
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
坂東市商工会（法人番号  3050005004724） 

坂東市（地方公共団体コード 082287） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

本市の現況（人口の減少、事業所数の減少・後継者不足・高齢化等）を考

慮し、坂東市商工会としては以下の４点を重点的に支援する。 

①伴走型支援による事業計画策定支援の実施 

②地域小規模事業者への情報提供と事業継続、販路開拓支援の実施 

③創業、事業承継に関する支援の実施 

④地域資源・観光資源を活かした企業振興、地域ブランドの確立と地場 

産業の育成支援の実施 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

①独自の地域経済動向調査・景況調査の実施 

②国が提供するビッグデータの活用 

２．経営状況の分析に関すること 

①経営状況の分析 

３．事業計画策定支援に関すること 

①経営課題解決を図る事業計画策定支援 

(ⅰ) 経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」開催 

(ⅱ) 経営分析を行った事業者を対象とした事業計画の策定 

②創業希望者・事業承継予定者に対する事業計画策定支援 

(ⅰ) 創業希望者・事業承継予定者を対象とした「創業者・後継者育成塾」

の開催 

(ⅱ) 創業希望者・事業承継予定者を対象とした事業計画書策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画策定をした小規模事業者のフォローアップ 

②創業計画・事業承継計画策定者を対象としたフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 

①地域資源等を活用した新商品や新ｻｰﾋﾞｽ開発のための試食、ｱﾝｹｰﾄの実施 

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 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①消費者（ＢtoＣ）への需要の開拓支援 

②バイヤー等（ＢtoＢ）への需要開拓支援 

③ＢtoＢ向けＥＣマッチングサイトへの提案・登録支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

①坂東市地域経済活性化会議の開催 

②ばんどうﾎｺﾃﾝ開催や坂東市観光交流ｾﾝﾀｰ秀緑活用による地域経済の活性化 

③地域ブランド化推進事業 

連絡先 

坂東市商工会 

〒306-0631 茨城県坂東市岩井 3230-1 

TEL：0297-35-3317 FAX：0297-35-3321 E-mail：info@bando.or.jp 

坂東市 産業経済部 商工観光課 

〒306-0692 茨城県坂東市岩井 4365 

TEL：0297-35-2121 FAX：0297-35-8201 E-mail：syouko@city.bando.ibaraki.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 

【立地】 

茨城県坂東市（以下本市）は、茨城県南西部、関東平野のほぼ中央に位置し、 

平成１７年３月旧岩井市、旧猿島町の合併により誕生した。 

商工会も旧岩井市商工会と旧猿島町商工会が平成１８年４月に合併をし、 

坂東市商工会となる。（平成 31年 4月 1日時点で小規模事業者数 2,082名、 

会員数 1,385名、 組織率 55.6％） 

本市は、東京スカイツリーから約４０ｋｍ圏内に位置し、市内に鉄道はな 

いものの、つくばエクスプレス守谷駅から路線バスを利用すると、秋葉原 

から１時間ほどで市内まで来ることができ、都内からのアクセスは比較的 

良好である。 

平成 29年 2月には圏央道の坂東 IC が完成し、東京方面及びつくば千葉方 

面への交通の利便性が飛躍的に向上しており、羽田空港・成田空港・八王子等まで約 1 時間で行く

事が可能となった。 

また、国道 354 号線が南北に、県道結城坂東線が東西に縦断し、交通の要所となっているため、大

型店・チェーン店の進出も多い。 

坂東市中心市街地には平成元年国道３５４号線拡副工事に伴い岩井モール商店街連合会(約８０店

舗)が商業集積地を形成している。 

また、郊外にはつくばハイテクパークいわい・坂東インター工業団地等の工業集積地区もあり、商工

業のバランスのとれた地域でもある。 

近隣を見ると、隣接の古河市に日野自動車の本社工場が進出し、平成 29年 1 月に全面稼働となり、

従業員の移住なども進んでおり、本市への人口流入も見られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域の特徴】 

本市は、さしま茶・夏ネギ・レタスなど、茨城県が地域資源に指定している農産物生産が非常に盛ん

な地域でもある。特に出荷量全国１位である夏ネギや日本で初めて輸出された日本茶であるさしま茶

は、全国的にも相当の認知度を得ている。特に近年は、さしま茶の関連新商品等の開発等も盛んに行

われ始めている。 

観光事業面では近年、観光面では、茨城県の施設である「ミュージアムパーク茨城県自然博物館」（年
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間来場者４０万人以上）や、市や市民が立ち上げたまちづくり株式会社が平成２８年に創設されるな

どしており、市外からの顧客の誘致に注力している。 

また、坂東市観光交流センター秀緑内には本市特産品等の販売やＰＲにより、本市の魅力の発信強化

が図られている。 

また、本市では市役所秘書広報課が観光・史跡・農業・商工業等のシティプロ―モーションに力を入

れており、新宿アルタにて PR動画を流すなどの活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②人口動態 

昭和 50年には 52,460人であったが、それ以降は徐々に増加し平成 7年には約 59,738人まで増加し

た。しかし、それ以降は微減傾向である。 

逆に世帯数は、平成 17 年の 16,843 世帯から令和元年は 20,236世帯と増加しており、他の地域同様

に核家族化がみられ、高齢者世帯が増加している。 

65 歳以上人口割合は、平成 12年の 17.6％から平成 27年が 26.7％と全国平均並みの割合で高齢化率

の上昇がみられる。今後についても上昇傾向であり 2025年には 31.9％に達する予測となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※坂東市人口ビジョンより抜粋 
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※坂東市人口ビジョンより抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※坂東市人口ビジョンより抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※坂東市人口ビジョンより抜粋 
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③坂東市の商工業者動態 

本市の商工業者の業種動態は、商店街を中心とした卸・小売業や公共工事等の受注をメインとした建

設業の構成比が比較的多かったが、卸小売業は大型商業施設の進出、建設業は公共工事の受注減によ

って減少傾向である。また、全体的な特徴として後継者不足による廃業がある。 

また、管内の小規模事業者数は事業者全体の約７７%を占めており、古くから商店街地区を中心とし

て地域経済・雇用を支えてきたが、景気低迷・人口の減少・消費需要の低下・後継者不在による廃業

の増加が減少率からも顕著に表れており、今後についても減少傾向は続くと思われる。 

 

