
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
真岡商工会議所（法人番号 8060005002763） 

実施期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

目標 

 真岡市内の小規模事業者は、市内経済を支える重要な役割を担っており、地

域経済の発展のためには、市内小規模事業者の活性化が必要不可欠である。小

規模事業者に対し、経済動向・需要動向・経営状況などを踏まえ、販路開拓・

新商品開発等の支援を行い、小規模事業者の経営発達を目指す。また、創業者

に対する支援を行い、地域の起業者創出を図り、事業者数の減少改善、地域資

源を活用したブランドの創出などにより、地域経済の活性化を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済の動向調査に関すること 

  各種経済動向調査を行い、当商工会議所地区の経済動向調査を把握し、事

業者の経営発展に向けた支援を行う。 

２．経営状況分析に関すること 

  小規模事業者の個々に抱える経営課題を把握・整理し、強みを伸ばし、需

要動向に基づいた販路開拓の支援に繋げるため、経営分析の支援を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  セミナーや個別相談において事業計画を作成すべき事業者を掘り起こし、

事業者の課題を明らかにするとともに、経済動向調査、需要動向調査、経

営状況分析を踏まえた事業計画の策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画の着実な実施を行うため、定期的な巡回訪問を実施しフォ 

ローアップを行う。計画実行の中で専門的な課題が出た場合には各支 

援機関と連携し、課題解決の支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

  消費者ニーズ調査や業界紙からの情報収集により需要動向やトレンドを調

査し、小規模事業者の販路開拓や新商品開発・新サービスの提供に活用す

る。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  展示会・商談会への出展支援、商談会の開催、地域外商工会等との交流会、

ＩＴ活用支援を行い、受注開拓促進につながる仕組みづくりを目指す。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

   本事業を連携して行う機関と、地域経済の活性化についての方向性を共

有しながら、以下の事業を実施する。 

  １．地域活性化事業の方向性を共有する体制の構築 

  ２．地域資源活用事業の展開 

  ３．地域ブランド開発への取り組み 

  ４．農業の六次産業化、地域産品ブランド化への取組み 

  ５．商店街活性化への取り組み 

連絡先 

真岡商工会議所 中小企業相談所  

〒321-4305栃木県真岡市荒町 1203 番地 

 TEL:0285-82-3305／FAX:0285-82-7967  E-mail:info@moka-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 

Ⅰ．現状分析 

 
１．地理的概要 

真岡市（以下、当市）は、栃木県の南東部に位

置し、東に連なる八溝山地、西に流れる大河鬼怒

川を抱える自然環境豊かな都市である。東は茨城

県筑西市、西は上三川町に隣接している。 
また、首都東京から 100km 圏内に属し、北関東

自動車道真岡インターチェンジがあり、東北道・

常磐道からのアクセスがしやすい立地である。 
 

２．歴史的概要 

当地域は古くから、芳賀地方の政治、経済、文

化の中心的役割を担い、江戸時代には「真岡木綿」

の特産地として全国にその名が知られていた。近

郊４町が合併し、真岡市が誕生したのは昭和 29
年。平成 21 年 3 月には隣町である二宮町と合併し

今の形となった。かつては農業を産業の基盤とし

ていたが、現在は第１から第５工業団地に 89 社が

操業する工業都市にもなっており、農業・商業・

工業が調和のとれたまちとして発展を続けている

（工業製造品出荷額は栃木県内第 3 位の規模）。 
 
３．商工団体 

 当地域には２つの商工団体がある。真岡市のう

ち、二宮地域以外を真岡商工会議所（以下、当会

議所）、二宮地域（旧二宮町）をにのみや商工会が

管轄している。真岡市内の８割の事業者が当会議

所の管轄である。 
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４．人 口 

当市の人口は 79,548 人（平成 29 年。県内では 9 番目の都市）。これまで増加を続

けていた人口は、東日本大震災や大手企業の撤退、加えて少子化などにより、平成 17
年の 83,002 人をピークに逓減を続けており、平成 27 年からは 8 万人を下回り減少を

続けている。 
このうち、当会議所の管轄区域内の人口は 64,496 人（平成 29 年）。平成 21 年比率

で 96.5％となっており、当市全体の傾向同様、人口は減少傾向にある。 
 
（当市人口推移） 
 
 
 
 
（当市（旧二宮町除く）人口推移） 

 
 
また、高齢化率も平成 17 年時には 17.7％であったが、平成 25 年時には 21.7%に増

加しており、今後についても少子高齢化が進み、更なる管内人口の減少が予想される。 
 

（当市年齢別人口構成と見通し） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

人口（人） 82,826 82,289 81,776 81,404 80,945 80,782 79,579 79,655 79,548

平成21年対比 100.0% 99.4% 98.7% 98.3% 97.7% 97.5% 96.1% 96.1% 96.0%
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５．市内観光施設等や特産品 

 当市には、ＳＬキューロク館や久保記念観光文化交流館、真岡木綿会館、井頭公園、

真岡井頭温泉、あぐ里っ娘、道の駅「にのみや」などの施設がある。また、真岡の夏

祭り・もおか木綿踊り・灯ろう流しをはじめとする観光イベントなどの年中行事をお

こなっている。 
また、以前は当市の代名詞であった真岡木綿や日本一の生産を誇るいちごなど、地

域資源を活用した観光を推進している。平成３２年度には真岡市が主催となり「イチ

ゴサミット」を開催する予定である。県内外産地と連携し、市が産地のリーダーとな

り、全国の生産振興や海外も含めた販路拡大が期待できる。 
また、現在、真岡ブランドの構築を進めており、真岡木綿やいちごの他にも特産品、

名産品を含めた観光資源の掘り起こしや商品化などを推進する予定である。 
 

 

○久保記念観光文化交流館 

市内の様々な観光情報を発信する「観光案内所」、訪れた方が自由にくつろげ

る「観光サロン」、伝統工芸品の真岡木綿を展示・紹介する「真岡木綿展示室」

が併設されている。 

○真岡木綿会館 

わたの栽培から糸紡ぎ、染め、織りまでを手作業で行う生産工程が見学できる

ほか、館内では木綿製品の展示の他、製造工程を追った見学コースもあります。

また、ハンカチ・スカーフの藍染めやコースターの機織も体験できる。 

○ＳＬキューロク館 
２台の蒸気機関車が定期的に走る真岡鐡道の拠点である真岡駅の隣にあるの

がＳＬ展示施設「ＳＬキューロク館」である。大正生まれの名機関車 9600 形

を展示するもので、圧縮空気によって機関車をわずかな距離ではあるが動く

状態で見学できる。 

○真岡市夏祭り花火大会 

真岡市夏まつり大花火大会は、神輿が五行川を勇壮に「川渡御」するなか、レー

ザー光線や大迫力の音楽による演出など趣向を凝らした仕掛花火や、鮮やかなス

ターマインなど、約 2 万発が夜空に大輪の花を咲かせる。沿道では、各町内の山

車屋台 9 台の「お囃子」や「ぶっつけ」、本社神輿をはじめとする 20 数基もの神

輿渡御を見ることができ、花火大会が盛り上がる。「真岡市夏祭り」の目玉イベ

ントとして開催され、毎年 20 万人の見物客で賑わう行事となっている。 

○生産量日本一のいちご 

真岡市のいちご生産は、作付面積が約 150 ヘクタール で、およそ 490 の世帯

が生産農家として栽培を行っている。年間の生産量は約 6,850 トン、販売額に

ついては年間約 73 億円となっている。 

（JA はが野調べ 平成 27 年産） 
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６．観光客数 

平成 28 年の当会議所の管轄区域内の観光入込客数は 249 万人である。観光客は平

成 23 年以降増加傾向にある。増加理由としては、震災からの復興により、観光客数が

戻ったこと及び、東京スカイツリータウン内の「とりまるショップ」や東京都内のイ

ベントスペースにおいて、いちご狩りなどの体験型観光への誘客活動を行ったことが

主な理由であると考えられる。 

44 44 43 45 48 旧二宮町 43

179 202
241 241 238 当所管内 249

H23 H24 H25 H26 H27 H28

観光入込客数（万人）

 
栃木県観光客入込客数・宿泊数推定調査結果 

 

７．管内事業所について 
当市の事業所数は年々減少しており、平成 21 年は 3,784 事業所であったが、平成

26 年には 3,476 事業所となっている。減少数が多いのは、卸・小売業、次いで建設業、

宿泊業・飲食サービス業の順で、その多くが小規模事業者となっている。 
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産業別に傾向をみると、小売業については、近隣地域の大型商業施設の開店などの

影響を受け、既存商店および商店街は厳しい経営環境にある。 

教育、学習支援業は、平成 21年から平成 24年では 35事業所の減少であったが、平

成 26 年時においては 37 事業所の増加となっている。これは、東日本大震災によって

減少した学習塾等が再び営業を開始したことが考えられる。また、医療・福祉につい

ても平成 21 年より 13 事業所の増加となっているが、デイサービス等の高齢者介護施

設の増加によるものである。 

当市の事業所数のうち、当会議所管轄区域内の商工業者数（平成 24 年の統計）は、

2,681 事業所であり、そのうち小規模事業者数が 2,104 事業所となっている。小規模

事業者の割合が 78.5％となっており、小規模事業者が地域産業を支えていることが読

み取れる。 

区 分 建設業 製造業 卸売  

小売業 
宿泊  

飲食業 
サービス

業 その他 計 

商工業者数 399 229 671 367 477 538 2,681 
うち、小規模

事業者数 383 145 462 254 411 449 2,104 

 

 

