
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
高萩市商工会 （法人番号 5050005007485） 

高萩市（地方公共団体コード 082147） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和７年 3月 31日 

目   標 

経営発達支援事業の目標 

①経営革新や事業承継支援の強化により、小規模事業者数の減少に歯

止めをかける 

②地域資源の活用などにより付加価値の高い事業や商品サービスづく

り、ものづくりを実現する 

③商工会と高萩市を中核とし地域一体となった小規模事業者支援体制

を確立する 

事業内容 

本事業を推進するにあたって、以下の項目を実施する。 

 

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 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
①地域経済の活性化のための場づくり 

高萩市、商工会、商工会青年部・女性部、商店街代表で構成する

地域振興委員会・ブランド委員会において、「観光の活用・商業活

性化」を中心とした地域の活性化の方向性について検討。 
②地域イベントによる地域経済の活性化 

地域振興、特産品のＰＲ、駅前商店街活性化を目的としたイベン

トを拡充し、魅力を高め、地域色や世代交流が図れるイベントとし

て開催する。 

連絡先 

高萩市商工会  

〒318-0003 茨城県高萩市下手綱 2000  

TEL：0293-22-2501 FAX：0293-22-2484 E-mail：info@takahagishoko.or.jp 

高萩市 観光商工課 

〒318-8511 茨城県高萩市本町 1-100-1 

TEL：0293-23-7316  FAX：0293-24-0006 E-mail： kan-syou@city.takahagi.lg.jp 

 

mailto:info@takahagishoko.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 

 

 【地域の概要】 

高萩市（たかはぎし）は茨城県の北東部に位置し、東

は太平洋に面し、西は多賀山地が連なり、その間を花貫

川と関根川が流れて渓谷を作っている。また、これらの

海や山の自然景観は県の自然公園に指定され、北部は、

福島県東白川郡、塙町と北茨城市に接し、南部は日立市、

西部は常陸太田市に接している。東京からは約 150㎞で、

常磐自動車道を利用して、約 2時間の距離に位置する。 

市域の総面積は 193.58 平方㎞。県土の 3.2%を占めてい

るものの、市域の約 85％が山林原野等である。 

四季折々の豊かな自然が観光資源であり、多くの観光

客が訪れる。春には、桜の名所である「さくら宇宙公園」

や「花貫さくら公園」に毎年多くの観光客が訪れお花見

を楽しむ。また、遠浅で白い砂浜が美しい「高萩海水浴

場」は、県内でも人気の海水浴場として知られている。 

特産品としては、食用ほおずきである「花貫フルーツ

ほおずき」に力を入れており、生産、開発、販売に取り

組んでいる。 

    その他、地域資源として農産物、たつご味噌、爺杉加 

工品、ハムがある。 

 

 【人口推移】 

本市の人口は平成 7 年（1995）の

35,604 人をピークに一貫して減少、令

和元年（2019）8 月時点の常住人口は

27,888 人となっている。とくに平成 12

年（2000 年）以降は一貫して老年人口

が増え続けており、平成 27年（2015年）

には総人口の約 30％を占めている。 

本市の将来の総人口については、仮に

本市において人口減少対策を何も行わ

ずこのまま推移すると仮定した場合、国

立社会保障人口問題研究所の推計結果

では平成 27年（2015 年）以降も一貫し

て減少を続け、2040 年には約２万人に

まで減少すると見込まれている。 

 

また、生産年齢人口は 17,197人（58.0%：2015年）から 9,479人（47.7%：2040年）に減少する

ことが推計されている。 
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【産業構造の特徴】 

本市における全産業の構造を、売上高(中分類)でみると、鉄鋼業やはん用機械器具製造業、窯業・

土石製品製造業といった製造業、「社会保険・社会福祉・介護事業」の構成割合が大きく、主要産

業といえる。一方、全産業の構造の付加価値額(中分類)でみると、売上高に比して製造業の構成割

合は小さく、高い付加価値をあげられていないことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、事業所数では「飲食店」「洗濯・理容・美容・浴場業」「その他の小売業」が多く、従業者

数では「社会保険・社会福祉・介護事業」の構成割合が大きい。なお、本市における産業別の就業

者構成比の特徴としては、第２次産業の就業者比率が国・県を上回っていることが挙げられる。こ

れは、本市において松久保及び手綱工業団地などを中心と積極的に企業誘致を進めてきたことに加

えて、本市周辺の日立市や北茨城市などにも製造業を始めとする第２次産業が多く集積しているこ

とが要因である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小規模事業者数の現状と推移】 

本市の業種別事業所数および小規模事業所数の推移は下表の通りであり、平成 26 年（2014年）

は平成 21 年（2009年）に比べて、製造業や学術、医療福祉といった分野を除き、減少傾向にあり

減少幅も大きい。減少している業種では後継者不在や業績不振等による廃業が大きな要因であると

思われる。 
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【小規模事業者数の現状と推移】 

＜高萩市の事業所数の推移（※括弧内は小規模事業所数で内数）＞ 
業種分類 平成 21 年 平成 26 年 

農林漁業 7（5） 7（6） 
鉱業、採石業、砂利採取業 0（0） 0（0） 
建設業 138（136） 117（114） 
製造業 95（69） 103（70） 
電気・ガス・熱供給・水道業 0（0） 0（0） 
情報通信業 6（6） 4（3） 
運輸業、郵便業 31（21） 29（23） 
卸売業、小売業 383（283） 323（231） 
金融業、保険業 14（12） 15（13） 
不動産業、物品賃貸業 78（75） 69（67） 
学術研究、専門・技術サービス業 39（30） 39（33） 
宿泊業、飲食サー
ビス業 

宿泊業 16（14） 16（14） 
飲食サービス業 182（152） 160（129） 

生活関連サービ
ス業、娯楽業 

旅行業、娯楽業  19（13） 16（10）  
その他 146（137） 130（120） 

教育、学習支援業 44（38） 40（34） 
医療、福祉 77（36） 89（43） 
複合サービス事業 11（8） 10（5） 
サービス業（他に分類されないもの） 59（43） 57（39） 

