
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
 稲敷市商工会 （法人番号：2050005007703） 

 稲敷市    （地方公共団体コード：082295） 

実施期間  令和 2年 4月 1日（令和 2年度）～ 令和 7年 3月 31日（令和 6年度） 

目標 

経営発達支援事業の目標 

各支援機関及び市内のまちづくり団体などと連携して、事業者の事業継続を支

援し地域経済の拡大を図るため、以下の目標を掲げ事業を実施する。 
 

目標① 事業計画策定の伴走型支援により地域産業の活性化をはかる 

目標② 創業者・後継者の育成強化により地域の小規模事業者数を維持、拡

大させる。 

目標③ 国内外での需要動向調査・販路開拓により地域の小規模事業者の成

長発展をはかる 

目標④ 地域資源・観光資源を活用した地域ブランドの構築により交流人口

の増加をはかる 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1.地域の経済動向調査に関すること 

 確定申告データ及び国のビッグデータ（「RESAS」）を活用し、地域経済動向の

把握、景況調査結果の分析による経済動向指標としての活用 

2.経営状況の分析に関すること 

 簡易・詳細な経営分析をおこない、事業の実態を把握、経営分析と経営課題

の把握・整理を行い事業者にフィードバック、フォローアップ後の事業計画

策定に反映させる。 

3.事業計画策定支援に関すること 

 経営分析対象事業者を対象に事業計画作成セミナーを開催し、事業計画策定

の意義や重要性について啓発するともに、参加者を対象に事業計画策定を支

援する。また、創業希望者や事業承継期にある事業者においては、稲敷市創

業者・後継者育成塾を開催し、創業計画書・事業承継計画の作成を支援する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 経営指導員によるフォローアップを実施し、定期的な巡回指導で進捗状況を

把握するとともに、事業の進捗に応じて専門家派遣事業等を活用した支援を

行う。 

5.需要動向調査に関すること 

 地域のイベントや地区外で行われる商談会の来場者を対象に需要動向調査

を実施し、小規模事業者が開発・改良をおこなう商品・サービスに関する需

要情報の収集・分析を支援する。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 小規模事業者が開発・改良した商品について、地域イベントや国内外の商談

会への出展を支援し、新たな需要の開拓を促進する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

1.地域活性化に資する取組 

 商工会及び稲敷市が中心となり、地域の各種経済団体との協議の場を設置

し、イベントをはじめ特産品の開発や、地域ブランド確立など新たな地域経

済の活性化策を検討する。 

連絡先 

稲敷市商工会 

〒300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲 548 番地 3 

TEL :029-892-2603 FAX:029-892-4964 mail:mail@inashiki.or.jp 

 

稲敷市 産業振興課 

〒300-0595 茨城県稲敷市犬塚 1570 番地 1 

TEL:029-892-2000FAX:029-893-0388 mail:syoukou01@cuty.inashiki.lg.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）地域の現状と課題 