８．商業の概況 

 （現状） 

当市の卸・小売業の年間商品販売額は、卸・小売業とも減少しているが、小売業の

販売額の減少が著しい。 
近年の本地域の中心商店街は、郊外大型店が相次いで出店するなかで、東日本大震

災により、長年中心市街地集客の核を担ってきた「福田屋百貨店」の閉店（平成 23
年）を期に急速に集客力低下を招いた。そのような環境変化の中で、中心市街地小売

店は業績不振や商店経営者の高齢化・後継者不足に伴う廃業～空き店舗化が進んでい

るものと考えられ、空き店舗増加が商店街の衰退イメージにつながり、通行量減少や

店舗構成の低下が商店街としての魅力喪失を招いている。加えて、隣接する宇都宮市

と上三川町にまたがる大型商業集積（インターパーク）や、大規模小売店、大手資本

の系列店などの進出、更にはインターネットを使用した通信販売などが拡大し、地域

小売業者は大変厳しい経営環境にある。 
広域的にみると、当市の商圏は分散化傾向が進んでおり、栃木県地域購買動向調査

によると地元購買率は平成 21 年調査 80.4％から平成 26 年調査では 68.1％に下落、

隣接する地域からの流入も軒並み率を下げている。 
 

※地域商店経営者の年齢層など「商業調査」や、空き店舗数・空き店舗率、空き店舗発生の原因など「空き店舗調

査」、「中心市街地通行量調査」は実施されておらず、現状が把握できない。これらの定期的な実態把握も今後の

中心市街地商店活性化のための課題である。 
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Ｈ26 年栃木県地域購買動向調査より 

調査年 旧二宮町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町
Ｈ21 58.7 45.4 18.5 24.3 16.5
Ｈ26 46.4 27.8 11.4 11 9

消費流入  
Ｈ21 Ｈ26

地元購買率 80.4 68.1  
 
真岡市の商業推移 

 

 

  
（課題） 

このような状況に鑑み、真岡市は平成 27 年に策定した「第 11 次市勢発展長期計画

（計画期間：平成 27 年度～31 年度）」において、「地域の特色を活かした商業の振興

の推進」を目指し、①まちづくりを進めるための各種の計画との整合性を図りながら

市民・消費者に支持される魅力と賑わいのある商店街づくりを支援する。②商工団体

との連携を充実し中小商業者が自ら集客力を向上できる取り組みを進め、経営体質の

改善と経営基盤の強化を目指す。としており、特に「個店の経営力強化」において当

会議所が果たすべき役割が大きいことがうかがえる。 
 商店街をはじめとする商業者の多くが小規模事業者であることから、当会議所とし

ても、これまでの個店の自助努力に任せた補完的な支援から個々の店舗経営に寄り添

った支援に転じ、前項で指摘したような地域商業の実態や消費者の需要・動向を定期

的に把握・分析し、魅力のある商品・品揃え開発やサービスの提供を支援するなど、

より多くの小規模事業者について個店の集客力強化・経営力強化を進める必要がある。 
 

 

９．工業の概況       

 （現状） 

本地域の工業は、昭和 41 年に第 1 工業団地が造成され、その後、第５工業団地ま

で造成が進み、アルミ製造業を中心に、輸送機械部品、金属、プラスチック製造業が

立地、県内第 3 位の工業製品出荷額を誇る県内有数の工業地帯である。 
経済活動のグローバル化による国際競争の激化や原材料・燃料価格の上昇、エネル

ギー問題など企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いているが、近年は国

内の経済状況が長期にわたる景気低迷から脱して緩やかな回復の兆しが見え始め、製

造品出荷額も増加傾向にある。 
真岡市では「第 11 次市勢発展長期計画」において、①工業用地への企業誘致を積
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極的に推進するとともに、工業団地立地企業の定着を促進する。②産業技術の進展に

対応するため、産学官の連携を深め、とちぎ新事業創出事業環境整備構想の推進を図

るなど、地場産業の発展に努める。③北関東動車道や国道 408 号鬼怒テクノ通りの

完成によるすぐれた立地条件を最大限に活用する。④工業団地立地企業と中小企業と

の取引拡大を促進させる。⑤地元中小企業及び起業家の育成・支援するとし、工業団

地の大規模・中堅製造業者を頂点として地元の中小・小規模事業者がものづくり基盤

を支える産業機能の充実を目指している。 
  
（課題） 

右グラフ、製造業の従業員規模別の事業所

構造を見ても、当市の製造業は従業員 100 人

超の、規模の大きな事業所がけん引している

特徴がうかがえる一方、従業員数 10 名未満の

小規模事業所数は横ばいであり、製造事業所

に占める割合は、栃木県全体の 42%に対し、

当市では 25%と非常に少ない割合となってい

る。（事業所数に関して、H２３年の東日本大

震災により閉鎖した事業所等があったため平

成２７年の事業所数は増加している。） 
当市の製造業の持続的かつ健全な発展を図

るために、これら地場の小規模事業所に対し

て、人材の育成、産学連携、新技術や新製品

の開発、などに積極的な取り組みを促し、マ

ッチングによる販路開拓など成長力と競争力

を備えた企業体質の改善を図っていく必要が

ある。 
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１０．観光産業の概況 

（現状） 

真岡市は栃木県東部に位置する芳賀地域の中心都市として発展してきたが、北関東

自動車道真岡インターチェンジの開設に伴うアクセスの向上により、隣接する益子町

（益子焼）および茂木町（ツインリンク茂木、道の駅もてぎ）、市貝町（さしばの郷：

道の駅市貝）など、近隣観光のターミナルとしての位置づけが増している。 
下右図、日帰り観光客の住まいをみると、栃木県が 49.8％、茨城県 25.5％、埼玉県

8.3％と続いている。また、県東地区を旅行先に選んだ理由では「買い物」が 64.8％を

占めることから、当市であれば真岡木綿やいちご（加工品含む）などの買い物需要が

あると考えられる。 
ＳＬキューロク館・久保記念観光文化交流館や農産物直売所において、いちごや農

産物、木綿製品などの販売・ＰＲを行っているが、施設の見学のみで他市町へ移動し

てしまう通過型観光地となっており、宿泊業・飲食業への恩恵は少ない。 
 

  
旅行先に選んだ理由 県東地区
買い物 64.8%
料理や土地の味覚 23.0%
観光・文化施設 11.0%
自然景観 10.2%
近いから 8.8%  

 

日帰り観光客の住まい 

 

 
（課題） 

 課題は、ＳＬキューロク館・久保記念観光文化交流館や農産物直売所などの施設の

見学客を街中の個店に誘引させることである。このために、個店には魅力的な商品等

の開発・ブランド化が求められる。買い物を求めてくる観光客向けに魅力ある商品を

提供することが、観光産業全体の活性化につながる。 
真岡市でも「第 11 次市勢発展長期計画」において、①真岡木綿の振興。②特産品、

名産品も含めた観光資源の掘り起こし。③観光物産館、あぐ里っ娘、道の駅などにお

ける販売促進と真岡ブランドの構築。④日本一の生産を誇るいちごの観光資源化など

を掲げている。 
当会議所でも、農商工連携や６次産業化、ブランディング支援などを通じて商品等

の開発を支援する。 
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１１．当会議所のこれまでの取組み 

当会議所は、小規模事業者に対し、経営指導員４名による経営改善普及事業を実施。

創業支援においては、真岡市と連携して支援を実施している。 

また、当会議所は、地域の総合経済団体として、国・県・市の施策を小規模事業者

に周知するとともに、小規模事業者の声を新たな施策に反映すべく提言を行うなど、

国・県・市と小規模事業者のパイプ役としての役割も担っている。加えて、イベント

の開催など、地域振興に努めている。 

課題は、小規模事業者に対する経営支援において、事業者の経営戦略に関わる支援

ができていなかった点にある。そのため、事業者は既存の事業の延長線上でしか事業

展開を行えておらず、収益や利益が徐々に減少している傾向にある。 

今後の当会議所の役割は、支援機関として、事業者の経営課題を把握し、その課題

解決に向けた経営戦略の再構築を伴う伴走型支援を実施することである。同時に、地

域の総合経済団体として、他機関と連携を図りながら、小規模事業者の事業基盤であ

る地域活性化を図る。 

 

 

１２．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

（１）小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 商業・工業構造の特性の変化、消費者の購買動向の変化など、小規模事業者にとっ

ての市場環境は変化している。また、近年、事業者には、各種資源（農業：いちごほ

か豊富な農産資源・伝統産業：真岡木綿）を活用した特色ある事業展開が求められて

いる。  
１０年後の小規模事業者を取り巻く環境を産業別に考えると、商業では大型商業集

積、大規模小売店、大手資本の系列店、インターネット販売との競争がさらに進む。

工業では産業技術の進展や工業団地立地企業の求める技術の高度化に対応していく必

要がある。観光産業では個店に地元資源を活用した魅力ある商品・サービスの提供が

求められる。そこで、地域の現状と課題を踏まえ、１０年後の将来像を見据えた小規

模事業者に対する中長期的な振興のあり方を以下のとおり定める。 

 
① 環境の変化に対応した自立経営を実施していること 
 事業者はそれぞれの分野の市場環境変化に適応した経営を実施する必要があ

る。そこで、環境の変化や自社の特徴を捉え、自らビジネスモデルを転換でき

るよう、経営力を向上させる。 
② 個店がそれぞれ特色を持つ個店づくりをしていること（商業） 
 個店が地元資源を活用した魅力ある商品・サービスを提供することで、地元固

定客を獲得し、地元購買率・吸引率を回復させる。 
③ 技術力の向上に努めるとともに新製品開発を積極的に実施していること（工業） 
 当市には大型工業団地がある。工業団地内の大・中規模企業のニーズにマッチ

した技術開発や新製品の開発により、新たな需要を創造する。 
④ 新たなビジネスチャレンジのために、創業者及び後継者の育成に努めていること 
 新規参入者（創業者等）による新陳代謝を促すとともに、後継者の育成により

既存のビジネスモデルを革新させる。 
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⑤ 真岡市独自の魅力ある観光資源がブランドとして確立していること 
 地域観光・文化資源や日本一の生産を誇るいちごなど農産資源を活用した観光

振興・ブランド化に取り組み、「真岡市」の認知度向上を図る。 
⑥ 上記を支援する支援体制が構築されていること 
真岡市をはじめとする行政機関、地域の金融機関、業界団体等と連携協力した、

地域の総合経済団体として上記の実現を支援する。また、情報の交流拠点とし

て情報発信力の強化を図る。 

 