合計 1345（1078） 1224（954） 

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

 
【商業の現状】 

前述した事業者数の減少のほか、市内南北に大型商業施設が進出しており、駅前商店街では空洞

化が進み、空店舗が増加している。これに対し、市でも空き店舗対策事業として商店街の魅力向上

と地域におけるコミュニケーションの場として「やすんでっ亭」を開設したほか、スタンプラリー

やドリンクラリーの取り組みなど、駅前を中心とした商店街のにぎわいを創出する取り組みを進め

てきたが、期待するほどの成果は得られていない。また、当会が平成 29 年 8 月に行った商業動向

調査（商業を営む会員企業を対象にした５年に 1度の調査）の結果要旨は次の通りであり、売上の

減少や後継者不足、客数が伸びないことなどが問題として認識されている。なお、市の総合計画で

の現状認識としても、同じく駅前商店街の空洞化を指摘している。 

＜商業動向調査 結果要旨＞ 

 

・売上高では、平成 27年と 28年を比較

し、8.6％の企業が増収、26.8%が横ば

い、64.6％が減収と回答している。 

・63.4%の企業が、「後継者がいない」と

回答している。 

・業種別の売上の増減については、震災

復興需要の影響もありすべての業種

で減少している（前回調査では一部の

企業は増加と回答）。 

 

・客数の伸びや客単価の減少を課題とし

てあげている企業が多い。 

 

※203 事業所が対象（回収 183、回収率 90.1%） 
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【工業の現状】 

本市における工業の強みとしては、工業団地に上場企業の食品、製薬等の事業所が集積している

点、首都圏へ高速道路や鉄道によりアクセスが良好である点、弱みとしては、パルプや石炭産業が

なくなり、それに代わる特産品等の地場産業が育っていない点、売上高に比して高い付加価値をあ

げられていないことがあげられる。創業も少なくなっており、経済センサスにおける 2014～2016

年の創業比率（新設事業所/期首事業所数×100）は 3.24%と全国平均（5.04%）、茨城県（4.20%）、

より低く、市民の就労機会の確保にも厳しい状況となっている。 

  なお、市総合計画においても、平成 25年に赤浜地区工業団地に事業所が進出したが、事業所数、

創業数とも減少していることが指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高萩市総合計画について】 

高萩市は、第 5 次高萩市総合計画（2016 年～2020 年）において、次のような商工業に関する目

標を掲げている。 

【施策がめざす姿】 

商工業の活性化、雇用が拡大し、店舗数の維持・売上高が向上します。 

 

事業名 目指す姿 

商店街等の活性化 駅前を中心に賑わいが充足しています。 

買い物の利便性の

向上 
市内での購買力が向上し、買い物に困ることはありません。 

企業誘致の推進 誘致により企業立地が進み、雇用・税収が拡大しています。 

企業経営の支援 金融支援等により市内事業者（所）が安定した経営を行っています。 

安定した工業用水

の供給 

老朽化した配水管が計画的に更新されることで安定して工業用水が使用で

きています。 
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ブランドの創出 
地場産品がブランド化し、地域産業が発展しています。市の PR に繋がって

います。 

創業の支援 創業を支援する取組を活用して新たに創業する人が増えています。 

 

 

②課題 

 

【商業の課題】 

市内の購買人口の減少と、道路網の整備や車両の普及により、近隣の市（日立市、水戸市等）へ

の購買者の市外流出が顕著となっている。当会が実施する販促対策の「スタンプラリー」等の事業

も、参加店や利用者の減少で以前ほど効果が得られない状況である。 

特に近年は卸・小売・サービス業等の商業者の減少に歯止めが掛からない。また市外からの店舗

（小売・サービス業）の進出や、新規創業者（年間平均 3件程度）も低調である。その結果、駅前

商店街では空洞化が進み、空き店舗が増加している。 

地域の商業は、商品やサービスを提供するだけでなく、情報交換の場、交流の場、また、地域文

化を発信する場としての機能を有している。そのため、経営者の意識改革に加え、魅力的な店づく

りや商品・サービスづくりによる経営革新・新規顧客開拓などを地域ぐるみで支援し、地域商業の

振興を図っていくことが課題である。 

 

【工業の課題】 

工業は、当市における主要産業であり、地域雇用の受け皿としても重要であることから、今後と

も周辺の豊かな自然や居住環境と共存した既存工業の振興を促していく必要がある。 

自然豊かな本市の環境に合った新しい分野の産業をにらみ、企業ニーズを把握しながら、地域企

業の技術力、経営力を強化するため、技術開発・高品質化への取組や、新事業活動による経営革新・

販路拡大などを地域ぐるみで支援し、また、企業誘致を推進していくことで、地域企業の活性化を

図ることが課題である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えた小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

高萩市商工会では、前述の「地域の現状と課題」を踏まえ、また、前述した高萩市の掲げる第 5

次高萩市総合計画（2016 年～2020 年）及び今後策定される高萩市総合計画と連携しながら小規模

事業者の振興のあり方を１つにし、小規模事業者を長期に支援し、地域経済の活性化を図っていく。 

この総合計画では、商店街等の活性化や企業経営の支援、ブランドの創出、創業支援などを中心

に市と商工会が連携し、地域ぐるみで施策に取り組むことが前提となっていることから、長期的な

高萩市の振興というステージを考えた場合、高萩市と当商工会が連携することが、小規模事業者の

振興には不可欠といえる。 

今後、市内小規模事業者を取り巻く経営環境が一段と厳しくなるなかで、１０年後を見据えた振

興の在り方として、「商工業者の魅力づくりや経営力向上」や「地域ブランド創出」「スムーズな事

業承継」に向けて、現在の支援体制をより充実させ、高萩市と当商工会、また、他支援機関との連

携をさらに強化し、高萩市の産業振興、商工業の活性化や店舗数の維持、売上向上を目指していく。 

 

②高萩市総合計画との連動性・整合性 

高萩市は、第 5 次高萩市総合計画（2016 年～2020 年）において、前述した商工業に関する目標

を掲げている。高萩市商工会では、「商店街等の活性化に資する店舗魅力度の向上や技術開発・高

品質化への取組を促す経営力強化支援」「地域ブランド創出のための地場産品の開発支援」「スムー

ズな事業承継の支援」などにより、高萩市の施策に沿った支援を実行する。また、今後作成される
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計画と連携しながら継続的に事業者支援を進めていく。 

 

③商工会としての役割 

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

記帳指導等「基礎的支援業務」を中心に巡回指導、窓口相談、各種研修会を実施し商工会青年部・

女性部の育成、商業・工業・サービス業部会事業の推進、また地域振興事業として各種イベントの

開催などを実施している。 

今後は、高萩市の現状と課題を鑑み、地域唯一の経済団体（商工会）として地域経済を活性化す

るため、高萩市をはじめとする行政と連携し、高萩市総合計画の実現に向けて事業推進する。また、

茨城県・高萩市・金融機関・日本政策金融公庫・中小企業基盤整備機構・よろず支援拠点・中小企

業診断士等と連携し、前項②に記載の【施策がめざす姿】を見据え、各支援機関との情報交換、共

有の場を設けて小規模事業者等の持続的発展（地域経済活性化）を目標にした伴走型支援を行って

いく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 ①経営革新や事業承継支援の強化により、小規模事業者数の減少に歯止めをかける。 