①現状 

  【立地・交通】 

稲敷市は茨城県の南部、霞ヶ浦の南岸に 

位置し、首都から半径 50km圏内に位置する 

農村都市である。平成 17年 3月江戸崎町を 

中心に近隣４町村が合併して誕生。合併時 

５万人を超えた人口も、令和元年 9月 1日 

現在 40,776人となっており、また 65歳以上 

の人口が 35％を超え、全国・茨城県と同じ 

ような傾向にある。 

交通面では鉄道が走っておらず公共交通 

機関は路線バスであるが、日常の交通手段 

として自家用車の占める割合が著しく高く 

利用率は減少傾向にある。 

一方、市内には首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」）のＩＣが２か所設置され、平成

27 年 6 月東関東自動車道と常磐自動車道が結ばれたことにより、成田方面並びにつくば方面

からのアクセスが格段に向上、企業立地や観光客の入込が期待されるところである。 

   稲敷市は、霞ヶ浦南岸に位置し利根川や横利根川、新利根川など多くの河川を有し、水郷筑

波国定公園の一角であり、古くから「釣りのメッカ」として知られ市内には 7件の釣り宿があ

り多くの釣り人が訪れている。毎年 6月には観光協会主催の「稲敷市ふな釣り大会」が開催さ

れ、関東一円から、ヘラブナ釣りの愛好家が大勢参加されている。近年はブラックバスを求め

て、若者から家族連れまでルアーフィッシングに訪れている。近年では霞ヶ浦を周遊するサイ

クリングコース（つくばりんりんロード）が整備され、週末を中心に地域内外のサイクリスト

が自転車で往来する姿が増加している。 

   また、平成 29 年には市内にある農村公園「森のイバライド」で大規模なリニューアル工事

がおこなわれ、シルバニアファミリーのテーマパークが整備されるなど、市内の一大観光スポ

ットとなりつつある。 

   このような背景から、平成 30 年度の観光入れ込み客数は 100万人に迫るなど、市内の観光

客入込客数は増加傾向で推移している。   

<稲敷市の観光入込客数の推移> 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

観光入込客数 
92万人 

（17.5万人） 

85.3万人 

（14.9万人） 

99.9万人 

（24.4万人） 

※（）内は「森のイバライド」の来場者数 
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【人口】 

   平成 17年の合併以降、人口は減少を続けており（ピークは平成 10 年の 52,191人）、年齢構

成別にみると 74歳以上が増加しているほかは、全年代で減少。特に 15 歳未満の減少が大きい。

人口動態調査によれば、自然動態、社会動態とも減少が続いている。 

年度 人口 増減 

年齢構成 人口動態 

15歳未

満 

15歳～

64歳 

65歳～

74歳 

74歳以

上 

自然増

減 

社会増

減 

H17年度 49,689 △0.7％ 6,482 31,711 5,940 5,556 △212 △217 

H18年度 48,944 △1.5％ － － － － △260 △524 

H19年度 48,296 △1.3％ － － － － △210 △453 

H20年度 47,729 △1.2％ － － － － △267 △252 

H21年度 47,132 △1.3％ － － － － △309 △303 

H22年度 46,895 △0.5％ 5,352 29,234 5,832 6,426 △325 △318 

H23年度 46,058 △1.8％ － － － － △395 △396 

H24年度 45,412 △1.4％ － － － － △329 △429 

H25年度 44,556 △1.9％ － － － － △421 △494 

H26年度 43,827 △1.6％ － － － － △352 △274 

H27年度 42,810 △2.3％ － － － － △374 △275 

H28年度 42,217 △1.4％ － － － － △442 △234 

H29年度 41,392 △1.9％ － － － － △465 △332 

H30年度 40,634 △1.8％ － － － － － － 

※茨城県常住人口調査より（17年度・22年度は国勢調査） 

 

【産業の推移】 

稲敷市の基幹産業は農業であり、中でも茨城県内有数の水田稲作地帯であるが、米価の著し

い低下や農業者の高齢化、後継者不足が深刻であり、平成 22 年農林業センサスでは農家戸数

が 2,717戸に対し、平成 27年においては 2,369戸と大きく減少している。 

   一方、商工業については地場産業のような特徴的なものはなく、統計上合併直前の平成 16

年の 1,927事業者から直近の平成 26年には 1,788事業者と、平成 17年の合併以降減少が続い

ている。また、小規模事業者数は、平成 18年の 1,415事業者から平成 26年で 1,292事業者と

およそ１割減少しており、減少傾向が顕著となっている。背景には地域の事業者の高齢化や後

継者の不足等による事業者数の減少があり、今後もこの傾向は続いていくものと考えられる。   

 

事業所総数 

※（）内は小

規模事業者数 

建設業 製造業 卸・小売業 飲食・宿泊業 サービス業 

18年事業所統計 
1,988 

（1,415） 
313 244 612 158 366 

21年経済センサス 2,065 323 255 590 159 388 

24年経済センサス 
1,767 

（1,314） 
290 239 475 143 335 

26年経済センサス 
1,788 

（1,292） 
280 237 495 149 312 
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②課題 