業種分類  H１８ 構成比 H２６ 構成比 増減数 

建設業 ５６１ ２０．３％ ５１６ １９．２％ ▲４５ 

製造業 ４６７ １６．９％ ４６１ １７．１％ ▲６ 

電気・ガス・水

道業 

４ ０．１％ ２ ０．１％ ▲２ 

運輸・通信業 ７６ ２．７％ １１４ ４．２％ ３８ 

卸売・小売業 ６８１ ２４．７％ ６０３ ２２．４％ ▲７８ 

金融・保険業 １８ ０．６％ １８ ０．６％ ０ 

不動産業 ７０ ２．５％ ８３ ３．１％ １３ 

サービス業 ８９０ ３２．２％ ８９８ ３３．３％ ８ 

合 計 ２，７６７ １００％ ２，６９５ １００％ ▲７２ 
小規模事業者数 ２，１１９  ２，０８２  ▲３７ 
商工業者数のうち、

小規模事業者数が

占める割合 

７６．６％  

 

７７．２％   

※平成 18年・平成 28 年経済センサス基礎調査・活動調査・統計ばんどうより抽出分析 

 

④坂東市の強み 

本市は、「国道 354 号線」「県道結城坂東線」「圏央道坂東 IC」等が整備されたこと、市内の工業団

地建設も活発なこと、で隣接する古河市に日野自動車が進出したこともあり、現在は運送業や倉庫業

等が非常に増加しており物流の拠点となっている。 

また、市が毎年「バンドウミライ楽考
ガッコウ

」を開講していることで、各種イベント開催にあたり、実行委

員として中心的な役割を担う方々が増えており、老若男女のバランスの取れた多様な人材の地域活性

化に対しての意識が高い。 

 

※「バンドウミライ楽考
ガッコウ

」…坂東市における各分野の特色を学ぶ機会を提供することにより、 

坂東市民としての誇りと我らが郷土"坂東"に対する愛情を持った 

人材を育成するとともに、協働のまちづくりの担い手として活動 

できる、自立した市民を発掘することを目的として開講した市民 

大学。 
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さらに、平成 28 年には「坂東まちづくり株式会社」の設立により観光事業の強化も図られ「坂東市

観光交流センター秀緑」の設立等の観光資源の強化を行い、徐々にではあるが地域外からの交流人口

の増加に繋がっている。今後さらに地域のブランド力を強化し本市の魅力を PR することで地域経済

の活性化が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤坂東市の産業振興に関する施策 

坂東市総合計画『ばんどう未来ビジョン』 

・長期ビジョン：計画期間：平成２９年度～平成４９年度 
本市の 20 年後を展望した将来像を示すとともに、その実現に向けたまちづくりの基本的な考え

方を示している。 

・戦略プラン：計画期間：平成２９年度～平成３３年度 
長期ビジョンで示した将来像を実現するための手段や施策を、４つのまちづくりテーマごとにま

とめたもの。 

 

本市では、上記に記載した課題に対応する為、下記まちづくりの基本理念のもとに商業・工業・観 

光の 3 本柱での活性化策が検討・推進されている。 
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Ⅰ．商業の振興 

【具体的施策の体系】 

施策名 施策の方針 主な取り組み 

１．中心市街地活性化の推進 ・空き店舗等の活用、及び新 

たに商業を営むことにチャレ

ンジする企業者を支援し、集客

性の向上に努める 

・既存商店街の再生に向けた取

り組みを進める 

・空き店舗や空き地の活用 

促進 

・大学等の連携事業の実施 

・創業補助金の創設 

２．経営基盤の強化 ・商工会を通じて、事業者の経

営指導体制や経営実態の見直

し・経営の近代化を図る 

・経営相談指導の実施 

・各種融資制度の利用促進 

・創業補助金の創設 

３．商業者の組織化・連携体 

制の強化及び育成  

・坂東商工会で取り組む各種事

業に対し市が支援を行うこと

により、低迷する消費需要の喚

起、個人消費の拡大、消費者流

出防止による市内商業活性化

と振興を図る。 

・商業まちづくり事業への助 

成 

・農商工連携の推進 

４．市制度金融の充実 ・中小企業の経営基盤の安定化

や経営活動の支援を図るため

融資の斡旋や信用保証料の補

助を行う。 

・自治振興金融保証料の補助 

・融資制度の PR 

 

Ⅱ．工業の振興 

【具体的な施策体系】 

施策名 施策の方針 主な取り組み 

１．新たな産業拠点の整備 ・圏央道 IC 周辺地域における

産業機能の充実に努める。 

・坂東インター工業団地及び周

辺の整備 

２．経営基盤の強化 ・商工会を通じて、事業者の経

営指導体制や経営実態の見直

・経営相談指導の実施 

・各種融資制度の利用促進 
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し・経営の近代化を図る ・創業補助金の創設 

３．設備の近代化 ・技術革新や情報化に対応した

設備の近代化を促進する 

・設備整備などへの支援（先端

設備導入計画の認定） 

 

Ⅲ．観光の振興 

【具体的な施策体系】 

 

施策名 施策の方針 主な取り組み 

１．シティプロモーションの推

進 

・観光マップやパンフレットの

作成・インターネットでの情報

発信を積極的に推進する。 

・農商工が連携し様々な情報発

信等を推進する 

・観光マップ・パンフレットの

作成配布 

・インターネットでの情報発信 

・広域情報の発信 

２．地域特産品のＰＲ ・坂東市観光交流センター秀緑

等を利用した地域特産品のＰ

Ｒをするとともに販路拡大を

図る 

・地場産品を活用した地域ブラ

ンド作りを進める 

・優良な農作物を活かした特産

品開発を進める 

・各種イベント（ばんどうホコ

テン・古城まつり等）の実施 

・特産品開発の推進 

３．新たなまちおこしの検討 ・坂東市観光交流センター秀緑

等を活用し、集客性の向上に努

める 

・既存のイベントなどを活かし

ながら本市らしいイベントの

開催の検討を進める 

・交流人口改善プランによる観

光事業の強化 

・各種イベント（ばんどうホコ

テン・古城まつり等）の実施 

・バンドウミライ楽考の開催 

・圏央道 PAの有効活用の検討 

・坂東市観光交流センター秀緑

や市内空き店舗等の有効活用

の検討 
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（２）課題 

【地域小規模事業者の現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①産業別の状況 

 