  事業計画の策定および実行支援に関与し、小規模事業者の収益力を向上させることで、売上・利

益の確保へとつなげ、小規模事業者数の減少を防ぐ。 

 

 ②地域資源の活用などにより付加価値の高い事業や商品サービスづくり、ものづくりを実現する。 

  事業期間内において、新事業や新商品・サービス開発に取り組む企業毎年 3社の実現を目指す。

また「花貫フルーツほおずき」を活用した様々なプロジェクトを展開し、食品関連事業者の活性

化につなげる。 

 

 ③商工会と高萩市を中核とし地域一体となった小規模事業者支援体制を確立する。 

  商工会と高萩市が中核となり小規模事業者支援にあたる支援協議会を組織する。これにより、現

状の支援施策の見直しや強化を図り、上記①②の目標に対する実行力を確かなものとする。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①経営革新や事業承継支援の強化により、小規模事業者数の減少に歯止めをかける。 

  経営指導員が専門家等と連携し、小規模事業者に寄り添いながら、小規模事業者の現状を把握し、

真の問題点を認識し、その企業の状態に最適な、実行可能性・実施効果の高い計画書づくりを行

う。また、売上や利益の確保を目指し、環境変化に合わせた計画見直し等のフォローアップまで

一貫した支援を行う。職員の支援スキルの向上や販路開拓に対しては、茨城県商工会連合会と連

携し不断の努力を続ける。あわせて、会報やＨＰを活用し、支援施策の案内や啓蒙活動を積極的

に展開し、小規模事業者数の減少を防ぐ。 

 

 ②地域資源の活用などにより付加価値の高い事業や商品サービスづくり、ものづくりを実現する。 

  既存の地域資源（農産物、たつご味噌、爺杉加工品、ハムなど）にとどまらず、独自性が高く可

能性を秘めた「花貫フルーツほおずき」などを活かした新商品開発やサービス開発を促し、付加

価値向上につなげていく。例えば、ほおずきクッキーやほおずきケーキ、収穫イベントの実施な

ど、地域経済全体に資金が環流する仕組みを創造する。プロジェクトは、高萩市、生産者団体な

どと連携して実施する。 

 

 ③商工会を中核とし地域一体となった小規模事業者支援体制を確立する。 

地域の小規模事業者に対して、商工会と高萩市が中核となり、行政および地域金融機関等の支援

機関が顔の見える連携を構築し、それぞれの役割を明確にすることで地域最強の支援体制を整備す

る。具体的には、支援協議会を組織するほか、外部機関や専門家と連携し支援を行う。 
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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（令和２年４月１日 ～ 令和７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 

 

２．地域の経済動向調査に関すること  

（１）現状と課題  

[現状]地域の経済動向については、経営指導員及び経営支援員（以下、経営指導員等）が、事業者

と面談した際に入手した情報や地域の金融機関等からもたらされる情報を個人的に把握し

ているのが現状である。そのため、商工会としては地域としての分析や定期的な情報発信を

行うに至っていない。 

[課題]国が提供するビッグデータ等の活用した地域の経済動向分析や、管内小規模事業者を対象と

した中小企業景況調査を実施・分析し、小規模事業者の経営分析および事業計画策定等の参

考資料として活用すること、この分析結果を小規模事業者がアクセスしやすいように情報提

供体制を整備することが課題である。また、市の中小企業施策に反映させる流れを構築する

ことも課題となっている。 

 

 

（２）事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用（新規） 

  地域における産業構造や人口動態、人の流れなどを分析し、地域で強みのある産業や持続的成

長を目指す事業者の育成を図るため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を

活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 

目的 

中小・小規模事業者に対し地域経済に関する情報を提供する。 

市をはじめ関係者が共通の課題認識を持つために、地域における課題と対

応策を検討するための土台とする。 

活用システム 「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム） 

調査内容 

「人口マップ」→人口の動きを分析 

「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

「まちづくりマップ・From-to分析」→人の動き等を分析 

「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

「観光マップ」→目的地や宿泊者数等を分析 

分析方法 
経営指導員（2 名）と経営支援員（1 名）、高萩市（1 名）で組織する「経

営発達支援事業推進チーム」にて会議を開催、調査レポートを完成させる。 

アウトプット 

地域の特徴（強み・弱み）が、目に見える数値として確認できるよう、「RESAS

を活用した地域経済分析手法例（平成 30 年関東経済産業局）」と同一のフ

ォーマットにより分析結果をレポートとして提供する。 

 

 ②管内小規模事業者を対象とした中小企業景況調査の実施・分析（新規） 

全国商工会連合会が行う「小規模企業景気動向調査」の調査票をもとに作成した調査シートを

使用し、管内小規模事業者の景気動向等を調査・分析する。 
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調査対象 サービス業、小売業、飲食業の３業種 各１０事業者を抽出。 

調査項目 
(a)売上 (b)採算（利益） (c)資金繰り (d)景況感  (e)従業員数の変

化 (f)設備投資の有無 (g)経営上の問題点など 

調査頻度 年１回実施 

調査方法 
経営指導員が、抽出した各業種対象事業者に対し面談・ヒアリング調査を

実施する。 

分析方法 外部専門家と連携し分析する。 

 

（３）成果の活用 

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

 ○経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とするほか、小規模事業者の事業計画策定や経営改

善等の指導・支援を行う際の資料として活用する。 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①公表回数 － 1回 1回 1回 1回 1回 

②公表回数 － 1回 1回 1回 1回 1回 

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題  

[現状]当商工会では、小規模事業者からの相談依頼に基づき、補助金申請時、記帳指導、決算確定

申告指導、運転資金・設備資金の融資斡旋時に経営分析を行っているが、各指導項目に沿った

財務分析を中心とする簡易な分析に留まっており、詳細な経営分析を実施している件数は少な

い。また、分析後の検証や打開策（案）の提案といった支援も手薄である。 

[課題] 経営状況を事業計画策定の前段階としての効果的な情報源として活用することを目標とし

ている。そのため、従来の財務分析に加え、経営に対する基本的な考え方や経営環境、商品や

サービスの特徴、事業の強み・弱みといった非財務分析を丁寧に行い、その結果を実現可能で

より実効性の高い事業計画策定につなげていくことが課題である。 

 

