

1,450 

(1,000) 

(200) 

(200) 

(50)  

 

 

100 

  

200 

(150) 

(50) 

 

100 

 

400 

 

600 

(200) 

 (400) 

 

50 

 

120 

 

1,450 

(1,000) 

(200) 

(200) 

(50)  

 

 

100 

 

200 

(150) 

(50) 

（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、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 

（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 

茨城県・筑西市・公的支援機関・地域の支援機関と連携し、小規模事業者の自主的な経

営改善及び経営発達計画に対して支援を実施し、小規模事業者がその地域で経営を持続

的に行うためのサポート体制を構築する。 

 

（具体的連携事項） 

 経営改善全般、経営革新、創業支援、地域経済動向、需要動向調査、 

 

連携者及びその役割 

□行政 

・茨城県 県知事 大井川 和彦 (経営改善支援全般・経営革新) 

茨城県水戸市笠原町 978-6     TEL:029-301-3554 FAX:029-301-3569 

 ・筑西市 市長 須藤 茂 (創業支援・経営改善支援全般) 

   茨城県筑西市丙 360        TEL:0296-24-2111(代) FAX:0296-25-5908 

  

□地域の支援機関等 

 ・株式会社日本政策金融公庫 水戸支店 支店長 梅沢 光一 

   茨城県水戸市南町 3-3-55       TEL:029-221-7137 

・独立行政法人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 虎ノ門 37森ビル TEL:03-3433-8811 

 ・公益財団法人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（茨城県産業会館９階）TEL:029-224-5317 

 ・市内金融団（団長：㈱常陽銀行下館支店 支店長 神永 宏寿 他９支店） 

   茨城県筑西市丙 370         TEL:0296-22-3131 

・茨城県信用保証協会 土浦支店 支店長 冨永 泰行 

   茨城県土浦市中央 2-2-28        TEL:029-826-7812 

・茨城県中小企業再生支援協議会 会長 大久保 博之 

   茨城県水戸市桜川 1-2-43 ＮＫＣビル６Ｆ ６０１号室  TEL:029-300-2288 

  ・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 

  ・県内商工会議所・商工会 

    ・水戸商工会議所 会頭 大久保 博之 

     茨城県水戸市桜川 2-2-35 茨城県産業会館 3階 TEL029-224-3315 

    ・土浦商工会議所 会頭 中川 喜久治 

     茨城県土浦市中央 2-2-16           TEL029-822-0391 

    ・古河商工会議所 会頭 蓮見 公男 

     茨城県古河市鴻巣 1189-4                    TEL029-48-6000 
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    ・日立商工会議所 会頭 蓮見 公男 

     茨城県日立市幸町 1-21-2         TEL0294-22-0128 

    ・石岡商工会議所 会頭 高木 祐治 

     茨城県石岡市府中 1-5-8          TEL0299-22-4181 

    ・結城商工会議所 会頭 中山 徹雄 

     茨城県結城市大字結城 531         TEL0296-33-3118 

    ・ひたちなか商工会議所 会頭 鈴木 誉志男 

     茨城県ひたちなか市勝田中央 14-8      TEL029-273-1371 

 

    ・筑西市商工会 会長 大畑 良雄 

     茨城県筑西市門井 1942-4         TEL0296-57-2124 
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連携体制図等 

 

地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下館商工会議所 
（中小企業相談所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○経営改善普及事業 

 
記帳・税務・金融指導 

○経営発達支援事業 
 
①小規模事業者の経営

状況の分析 
②需要を見据えた事業

計画の策定実施に係

る伴走型の指導・助

言 
③小規模事業者の提供

する商品、サービス

の需要動向及び地域

の経済動向に関する

情報の収集・提供 
④広報、商談会等の開

催又は参加、需要の

開拓に寄与する事業 

主な関係機関 
・茨城県 
・筑西市 
・茨城県よろず支援

拠点 
・工業技術センター 
・茨城県中小企業振

興公社 
・筑西市金融団（常

陽銀行、足利銀行、

筑波銀行、茨城県

信用組合、水戸信

用金庫、結城信用

金庫） 
・日本政策金融公庫

水戸支店 
・茨城県再生支援協

議会 
・茨城県信用保証協

会 土浦支店 
他 

連携 

 
 
 
 
 
 
 
 

小規模事業者 
 

〇経営の発達 
潜在的な顧客層に

向けた商品の販売

方法の変更等、ビ

ジネスモデルの再

構築 
 
 
 

〇経営の改善 
 

記帳、税務、金融

指導等 

相談 

支援 

※
伴
走
型
支
援 

他の商工会議所・商工会 
（水戸、土浦、石岡、日立、古河、

結城、ひたちなか、筑西市商工会

等） 

連携 
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