１．商業（卸売・小売・飲食業）については、市内総生産額は増加しているものの、人口の減少・大

型商業施設の進出・コンビニエンスストアの増加等により厳しい経営環境下におかれている。 

加えて中心商店街の高齢化・後継者不足による廃業等で年々減少をしており地域経済の空洞化が進ん
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でいる。新たな事業創業についても、計画不足によって創業間もない廃業に陥るケースがみられる。 

飲食店については、市内に大手飲食チェーンが多数進出しており廃業が増加し、飲食店の多い中心商

店街の人通りも減少している状況である。生活関連のサービス業も大手チェーンに押されており業況

が下降傾向にある業者が多く、後継者不足に拍車をかけている状況がみられる。 

 

２．工業（製造業）については、大多数が工業団地等企業の下請け事業者であり、平成２５年度をピ

ークに総生産額が減少している。商業と同様、後継者不足による廃業の増加など依然として厳しい経

営環境にある。 

また、特定の取引先からの受注依存度が高い事業者が多く、元請企業の倒産等などの影響を受けやす

い状況にあり、加工技術の向上や技術開発等に取り組む事業者は少ない。 

近隣の古河市に日野自動車の進出もあり、今後下請け受注の拡大に期待したいが、進出直後からの具

体的受注拡大はまだ見込まれていない。 

 

②地域商工業者の課題 

１．商業（卸売・小売・飲食業）については、圏央道の開通や坂東インター工業団地の創設等や新た

な魅力度向上事業（バンドウミライ楽考・観光交流センター・ふるさと納税）等、地域経済活性化が

期待される取り組みが推進されているが、この新たな機会を捉えた計画的な事業経営がなされていな

い。 

旧態依然の経営体質から脱却できず、日々多様化する消費者ニーズに応えることができていない状況

が散見される。これに加え、地域商工業者の高齢化及び後継者不足による小売業者の廃業及び中心市

街地の空洞化が今後の深刻な懸念となっており、承継できる事業形態の確立・事業内容の差別化が喫

緊の課題と言える。今後は、マーケットイン思考による事業経営を行うことにより、地域経済の衰退

に歯止めをかける必要がある。 

 

２．工業（製造業）においては、従来の特定の取引先からの受注依存度が高くなっている事業者が多

く、日野自動車の進出や圏央道坂東インターチェンジ付近の工業団地創設による企業誘致をチャンス

ととらえ、交通網の発達等により進出する新たな企業の技術ニーズにマッチする加工技術力の向上や

新たな技術開発など、あらゆる受注対応力の強化・新たな受注獲得への意欲向上が課題と言える。 

 

（３）坂東市の小規模事業者の長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間の小規模事業者に対する振興のあり方 

坂東市の地域経済を支えている小規模事業者が、継続的に発展していくことが地域振興において大変

重要である。このため、当会では小規模事業者が継続的に発展するための小規模事業者の長期的な振

興のあり方（今後 10年間のその目指すべき姿）について、以下のように定める。 

Ⅰ．自社の「強み」に気づき、その「強み」を活かし、高い付加価値を生み出せる事業者を増やす。 

Ⅱ．事業者の減少に歯止めをかけ、地域経済の活性化を図る。 

Ⅲ．地域資源である「さしま茶」「夏ネギ」「白菜」「茨城県立自然博物館」など当該地域が持つ魅力

を域外に発信させ、交流人口を増加させ域内における消費力を向上させる。  

これらにより、地域資源の活用に積極的な事業者と、新しく創業をする事業者と、また、市が積極的

に取り組んでいる企業誘致による誘致企業とをうまく連携させて、個々の支援だけでなく地域全体で

小規模事業者が活気を持ち続けられるような効果を発揮させていく。 

 

②坂東市総合計画との連動性・整合性 

 本市は、『ばんどう未来ビジョン』の中で、将来の目指す方向性・ビジョンとして概ね２０年後 

の将来に向けて、「みんなでつくる やすらぎと生きがい 賑いのある都市(まち) 坂東」を目指す

べき将来都市像に掲げており、市民、団体、事業者、行政など、すべての人が力を合わせて、地域の

課題を解決し、魅力あるまちづくりに取り組んでいくこととしている。 

その中で、商工業の振興施策として、「商店街活性化対策」、「経営基盤の強化」、「地域特産品・地場
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産品を活用した地域ブランドづくり」による商工業、観光業の活性化を掲げている。 

当会は、坂東市唯一の経済団体であり、小規模事業者の支援機関として、地域の課題解決に向け、坂

東市の基本構想と連携した「地域のブランド化・賑わいの創出」による地域活性化、また、支援体制

を構築・強化し、小規模事業者の持続的発達によるまちの発展を長期的な振興のあり方として、行政

や関係団体と連携して実行していく。 

 

※１０年程度の期間の小規模事業者に対する振興のあり方との対応表 

１０年程度の期間の小規模事業者に対する振興のあり方 坂東市総合計画との連動性・整合性 

Ⅰ．自社の「強み」に気づき、その「強み」を活かし、

高い付加価値を生み出せる事業者を増やす。 

経営基盤の強化 

Ⅱ．事業者の減少に歯止めをかけ、地域経済の活性化を

図る。 

商店街活性化対策 

経営基盤の強化 

Ⅲ．地域資源である「さしま茶」「夏ネギ」「白菜」「茨城

県立自然博物館」など当該地域が持つ魅力を域外に

発信させ、交流人口を増加させ域内における消費力

を向上させる。 

地域特産品・地場産品を活用した 

地域ブランドづくり 

 