（２）事業内容 

①巡回・窓口相談を介した経営分析を行う事業者の掘り起こし（既存事業改善） 

経営指導員を中心に、巡回・窓口相談の機会を活かし、対象事業者を掘り起こしていく。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ため、経営分析の効果である「自社の機会や

脅威」「戦略的強み・弱み」「不確実性」が明確になる点や、「真の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。  

 

 ②経営分析の内容（既存事業改善） 

財務分析にとどまらず、これまで以上に質の高い経営分析を実施していく。 

対象者 
巡回・窓口相談を介した掘り起こしによって気づきを得た小規模事業者の

なかから、毎年、意欲的で販路拡大の可能性の高い 40社を選定。 

分析項目 

定性分析及び定量分析の双方を行う。 

【定性分析】売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

【定量分析】強み、弱み、脅威、機会 等 

分析手法 
【定性分析】小規模事業者に情報収集項目に関するヒアリングを実施し、

経営計画策定アプリ「経営計画つくるくん」の定性分析機能を
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活用する。 

【定量分析】中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」を活用す

る。 

アプローチ 

初めて経営分析に取り組む小規模事業者に対しては、経営指導員が対話を

通して情報収集項目を入力する方法をとる。 

一方、これまでに経営分析を行ったことがあったり、事業計画を策定した

経験がある小規模事業者に対しては、その成熟度に応じて、経営指導員が

入力を主導するのでなく、入力のアドバイスや提案を中心に行うなど、支

援のあり方を変えていく。 

 

（３）成果の活用 

○分析結果は当該事業者にフィールドバックし、事業計画の策定等に活用する。 

○作成した経営診断シートは、データとして蓄積・管理し、業種、規模別等によりデータベース化

した後、経営指導員が閲覧できるようにする。 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

分析件数 10件 40件 40件 40件 40件 40件 

   ※分析件数は、指導員 2名×20件。 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題  

[現状]現状の事業計画の策定支援は、小規模持続化補助金、金融相談など、各種補助金や融資申請

時に事業者からの支援依頼に基づき作成支援を行っている。しかし、それ以外の場面では、

事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透してないため、積極な作成には至っていない。 

 [課題]まずは小規模事業者自らが、計画策定の必要性、有効性等を理解することが重要である。

そのため、事業計画策定の重要性を巡回・窓口相談、講習会等を通じて啓発する。前向きに

なった小規模事業者に対しては、これまで作成したことがない事業計画書の策定等に対する

難しさ・抵抗感を緩げ、策定する事業者数の増加に努める。内容面に関しては、補助金申請

等のために第三者に提出する目的のものから、真の経営課題に向き合い、課題解決に直結す

る実効性の高い計画づくりを支援していくことが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

  小規模事業者が事業計画策定に対して抱く抵抗感や苦手意識を払拭するため、講習会において

は、カリキュラムを工夫することで、取り組みに対するハードルを下げる。また、経営分析から

事業計画策定までを、参加者自らが講習会において実践できる内容とする。個別支援の際には、

事業者の考えを最重視しつつ、提案やコーチング手法を取り入れた伴走型の支援を行い、真の課

題解決に直結した実効性の高い計画書の完成を通して、経営力の向上や底上げを図る。事業承継

案件についても、まずは後継者が承継したくなる組織づくりが必要であり、支援体制を整備する。 

 

（３）事業内容 

①「事業計画策定セミナー」の開催（既存事業改善） 

事業計画策定セミナーの内容は次の通りとし、取り組みに対するハードルを下げることを重視

する。また、参加者自らが講習会において「計画書づくり」を実践できる内容とする。 

募集方法 ・個別案内、チラシ配布 

回数 
・集団セミナー３回＋個別指導相談会３回 

・開催期間は2ヵ月間程度 
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カリキュラム 

・今日から始める戦略的思考 

・地域小規模事業者が作成した身近な事業計画の紹介 

・「私にもできた」計画策定を経営に積極的にとりいれている地域小規模事業者

に対するインタビューやディスカッションなど 

・商工会指導員が伴走型で支援する経営分析＆事業計画作成ワーク 

・個別相談会（経営指導員に専門家を加え伴走するフォローアップ支援） 

個別相談会の

内容 

・セミナー参加者が引き続き参加する。また、セミナー参加者以外にも事業計画

の策定を目指す事業者も参加する。セミナー講師と商工会指導員が二人三脚

で、プロジェクタに映しながら実際に、その場で事業計画を作成していく。1

回90分～120分×3回～5回で完成させる。 

・計画の細部については、事業者が自社に持ちかえって練ることを基本とする。 

目標参加者数 １０名程度 

 

 ②事業計画の策定（既存事業改善） 

個別相談会を、年間を通して定期的に開催し、地域の小規模事業者に対し、事業計画策定の重

要性を認識・浸透を図るとともに、各種分析ツールによる経営状況の分析とそれに基づいた持続

的発展に寄与する事業計画策定を伴走型で支援する。 

支援対象 
経営分析を行った事業者や、経営力の向上や底上げを図りたい事業者を対

象とする。 

手段・手法 

経営指導員が担当制で張り付き、専門家等も交えて確実に事業計画の策定

につなげていく。 

事業承継案件については、経営指導員だけでなく専門家の活用や他の支援

機関と連携を図りながら、より精度の高い実現性のある事業承継計画の策

定を支援することで、スムーズな事業承継へと繋げる。 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策定件数 8件 18件 18件 18件 18件 18件 

事業承継策定件数 0件 2件 2件 2件 2件 2件 

※事業計画、事業承継策定件数は、合計し経営分析件数の 50%程度を目標とする。 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題  

[現状]事業計画策定後のフォローアップは実施しているものの、計画策定までの指導・支援と比べ

ると支援回数は少なく、そのスケジュールや内容についても計画性が乏しい。また、組織的

にもフォローアップ体制が整っていないのが現状であり、事業計画を作成したことで支援終

了という感覚を事業者が抱くことが多い。 

[課題]今後は、計画の進捗状況に応じて、適切な頻度で計画的にフォローアップを実施するほか、

支援内容の質的向上を図り、計画の実現性を高めていく必要がある。また、指導員等が情報

を共有し、担当する指導員等が不在でも他の指導員等が的確に支援できるよう組織的なフォ

ローアップ体制を構築する。 

 

（２）事業内容 

①事業計画実施支援の量的・質的強化（既存事業改善） 

今後は、商工会としても当初の実行計画を管理し、計画の進捗状況に応じた計画的なフォロー

アップを実施する。 
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対象 事業計画を策定した全ての事業者を対象とする。 