【商業の課題】 

商業については、車社会の進展による市外への購買力の流出や大型店、コンビニエンススト

アの進出、インターネットを含めた通信販売の普及など、商環境の変化から 各商店への客足

が遠のき、商業全体が低迷状態にある。また、稲敷市では、人口減少、少子高齢化といった問

題を抱えており、市内の商工業にも大きな影響を与えている。 

さらには、東日本大震災の影響により、店舗が損壊し、この震災を契機に事業を閉鎖した事

業所も多く発生し、店舗数の減少、空き店舗の増加が進んでいる。これに加えて、小売店経営

者の高齢化や後継者不在による事業継続も深刻な問題である。 

このため、商業を取り巻く環境が大きく変化する中にあって、個々の商店の活力を維持し、

さらには、時代のニーズに適合した商店の再生を図ることは極めて重要であり、商業振興に向

けた積極的な取り組みが必要である。  

また、中小企業者への各種融資制度の活用や、経営基盤安定化を図るなどの支援施策をはじ

め、商工会を中心とする一層の経営改善や人材育成、新たな販路拡大等が必要になる。  

  

【工業の課題】 

  市内には中山工業団地、下太田工業団地、下太田第 2工業団地、迎山工業団地、筑波東部工業

団地、江戸崎工業団地の６つ工業団地が地域の工業の基盤として存在しており、今後新たな基盤

として、稲敷工業団地への整備を予定している。 

また、市内の既存の工業関連事業所については、市内各所に小規模零細企業が散在しており、

下請け事業所が多く、事業所・従業員共に減少傾向にあるなど雇用環境は厳しい状況である。 

このため、新たな工業振興の基盤である稲敷工業団地への企業誘致の促進に向けて、減税制度

や助成金制度等の各種優遇策を活用していく。 

また、市内の小規模工業関連事業所は下請けからの脱却ができない原因として「メーカーと競

争できる技術力」・「資金力」・「人材」・「企業間連携」等があるため、これらの課題を解決

する必要がある。  

 

 

（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て  

 稲敷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。 

・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加

させる。 

・「江戸崎かぼちゃ」・「浮島れんこん」・「米」などの地域資源や「霞ヶ浦」などの観光資

源など、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。 

・創業及び事業承継の推進により事業者の減少に歯止めをかけ、地域経済の活性化を図る。 

これらにより、地域資源の活用事業者と、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。 

 



- 5 - 

②稲敷市総合計画との連動性・整合性 

稲敷市は、第２次稲敷市総合計画（2017年～2029年）の中で、将来の目指す方向性・ビジョ

ンとして「まちづくりと連携した商業・工業の振興」を掲げ、商工業の振興施策として、「商工

業活性化の推進」、「起業創業の推進」、「商店街の活性化の推進」を掲げている。 

  地域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、稲敷市の

基本構想と連携した「江戸崎かぼちゃ」・「浮島れんこん」・「米」のブランド化・賑わいの創

出」による地域活性化、また小規模事業者の経営の持続化・発達によるまちの発展を中長期的な

振興のありかたとして、行政や関係団体と連携して実行していく。 

 

③稲敷市商工会の役割 

 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・労働保険事務・

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、稲敷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、㈱

日本政策金融公庫・中小企業診断士等との連携によるチーム支援体制を構築するとともに、経営

状況の分析や実現性の高い事業計画策定、それらに基づく需要開拓等による小規模事業者の持続

的発展（事業継続に向けた経営基盤の確立）を伴走型で支援していく。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