 （２）第 11 次市勢発展長期計画（計画期間：平成 27 年度～31 年度）との連動性 

  「８．商業の概況」「９．工業の概況」「１０．観光産業の概況」で記したとおり、

真岡市「第 11次市勢発展長期計画」の商工・観光部分の施策は下表のようになる。 

 

商業 

・まちづくりを進めるための各種の計画との整合性を図りながら市民・消費者に支

持される魅力と賑わいのある商店街づくりを支援する。 

・商工団体との連携を充実し中小商業者が自ら集客力を向上できる取り組みを進

め、経営体質の改善と経営基盤の強化を目指す。 

工業 

・工業用地への企業誘致を積極的に推進するとともに、工業団地立地企業の定着を

促進する。 

・産業技術の進展に対応するため、産学官の連携を深め、とちぎ新事業創出事業環

境整備構想の推進を図るなど、地場産業の発展に努める。 

・北関東動車道や国道 408号鬼怒テクノ通りの完成によるすぐれた立地条件を最大

限に活用する。 

・工業団地立地企業と中小企業との取引拡大を促進させる。 

・地元中小企業及び起業家の育成・支援する。 

観光 

・真岡木綿の振興 

・特産品、名産品も含めた観光資源の掘り起こし 

・観光物産館、あぐ里っ娘、道の駅などにおける販売促進と真岡ブランドの構築 

・日本一の生産を誇るいちごの観光資源化 

 

商業では、中小商業者が自ら集客力を向上できる取り組みを進めることを施策とし

て掲げているが、これは、中長期的な振興のあり方の①、②と連動する。 

工業では、小規模事業者向けの施策として工業団地立地企業と中小企業との取引拡

大を促進や地元中小企業及び起業家の育成・支援を掲げている。これは、中長期的な

振興のあり方の③、④と連動する。 

 観光では、真岡木綿の振興、真岡ブランドの構築、いちごの観光資源化などが施策

となっている。これは、中長期的な振興のあり方の②、⑤と連動する。 

 以上より、「第 11 次市勢発展長期計画」と小規模事業者の中長期的なあり方はそれ

ぞれ連動しているといえる。 
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 （３）当会議所の役割 

  小規模事業者の経営改善や改革への取り組みを推進するために、景気動向や市場環

境への柔軟な対応が求められていることから、自社の強みを活かし、環境・顧客ニー

ズの変化に対応できる企業づくりの支援を行う。現況分析（経済・市場・顧客・提供

する商品サービス）を行い、需要を見据えた事業計画を作成し、その計画に基づいた

経営への転換へと導くことが必要である。そのため当会議所での小規模事業者支援の

方針も、従来の単発的・断片的な相談対応型から小規模事業者の取り組みにより沿っ

て応援していく伴走型支援への転換を推進する。 

 

１３．経営発達支援事業の目標と支援方針 

上記の「中長期的な振興のあり方」を実現するため、以下の目標と方針により、事

業を実施する。 

 

（目標１） 

実効性ある事業計画策定による小規模事業者の経営力向上と販路開拓 

（方針） 

小規模事業者や創業者に対して、経営力向上を図るセミナーや個別相談を通じ

て、管内の多くの小規模事業者が事業計画策定に取り組む土壌を醸成する。 

個々の小規模事業者が置かれている経営課題や消費需要を把握・分析し、それぞ

れの課題解決に向けた伴走型の事業計画策定支援及び実行支援を行うことで持

続的発展を促す。 

商業の活性化 

他地域や大型店への購買人口の流出や個店の魅力喪失、商店街の衰退などによ

る小規模商業者の減少など、本市の商業における課題解決のため、個店ごとの

事業計画策定を推進し店舗の魅力向上を図るとともに、新商品のイベントや展

示会を活用したテストマーケティングの実施を促進し、新たな需要を開拓する

支援を行う。 

工業の活性化 

技術力不足やニーズに係る情報不足、販売機会確保の困難性など、本市の工業

小規模事業者の課題の対策として、工業団地立地企業や県外企業等との連携に

よる交流・マッチング事業、技術力確保・新製品開発を図る産学連携の機会創

出、展示会への出店支援を行う。 

 

（目標２） 

実効性ある創業支援 

（方針） 

地域の需要動向や資源を活用した独自のアイディアや創意工夫を持つものの創

業計画策定を伴走型で支援し、円滑かつ実効性ある創業を促進する。 

創業塾と創業個別相談会を実施し、事業計画の策定から創業後のフォローアップ

まで、創業ステージに応じた支援を行ない、開業後の存続率を高める。 

 



１２ 
 

（目標３） 

観光資源の掘り起こしと有効活用による事業機会の創出 

（方針） 

地域の資源について調査を行い、今まで気づかなかった資源を掘り起こすことに

より、新たな観光ルートの策定など、交流人口の増加に寄与する事業を展開し、

地域の新たな事業機会を創出する。 

真岡木綿、いちご、ＳＬ等の観光資源や市内の魅力ある店舗を活用した新たな観

光ルートの設定を行い、交流人口の増加や販路開拓の取り組みを行う。 

 

（目標４） 

支援体制の再構築 

（方針） 

 各支援機関との連携を強化し経営指導員の支援能力の向上を図るとともに、

個々指導員の伴走型支援の進捗状況（成果・課題）の共有化を促進し、指導員

任せにせずに商工会議所全体で小規模企業の経営力の向上に取り組む体制を構

築する。 
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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 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

地域の経済動向を把握することは、小規模事業者の今後の経営指針や販売戦略を

立てていくうえで重要である。現在、実施している調査として、ＬＯＢＯ調査（景

気観測調査・5 社）があり、担当職員が調査先を実訪しヒアリングを行っているが、

調査件数が少ないため、地域の小規模事業者の景況動向を分析する資料とは活用で

きていない。 

   また、国・県・関係団体から提供される統計データや市場動向データ、支援施策

や支援ツールといった経営支援に必要な情報については、全職員が所内回覧にて情

報共有を図ってきたが、一覧として見やすい形のデータベースには整理されておら

ず、共有情報として十分に活用できていなかった。このため、これから調査結果の

活用方法を確立させることが課題となっており、次のとおり事業を実施する。 

 

（事業内容） 

 

（１）真岡市小規模事業者の経営課題調査 

小規模事業者の抱える経営課題を掴み、効果的な支援につなげるために、真

岡市小規模事業者の経営課題調査（アンケート）を実施する。実施回数は年１

回（８月）、対象は 150事業者（当地区の業種構成比率を加味し、アンケート先

を選定）とし、郵送法により実施。継続的に管内の事業者の経営課題等を把握・

分析する。具体的な調査項目は、経営課題および景況感とする。 

 

    ＜経営課題＞ 

     現在の経営課題、販売促進への取組み、事業承継への取組み 

     事業計画への取組み 

    ＜景況感＞ 

業況判断ＤＩ、売上ＤＩ、採算ＤＩ、資金繰りＤＩ等 

 

事業者の現在の経営課題や販売促進、事業承継、事業計画への取組み状況が

把握できれば、具体的な支援策に繋げることができる。また、アンケートを任

意の記名式にすることで、どの事業者がどのような経営課題を持つかを顕在さ
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せることが期待でき、経営課題の解決を提案することが可能となる。 

景況感の調査では、結果をＬＯＢＯ調査などの公的調査内容と比較すること

で、当市の景況感を分析する。 

調査結果は、経営指導員が外部専門家と連携して経営課題などを分析し、報

告書としてまとめる。また、調査結果をホームページに掲載するほか、当会議

所が毎月発行している広報誌（市内全世帯に新聞折込にて配布）に年１回掲載

し、小規模事業者へ周知する。 

 

 （２）国・県・関係団体から提供される統計データや市場動向データの分析・提供 

国・県・関係団体から提供される統計データや市場動向データ、支援施策や

支援ツールといった経営支援に必要な情報を年に１度（１０月）、経営指導員が

外部専門家と連携し分析する。 

具体的に分析する項目は、人口推移（国勢調査）、事業所数（経済センサス）、

観光客数の推移（栃木県）、新設住宅着工戸数（栃木県）、自動車保有台数（運

輸局）、交通量（国土交通省）、有効求人倍率（ハローワーク）、地域経済循環マ

ップ・生産分析（RESAS）、まちづくりマップ・From-to分析（RESAS）、産業構造

マップ（RESAS）や、国・栃木県・真岡市の施策情報、国が出す支援ツール等を

想定している。 

これらのデータは、小規模事業者がそれぞれの分野の市場環境変化に適応し

た自律的経営を行うことを目的に、「市場環境の変化を伝える」という視点で分

析を行う。また、その市場環境の変化に対応するための事例などを中小企業白

書や小規模企業白書から抽出する。 

分析結果は、巡回訪問や窓口相談を通じてそれぞれのデータ分野ごとに関連

事業者に直接説明。また、当会議所のホームページや広報誌で小規模事業者に

周知するとともに、他支援機関に情報提供を行い、地域の課題を共有する。 

（目標） 

項目 現状    31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

真岡市景況調査の実

施（対象 150 社）およ

び分析 

未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

HP 及び広報紙による 
公表 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

国・県・関係団体から

提供される統計データ

や市場動向データの分

析 

未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

HP 及び広報紙による

公表 
未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と課題） 

従前の経営改善普及事業における経営状況の分析は、確定申告指導時における売

上、経費、所得などを前年、一昨年と比較することや、金融相談時においては借入

金の返済状況や返済余力の分析などを行う財務分析が多く、抽出される課題は財務

的なものに偏重し、表面的かつ一面的になるものであった。 

小規模事業者が将来的に堅実に持続的発展をする為には、経営の現状を把握し、

きちんとした経営分析を行うことが必要であるが、自社の経営分析を行い、その強

み・弱みを把握している事業者は少ない。小規模事業者の経営の持続的発展には各

事業者が、個々に抱える経営課題を把握・整理し、強みをさらに伸ばしていくこと

が重要であり、需要動向に基づいた販路開拓の支援も必要不可欠となっているため、

今後は、小規模事業者の売上の増加や利益の確保に直結するように分析項目を精査

し、潜在的であった経営課題を抽出し、より健全な経営に向けた次なる一手を打つ

ための有効な事業計画策定支援へと繋げる。 

 