フォローアッ

プの頻度と内

容 

経営指導員等が３ヵ月に１度、訪問を行いフォローアップを行う。ただし、

事業計画の進捗状況により、訪問回数を増やして、集中的に支援すべき事

業者と、ある程度回数を減らしても支障ない事業者を見極めたうえで、フ

ォローアップ頻度を設定する。また、事業者からの申し出等により、適宜

対応する。なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にずれが生じ

ていると判断する場合には、他地区等の経営指導員等や外部専門家など、

第三者の視点を必ず投入し、当該ずれの発生要因及び今後の対応策を検討

の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

また、事業承継計画策定事業者に対しては、巡回等による計画・手続き等

の進捗確認（1 回／３ヵ月）や、税務・法務関連分野に関しては専門家と

の連携により、随時課題の解消についての支援を継続実施する。また、業

況等の推移なども随時把握しながら円滑な事業承継を推進する。 

確認項目 
計画のスムーズな実行とチェック、現状の把握、事業の進捗状況、事業推

進上の課題、今後の展開方法等。 

フォローアッ

プ体制 

指導員等が情報を共有し、担当する指導員等が不在でも他の指導員等が的

確に支援できるよう組織的なフォローアップ体制を構築する。 

確認項目等の情報については、商工会内部で経営情報カルテとして電子媒

体「指導カルテ」を共有し「いつでも、どこでも、誰でも」支援できるよ

うにする。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 
フォローアップ対
象事業者数 － 20社 20社 20社 20社 20社 

頻度（延数） － 80回 80回 80回 80回 80回 
売上 
増加事業者数 － 10社 10社 10社 10社 10社 

利益率 2％以上の
増加事業者数 － 3社 3社 3社 3社 3社 

※ フォローアップ事業者数には事業承継計画策定事業数も含めている。また、これを含め

て売上増加事業者数および利益率 2％以上の増加事業者数の目標を設定している。 

※ 売上増加事業者数はフォローアップ対象事業者数の 50%を目標とする。また、そのうち

約 30%の事業者が経常利益率 2％以上増加を目標とする。 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題  

[現状]現状、買い手の需要動向については、小規模事業者が自ら販売現場に携わるため把握が難し

く、当商工会としても、経営指導員等が経営支援などで事業者から個社の売れ筋商品などを

ヒアリングする程度で、商工会として組織的・継続的な需要動向調査の取組みは行っていな

い。 

[課題]小規模事業者が行う「商品開発や改良」、「新たな販路開拓」等が、顧客ニーズを満たし販売・

売上につながる成果を上げられるよう、当商工会が需要動向の情報収集・分析・活用に関す

る支援体制を構築していくことが課題である。とくに管内には、地域の特産品、高萩ブラン

ドとして、いくつかの特産品が推進されており、商工会としては、これら特産品を中心に、

需要動向調査を通してマーケティングおよびブランディングの支援を強化していく。 
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（２）事業内容 

 ①特産品を活用した新商品開発を支援するための消費者向け試食、アンケート調査の実施（新規） 

高萩市内で実施する大きなイベント（桜まつり 4 月、夏まつり 7月、産業祭・紅葉祭 11 月）

のうち毎年１つを選びに来場する地域内外の一般消費者に対し、試食、アンケート調査を実施す

る。 

サンプル数 １商品あたり 50件 

支援対象 

・地域資源活用事業者等の新商品・新サービス開発に取り組む事業者 

（当地域の特産品 ほおずき等 を活用する３事業者） 

※ 想定事業者から３社を毎年選定 

・既存商品・サービスの改良に取り組む事業者 等 

分析手段 イベントに来場する地域内外の消費者等に対するアンケート方式 

調査項目 

(a)商品・製品の価格 ※価格対品質等、(b)品質・味・量、(c)商品やパッ

ケージのデザイン、(ｄ)関心度・商品の新鮮感、(e)購入や利用のしやすさ、

(f)商品・サービスに対するイメージ、(g)用途・目的（家庭用、贈答用等）、

(h)改善点（自由記載：品質、価格、その他において改善を要する点） 

商工会の支援

内容 

・需要動向の収集及び活用が必要な事業者の選定 

・実施スケジュールの作成 

・調査項目の選定 

・アンケートシートの作成提供 

分析結果の 

活用 

(a)回収した調査票の分析・加工及びその提供 

  収集した需要動向調査の結果について、専門家と連携を図りながら、必要

な改善点を分析し、事業者の商品・サービスの改良に活用可能な情報に加

工、提供する。具体的には、支援事業者ごとに調査結果を取りまとめたレ

ポートを作成し、商品開発・改良へのフィードバックを図る。 

(b)需要動向調査結果を活用した商品の開発・改良等の支援 

収集・加工した需要動向調査の情報を活用して、商品の開発・改良に取り

組む事業者に対し、必要に応じて専門家派遣等を活用した商品・サービス

のブラッシュアップや茨城県工業技術センターや茨城県デザインセンタ

ー等の専門機関との連携による商品・サービスの高度化・専門化等の支援

を実施する。 

 

   ※調査対象イベントについて 
イベント名 時 期 場 所 来場者 内 容 

桜まつり 4月 さくら宇宙公園 市民 
桜鑑賞イベント、２週間、市内業者出店多

数。来場者数8200人。 

夏まつり 7月 駅前 市民 
踊り等、７月最終土曜日開催のイベント、

市内業者出店多数。来場者数20,000人。 

産業祭 11月 市役所 市民 
農産物、飲食販売等２日間のイベント、市

内業者出店多数。来場者数18,600人。 

紅葉祭 11月 花貫渓谷 
市民、県内外観

光客 

紅葉観賞イベント、１カ月開催、市内業者

出店多数。来場者数73,000人。 

 

②ビジネス商談会等を活用したバイヤー向け試食、アンケート調査の実施（新規） 

地元金融機関が開催する「ビジネス商談会」や、中小企業基盤整備機構が主催する「中小企業

総合展」等から毎年 1か所を選別し出展。来場するバイヤーに対し、試食、アンケート調査を実

施する。 

サンプル数 バイヤー等（サンプル数：50件） 
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支援対象 