③坂東市商工会の役割 

当会は、上記の「①１０年程度の期間の小規模事業者に対する振興のあり方」を実現するために坂東

市唯一の小規模事業者支援機関として、職員のスキルアップや専門家・関係機関との連携強化による

支援力の強化に努め、地域小規模事業者に対し、支援に必要となる調査・経営状況の分析・事業計画

の策定・需要動向調査・販路開拓支援・フォローアップ支援までを一貫して行っていく。 

また、本市の現状と課題を鑑み、地域唯一の経済団体として地域経済を活性化する為、商工会は行政

と連携し、『ばんどう未来ビジョン』の実現に向けて事業を推進する。 

今計画の実現のために、茨城県・地元金融機関・日本政策金融公庫・中小企業基盤整備機構・茨城県

中小企業振興公社（よろず支援拠点）・中小企業診断士等と連携し、小規模事業者等の持続的発展（地

域経済活性化）を目標とした伴走型改革支援を行う。 

 

（４）経営発達支援事業の目標 

上記の「小規模事業者の長期的な振興のあり方」をふまえ、当会としては小規模事業者振興の目標と

して以下の項目を掲げ、５年間における本事業期間内において、小規模事業者に寄り添いながら伴走

型の経営発達支援事業の効率的な実施を図り、小規模事業者の持続的発展を目指す。 

 

①事業計画策定支援を行い、市内小規模事業者の経営基盤の強化を図る。 

※目標数値：計画期間中の事業計画策定件数１００者 

②国内外での需要動向調査・販路開拓支援を行い、市内小規模事業者の新たな需要を開拓する。 

  ※目標数値：計画期間中の販路開拓事業者数５６者 

③創業、事業承継に関する支援を行い、市内小規模事業者数の維持拡大を図る。 

  ※目標数値：計画期間中の創業・事業承継者数２５者 

④市内小規模事業者に対する地域資源活用支援を行い、地域ブランドの確立を図る。 

※目標数値：計画期間中の地域資源活用事業者数４０者 

 

（５）目標の達成に向けた方針 

 

①事業計画策定支援を行い、市内小規模事業者の経営基盤の強化を図る 

経営指導員等が小規模事業者に寄り添いながら経営状況を分析し、真の問題を認識し、顕在化した課

題を解決するために、実現可能性の高い活きた事業計画策定を行う。また、環境の変化に合わせた事
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業計画の随時変更等のフォローアップまで一貫した支援を行う。 

②国内外での需要動向調査・販路開拓支援を行い、市内小規模事業者の新たな需要を開拓する 

販路開拓に意欲のある小規模事業者に対し、消費者の需要動向の調査・分析結果の情報提供や、地域

内外で開催する展示会、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、販路開拓につなげて効果的な需要開拓支援を行う。 

③創業、事業承継に関する支援を行い、市内小規模事業者数の維持拡大を図る 

セミナーや専門家との個別相談等を通じて創業希望者や小規模事業者の事業承継支援を実施する。 

具体的には、多様化した消費者ニーズに対応した経営状況の分析、事業計画策定支援等によって地域

小規模事業者の経営力向上に寄与する。 

④市内小規模事業者に対する地域資源活用支援を行い、地域ブランドの確立を図る 

本市の地域資源である「さしま茶」「夏ネギ」「白菜」「茨城県立自然博物館」などを活用した新商品

や新メニューの開発を、商品開発から需要動向調査・販路開拓まで一貫して支援を行い、地域ブラン

ドの確立を図る。 

 

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 

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

が、各種の調査・統計データ等による地域経済動向情報を整理し十分活用するには至っていない。商

工会としても、地域の中小企業景気動向調査について地域としての分析や、定期的な情報発信を行う

に至っていない。 

今後は、小規模事業者に対して的確な支援を行うため、ビッグデータ等を活用した専門的な分析、地

域の経済・消費動向等の情報収集・分析、成果の提供を行う。 

 

（２）事業内容 

①独自の地域経済動向調査・景況調査の実施 

地域内小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を把握し、その時々において必要な小規模事業

者支援策を提供できるようにすることを目的として、5年間固定で市内同一事業者にアンケート方式

で業種別（建設業、製造業、小売業、飲食業、サービス業）に合計５０者を選定し景況調査（DI 調

査）を年２回実施する。 

＜具体的調査事業内容＞ 

①調査対象 建設業（１０者）、製造業（１０者）、小売業（１０者）、飲食業（１０者）、サ

ービス業（１０者）の５業種合計５０者を抽出 

②調査項目 (a)売上 (b)資金繰り (c)引合い (d)業況 (e)雇用の 5項目 

③調査頻度 年２回実施 

④調査方法 アンケート方式で、抽出した各業種対象事業者（５年間同一事業者）に対し 

調査を実施する。 

⑤分析方法 分析は経営指導員等が主体となって行い、業種別地域景況感等をグラフ等によ
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り図式化する。 

地域の景況感の把握から支援指標として活用する。 

⑥調査結果の 

提供方法 

分析調査結果は、ホームページで掲載し小規模事業者に提供する。また巡回窓

口支援時に参考資料として活用・情報提供を行う。 

 

②国が提供するビッグデータの活用 

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、経営指導員等が「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。 

【分析手法】 

・「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 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

（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。 

 

【目標】 

支援内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①公表回数 

（景況調査） 
なし 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②公表回数 

（ビッグデータ） 
なし 

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 

現在、小規模事業者に対する経営分析の支援は、これまで、経営革新計画策定時や補助金申請書作成

時に形式的に実施するにとどまり、小規模事業者の多くは、自社の業務改善やビジネスモデルの再構

築に十分活用できていない他、その対象範囲は極めて限定的となっていた。 

今後は、需要を見据えた事業計画を策定するための第一ステップとして、財務分析のみならず、非財

務分析についても行う。高度かつ専門的な知識を有する外部専門家等と連携し、実現可能性・実効性

の高い事業計画策定に繋げていく。 

 

（２）事業内容 

①経営状況の分析 

経営分析の内容 

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。 

【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中から、意欲 

的で販路拡大の可能性の高い８０者を選定  

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う 

              「財務分析」売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等  

「ＳＷＯＴ分析」強み、弱み、脅威、機会 等  

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の「経営計画つくるくん」 等のソフ
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トを活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 （３）成果の活用 

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

○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。 

 

（４）目標  

支援内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

経営状況の分析件数 未実施 80件 80件 80件 80件 80件 

※法定経営指導員１名、経営指導員３名体制で試算。 

 