（１）経営分析対象者の掘り起こし 

   経営分析対象者の掘り起こしは、経営指導員等が担当地区の巡回や税務等の相

談を受ける際に、すべての事業者に声がけする方法で実施する。多くの小規模事

業者は自社の経営分析をしたことがない。そこで、経営分析をすることで、自社

のチャンスや強みが明確になる点や、経営課題を顕在化させることができるとい

ったメリットを訴求する。 

また、経営分析が必要なマル経融資の希望者や現在利用している事業者に対し、

アプローチを行い、経営分析機会の拡大を図ることによって、分析対象者の掘り

起こしを行う。 

  

 （２）経営分析の方法 

小規模事業者を取り巻く経営環境は常に変化している。そこで、事業所の経営

環境を総合的に把握・分析するために、事業者の販売する商品・サービスの把握

およびＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析、財務分析を行う。 

ＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析を行うことにより、小規模事業者が自社のチャンスや

強みを再認識し、脅威や弱みを把握することで、今後の事業展開を再構築するこ

とが可能となる。また、財務分析では、事業者の安全性・収益性・生産性・効率

性を同業他社と比較することで、事業者の経営課題を顕在化させる。 

分析した結果は、事業者にフィードバックするだけでなく、強みを活かした経

営や経営課題の解決を行うために分析結果を活用し、伴走型支援を実施する。 

経営分析は、小規模事業者と綿密な意思疎通を図りながら経営指導員が行う

が、経営分析で経営課題等が顕在化され、解決のために高度なノウハウが必要な

場合は、「エキスパートバンク制度」の専門家を活用するほか、「よろず支援拠点」、

「中小機構」等の外部支援機関との連携を図る。 
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 （３）情報の共有 

小規模事業者の個別分析結果のほか、ヒアリング時に収集された情報について

は、経営指導員間で月２回の情報交換を行う。情報交換では、指導員ごとの分析

スキルの高度化・平準化を図るとともに、経営分析結果を業種ごとにまとめるな

どにより、業種ごとの経営課題を顕在化させる。顕在化させた業種ごとの経営課

題に対しては、経営課題の解決を図るための施策（セミナー等）を実施する。 

   

  （１）・（２）の結果をもとに経営課題を抽出するとともに、財務、マーケティング

業務改善等についてアドバイスを行う。また、経営状況を把握するための方策及び

経営分析件数を増やすため、広報誌等に経営分析の必要性を掲載し、小規模事業者

に広く周知する。 

 

（目標） 

経営分析では、分析だけでなく、分析結果に対する経営アドバイスが含まれる。現状、

このノウハウが不足されているため、計画初年度（平成 31 年度）は経営分析件数を 36

件と設定し、事業者にとって満足のいくサービス提供を心掛ける。2 年目以降は、ノウ

ハウの蓄積がなされることから、分析件数を増加させていく。 

この目標を達成するため、経営分析対象者を掘り起こすための巡回訪問を実施する。

掘り起こしのための巡回訪問は分析件数達成のために日々実施するが、マンパワーに限

りがあるため、掘り起こしから経営分析への誘導割合を目標と設定し、効率的な掘り起

こしに努める。 
 

項目 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こ

しに係る巡回訪問延べ回

数（経営分析への誘導割

合） 

－ 
100件 

（36％） 

100件 

（40％） 

100件 

（44％） 

100件 

（48％） 

100件 

（52％） 

経営分析件数 － 36 件 40 件 44 件 48 件 52 件 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

    

（現状と課題） 

当会議所では、これまで事業計画策定支援について、主に金融支援や各種補助金

の申請時に受動的に対応するに限っていた。 

本計画書では、「（小規模事業者の）中長期的な振興のあり方」として、事業者の

自立的な経営を目標としている。この目標を実現するためには、事業者が事業計画

を策定することが、もっとも有効な手段であると考える。理由は、事業計画を作成

するプロセスにある。事業計画を作成するプロセスでは、①ＳＷＯＴ分析、経営環

境分析から事業コンセプトを決定する、②事業コンセプトに沿ったマーケティング

計画、要員計画、設備投資計画を決める、③この計画を実行するための行動計画を

決め、その結果としてどのような収支となるかを収支計画で表す、という流れを検
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討する必要がある。このプロセスを経ることで、外部環境の変化に対し、柔軟に対

応が可能な経営体質が生まれると考える。 

また、当会議所としても、事業者の取組みが「見える化」されていれば、伴走型

の支援が可能であるという一面もある。 

そこで、事業者の自立経営の第一歩として、事業者の事業計画策定を支援する。 

 

（事業内容） 

［既存事業者向け支援］ 

 

 （１）事業計画策定支援事業者の掘り起こし 

①経営計画事業計画作成支援セミナー及び個別相談会の開催 

小規模事業者の経営基盤の強化を図るため、新たに経営計画事業計画作成支

援セミナー及び個別相談会を開催する。セミナーでは、事業計画策定の必要性

について啓蒙・動機づけを行うだけでなく、セミナー内で簡易な事業計画を策

定できるように工夫を行う。簡易な事業計画だけで十分に満足できない事業者

やより詳細な計画を作成したい事業者に対しては、個別相談や経営指導員によ

る事業計画策定支援を実施する。 

 

②巡回訪問や窓口相談による掘り起こし 

「２．経営状況の分析に関すること」でＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析、財務分析

を行うことで、事業者の経営課題が明確化する。そこで、課題が明確化した事

業者に対しては、個別に事業計画策定による課題解決を提案する。 

 

（２）事業計画の策定支援 

①事業計画の策定支援 

    事業計画を策定する事業者ごとに担当者を決め、事業計画の策定支援を行う。

事業計画は本来、事業者が独自に作成するものである。そこで、事業者が自分

で考え、自分の言葉で計画を策定できるよう、側面から支援を行う。 

どのような事業計画を策定するかについては、「２．経営状況の分析に関する

こと」で分析した内容を活用し、事業者の現状を把握したうえで、経営指導員

が事業者に提案する。たとえば、革新的な商品の開発をおこなう場合は経営革

新計画、資金繰りを改善したい場合は経営改善計画、事業承継を進めたい場合

は事業承継計画などとなる。 

ただし、ほとんどの小規模事業者が現状、事業計画を策定したことがないこ

とを鑑みると、計画経営の第一歩として簡易な計画書が有効であると考える。

そこで、ツールとしては経営力向上計画などの「ひとつの経営課題を解決する

ための計画」を中心に提案する。この計画により、事業者が課題を解決すると

いう成功体験を得ることで、計画経営の必要性を認知することを目指す。これ

ができれば、将来は、事業者が自主的に計画経営を行うことが期待できる。 

なお、経営力向上計画を使用する場合は、ＫＰＩが限定されていることに加

え、行動計画が不十分であるため、必要に応じて、別紙により補完をおこなう。 

計画策定支援の際は、「１．地域の経済動向調査に関すること」で分析した地



１８ 
 

域の経済動向を活用する。新商品開発などの計画においては「５．需要動向調

査に関すること」で得た顧客のニーズデータ等を使用し、計画の精度をあげる。 

 

②支援機関との連携 

事業計画策定支援は基本的に経営指導員が実施する。しかし、経営指導員だ

けでは、経営課題の解決の方法が分からない場合がある。このような専門的な

課題については、栃木県産業振興センターや栃木県よろず支援拠点と連携し、

より実現可能性の高い計画策定を支援する。 

 

［創業者向け支援］ 

真岡市は、産業競争力強化法に基づく「真岡市創業支援事業計画」に基づき

「真岡市創業支援ネットワーク」を構築している。「真岡市創業支援ネットワー

ク」では、真岡市と真岡商工会議所、にのみや商工会、真岡市融資振興会、税

理士会真岡支部、栃木県行政書士会が連携し、創業希望者に対するセミナーや

窓口相談事業、インキュベーション施設運営（初期創業者支援や市内事業者と

の交流サロン開催）、創業後の経営相談などを行う。 

このような取り組みのなかで、当会議所に創業相談に来る創業者が多い。ま

た、起業塾（平成 30年度は「女性起業塾」）なども開催している。 

そこで、創業相談に来る事業者に対し、創業計画の策定支援を行う。 

また、「真岡市創業支援ネットワーク」の連携機関に対しても、当会議所が創

業計画の策定支援を行っていることを周知し、『創業計画＝真岡商工会議所』と

いうポジションを確立する。 

なお、起業塾には、地元の方だけでなく、芳賀郡全域から受講生が来ること

が分かった。そこで、イオン等の大型店にチラシを配布することに加え、芳賀

郡全域で購読されている真岡新聞によるポスティングを実施する。これにより、

創業塾の受講者数を増やすだけでなく、当会議所の創業支援を広く訴求する。 

 

（目標） 

［既存事業者向け支援］ 

  

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

経営計画事業計画作成セミナ

ー開催回数（参加事業所数） 
未実施 

1 回 

15 社 

1 回 

20 社 

1 回 

25 社 

1 回 

28 社 

1 回 

30 社 

事業計画策定事業所数 未実施 11 社 12 社 13 社 15 社 20 社 

  ※事業計画策定事業所数は、当会議所がハンズオンで支援を実施する事業所数を示

す。たとえば、セミナー内のみで簡易計画を作成した事業所は目標値に含めない。

一方で、セミナー内で簡易計画を作成し、その後、経営指導員がブラッシュアッ

プ等の支援を行った場合は、この数に含める。 
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［創業者向け支援］ 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

起業塾開催回数（参加者数） 
1 回 

10 名 

1 回 

15 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

1 回 

25 名 

1 回 

25 名 

創業計画策定事業所数 4 社 6 社 8 社 8 社 10 社 10 社 

 

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） 

   これまでは、事業計画の策定後の支援については、事業者からの要望がない限り

は実施していなかった。事業計画を策定しただけでは経営基盤が強化された訳では

なく、ＰＤＣＡを繰り返し実施することが小規模事業者の持続的発展に必要であ

る。今後は、従来行ってきた各種事業計画及びこれから実施する小規模事業者の事

業計画の実現性を検証するため、計画策定を支援した全ての事業所を定期的に巡回

訪問すると共に、当該事業計画の実効性を高めるため、以下の取組みを行う。 

  