地域資源を活用した新商品開発・新サービス開発等に取り組む事業者 

（当地域の特産品 ほおずき等 を活用する事業者） 

既存商品・新商品・サービス等の改良に取り組む事業者等 

※ 想定事業者から２社を毎年選定 

調査手段 アンケート方式・対面での聞き取り 

調査項目 

(a)商品・製品・サービスの価格、(b)品質・味・量、(c)商品への関心度・

新規性・需要見込、(d)商品やパッケージのデザイン、(e)取引ロット数、

(f)納期、(g)納品方法、(h)改善点（自由記載：品質、価格、その他改善を

要する点）、(i)業界内のトレンド（何が流行しているか） 

商工会の支援

内容 

・需要動向の収集及び活用が必要な事業者の選定  

・実施スケジュールの作成 

・調査項目の選定 

・アンケートシートの作成提供 

分析結果の 

活用 

 (a)回収した調査票の分析・加工及びその提供 

  収集した需要動向調査の結果について、専門家と連携を図りながら、必要

な改善点を分析し、事業者の商品・サービスの改良に活用可能な情報に加

工、提供する。具体的には、支援事業者ごとに調査結果を取りまとめたレ

ポートを作成し、商品開発・改良へのフィードバックを図る。 

(b)需要動向調査結果を活用した商品の開発・改良等の支援 

収集・加工した需要動向調査の情報を活用して、商品の開発・改良に取り

組む事業者に対し、必要に応じて専門家派遣等を活用した商品・サービス

のブラッシュアップや茨城県工業技術センターや茨城県デザインセンタ

ー等の専門機関との連携による商品・サービスの高度化・専門化等の支援

を実施する。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 
①調査対象 
事業者数 - 3社 3社 3社 3社 3社 

②調査対象 
事業者数 - 2社 2社 2社 2社 2社 

    ※①②合計でフォローアップ事業者の 25％を目標とする。 

 

 
７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

[現状]従来の小規模事業者に対する需要開拓支援は、自社製品(自社ブランド商品・サービス等)

を有する小規模事業者に対し、東京ビックサイトの展示会等への出展を紹介し促す程度であ

り、出展するかどうかは個々の事業者の判断に任せていた。そのため、需要開拓支援に関す

る支援効果の測定も行っていない。 

[課題]地域の小規模事業者が製造および販売する商品・サービス・技術等を、新たな消費者や販路

開拓したい取引先企業等にアピールし、売上・収益の増加につなげることが最も重要な支援

と位置付ける。そのうえで、販路開拓に意欲のある小規模事業者に対し、県外・県内で開催

する展示会、商談会、即売会等への出展に関する事前支援・事後フォローを通して、販売促

進、販路開拓に結び付ける。 
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（２）事業内容 

 ①消費者（ＢtoＣ）への需要の開拓支援（新規） 

一般消費者の需要開拓強化を目指す小規模事業者に対し、効果的な販売促進活動を支援するこ

とにより、一般消費者の需要開拓を支援する。 

支援対象者 
一般消費者の需要開拓を目指し、新たな商品（主に食料品）・サービスなど

の認知度・販促を高めたい小規模事業者 

訴求対象 一般消費者 

想定する物産

展等 

①ニッポン全国物産展（11月） 

・全国からの特産品等が集まり、小規模事業者等の商品展開力・販売力向上

を図る全国連主催の物産展。来場者数 162,557 人、出展者数 361 事業者

（H29 参考）。 

②茨城センス（県アンテナショップ） 

・厳選された茨城のいいもの、センスある名品が並ぶ有楽町にあるセレク

トショップ。来場者数は 15万人（1年間）。 

支援内容 

商工会としては、参加する小規模事業者に対し、専門家派遣事業なども活

用して商品のブラッシュアップや魅力的な陳列や販売方法等専門支援も展

開する。 

 

 ②バイヤー等（ＢtoＢ）への需要開拓支援（新規） 

商社・バイヤー等の需要開拓を図るため、展示会への出展を目指す小規模事業者に対し、展示

会開催情報の提供と国・県等の支援施策を活用することにより、展示会出展の促進とそれによる

販路開拓を支援する。 

支援対象者 
バイヤー等の新たな需要開拓を目指し、新商品（主に自社製品）・新サービ

スなどのＰＲ・受注拡大に繋げたい小規模事業者 

訴求対象 地域内外に販路を持つ商社、卸・小売業等のバイヤー等 

想定する展示

会等 

①ニッポン全国物産展（11月）来場者数 153,912人、出展者数 356事業者

（H30参考） 

②しんきんビジネスフェア（10月）来場者数 2,000 人、出展者数 183事業

者（H30参考） 

・ビジネスマッチングの機会創出のための場を提供し、販路拡大や業務提

携をサポートすることを目的として、茨城県信用保証協会、水戸信用金庫、

結城信用金庫主催により、茨城県内企業約 200 社を集めて開催される。 

支援内容 

単独でブース出展が困難な小規模事業者は、商工会や他事業者と連携して

共同出展を行う。 

商工会としては、出展する小規模事業者に対し、専門家派遣事業なども活

用して、必要な営業用ツール（企業概要書、商談シート、名刺等）の作成、

アピールの仕方、バイヤーとの商談の進め方、魅力的な展示ブースの作り

方等を支援する。   

 

③ＢtoＢ向けＥＣマッチングサイトへの提案・登録支援（新規） 

優れた技術・製品・サービスの提供または下請（主に製造業関係）を有する小規模事業者を対

象に、ネットを通じて全国の企業と新たな取引拡大を図るため、茨城県中小企業振興公社が運営

するビジネスマッチングサイト「茨城県企業データベース」、全国連が運営する「コンパスクラ

ブ」への登録を促す。 

※ 茨城県企業データベースとは 茨城県内の企業情報を検索・参照することにより、ビジネ

スや生活に役立てることができ、受発注や販売等のビジネスチャンスの増大、企業のイメー

ジアップ、新事業の展開などの効果が期待できるもの。  
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支援対象者 ＢtoＢを対象とした販路拡大を狙う小規模事業者（主に製造業関係） 

訴求対象 
業種、地域、得意区分、材質区分などから、取引先やビジネスパートナー

を探している事業者 

支援内容 

商工会としては、登録の際の入力方法支援や、入力項目における自社の得

意とする製品や技術・サービス等のアピール方法や、記載内容等を支援す

る。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 
①展示会 
出展事業者数 - 2社 2社 2社 2社 2社 

1社あたり売上額 － 5万円 5万円 10万円 5万円 5万円 

②商談会 
参加事業者数 - 1社 1社 1社 1社 1社 

 成約件数／社 - 1件 1件 1件 1件 1件 

1社あたり売上額 － 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

③サイト登録支援 - 1社 1社 1社 1社 1社 

成約件数/社 - 1件 1件 1件 1件 1件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］様々なイベント等の開催を通じて地域経済の活性化を試みているが、どのイベントにおい