４．事業計画策定支援に関すること  

（１）現状と課題 

多くの小規模事業者は、需要動向の変化に大きく影響を受けている一方で、顧客ニーズや自社の強

み・弱み等の自社の経営状況を十分に把握できていない。そのため自社の課題解決のために事業計画

策定の必要性についての認識が低い現状である。またこれまでの商工会での事業計画の策定支援は、

小規模事業者持続化補助金、各種補助金活用・金融支援等の機会を通じて実施するなど受動的な取組

に留まっていた。今後は、経営課題を解決するため、地域の経済動向調査、経営状況の分析及び需要

動向調査を踏まえ、効果的な事業計画策定により、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識変化を促

せる訳ではないため、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫するなどにより、３．で経営

状況の分析を行った事業者の約２５％の事業計画策定を目指す。併せて、持続化補助金等の申請や事

業計画策定に資するセミナー開催を契機として事業計画の策定を目指す事業者の中から、実現可能性

の高いものを選定し、事業計画の策定につなげていく。 

また、新規創業者や事業承継者については、創業・承継後間もなく取引関係の維持・構築や資金繰り

に課題を抱え、事業縮小または廃業に至る事例が散見されることから、「創業者・後継者育成塾」を

開催し、「経営戦略」・「販路開拓」・「財務戦略」・「人材育成」の４つの視点を踏まえたカリキュラム

の提供により円滑な創業・事業承継に必要な知識の習得を支援するとともに、実現性の高い創業・事

業承継計画の策定につなげていく。 

 

（３）事業内容 

①経営課題解決を図る事業計画策定支援 

(ⅰ) 経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

経営分析を実施した小規模事業者を対象に、事業の持続的発展と地域経済の活性化を促し、事業計画

の重要性、革新の必要性、事業の円滑な承継を推進するため、事業計画策定に必要な知識を習得する

セミナーを開催する。 

事業計画策定に必要な知識を習得するセミナーは巡回等によるニーズ調査や小規模企業振興基本計

画等の国の方針をもとに内容を決定し、ニーズや時代に即したセミナーを実施することで受講者の掘

り起しを行う。 

 

募集方法 
・周知文書の作成配布・HPでの周知 

・事業計画策定が必要な国等の施策を周知するパンフレットの作成 

回  数 ・集団セミナー各１回～5回程度＋個別指導相談会３回程度 

カリキュラム 

・ 経営分析により把握した自社の問題点の確認 

・「地域の経済動向調査」「需要動向調査」の結果の活用による自社のあるべき姿

の明確化 
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・現状とあるべき姿のギャップの明確化 

・ ギャップを解消する方法（経営課題）の明確化 

・ 経営課題解決策の立案 

・ 課題解決策の進捗を把握する指標の選定 

・ ＰＤＣＡサイクルのスケジュールおよび頻度の決定 

・ 創業時、事業承継時における重要ポイント 

・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）  
目標参加者数 各回２０名程度 

 

(ⅱ) 経営分析を行った事業者を対象とした事業計画の策定 

地域の経済動向調査結果や経営分析から抽出した経営課題の解決・経営の方向性をもとに具体的な事

業計画策定を実施していく。 

【支援対象】  経営分析を行った事業者 

【手段・手法】 事業計画策定セミナーの受講者を対象にした個別相談会を年 15 回程度開催する。

策定にあたっては、支援対象事業者に経営指導員等が担当制で張り付き、外部専門

家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく 

 

②創業希望者・事業承継予定者に対する事業計画策定支援 

 (ⅰ) 創業希望者・事業承継予定者を対象とした「創業者・後継者育成塾」の開催 

募集方法 ・周知文書の作成配布・HPでの周知 

回  数 
・集団セミナー5回程度＋個別指導相談会3回程度 

・開催期間は 2ヵ月間程度 

カリキュラム 

・創業・事業承継の心構え  

・ビジネスプラン作成のポイント 

・開業時・事業承継時に必要な届出について 

・決算書、確定申告書の作成について 

・市場分析と販路開拓のポイント 

・社会保険、労働保険の基礎知識 

・必要資金の算定と収支計画 

・人材の視点から経営を学ぶ 

・ビジネスプラン作成 

・ビジネスプラン発表＆伝え方 

・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） 

目標参加者数 ２０名程度 

 

(ⅱ) 創業希望者・事業承継予定者を対象とした事業計画書策定支援 

地域での創業を希望する方や経営分析をおこなった事業者のうち事業承継を予定している

事業者を対象に、実現性の高い創業計画書（事業承継計画書）作成支援を伴走型で実施する。 

【支援対象】  地域での創業を希望する方 

経営分析対象事業者のなかで事業承継を予定している事業者（後継者） 

【手段・手法】 「創業者・後継者育成塾」の受講者を対象にした個別相談会を年 5回程度

開催する。策定にあたっては、支援対象事業者に経営指導員等が担当制で

張り付き、外部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく 
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（４）目標（※R１年度は見込み含む） 

支援内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

(1)事業計画策定件数 20件 20件 20件 20件 20件 20件 

(2)創業計画策定件数 10件 10件 10件 10件 10件 10件 

(3)事業承継計画策定 

件数 
3件 3件 3件 3件 3件 3件 

 

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 

これまでの小規模事業者への事業計画策定後の支援や創業希望者への創業計画策定後の支援は、窓口

や巡回相談の機会を活用し、事案が発生する都度の助言・指導をするにとどまっていた。また、フォ

ローのタイミングが不定期であったり、訪問回数が少なかった。今後は、実現性のある訪問計画を立

てて、進捗状況に応じ計画的なフォローアップを実施し、計画の実現性を高めていく。 

 

（２）事業内容 

①事業計画策定をした小規模事業者のフォローアップ 

【対象者】事業計画を策定した全ての事業者を対象とする。 

【頻 度】経営指導員等が四半期に一度、事業所を訪問し事業主と面談しヒアリングを行う。ただし、

事業計画の進捗状況等により、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

度順調と判断し訪問回数を減らしても支障ない事業者を見極めた上で、フォローアップ頻

度を設定する。また、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。 

なお、事業計画と進捗状況に相違がある場合は、外部専門家など第三者の視点を必ず投入

し、今後の対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更及び支援を行う。 

【確認項目】現状認識、事業計画における進捗状況、事業推進の課題、今後の展開等 

 