①事業計画策定の伴走型支援により地域産業の活性化をはかる 

（目標数値）計画期間中における事業計画書策定事業者数 125者（管内小規模事業者数の約

10％） 

②創業者・後継者の育成強化により地域の小規模事業者数を維持、拡大させる 

 （目標数値）5年後までに 25者の創業・事業承継者を輩出する（管内小規模事業者数の 2%） 

③国内外での需要動向調査・販路開拓により地域の小規模事業者の成長発展をはかる 

 （目標数値）計画期間中における売上増加事業者数 75者（管内小規模事業者数の 6%） 

④地域資源・観光資源を活用した地域ブランドの構築により交流人口の増加をはかる 

 （目標数値）5年後までに観光入れ込み客数１％増加(観光入れ込み客数 100万人達成) 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①事業計画策定の伴走型支援により地域産業の活性化をはかる 

経営指導員が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、顕在化した課題を解決するために、実行可能性・実施効果の高い生きたビジネスプ

ラン策定をする。また、環境変化に合わせたビジネスプラン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創業者・後継者の育成強化により地域の小規模事業者数を維持、拡大させる。 

地元金融機関や地域の関係各団体と協力し、創業支援・事業承継支援のＰＲを図り、実施効果

の高い事業計画（創業計画・事業承継計画）策定支援を進め、活力ある地域づくりを支援する。 
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 ③国内外での需要動向調査・販路開拓により地域の小規模事業者の成長発展をはかる 

  「江戸崎かぼちゃ」・「浮島れんこん」・「米」等の地域資源の活用事業者や新商品・新サー

ビスの開発に取り組む事業者を対象に、顧客ニーズにマッチした商品開発や開発した商品・サ

ービスの販路開拓を支援する。特に、海外への販路開拓を目指す小規模事業者については、茨

城県商工会連合会が実施する海外販路開拓事業（商工会ネットワークを活用し輸出に必要な輸

送環境・独自展示会等を茨城県商工会連合会が拠点となり実施する事業）を活用して、新たな

市場への進出を支援する。 

 

④地域資源・観光資源を活用した地域ブランドの構築により交流人口の増加をはかる 

稲敷市文化祭や「笑遊まつり」等の既存の地域振興イベントに加えて、霞ヶ浦サイクリングコ

ースを周遊するサイクリスト向けイベント「サイクリング拠点設置事業」や霞ヶ浦において全

国のアマチュアアングラー（バス釣りをする人）を対象としたフィッシュトーナメント「稲敷

バスト―ナメント」、農村公園「森のイバライド」において、毎年 6 月に地域の特産品である

江戸崎かぼちゃをはじめとする農産品の試食即売会「かぼちゃフェア」等の『霞ヶ浦』や『森

のイバライド』等の地域の観光資源を活用した新たなイベントの開催等を通して、交流人口の

増加を図っていく。 
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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。 

 

②決算確定申告等のデータ分析による情報提供 

管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、管内小規模事業者の決算確定申

告等のデータを活用して業種ごとの経済動向情報として、調査・分析を行う。 

【調査対象】管内主要５業種（建設・製造・小売・飲食・サービス業）から３社ずつ（延べ

15社） 

【調査項目】業況・売上・仕入価格・販売価格・収益・在庫・受注残高・資金繰り・人手・

設備状況等の１０項目 

【調査手法】管内小規模事業者の記帳機械化データ等を活用する 

【分析手法】経営指導員等が専門家と連携し分析を行う 

  

（３）成果の活用 

調査結果は、エクセル・ＰＤＦデータにより利用できるものとし、ホームページに掲載し、

広く管内事業者等に周知するとともに、窓口・巡回の経営相談時等に提供を行っていく。また、

調査・分析結果から、管内の小規模事業者の経営上の課題を先取りし、経営支援セミナーの企

画・開催に役立てる。 
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（４）目標 

調査項目 現状 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 

分析結果のＨＰ

による公開回数

(ビッグデータ

活用) 

実績なし 1回 1回 1回 1回 1回 

分析結果のＨＰ

による公開回数

(確定申告デー

タ活用) 

実績なし 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 

  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、定期的・体系的に行う市場調査や経営分析結果を踏まえ、専門家と連携し、巡回指導