（事業内容） 

（１）各種情報提供 

    行政や支援機関、当会議所が実施する各種支援策（セミナー、相談会、補助

金、販路開拓事業等）の周知を図ると共に、前述１「地域経済動向調査」や後

述５「需要動向調査」など、今後の経営に役立つ情報を提供する。 

 

（２）事業計画策定後の定期巡回訪問 

 事業計画策定後は、計画策定事業者の全てを対象に支援を行う。計画策定事

業者に対し、経営指導員が３ヶ月毎に巡回訪問し、計画の進捗度合を確認し、

計画が妥当であったかを事業者と共に評価を行い、問題があった場合には事業

計画の見直しを行う。 

 また、創業者については、創業後、事業が軌道に乗るまでは、突発的に様々

な経営課題が生まれることが予想されるため、経営指導員が毎月、巡回訪問し

計画の進捗度合を確認する。 

 当初策定した事業計画に大きな変更があった場合には、計画変更直後の四半

期について月一回の巡回訪問とする。巡回訪問によって得られた事業者の経営

状況や事業活動に関する情報については、当会議所独自で作成した経営支援カ

ルテに記入し指導員間の情報共有や事業者のフォローアップに活用する。 

 

（３）資金繰り課題への対応 

    資金繰りの課題がある場合には、「マル経融資」又は「小規模事業者経営発達

支援融資制度」等を斡旋し利用促進を図る。必要に応じて、当会議所で開催し

ている日本政策金融公庫の相談会へと繋げていく。しかし、資金繰りが困窮し

ている事業者は目先の運転資金を確保できても、根本的な経営体質改善には至

らないことが多く、必要に応じてさらに経営改善計画の策定支援及び事後の経
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営支援を継続して行う。 

 

（４）支援機関との連携及び専門家の活用 

    事業計画策定後のフォローアップで明らかになった専門的な課題に関して

は、各種支援機関との連携やエキスパートバンク等の専門家派遣事業を活用す

るなど、課題解決に向けたサポートを行う。 

 

（目標） 

 既存事業者が事業計画を作成した場合は、四半期ごとに進捗を確認する。また、創

業者が創業計画を作成した場合は、毎月、進捗を確認する。 

 

［既存事業者向け支援］ 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定事業所数（①） 未実施 11 社 12 社 13 社 15 社 20 社 

フォローアップ回数（①✕4

回） 
未実施 44 回 48 回 52 回 60 回 80 回 

 

［創業者向け支援］ 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

創業計画策定事業所数（①） 4 社 6 社 8 社 8 社 10 社 10 社 

フォローアップ回数（①✕

12 回） 
未実施 72 回 96 回 96 回 120回 120回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   

（現状と課題） 

小規模事業者が持続的に発展するためには、消費者の意識の変化や購入状況を把

握し事業計画を立てることが必要である。これまで、当会議所では需要動向調査を

行っていなかったことから、そうした情報を収集・分析し提供することで、経営判

断に役立てると共に、上記２の「経営分析」を踏まえ、今後の戦略の方向性が市場

ニーズに見合ったものにするために需要動向に関する情報の収集・整理・分析を行

う。 

 

（事業内容） 

 

（１）事業者の顧客に向けたアンケート調査 

 事業者は顧客のニーズを把握したうえで、事業を展開する必要がある。しかし、

多くの事業者は「来店客と会話をしている（小売業）」「納品時に担当者と会話を

することでニーズ調査をしている（製造業・卸売業）」等、会話ベースでのニーズ
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の収集をするに留まっている。 

 もちろん、会話によるニーズの収集は重要である。しかし、表面的な会話に終

始し、顧客の本心を聞き出せない可能性もある。 

 そこで、当会議所では事業者の顧客に向けたアンケート調査を実施する。具体

的には、①小売店や飲食店の来店客にアンケートに回答してもらい、その小売店

等へのニーズを明確にする、②製造業の顧客台帳を基にアンケートを送付し、製

造業事業者へのニーズを明確にするなどを想定している。 

 アンケートは、効率化のため、年度ごとに業種を決めて実施する。初年度は飲

食店から開始するが、次年度以降、製造業、卸売業等業種を拡大させていく予定

である。 

 アンケート結果は、当会議所が事業所ごとに集約し、事業者と共有する。 

収集目的 事業者の顧客台帳や来店顧客を対象にアンケート調査を実施する

ことで、顧客のニーズを把握する。 

収集対象 小規模事業者の販売する商品・製品・サービスに関する需要動向 

収集・分析

方法 

1. アンケート調査を効率的に実施するために、年度ごとに調査業

種を決める（１年目は飲食店を想定） 

2. 調査業種の事業者にニーズ調査を周知し、ニーズ調査に意欲の

ある事業者を集める。 

3. アンケート内容については当会議所が基本フォーマットを作成

し、事業者と詳細を詰める。 

4. 事業者の顧客を対象にアンケート（小売業・飲食店等について

は来店客へアンケート用紙を手渡し、製造業については取引先

へ郵送）を実施する（各アンケートの標本目標 50件）。 

5. アンケート結果は、当会議所が分析する。分析にあたっては、

事業所ごとの結果と業種全体の結果の２面から行う。 

調査内容 ＜飲食店向けアンケート例（BtoC）＞ 

◇基本情報 

どのような属性の顧客がどのような意見を持っているのかをクロ

ス分析するための質問事項 

 →性別、年齢、来店動機、来店人数 

◇顧客ニーズの把握 

顧客が当該店舗に何を求めているのかについてニーズの調査を行

う。 

 →料理の味、メニューの数、メニューのわかりやすさ 

  他人に勧めたいか、価格、お店の清潔感、お店の雰囲気 

等、各５段階評価 

＜製造業のアンケート例（BtoB）＞ 

 →品質 ・納期 ・価格          等、各５段階評価 

  当該製造業に求める点、依頼している理由等 

調査目標 業種ごとに５社～２０社を目標とする 
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（２）大手小売店のバイヤーによる商品開発セミナーおよび個別相談会の実施 

 地域の経済活性化のために、真岡市の特徴である、いちご等の農産資源、真岡木

綿等の伝統産業の活性化は重要な位置づけとなる。現在、農産資源や伝統産業等の

地域資源を活用した新たな商品の開発・販売等が全国的に進んでいるが、当地域で

はいまだ不十分である。そこで、どのような商品が開発され、どのような商品が売

れ筋となっているか等のニーズ情報を収集・分析する。 

 具体的には、栃木県産業振興センターと連携し、大手小売店バイヤーによる、商

品開発セミナーおよび個別相談会を実施する。小規模事業者は、大手企業とのネッ

トワークが少なく、これらの企業のバイヤーの生の声を聞く機会が少ない。そこで、

大手小売店のバイヤーの声を商品に反映させることで、域外にも売れる商品作りを

目指す。 

 

目的 真岡市の特徴である、いちご等の農産資源を使った商品、真岡木綿

等の伝統産業製品等について、大手小売店のバイヤーから意見を収

集することで域外へも売れる商品作りを目指す。 

対象 大手小売店のバイヤー 

頻度 年１回 

※バイヤーには、それぞれ得意分野があるため、１年目は「食品」、

２年目は「伝統工芸品」など、事前に分野を決め実施する。 

収集方法 バイヤーを招聘し、セミナー及び個別相談会（品評会）を実施する。

バイヤーからの意見収集は、個別相談会（品評会）で行う。 

＜商品開発セミナー＞ 

売れる商品作りに必要な知識やノウハウについてセミナー形式で

体系的な知識を提供する。 

 

＜個別相談会（品評会）＞ 

セミナー参加者が持ち寄った商品・製品等について、品評会形式で

バイヤーからの意見を収集する。 

品評会の 

調査内容 

・商品の見た目の良さ ・商品１個あたりの大きさ 

・商品の形／デザイン ・商品の味 ・商品の新しさ／斬新さ 

・商品の価格 ・商品の取扱意向 ・その他改善点 

活用方法 評価を依頼する事業者および経営指導員が個別相談会（品評会）に

同席する。バイヤーから得たアドバイスを受け、事業者が商品をブ

ラッシュアップ。経営指導員が支援する。 

 

（３）消費者（観光客）ニーズ調査 

 前項の（２）の事業はバイヤーのニーズを商品開発に活かす取組である。これ

に加え、当会議所では観光客等の消費者から直接意見を聞くことも重要であると

考える。 
 そこで、観光協会と連携し、年に１度、観光客が集まる久保記念観光文化交流
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館 ※にてヒアリング調査を行う。具体的なヒアリング調査項目は、①真岡市で購

入したい物品等の情報、②事業者が開発した新商品等の評価、の２点とする。 

 調査結果は、当会議所が分析を行い、食料品製造業やお土産品製造業等の物品

製造業事業者や、観光業事業者に提供する。 

 

※久保記念観光文化交流館 

 真岡市観光協会が運営する観光情報発信拠点。観光物産館で真岡市の特産品、

名産品が中心に販売されているだけでなく、建物自体が記念館として観光拠点と

なっている。年間来場者数２万６千名。 

 

収集目的 観光客が真岡市に来た際、購入を期待する商品等のニーズ調査を行

う。また、事業者が開発した新商品等の評価をしてもらうことで、

商品等のブラッシュアップに繋げる。 

収集対象 観光客等の久保記念観光文化交流館への来場者 

収集方法 ①真岡市で購入したい物品等の情報 

 →ヒアリング調査 

②事業者が開発した新商品等の評価 

 →アンケートへの回答、食品の場合は試食 

収集目標 ① 100名 

② ①のうち協力してくださる方 50名 

調査内容 ①真岡市で購入したい物品等の情報 

 →予算、旅行前に真岡で購入しようと考えていたもの 

  真岡市の店舗のサービス 等 

②事業者が開発した新商品等の評価（食品の場合） 

 →味、パッケージ、分量、価格 等 

調査目標 年１回実施 

 