②創業計画・事業承継計画策定者を対象としたフォローアップ 

【対象者】創業計画・事業承継計画を策定した全ての創業希望者・事業承継予定者を対象とする。 

【頻 度】経営指導員等が四半期に一度、事業所を訪問し創業希望者・事業承継予定者と面談しヒア

リングを行う。ただし、創業計画・事業承継計画の進捗状況等により、訪問回数を増やし

て集中的に支援すべき創業希望者・事業承継予定者と、ある程度順調と判断し訪問回数を

減らしても支障ない創業希望者・事業承継予定者を見極めた上で、フォローアップ頻度を

設定する。また、創業希望者・事業承継予定者からの申出等により、臨機応変に対応する。 

なお、創業計画・事業承継計画と進捗状況に相違がある場合は、外部専門家など第三者の

視点を必ず投入し、今後の対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更及び支援を

行う。 

【確認項目】現状認識、創業計画・事業承継計画における進捗状況、創業後・事業承継後の課題、 

今後の展開等 

 

（３）目標 

支援内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①事業計画策定をした

小規模事業者 
      

フォローアップ 

対象事業者数 
20者 20者 20者 20者 20者 20者 

頻度（延回数） 80回 80回 80回 80回 80回 80回 
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売上増加 

事業者数 
― 6者 6者 8 者 10者 10者 

②創業計画策定をした

創業希望者 
      

フォローアップ 

対象事業者数 
10者 10 者 10 者 10 者 10 者 10 者 

頻度（延回数） 40回 40回 40回 40 回 40回 40回 

売上達成事業者数 - 3者 3者 3 者 3者 3者 

③事業承継計画策定を

した事業承継予定者 
      

フォローアップ 

対象事業者数 
3者 3者 3者 3 者 3者 3者 

頻度（延回数） 12回 12回 12回 12 回 12回 12回 

売上増加事業者数 - 1者 1者 1 者 1者 1者 

※事業計画策定事業者・事業承継計画策定事業者は、計画策定当初売上と計画年度の売上の比較を行 

うため売上増加事業者の数を目標とする。 

※創業計画策定事業者は、創業計画策定当初は創業希望者であり比較する売り上げを持たないため、

創業計画に記入した売上を達成できているかを確認する。 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

従来、小規模事業者は商品・サービスの提供にあたって、自社の「売りたい」「作りたい」という意

識が先行した「商品・サービス開発」をしており、「顧客ニーズに基づく商品・サービスの開発」と

いう視点に欠けていた。 

当商工会としても、需要動向調査に関する知識・認識が乏しく、情報収集等のノウハウ不足により、

個々の小規模事業者に対し消費者ニーズ等の需要動向を的確に把握できるような支援はできていな

かった。 

地域小規模事業者に対し、プロダクトアウトからマーケットインへの意識改革を図るために需要動向

調査の必要性の認識を促し、「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。 

今後、当商工会は、個々の小規模事業者が提供する商品・サービスの販売を促進するため、的確な情

報を迅速に把握し、成果につながる需要動向の情報収集・分析・活用して調査結果をフィードバック

していく。 

 

（２）事業内容 

①地域資源等を活用した新商品や新サービス開発のための試食、アンケートの実施 

地域資源等を活用した新商品や新サービスを開発するため、管内事業者３者において、地域資源であ

る「さしま茶」「夏ネギ」「白菜」「茨城県立自然博物館」等を活用した新商品や新サービスを開発す

る。坂東市内で開催するイベント（ばんどうホコテン等）において、来場者向け試食、アンケート調

査を実施する。調査結果を分析した上で当該３者にフィードバックすることで、新商品や新サービス

の開発に寄与する。また、当該調査の分析結果を事業計画に反映する。 

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 

（当地域の地域資源である「さしま茶」「夏ネギ」「白菜」「茨城県立自

然博物館」等を活用する事業者） 
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・既存商品・サービスの改良に取り組む事業者 等 

調査手段・手法 
イベントに来場する地域内外の消費者等に対し、経営指導員等が、聞き

取りのうえ、アンケート票へ記入する。 

調査項目 

(a)商品・サービスの価格、(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、(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 

・回収した調査票の分析、加工及び提供 

・調査結果を活用した商品の開発、改良等のアドバイス 

分析結果の 

活用 

事業者が行ったアンケートを経営指導員等が集計・分析し、レポートに

まとめ、事業者に提供する。 

 

※調査対象イベントについて 
時 期 名 称 場 所 来場者 内 容 

5月 
ばんどう 

ホコテン 

坂東市岩井 

中心商店街 

市民・県内外

観光客 

市民交流イベント、1日開催、市内業者出

店多数。来場者数各回3000人程度。 

 

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 

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

茨城県商工会連合会が主催する「海外販路開拓事業」において、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：30件） 

支援対象 
地域資源等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 

既存商品・新商品・サービス等の改良に取り組む事業者等 

調査手段・手法 経営指導員等が、聞き取りのうえ、アンケート票へ記入する。 

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 

・回収した調査票の分析、加工及び提供 

・調査結果を活用した商品の開発、改良等のアドバイス 

分析結果の活用 
事業者が行ったアンケートを経営指導員等が集計・分析し、レポートに

まとめ、事業者に提供する。 

※調査対象商談会等について 
時 期 名 称 場 所 来場者 内 容 

11月 
ビジネスマッチン

グフェア 

つくばカピ

オ（茨城県） 

バイヤー、関係

機関 

県内信金３社主催、１日間、県内業者出展

約180社。※県内向け 

11月 中小企業総合展 
東京ビッグ

サイト（東京

全国のバイヤ

ー、関係機関 

中小機構主催、3日間、全国から出展約380

社。※国内向け 
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都） 

9月 

茨城県商工会連合

会海外販路開拓事

業 

水戸プラザ

ホテル（茨城

県） 

海外バイヤー、

関係機関 

茨城県商工会連合会主催、1日間、県内を

中心に約70社。※海外向け 

 