を中心とした積極的な提案による伴走型の指導・助言を行い、実現可能性・実効性の高い事業計

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）事業内容 

①経営指導員等による簡易な分析 

小規模事業者が自ら経営分析の必要性・重要性を理解し、自社の「強み」「弱み」や真の経営

課題に気づくこと、事業者自身の経営分析力の向上を促すため、経営指導員が巡回・窓口相談時

やセミナー等の機会を活用し、随時、経営分析の必要性を小規模事業者に広く啓蒙するとともに、

経営状況について財務情報・非財務情報のヒアリングをおこなうことにより、簡易的な経営分析

を行う。 

【対象者】巡回・窓口相談の対象事業者およびセミナー参加事業者等  

【分析項目】事業の現状（商品・サービスの売上、仕入原価等の現状）、経営上の課題（売上、

利益、雇用等）、新しく何か始めたいこと（新商品・新サービス、新たな需要開拓

等）等 

【分析手法】ヒアリングシートを活用して、経営指導員等が分析を行う。  

【活用方法】事業者の経営状況の基礎資料とするとともに、次のステップである「経営診断シー

トを活用した詳細な分析」につなげるための情報とする。  
 

②経営診断シートを活用した詳細な経営分析 

①の簡易経営分析の対象事業者のうち、事業の見直しや新たな販路の開拓等に意欲の高い 25

者について、経営診断シートを活用した詳細な経営分析を実施する。 

経営診断シートは、調査項目として、財務情報・非財務情報を盛り込んだ内容となっており、

経営指導員等が小規模事業者から直接ヒアリングした情報をもとに作成する。経営指導員が小規

模事業者に対して、経営診断シートを作成することで、小規模事業者の実態を把握し、経営状況

の分析と経営課題を把握・整理し、対象事業者にフィードバックをおこなうことで今後の経営に

対する気づきを与え、その後のフォローアップにより事業計画策定支援に繋げる。作成した経営
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診断シートは、データとして蓄積・管理し、地域、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。 

【対象者】簡易経営分析によって気づきを得た小規模事業者の中から、事業の見直しや新たな

販路の開拓等に意欲の高い 25社を選定  

【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】独自の経営診断シートを作成し、経営指導員等が分析を行う。 

【活用方法】経営分析により経営上の問題を顕在化させるとともに、分析結果を事業者に提供し

事業計画策定に向けた基礎資料とする。 
 

＜経営診断シートのイメージ＞ 

 
 

（３）目標 

支援内容 現状 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 

簡易経営分析件数 22件 60件 60件 60件 60件 60件 

詳細経営分析件数 未実施 25件 25件 25件 25件 25件 

 ※（法定経営指導員１名＋経営指導員２名）×20件／＝60件（簡易分析件数） 

※（法定経営指導員１名＋経営指導員２名）×8件程度／＝25件（詳細分析件数） 

   詳細分析件数は、計画策定からフォローアップ、販路開拓まで目指す事業者 
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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、

経営分析を行ったすべての事業者について事業計画策定を目指す。 併せて、持続化補助金の申

請を契機として経営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繋げていく。 

 

（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 

募集方法 ・個別案内、HPで周知 

回  数 
・集団セミナー１回＋個別指導相談会 15回程度 

・開催期間は 3～5ヵ月間程度 

カリキュラム 

・事業計画作成の意義 

・事業計画立案の考え方・進め方 

・事業計画作成のポイント 

・商工会指導員が伴走型で支援する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 ３０名程度（経営分析対象者＋その他） 

 

(ⅱ) 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
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き、外部専門家も交えて確実に事業計画の策定に繋げていく 

 

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 ・新聞折込、市広報誌への掲載、HPで周知 

回  数 
・集団セミナー10回程度＋個別指導相談会 5回程度 

・開催期間は 2～３ヵ月間程度 

カリキュラム 

・創業・承継の心構え  

・ビジネスプラン作成のポイント 

・開業時・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 

 

（４）目標 

支援内容 現状 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 

事業計画策定件数 15件 25件 25件 25件 25件 25件 

創業計画策定件数 10件 12件 12件 12件 12件 12件 

事業承継計画策定件数 未実施 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
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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フォローアップ強化による事業計画実施支援 