ても、そのイベント当日の一過性の効果を得るに留まっており、イベント終了後においても

継続的なにぎわい創出につながっていない。 

［課題］今後は、定着している紅葉スポットとしての観光による波及効果を高めるなど、イベント

の新規展開等により、地域内事業者の商品・サービスや他の観光資源を積極的にＰＲし、地

域のブランド化および継続的な地域のにぎわいを創出することが課題である。 

 

（２）事業内容 

①地域経済の活性化のための場づくり（既存事業改善） 
高萩市、商工会、商工会青年部・女性部、商店街代表で構成する地域振興委員会・ブラン

ド委員会を年間計 2回行い、会議において、「観光の活用・商業活性化」を中心とした地域

の活性化の方向性について検討する。 
 
②地域イベントによる地域経済の活性化（既存事業改善） 

地域振興、特産品のＰＲ、駅前商店街活性化を目的としたイベント（高萩まちなか大パー

ティー）を拡充し、参加者増を図る。地域の未来を担う若者に参加してもらうため、高校生

コーナーの充実、地元事業者のＰＲコーナーを設置する。これにより、魅力を高め、地域色

や世代交流が図れるイベントとして開催する。      

また、新商品・特産品 PRコーナーを設け、アンケートを実施、消費者の反応を確認する。

また、花貫物産センターと連携し常時ＰＲを行なうコーナーを設け販路開拓につなげるほ

か、情報発信や商品紹介に結びつける。         

これまでのイベントは、継続的な活性化が図れていないことが大きな課題であったが、地

域を担う若者や女性の意見を採り入れた継続発展性のあるイベントを開催することにより、
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地域のにぎわい性を創出し、地域経済の活性化を図る。  
 

高萩まちなか
大パーティー 

市内の飲食店、事業者、農業者など約 20 事業者・団体が集まって
行う地域活性化・特産品のＰＲ事業。毎年１回 10 月に開催され、特
産品・農産物・加工食品等を販売している。「駅前イトーヨーカドー
跡地」において、商工会青年部・女性部・高萩市・地元高校と連携し
実施。20-30代の来場者が少ないのが課題。  

 
③高校生等への地元企業情報提供事業【継続拡充】  

地域経済の活性化、地域人口の維持を図るため、地元高校（高萩高校、高萩清松高校、磯

原郷英高校、第一学院高校高萩校）、ハローワーク、高萩市、北茨城市、北茨城市商工会と

連携し、高校生等へ地元企業の視察等を実施するとともに、企業情報、雇用情報について提

供する。これにより、若年層の地域への就職、定着の機会を拡大し、地域の商工業の発展を

図る。     
   

面接会・企業説明会・企業見学会 年間 5回 

打ち合わせ会議 年間 6回 

 

 

 

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 

 

９．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 

（１）現状と課題 

［現状］市内金融機関（常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合）とは、月に１度の

金融審査会等において、日本政策金融公庫とは、年に２回のマル経協議会において支援ノウ

ハウを含めた情報交換を行っている。また、専門的な内容については、中小企業診断士をは

じめとした専門家、及び、茨城県商工会連合会、茨城県中小企業振興公社、茨城県デザイン

センター等から必要に応じて、それぞれの専門分野で連携し支援を受けている。 

［課題］定期的な情報交換の機会は設けられているものの、具体的な情報・ノウハウ等の情報交換

には至っていないのが実態である。そのため、小規模事業者の複雑・多様化する課題解決や、

新たな販路開拓を支援するためには、解決策やノウハウ等の情報交換に広がりの少ない状況

となっており、支援ノウハウの向上に主眼を置いた質の高い情報交換を行っていくことが課

題である。 

 

（２）事業内容 

①高萩市主催会議への出席（年 10回） 

高萩市、観光協会の観光、ブランド、交通整備、イベント等の各会議へ出席。高萩市の最新の

経済動向、行政施策動向を把握するとともに、参加者相互の情報交換を行うことで、特に地域に

密着した分野での支援ノウハウの一層の向上に努める。 

 

②茨城県商工会連合会主催の県内、県北地区商工会定期連絡会議に出席（年 5回） 

県内各商工会が参加する各会議へ出席。県内、県北地域の最新の経済動向、施策を把握すると

ともに、参加者相互の支援ノウハウの交換を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努める。 

    ※県北地区商工会（北茨城市、日立市十王、東海村、那珂市、常陸太田市、常陸大宮市、 

大子町の 7商工会） 
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 ③日本政策金融公庫マル経協議会への出席（年 2回） 

公庫日立支店、近隣商工会等（北茨城市商工会、日立市十王商工会、東海村商工会、常陸太田

市商工会、日立商工会議所）が参加する「マル経協議会」会議へ出席。地域の経済動向、事業者

の現状、需要動向を把握するとともに、金融分野をはじめとした参加者相互の支援ノウハウの交

換を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努める。特に、公庫との情報交換に主眼を置き、

融資姿勢の確認、創業、再生等支援ノウハウを交換する。 

 

 ④茨城県創業支援ネットワーク会議への出席（年２回）  

茨城県主催、同会議に出席することにより、各自治体、茨城県中小企業振興公社等支援機関、

専門家等との情報交換、ノウハウ交換を行い様々な創業の支援実績や成功した手法を取得する。 

 

 ⑤茨城県事業承継支援ネットワーク会議への出席（年１回） 

茨城県内、各自治体、常陽銀行等地元金融機関、水戸商工会議所等支援機関、専門家等との情

報交換、ノウハウ交換を行い事業承継の事例、案件の把握をし、マッチング力及び支援ノウハウ

の一層の取得に努める。 

 

⑥県北地区経済情報連絡会への出席（年 4回） 

日銀水戸支店、常陽銀行等金融機関、高萩市等自治体、日立商工会議所等支援機関、事業所等

の情報交換、ノウハウ交換を行い、地域の事例把握に努め、連携強化、支援力向上を図る。 

 

⑦金融審査会への出席（年 12回） 

高萩市、市内金融機関（常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合）との支援ノウ

ハウを含めた情報交換を行い、地域の経済状況実情把握と地域に密着した支援力向上を図る。 

 

 ⑧茨城県保証協会連絡会議（年 1回）           

保証協会主催同会議に出席し、県内の資金需要、景気の状況、金融支援の情報交換と支援ノウ

ハウ獲得を図る。 

 