（４）工業製品のニーズ調査 

 本地域は県内第３位の工業製品出荷額を誇る、県内有数の工業地帯である。その

なかで、小規模製造業の課題のひとつに新技術や新製品の開発、新たな取引先の獲

得による取引の分散化などがある。 
そこで、地域内での購買（大規模・中堅製造業による購買や小規模事業者同士の

購買）を促進するため、需要ニーズ調査を実施する。 
 これらの情報は、関連する事業者に説明するとともに、ホームページや会報誌で

広域に情報提供する。 

収集目的 工業事業者のニーズを調査することで、域内での受発注を促進させ

る。具体的には、地域内の大規模・中堅製造業の購買担当が求めて

いる製品や技術ニーズをヒアリング調査する。また、小規模製造業

が新たな技術開発に伴い、必要としている技術を調査する。 

収集対象 地域内の大規模・中堅製造業の購買担当、小規模製造業 

収集方法 「ビジネスマッチング商談会」の展示者や来場者を対象にヒアリン
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グ調査を実施する。 

収集目標 50件 

調査内容 ■大規模・中堅製造業の購買担当者向け 

・地域内で調達したい製品情報 ・必要としている技術 

■小規模製造業向け 

・新技術の開発等を実施状況 

・上記開発において連携したい事業者に求める技術 

 

（５）事業計画策定等の際に事業者に提供するための需要動向調査 

小規模事業者は、その経営資源の少なさから、独自に自社を取り巻く環境を客観

的に調査することが難しい。そこで、主に事業計画策定時において、事業者の外部

環境を調査する支援を実施する。 

現状、小規模事業者持続化補助金等の事業計画作成時において、事業者の外部環

境を調査支援している。これを今後の事業計画策定時にも継続実施する。さらに、

資料の収集幅を拡大し、より事業者の状況にあった情報を提供できるように努め

る。 

本調査は、小規模事業者の事業計画策定時を想定しているが、事業者からの要望

があれば、随時実行するものである。 

収集目的 事業者が事業計画を策定する際の基礎資料として活用する。 

また、多方面からの情報を収集することで、事業者が新たな需要を

開拓するための新たな需要開拓の方向性の決定や、新商品・新サー

ビスの開発に活用する。 

収集対象 小規模事業者の販売する商品・サービスに関する需要動向 

収集方法 新聞、雑誌、書籍、インターネット等から当会議所以外の機関が実

施する調査等を利用し収集する。 

 

＜当所が活用できるデータ（インターネット・書籍以外）＞ 

 以下の資料から、事業者の商品等に類似する商品のニーズ情報

（売れ筋情報）・販売事例・販売量などの情報を収集する。 

・日経新聞・日経流通・日刊工業新聞・日経テレコン 

・ＰＯＳＥＹＥＳなど 

分析方法 小規模事業者が提供する商品におけるトレンドを把握し、業界動向

や市場シェア等の分析等を行う。 

調査目標 すべての事業計画策定事業者に提供することを原則とする 
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（目標） 

項目 
現状 

（30年度） 
31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業者の顧客に向けた

アンケート調査のアン

ケート事業所数 

未実施 5 社 8 社 12 社 16 社 20 社 

大手小売店のバイヤー

による商品開発セミナ

ー（参加者数） 

未実施 
1 回 

15 名 

1 回 

20 名 

1 回 

20 名 

1 回 

25 名 

1 回 

25 名 

大手小売店のバイヤー

の個別相談会により評

価をする商品数＝事業

者数 

未実施 4 社 4 社 5 社 5 社 6 社 

消費者（観光客）ニー

ズ調査回数（開発した

新商品等の評価をする

商品数＝事業者数） 

未実施 
1 回 

（3社） 

1 回 

（3社） 

1 回 

（4社） 

1 回 

（4社） 

1 回 

（5社） 

工業製品のニーズ調査

回数（個別情報提供事

業所数） 

未実施 
1 回 

（30社） 

1 回 

（30社） 

1 回 

（30社） 

1 回 

（30社） 

1 回 

（30社） 

事業計画策定等の際に

事業者に提供するため

の需要動向調査を実施

する事業所数 

未実施 17 社 20 社 21 社 25 社 30 社 

 

 

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） 

   小規模事業者にとって「集客力の強化・販路開拓」が最大の経営課題であるが、

人口減少や生活様式の変化などの我が国経済社会の構造変化による需要の縮小に

も直面している。とりわけ地域での需要縮小は深刻である。加えて、資金、人材、

商品開発力などの経営資源の制約から価格競争力や販売力が弱く構造変化の影響

を受けやすい性質から地域に生きる小規模事業者の業況はますます厳しくなって

いくことは必至である。これまで当会議所では、事業者からの要望が無く需要開拓

についての支援方策をあまり実施していなかった。 

小規模事業者が構造変化へ対応し、「事業の持続的な発展」を実現できるよう、展

示会、交流会等への出展を支援し、自らの強みを把握した上での需要の創造や掘り

起しを図り、地域外を含めた受注促進。また、ＩＴのさらなる活用により、新たな

販路を開拓するなどの支援を行う。 

   

（事業内容） 

（１）展示会・商談会等の出展支援 

    ①ものづくり企業展示・商談会（出展者数：150社 来場者：1,100人） 
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 県内金融機関が開催する展示・商談会（毎年 11月頃実施）。主に県内の製造

業が出展する。開催目的は、県内製造業同士の受発注促進である。出展企業と

発注企業の商談希望先を事前にヒアリングしているため、効率的な商談が可能

である。 

 当会議所では、広報誌やＨＰ等により、地元製造業事業者に出展を促す。特

に、特徴的な技術や新製品を保有しているが、営業力が乏しい事業者を抽出し、

個別に出展を提案する。また、展示会、商談会での多くの商談成立に向けて、

需要動向調査、経営分析などの調査結果を活用し、商品・製品・技術の商品力

向上のための助言・指導を専門家等と協力して行う。出展後は成果を確認。翌

年以降の課題を洗い出す。 

 

    ②ビジネスマッチング事業もおか（出展者数：14社 来場者数：200名） 

 当会議所が主催する展示会（毎年 11月頃実施）。ブース出展の他、個別商談

スペースによる商談会、出展企業間及び来場企業との交流会を実施している。

対象は、主に製造業である。 

 当会議所では、本事業による市内の事業者同士のマッチングを目的としてい

る。特に、今後は工業団地立地企業と小規模事業者のマッチングを強化する。

そのために、工業団地立地企業及び市外企業を複数社招聘し、小規模事業者と

の商談会を斡旋する。また、展示会に出店する事業所に対して、展示方法のア

ドバイスやＰＲ用パンフレット作成を支援する。ビジネスマッチング開催後

は、来場者・参加企業へのアンケート（成約率、商談内容、意見等）を実施し、

参加企業のフォローアップに活用する。 

 

（２）ＩＴを活用した販路開拓支援 

小規模事業者がインターネットを活用した新たな販路拡大に取り組む事業を

推進する。 

 

①インターネットを活用した販路開拓 

情報化時代に対応した、販売戦略を考察してもらうため、ＨＰ・ＳＮＳ等の

ＩＴを活用した販路開拓のセミナーを開催する。対象は、ＩＴを活用した販路

開拓を検討している事業者（全業種）である。 

 当会議所では、セミナー参加者のうち希望する事業者に対しては専門家によ

るＩＴ活用個別相談会や専門家派遣を実施。セミナーで学んだ内容を実践する

ための支援も実施する。また、経営指導員によるフォローアップを継続する。 

 市内の市場が縮小していくなかでインターネットを活用した商圏の拡大は、

多くの事業者にとって必要な取組みである。支援対象企業に対しては、成果が

出るまで徹底的に支援を継続する。 

 

②ＢtoＢ販路開拓 

国内最大の中小企業の商取引を行っている「ザ・ビジネスモール（※１）」へ

の出店を積極的に推進する（会報誌・ＨＰ・チラシ等）ことで、小規模事業者

の取引先の開拓支援を行う。 
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当会議所では、対企業取引（ＢtoＢ）を行う事業者を対象に、出店支援を実

施する。特に、ＩＴ操作が苦手な小規模事業者に対しては、個別に登録申請を

支援する。また、サイト登録後の運用方法のサポートを行い、商談成立に結び

つける。効果が少ない事業者に対しては、登録内容の修正などを提案し、効果

がでるまでＰＤＣＡサイクルを回しながら継続支援を実施する。 

 

 ※１ザ・ビジネスモール 

  大阪商工会議所が運営する企業情報サイトである。全国３３万社以上の商工会議

所・商工会会員が登録する日本最大の企業データベースであり、アクセス数は月間

３００万以上となっている。  

 

（３）マスコミ等を活用した販路開拓 

事業者が販路拡大を目指す際、マスコミ等の活用は効果的である。一方、事

業者の多くはマスコミ等と繋がりがなく、また、プレスリリースのやり方を知

らない。そこで、地域資源を活用した商品等を中心に、新たな商品・製品等を

開発した事業者を対象に、プレスリリースの支援を実施する。 

具体的には、当会議所と繋がりがある、下野新聞、真岡新聞、宇都宮ケーブ

ルテレビ（いちごテレビ）へプレスリリースを発信する。 

プレスリリース作成時に取り上げてもらいやすいプレスリリースの書き方な

どを支援するだけでなく、直接マスコミ担当者に説明することで、取材に繋が

る確率をあげる。また、取材につながった場合は、顧客増に対応した商品の販

売体制や、一時の顧客増に終わらせないリピート需要の獲得などについて支援

を行う。取材に繋がらなかったケースの多くが、当該商品等が他社商品等と比

べて差別化できていなかったためであると考えられる。そこで、取材に繋がら

なかった場合は、マスコミ等にその理由を確認し、事業者と共有することで商

品等のブラッシュアップに繋げる。 

 