（３）目標 

支援内容 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 1者 3者 3者 3者 3者 3者 

②調査対象 
事業者数 4者 5者 5者 5者 5者 5者 

 

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 

従来、小規模事業者に対する需要開拓支援は、各種展示会・商談会への出展を紹介し、周知する程度

であった。そのため、需要開拓支援に関する支援効果の測定効果も行っていない。 

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、地域内外で開催する展示会、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、販路開拓につなげて効果的な需要

開拓支援を行う。 

 

（２）事業内容 

①消費者（ＢtoＣ）への需要の開拓支援 

一般消費者の需要開拓強化を目指す小規模事業者（事業計画を策定した事業者を優先）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、地域資源等を活用した新たな商品（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 

訴求対象者 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 153,912 人、出展者数 356 事業

者（H30 年参考）。 

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接客、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 

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（事業計画を策定し

た事業者を優先）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 

訴求対象者 地域内外に販路を持つ商社、卸・小売業等のバイヤー等 
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展示会等 
①めぶき FG食の商談会（１月）※飲食関係向け商談会 

②めぶき FGものづくり企業フォーラム（２月）※工業向け商談会 

支援内容 

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。   

 
時 期 名 称 場 所 来場者 内 容 

１月 
めぶきFG 

食の商談会 

マロニエプ

ラザ（栃木

県） 

全国のバイヤ

ー、関係機関 

めぶきFG主催、１日間、栃木県・茨城県事

業者出展約250社。※飲食向け 

２月 

めぶきFG 

ものづくり企業 

フォーラム 

つくば国際

会議場（茨城

県） 

全国のバイヤ

ー、関係機関 

めぶきFG主催、１日間、栃木県・茨城県事

業者出展約300社。※工業向け 

 

③ＢtoＢ向けＥＣマッチングサイトへの提案・登録支援 

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（事業計画

を策定した事業者を優先）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、中小

機構が運営する「ジェグテック（登録者数約 15,500 社）」及び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（登録者数約 2,000 社）」への登録を促す。 

 

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。 

 
サイト名称 運営 内 容 

ジェグテック 中小機構 
日本のものづくり中小企業と国内大手企業・海外企業をつなぐビジ

ネスマッチングサイト（登録企業数約１５，５００社） 

茨城県企業 

データベース 

茨城県中小企

業振興公社 

茨城県内の中小企業間（BtoB）をつなぐビジネスマッチングサイト 

（登録企業数約２，０００社） 

 

（３）目標 

支援内容 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 未実施 3者 3者 3者 3者 3者 

売上額/社 未実施 10万円 10万円 10万円 10 万円 10万円 

②商談会 
参加事業者数 未実施 5者 5者 5者 5者 5者 

 成約件数／社 未実施 1件 1件 2件 2件 3件 

③サイト登録事業者数 未実施 3者 3者 4者 4者 5者 

成約件数/社 未実施 1件 1件 1件 2件 2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  
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（１）現状と課題 

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

においても、そのイベント当日の一過性の効果を得るに留まっており、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るような仕組みづくりを検討・実行していくことが課題となっている。 

今後は、ミュージアムパーク茨城県自然博物館・坂東市観光センター秀緑・坂東市中心商店街等の観

光資源や人口密集地を活かし、四季を通じた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。 

 

（２）事業内容 

①坂東市地域経済活性化会議の開催 

坂東市、観光協会、商工会、坂東市観光交流センター秀緑等で構成する坂東市地域経済活性化会議を

計 12 回（毎月開催）行い、会議において中心市街地の活性化や、商工業者と生産者の連携による６

次産業化支援も視野に入れた地域経済活性化の方向性について検討する。 

 

②ばんどうホコテン開催や坂東市観光交流センター秀緑活用による地域経済の活性化 

上記①で検討された地域活性化策としてのイベントを「ばんどうホコテン」内で年４回（毎年１月・

３月・５月・9月）開催し、地域特産品のＰＲ、消費拡大を図るとともに、地域の賑わいの創出から

地域の活性化を図る。 

新商品・新サービスチャレンジ・マーケット等も企画し、毎回地域色の強いテーマを設け、出展者は

これに関係する商品等を開発・出品し消費者の反応を競う。また、チャレンジ・マーケットへの参加

商品については、地元直売所（坂東市観光交流センター秀緑内）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。 

 

③ 地域ブランド化推進事業 

上記①で検討された地域ブランド化の方針に従って、生産者と地域事業者との事業マッチングによる

特産品開発、6次産業化支援による新たな特産品づくり・地域ブランドの創出を図る。 

また、イベントでのブランド商品ＰＲ、ふるさと納税返礼商品としての活用、「坂東市観光交流セン

ター 秀緑」を最初の出口戦略としたブランド商品販売体制を構築し、開発から出口戦略を備えた事

業を展開する。併せてプレスリリースを行い新聞等のマスメディアを利用し地域ブランド商品をＰＲ

することで地域力の強化と交流人口のさらなる増加に直接寄与していく。 

 

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 

現状は、経営指導員を中心とした職員が、マル経協議会（日本政策金融公庫主催）・商工団体保証業

務連絡会議（茨城県信用保証協会主催）・茨城県連携パートナー制度研修会（茨城県よろず支援拠点

主催）等に参加し、専門家・他の支援機関・県内経営指導員等間の支援ノウハウ・支援の現状を把握

するための、情報交換に取り組んだ。 

事業者向け専門家派遣支援においては、専門家に丸投げするのではなく、経営指導員等が企業の問題

と課題を深く整理することにより、適宜有効なアドバイスを専門家に求めることができるようになっ

た。 

しかしながら、表面的な内容に終始してしまう場合もあり、リッチな情報を交換するのは職員の人脈

による専門家・支援機関・金融機関との情報交換が中心となっている。 

そのため、小規模事業者の高度化・多様化する課題解決や、ノウハウ等の情報交換に広がりの少ない

状況となっている。 

今後は、以下の事業を行うことにより、経営発達支援事業の円滑な実施や、他の支援機関との連携を

通じた支援ノウハウ等の共有を図っていく。 
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（２）事業内容 