⑨共有とフィードバック 

上記において得られた「地域経済動向等」の各種情報を職員間で共有し、必要に応じて、商工

会職員が、巡回時等において、事業者へ紹介、情報のフィードバックを行う。 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］茨城県商工会連合会、各関係機関の研修機会を活用し、経営支援のノウハウ取得に努めて

いるが、経営支援のための事業所への支援能力及び消費税改正、キャシュレス化、民法債権

法改正、労働法規改正、ITの進展、事業承継、外国人労働者雇用、商圏の拡大など、拡大す

る事業所の課題や、政府の政策、法規の改正に十分対応できているとはいいがたい状況にあ

る。 

［課題］経営発達支援計画の実効を上げるためには、当計画を実行する経営指導員の資質向上が不

可欠であり、事業者の課題把握能力、そして、問題解決のためのスキルなどの経営支援に係

る専門知識の習得が必須である。また、日々の事業においてモチベーションを持続し、国・

県・市等の中小企業施策に精通することに加え、これからは各種支援機関との連携を促進さ

せるネットワーク構築力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力も必要とされてき

ている。当会においても、事業者の課題を的確に把握し、対応できるこれら高度なスキルの

さらなる取得が課題である。 
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（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員及び一般職員の支援能力向上のため、中小企業庁が主催する「経営指導員研修」及

び茨城県商工会連合会主催の「経営支援能力向上セミナー」に対し、計画的に経営指導員を派遣

する。これにより、事業の分析力、販路開拓力等の向上により、支援企業の売上向上につなげる。 

 

②OJT制度の導入 

支援経験の豊富な経営指導員と一般職員がチームを組成し、巡回指導や窓口相談の機会を活用

した OJTを積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

 

 ③職員間の定期ミーティングの開催 

経営指導員研修会等へ出席した経営指導員が順番で講師を務め、毎月第一週に職員勉強会を開

催、課題の検討、情報、ノウハウの共有を図ることで、職員の支援能力の向上を図る。 

 

 ④データベース化 

資料等の報告書にポイントを記載し、研修後の職員間ミーティングの場で報告し情報を共有す

るとともに、経営情報ごとに資料をファイリングし、職員がいつでも・誰でも活用できるように

する。また、これにより、担当外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにする。  

 

 

１１．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 

（１）現状と課題 

[現状]これまでは、理事会を経て年 1 回総代会時に会員に対して事業報告をしている。しかし、

詳細な各事業の内容についての評価及び検証までされていないのが実態である。 

[課題]経営発達支援事業の進捗状況等を確認・評価し、その後の事業実施方針等に反映させるため

にも、毎年度事業実施状況についての検証・見直しを行う仕組みが不可欠である。 

 

（２）事業内容 

①商工会正副会長、事務局長、市担当課長、有識者（税理士、大学関係者等）、金融機関、中小企

業診断士、法定経営指導員等をメンバーとする「評価委員会」を設置し、事業の実施状況、成果

の評価、見直し案の提示を年１回行う。  

 

②商工会役員会において評価・見直しの方針を決定する。  

 

③事業の成果、評価、見直しの結果については、商工会役員会へ報告し、承認を受ける。 

 

④事業の成果、評価、見直しの結果は、事業実施方針等に反映させるとともに、高萩市商工会ＨＰ

及び会報に公表する。（http://www.takahagishoko.or.jp）  

 

http://www.takahagishoko.or.jp/
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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 

（令和元年 9月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

   ■氏 名 佐々木 徹  

   ■連絡先 高萩市商工会  ℡0293-22-2501 

                

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会 

〒318-0003 

    茨城県高萩市下手綱２０００番地 

     高萩市商工会   

電話 0293-22-2501  FAX0293-22-2484 

E-mail  info@takahagishoko.or.jp 

 

事務局長 高萩市 

観光商工課 

法定経営指導員 １名 

経営指導員 1名 

補助員 1名 

記帳専任職員 1名 

臨時職員 １名 
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②関係市町村 

 〒318-8511  

茨城県高萩市本町 1-100-1 

  高萩市 観光商工課 

   電話 0293- 23-7316 FAX0293-24-0006 

   E-mail kan-syou@city.takahagi.lg.jp 
 

 

 

 

（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） 

 
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

必要な資金の額 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 

 

１.経営発達支援事業 

(１)地域経済動向調査 

（講師謝金） 

(２)経営分析（講師謝金） 

1日当たり5万円×年8回 

(３)事業計画策定セミナー 

（講師謝金） 

(４)展示会出展費用 

(５)需要動向調査（講師謝金） 

(６)需要開拓支援（講師謝金） 

（７)高校生等への地元企業情

報提供事業 

 

２.地域経済活性化事業 

(１)特産品開発販路開拓 

 

３.職員資質向上事業 

(１)職員資質向上対策費 

 

４.事業計画評価検証事業 

(１)事業計画評価委員会開催費 

 
 

 

 

100 

 

400 

 

700 

 

400 

100 

100 

100 

 

 

 

900 

 

 

350 

 

 

100 

 

100 

 

400 

 

700 

 

400 

100 

100 

100 

 

 

 

900 

 

 

350 

 

 

100 

 

100 

 

400 

 

700 

 

400 

100 

100 

100 

 

 

 

900 

 

 

350 

 

 

100 

 

100 

 

400 

 

700 

 

400 

100 

100 

100 

 

 

 

900 

 

 

350 

 

 

100 

 

100 

 

400 

 

700 

 

400 

100 

100 

100 

 

 

 

900 

 

 

350 

 

 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、手数料、国補助金、県補助金、市補助金 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

・茨城県商工会連合会 会長 外山崇行 

 茨城県水戸市桜川 2-2-35 

 

・外部有識者 中小企業診断士 阿内利之 

 茨城県水戸市千波町 369-8 

 

・花貫物産センター利用組合  組合長 佐川恵子 

 高萩市大能 1100-2 

 

連携して実施する事業の内容 

・各種補助金活用支援 

・経営計画作成支援 

・特産品開発支援、販路拡大支援 

 

連携して事業を実施する者の役割 

・茨城県商工会連合会 

（１）小規模事業者が、「経営の変化」を行ない、各種補助金活用の支援を行なう。  

（２）小規模事業者の経営上の課題解決に向けた専門家派遣の支援を行なう。     

 

・中小企業診断士 阿内利之 

（１）当該事業を遂行し、小規模事業者が、「経営の変化」に気づき安定して事業の継続を行なうた

めの、経営計画の作成支援を行なう。 

 

・花貫物産センター利用組合 

（１）特産品開発支援、販路開拓の連携を行う。 
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連携体制図等 
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