 （目標） 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

(1)①ものづくり企業展示・商談

会への出展事業者数 
3社 3社 4社 4社 5社 5社 

 新規成約件数 ※合計 未確認 3件 4件 4件 5件 5件 

(1)②ビジネスマッチング事業も

おかへの出展事業者数 
14社 15社 16社 17社 18社 20社 

 新規成約件数 ※合計 2件 8件 9件 10件 11件 12件 

(2)①IT 活用セミナー開催回数

（参加者数） 
未実施 

1回 

10名 

1回 

12名 

1回 

14名 

1回 

16名 

1回 

18名 

 個別フォローアップ支援件数 - 5件 6件 7件 8件 9件 

 売上金額（千円） ※総額 - 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 
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(2)②ビジネスモール登録事業者

数 
未実施 15社 20社 25社 30社 35社 

 新規成約件数 ※合計 - 3件 5件 7件 9件 11件 

(3)マスメディアへの広報を実施

した事業者数 
未実施 3社 4社 5社 6社 7社 

 実際に取材された件数 - 1件 3件 5件 6件 7件 

 売上金額（千円） ※総額 - 200 600 1,000 1,200 1,400 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

Ⅰ．地域活性化事業 

   当市は、「ＳＬの走るまち」として全国に知られ、ＳＬキューロク館のほか、真 

岡木綿会館や久保記念観光文化交流館等の多彩な観光資源を有している。地域の特

性を活かして、本市の魅力を市内外に積極的に発信し、交流人口の増加、地域の活

力の向上や地場産業の活性化、雇用の創出につなげていく。 

また、当市は日本一の「いちご」の生産地であるほか、「にら」「トマト」などの 

農作物の生産量も多いことから、これらの農作物を中心とした商品の付加価値を高

めていくと共に、消費者の認知度を向上させ、商品のブランド化を図り、地域の活

性化を図る。 

 次に、当市の商店街では廃業により空き店舗が増加し中心市街地の衰退が続いて

いる。中心市街地の商店街における空き店舗の増加は、回遊性の低下、住民利便性

の低下、景観悪化といった弊害をもたらし、結果として賑わい減少が進行している。 

そこで、中心市街地の空き店舗を活用した、「チャレンジショップ」により、商店街

の活性化を図ると共に、地域経済の活性化に繋げていく。 

 

 （事業内容） 

 

１. 観光振興連絡会議（改善・継続事業） 

 

現状、地域活性化事業の推進・実行については、真岡市商工観光課、真岡市観光協

会、当会議所からなる「観光振興連絡会議」にて協議してきた。また、商店街活性化

事業については、真岡市産業観光課と都度連携しながら事業の推進を行ってきた。し

かし、これらの会議では、個別具体的な事業についてのみが協議されており、当市全

体の活性化という面での協議が不足していた。 

  そこで、今後は、前述した「観光振興連絡会議（四半期に１回開催）」にて、これ

までの観光振興についての見直し、観光客誘致による観光産業の活性化、地域資源の

活用による６次産業化、真岡ブランドの認知度向上などの取組みを通じた地域活性化

施策について協議を行う。「観光振興連絡会議」において、地域経済活性化事業の方

向性を共有し、新たな施策を検討することで、より効果的な事業の実施が期待できる。
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参加団体については、既存の参加団体の他、ＪＡはが野、真岡市農政課、芳賀農業振

興事務所などの関係機関を新たに加える。 

 

２.観光活性化事業（新規事業） 

本市には、前述の通りＳＬや歴史的な文化財、豊かな自然など多彩な観光資源が

ある。そのなかで、地域においてあまり認知されていないが観光資源として価値の

高いものも多い。そこで、上記「観光振興連絡会議」において、観光地の魅力とな

り得る資源を見直し、観光資源のメニューリストの作成、観光客向けのサービス内

容の検討を行い、観光ルートづくりを目指す。 

事業内容により、旅行会社や芳賀農業振興事務所とも連携して行い、その効果を

より高いものへと発展させる。 

 

３．地域ブランド開発事業 

 （１）真岡木綿を使用したブランド事業構築（新規事業） 

     かつて「真岡」といえば、そのまま木綿の代名詞として通用した時期があっ

たが、現在では、真岡木綿会館で生産されるのみとなっている。しかし、丈夫

で質が良く絹のような肌ざわりの製品に対し、服飾関係や高級ホテル等から高

い評価を得ており、問い合わせも増えている。そこで、市内商店街の店舗（約

50 店）において、真岡木綿を使用した「真岡木綿暖簾（のれん）」事業への参

加を推進し、真岡木綿を全国へＰＲし、真岡木綿の認知度向上、来訪者の市内

商店街の誘客を図る。 

 

（２）農商工連携・地域産品ブランド化事業（新規事業） 

     栃木のいちごは全国的に知名度も高く、人気商品として定着している。真岡

市は栃木県内でも生産量が一番多い地域であるが、特産品である「いちご」を

加工販売する事業者は少ない。全国的な知名度がある栃木の「いちご」を活用

し新たな商品を開発し、ブランド化していくために、農業者と商工業者との連

携支援に取り組む。事業者・農業者との情報交換会や農商工連携のセミナーを

開催し、需要の動向・地域の経済動向等の情報を収集し、農業者と小規模事業

者の経営資源とのマッチングを図り、第１次産業と第２次・第３次産業との融

合によるビジネスモデル輩出を支援する。 

  

 ※（１）・（２）の事業ともに、「観光振興連絡会議」にて検討を行い、新商品開発や

販路開拓等を目指すものとする。 

 

４．商店街活性化事業（既存拡充） 

      チャレンジショップ運営事業を実施する。チャレンジショップは経営経験が

少ない人に起業機会を与えるものであるため、教育、指導体制が必要となる。

そのため、当会議所の経営指導員及び専門家による定期的な訪問指導を行い具

体的な経営アドバイスを行う。卒業時においては、開業地の選択方法、国・県・

市における各種施策の周知・金融支援等についてアドバイスを行うと共に、開

業後も１月に１度のフォローアップを行い、創業者の持続的発展を支援する。 
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      本事業は、当会議所及び真岡市産業観光課が連携し実施。チャレンジショッ

プの入店希望者の審査（年１回）、経営アドバイス等を実施している。今後は、

チャレンジショップ自体の認知度向上、観光客の誘客などを行う。これにより、

商店街全体の活性化を図る。 

 

 

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 

 

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 

   

  小規模事業者の持続的発展に向け、各種研修会を通じ、先進的な指導事例の習得や

専門的な課題、広域的な問題等への対応など、情報交換を行うことで、支援体制の強

化を図る。また積極的に参加し交流を深めることで、今後の情報収集に役立てる。 

 

（１）栃木県商工会議所連合会での支援に関する会議 

    栃木県商工会議所連合会で開催される各種会議において、小規模事業者の支

援に係る情報交換、指導体制についての共有を行う。 

   開催頻度：3か月に 1回 

 

（２）マル経協議会 

    日本政策金融公庫宇都宮支店および同店が管轄する商工会議所・商工会にお

いて、金融支援のノウハウ、地域の経済状況、小規模事業者の金融面での課題、

他地域での小規模事業者向け支援の成功事例等について情報交換を行う。 

   開催頻度：3か月に 1回 

 

（３）真岡市創業支援ネットワーク会議 

    平成 26 年度に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画が認定され、真

岡市、真岡商工会議所、にのみや商工会、足利銀行、常陽銀行、栃木銀行、筑

波銀行、真岡信用組合からなる「真岡市創業支援ネットワーク」を形成し、事

務担当者レベルでの連絡会議を開催している。ネットワーク会議において、小

規模事業者の支援事例や支援ノウハウ、需要動向等に関して情報交換を行う。 

   開催頻度：1か月に 1回 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

   従来は、経営指導員が中小企業大学校や栃木県商工会議所連合会の主催する経営

指導員研修を最低限受講するものの、それらで得た知識が支援現場で十分に活かさ

れていなかった。また、担当者別に経営支援をおこなっていたため経営状況等を共

有する仕組みが存在せず、支援ノウハウも共有されていなかった。 

   本計画により以下の取組みを実践することで、経営指導員の支援能力向上や支援

ノウハウ等共有と合わせ、若手経営指導員や一般職員の人材育成を図り、組織的支
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援能力の向上を図る。 

 

 （１）各種研修会への参加   

経営指導員は日本商工会議所や中小企業大学校が実施する、問題発見・課題

抽出法やマーケティング論等の理論研修や事例報告会等を年１回以上受講し、

小規模事業者の売上や利益確保を重視した学習を行い支援ノウハウの習得に努

める。栃木県商工会議所連合会の主催する研修については、全職員が年２回以

上参加することで経営分析支援、事業計画策定支援、販売促進支援など、経営

支援に必要な支援能力の向上を図る。   

また、セミナー等の開催を担当した際には、受付等の事務局業務だけでなく出

席者と一緒に受講し支援策の学習を行う。 

 

 （２）経営指導員等Ｗｅｂ研修の受講 

     小規模事業者の事業課題に対する、高度化・多様化するニーズに対応し、創

業や経営革新につながる提案型指導ができるように経営指導員等の資質向上に

必要な知識を習得させるため、原則として嘱託職員を除く全職員に経営指導員

等Ｗｅｂ研修の受講を義務付け、毎月進捗状況を上司が把握し、計画的な学習

を促すことで研修効果を高める。 

 

 （２）所内勉強会の開催 

経営支援勉強会を２カ月に１回を目安に開催する。中小企業診断士等を講師

として招き、実際の経営に役立つノウハウを学ぶと共に、情報交換を行うこと

で、小規模事業者に対する支援能力の向上を図る。招聘する講師は、当会議所

で不足しているノウハウ（経済動向調査スキル、経営分析スキル、事業計画策

定支援スキル、販売促進支援スキル、個社の需要動向調査支援スキル等）を抽

出したうえで、それぞれのテーマに強みを持った講師を選定する。 

    

 （３）専門家派遣事業の活用 

     ミラサポやエキスパートバンク等の専門家派遣事業を活用する際に、必ず職

員が同行し、小規模事業者への支援ノウハウを学び、資質向上を図る。また、

この際得たノウハウは上記所内勉強会で他の指導員と共有を図る。 

 

 