①地域金融機関融資担当者・坂東市役所制度金融担当者間の情報交換会の実施 

市内金融機関（常陽銀行、筑波銀行、結城信用金庫、茨城県信用組合）や坂東市役所制度金融担当職

員と毎月１回開催される金融審査会時に、地域の経済動向、事業者ニーズ・資金需要等に関する情報

を共有する事で金融支援・創業支援体制の強化を図る（毎月１回・年間１２回）。 

 

②中小企業診断士等専門家派遣体制の構築 

中小企業診断士等との事業計画策定・経営革新計画策定等を通した支援ノウハウの共有による支援力

強化につなげる。（年４回・四半期ごと） 

 

③茨城県・茨城県商工会連合会・茨城県中小企業振興公社（茨城県よろず支援拠点）との連携体制の

構築 

経営発達支援事業の実施支援、研修会受講による支援能力の向上を図るほか、販路開拓に関しての情

報（全国連・県連・近隣商工会実施の商談会・展示会等）についての情報交換と出店時の販売ノウハ

ウ、実施後のフォローアップ等の支援ノウハウ等の情報交換を図る（年４回・四半期ごと）。 

④坂東市・観光協会との地域事業者支援協議の実施 

行政と地域の経済動向調査等の情報、マスタープランに沿った地域小規模事業者支援の方向性を共有

することで効率的な地域経済活性化を図る。（年２回・半期ごと） 

 

⑤支援ノウハウ等の情報交換の場づくり 

県内の商工会経営指導員、商工会議所経営指導員等が出席するマル経協議会（日本政策金融公庫主

催・年１回）・商工団体保証業務連絡会議（茨城県信用保証協会主催・年１回）・茨城県連携パートナ

ー制度研修会（茨城県よろず支援拠点主催・年１回）を有効活用し、金融支援関連情報の交換の他に、

新たな支援連携を含め各種情報交換する時間（場）を新設し、他地域の支援情報等も取り入れながら

支援力強化につなげる。 

 

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 

職員の資質向上等については、これまで、県連の行う職員研修や県西ブロック職員協議会が行う研修

会等への参加を中心に対応を図ってきた。しかし、今後、小規模事業者の持続的成長に向けた経営力

強化を支援していくためには、当会職員において、戦略上の意思決定に関与可能な高度な支援能力、

実践的なノウハウなど習熟能力、職員間の知の共有が不可欠といえる。 

現在は、こうした能力向上のための取り組みが体系的・計画的に行われているとはいえず、また、ノ

ウハウ等の共有化についても部分的なものにとどまっている。事業者の課題を的確に把握し、対応す

るためにもさらなる資質向上を図る。 

 

（２）事業内容 

①研修会への積極参加による資質の向上 

全国商工会連合会・茨城県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業基盤整備機構の主催

する研修に経営指導員及び経営支援員が年間１回以上参加することで、当商工会職員の弱みである経

営分析、経営革新、販路開拓、事業再生といった、小規模事業者が行う戦略上の意思決定に関与可能

な高度な支援能力の獲得・向上を図る。 

 

②専門家・他の支援機関との連携による支援業務による資質向上 

専門家・外部支援機関との連携支援体制の中から、よろず支援拠点等活用による支援実施の際には、

必ず職員が同伴し支援ノウハウのＯＪＴ、支援能力の向上を図る。 
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③経営指導員以外の職員（経営支援員）の資質向上 

経営指導員以外の職員を経営指導員の小規模事業者支援に際し、必ず経営支援員を同行させ、常に支

援現場でのコミュニケーション能力の向上、支援ノウハウのＯＪＴを行うことにより商工会組織全体

の支援スキルの向上を図る。 

 

④支援ノウハウ共有体制の構築 

従来、支援した内容等については、各事業所の経営カルテへの入力のみで、指導員同士、他職員への

支援内容の情報共有は行っていなかった。今後については、経営カルテ入力の他に各支援業務のノウ

ハウについての情報共有の場を設け、各種相談事例の活用資料、具体的支援内容をすべての職員が共

有できるようにする。また、マニュアル化できるものは支援内容ごとに「支援マニュアル」を作成し、

人事異動等があっても支援内容の継承ができる体制を構築する。   

 

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 

従来は、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。 

今後は、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、市担当部課長、外部有識者（中小企業診断士、地元商店街理事長等）、

金融機関、法定経営指導員等をメンバーとする「事業評価検討委員会」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（３月）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、坂東市商工会ＨＰ及

び会報に公表する。(http://www. bando.or.jp/） 

※坂東市商工会 HPでは評価・見直し結果を常に閲覧可能な状態とする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（2019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法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名 浦和祐樹 

連絡先 坂東市商工会（電話：0297-35-3317） 

 

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） 

月に１回開催予定の「計画経営の実施支援進捗、実施結果の検証ミーティング」の際に、当該経

営指導員より情報の提供及び助言を受け、経営発達支援事業の確実な実施を目指す。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

名 称：坂東市商工会 

住 所：茨城県坂東市岩井３２３０番地１ 

電 話：０２９７－３５－３３１７ 

メール：info@bando.or.jp 

②関係市町村 

名 称：坂東市役所産業経済部商工観光課 

住 所：茨城県坂東市４３６５番地 

電 話：０２９７－３５－２１２１ 

メール：syouko@city.bando.ibaraki.jp 

 

 

事務局長 

法定経営指導員１名 

経営指導員３名 

経営支援員６名 

 

坂東市産業経済部 

商工観光課 

mailto:info@bando.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） 

 
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 ７，０００ ７，０００ ７，０００ ７，０００ ７，０００ 

 

・セミナー 

開催費 

・支援能力向上

事業費 

・需要動向調査

支援事業費 

・調査、研究費 

・販路開拓支援

事業費 

・消耗品、旅費 

 

３，３００ 

 

２００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

１，０００ 

 

３００ 

３，３００ 

 

２００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

１，０００ 

 

３００ 

３，３００ 

 

２００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

１，０００ 

 

３００ 

３，３００ 

 

２００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

１，０００ 

 

３００ 

 

３，３００ 

 

２００ 

 

１，２００ 

 

１，０００ 

１，０００ 

 

３００ 

（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、手数料等収入等。 

（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。 

 

 



２５ 

（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 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６ 

連携体制図等 

 

 