 （４）経営支援カルテの共有 

     小規模事業者支援に関する情報については、担当者が経営支援カルテを作成

し、伴走型支援を通じて得られた小規模事業者のデータや実行した支援のプロ

セスを記述する。経営支援カルテは、職員間で回覧し、情報を共有し資質の向

上を図るとともに、経営支援カルテをデータベース化することにより、タブレ

ット端末等によって、巡回支援時において過去の支援履歴を確認し、支援を行

うことができるようにシステムを構築する。 

 

 （５）研修内容や支援内容の共有（月２回） 
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本計画は、中小企業相談所（経営指導員４名）が中心に、全職員で一丸とな

って実行する。現状、経営指導員内でも支援のレベル差があり、さらに経営指

導員以外の一般職員とはさらに差がある。このレベルを統一し、組織として小

規模事業者支援を実施するために、月に２回の経営指導員会議を開催する。ま

た、必要に応じて、他職員も当会議に出席させる。 

経営指導員会議は、主に２つの目的を有する。１つめは各経営指導員の支援

状況の共有で、もうひとつが支援スキルの共有である。後者については、現在

不足している、経営分析スキル、事業計画策定支援スキル、販売促進支援スキ

ル、個社の需要動向調査支援スキル等を高めることを目的とする。具体的な進

め方としては、経営指導員が実際に支援した内容や外部研修で学んだ内容を他

の経営指導員に紹介する方法をとる。相互に支援ノウハウを発表することで、

支援ノウハウを学べるだけでなく、指導員間のレベル差を埋める効果を期待で

きる。 

加えて、経営指導員会議の内容（議事録）や受講した研修等の資料は、所内

の共有フォルダに格納し、いつでも誰でも取り出せるようにする。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

毎事業年度、個社支援若しくは連携事業者毎に記載事業の成果検証及び計画の見直

しを行う。 

事業の評価は次により評価検証を行うものとする。 

 

(1)経営指導員が自ら事業の実施状況、達成度を検証する。また、翌年度の事業見直

し案を毎年度１回、専務理事に報告する。 

 

(2)真岡市産業部商工観光課、中小企業診断士等で構成される外部有識者に地域金融

機関を加えた評価会議により、毎年度１回、事業成果および翌年度の事業見直し

案の評価を受ける。 

 

(3)正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。（毎年度１回） 

 

(4)事業の評価・見直しの結果については、常議員会に報告し承認を得る。（毎年度１

回） 

 

(5)事業の評価・見直しの結果は商工会議所 HP(http://www.moka-cci.or.jp/)で事業

実施 期間中、公開する。 

 

 

http://www.moka-cci.or.jp/)%E3%81%A7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%96%BD
http://www.moka-cci.or.jp/)%E3%81%A7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%96%BD
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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（経営発達支援事業の実施体制） 

 本計画は、中小企業相談所を中心に、全職員が一丸となり実行する。 

 総責任者     事務局長１名 

 事業推進リーダー 中小企業相談所長１名（経営指導員） 

 事業推進スタッフ 経営指導員 3 名、経営支援員 3 名 

  
（２）連絡先 

   真岡商工会議所・中小企業相談所 指導 1 課 

   住 所  〒321-4305 栃木県真岡市荒町 1203 番地 

   電話番号  0285-82-3305  

Ｆ Ａ Ｘ  0285-82-7967 
   Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.moka-cci.or.jp 

     E-mail    info@moka-cci.or.jp 

■真岡商工会議所職員数 

事務局長  1 名 

経営指導員 4 名 

経営支援員 3 名 

一般職員  4 名 

嘱託職員  2 名 
臨時職員  2 名 

mailto:info@moka-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 7,250 7,300 7,350 7,350 7,350 

 

１．小規模企業 

対策事業費 

①講習会開催費 

②専門家派遣謝金 

③情報収集･調査研究委託費 

④ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ開催費 

 

２．地域活性化 

対策事業費 

①観光商品開発費 

②中心市街地活性化推進費 

 

 

2,450 
 

650 
300 
300 

1,200 
 

4,800 
 

300 
4,500 

 

 

2,500 
 

650 
350 
300 

1,200 
 

4,800 
 

300 
4,500 

 

 

2,550 
 

650 
400 
300 

1,200 
 

4,800 
 

300 
4,500 

 

 
2,550 

 
650 
400 
300 

1,200 
 

4,800 
 

300 
4,500 

 

 
2,550 

 
650 
400 
300 

1,200 
 

4,800 
 

300 
4,500 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 国補助金、県補助金、日本商工会議所補助金、真岡市補助金、事業収入 

 

 会費収入、加入金収入、手数料収入等 

（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 

１．地域経済の動向調査に関すること 
  ・外部機関調査データ分析活用 

２．経営状況分析に関すること 

  ・専門的かつ高度な分析が求められる事業所に対する各種支援 

３．事業計画策定支援に関すること 

  ・専門的かつ高度な計画策定に係る支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること  

  ・専門的かつ高度な実施支援に係る指導・助言 

５．需要動向調査に関すること 

  ・当会議所の独自調査以外の調査結果について提供を受けること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ・各関係機関が実施する展示会・商談会への出展支援及び販路開拓支援 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

  ・地域資源活用事業及び地域産品ブランド化を推進  

連携者及びその役割 

1． 連携者  栃木県・真岡市・㈱足利銀行・㈱常陽銀行・㈱栃木銀行・㈱筑波銀行 

真岡信用組合・㈱日本政策金融公庫宇都宮支店（国民生活事業） 

㈱あしぎん総合研究所 

  役 割  各種調査データの提供 

連絡先  ●栃木県 （知事 福田 冨一） 

住所:宇都宮市塙田 1-1-20  電話:028-623-2323 
●真岡市（市長 石坂 真一） 

住所:真岡市荒町 5191 番地  電話:0285-28-1111 
       ●㈱足利銀行真岡支店 支店長 田崎 義典 

        住所:真岡市荒町 2169 電話:0285-82-2125 
       ●㈱常陽銀行真岡支店 支店長 磯崎 和実 

        住所:真岡市田町 1068-2 電話:0285-82-2145 
       ●㈱栃木銀行真岡支店 支店長 大塚 久 

        住所:真岡市田町 2306 電話:0285-82-2131 
●㈱筑波銀行真岡支店 支店長 中庭 和美 

        住所:真岡市台町 4142-1 電話:0285-84-7111 
       ●真岡信用組合本店 理事長 塚田 義孝 

        住所:真岡市並木町 1-31-1 電話:0285-84-3401 
       ●㈱日本政策金融公庫宇都宮支店 支店長 加藤 久美子 

        住所:宇都宮市二番町 1-31 電話:028-634-7141 
       ●㈱あしぎん総合研究所 代表取締役 加藤 潔 

        住所:宇都宮市鶴田 1-7-5 電話:028-647-5311 



３６ 
 

2.3.4.連携者 中小企業基盤整備機構・栃木県産業振興センター・栃木県よろず支援拠

点・栃木県中小企業診断士会、エキスパートバンク登録専門家 

  役 割  高度で専門的な課題の解決を図る 

  連絡先  ●独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 

        住所:東京都港区虎ノ門 3-5-1 電話:03-3433-8811 
       ●栃木県産業振興センター 理事長 浅香 達夫 

        住所:宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 電話:028-670-2600 
       ●栃木県よろず支援拠点 コーディネーター 矢口 季男 

        住所:宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 電話:028-670-2618 
       ●一般社団法人栃木県中小企業診断士会 会長 仲山 親雄 

        住所:宇都宮市駒生町 1487-14 電話:028-652-6224 
●宇都宮商工会議所（エキスパートバンク事務局） 会頭 関口 快流 

        住所:宇都宮市中央 3-1-4 電話:028-637-3131 
 

5． 連携者  栃木県中小企業診断士会・栃木県産業振興センター 

  役 割  各種情報分析の助言 

  連絡先  ●一般社団法人栃木県中小企業診断士会 会長 仲山 親雄 

        住所:宇都宮市駒生町 1487-14 電話:028-652-6224 
       ●栃木県産業振興センター 理事長 浅香 達夫 

        住所:宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 電話:028-670-2600 
     

6. 連携者  栃木県産業振興センター・真岡市・にのみや商工会 

  役 割  販路開拓のための各種補助制度活用及び事業連携 

  連絡先  ●栃木県産業振興センター 理事長 浅香 達夫 

        住所:宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 電話:028-670-2600 
●真岡市 市長 石坂 真一  

住所:真岡市荒町 5191 番地  電話:0285-28-1111 
       ●にのみや商工会 会長 高橋 秀典 

        住所:真岡市久下田 848-5 電話:0285-74-0324 
 

７．連携者  真岡市・真岡市観光協会・芳賀農業振興事務所・ＪＡはが野 

  役 割  地域活性化のための各種事業連携 

●真岡市 市長 石坂 真一  

住所:真岡市荒町 5191 番地  電話:0285-28-1111 
       ●真岡市観光協会 会長 田上 貴 

        住所：真岡市荒町 1105-1 電話：0285-82-2012 
     ●栃木県 芳賀農業振興事務所（知事 福田 冨一） 

住所:宇都宮市塙田 1-1-20  電話:028-623-2323 
       ●ＪＡはが野 組合長 黒崎 宣芳 
        住所：真岡市八条 95 番地 電話：0285-83-7701 
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連携体制図等 
 
１．地域経済の動向調査に関すること 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

２･３･４．専門的かつ高度な分析が求められる事業所に対する各種支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県 
真岡市 

市内金融機関 

日本政策金融公庫 
宇都宮支店 

あしぎん総合研究所 

真岡商工会議所 
外部調査機関の収集・分析 
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５．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 
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７．地域活性化事業に関すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活性化事業 
・地域資源活用事業の展開による地域経済活性化の為の支援 
地域ブランド開発事業 
・真岡木綿暖簾事業を通じた地域活性化、地域産品ブランド化事業による商品

の開発、販売による地域経済の活性化の為の支援 
商店街活性化事業 
・チャレンジショップ入居者に係る施策等の情報を共有し創業段階に応じた効

果的な支援策の実施 

 
真岡商工会議所 

 
真岡市 

 
芳賀農業振興事務所 

 
ＪＡはが野 

 
真岡市観光協会 

観光振興連絡会議 
地域活性化事業の方針・施策の検討 
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