【対 象 者】事業計画を策定した全ての事業者 

【頻   度】経営指導員等が 6 ヶ月に 1 回巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要

な指導・助言を行う。 

       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とがズレている場合には、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創業後・事業承継後の個別フォローアップ 

【対 象 者】 創業計画書・事業承継計画を作成した全ての事業者 

【頻   度】 経営指導員等が 6 ヶ月に 1 回巡回訪問（ないし電話・メール等）において、進

捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助言を行う。 

      ただし、創業計画や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、創業計画（事業承継計画）と進捗状況とがズレている場合には、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）の進捗状況、創業後（事業承継後）の課題、

今後の展開等 

 

（３）目標 

 ①フォローアップ強化による事業計画実施支援 

支援内容 現状 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 

事業計画実施 
フォローアップ 
事業者数 

15 

事業者 

25  

事業者 

25  

事業者 

25  

事業者 

25  

事業者 

25  

事業者 

フォローアップ 
実施回数（延数） 

30回 50回 50回 50回 50回 50回 

売上増加事業者数 
10 

事業者 

15 

事業者 

15 

事業者 

15 

事業者 

15 

事業者 

15 

事業者 
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②創業後の個別フォローアップ 

支援内容 現状 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 

創業計画実施 
フォローアップ 
事業者数 

10 

事業者 

12 

事業者 

12 

事業者 

12 

事業者 

12 

事業者 

12 

事業者 

創業計画実施 
フォローアップ 
実施回数（延数） 

20回 24回 24回 24回 24回 24回 

売上増加事業者数 
(創業計画書で定め
る売上目標達成事
業者数) 

3 

事業者 

4 

事業者 

4 

事業者 

4 

事業者 

4 

事業者 

4 

事業者 

 

③事業承継後の個別フォローアップ 

支援内容 現状 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 

事業承継計画実施 
フォローアップ 
事業者数 

未実施 
3 

事業者 

3 

事業者 

3 

事業者 

3 

事業者 

3 

事業者 

事業承継計画実施 
フォローアップ 
実施回数（延数） 

未実施 6回 6回 6回 6回 6回 

売上増加事業者数 未実施 
1 

事業者 

1 

事業者 

1 

事業者 

1 

事業者 

1 

事業者 

 

 

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る。 

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 一般消費者対象 需要動向調査・情報収集・分析支援 

  一般消費者等への需要開拓に向けて、新商品・新サービスの開発・既存商品改良に取り組む

小規模事業者が、消費者の実態・動向・商品へのニーズ等を適切に把握するため、有効な情報
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の収集及び分析・活用を支援する。 

   具体的には、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「江戸崎かぼちゃ」・「浮島れんこん」・「米」を活用する事業者）や既存商品・サー

ビスの改良に取り組む事業者等を対象に、毎年 11 月に新利根総合運動公園で開催する稲敷市

文化祭において来場者アンケートを実施し、調査結果を分析した上で各事業者にフィードバッ

クすることで、商品の開発・改良に資する有益な情報を提供する。また、当該調査の分析結果

を事業計画に反映する。 

   標本数、調査項目及び支援内容は以下のとおり。 

(ア)標本数 
標本数は、稲敷市文化祭の開催時（年１回開催）において、１
商品あたり 30件を目途に随時需要動向調査を実施しアンケート
標本を収集。 

(イ)調査項目 

【地域資源を活用した既存商品・新商品に対する調査項目】 
(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 
(e)関心度・商品の新鮮感 
(d)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）

をアンケート項目として実施。（聞き取りの場合も同項目） 
 
【既存商品・新商品・サービスに対する調査項目】 
(a)商品・製品・サービスの価格 ※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)店舗や商品・サービスの知名度 
(e)店舗や商品・サービスを購入・利用経験 
(f)関心度   
(g)購入や利用のしやすさ 
(h)商品・サービスに対するイメージ 
(i)用途・目的（家庭用、贈答用等） 
(j)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）

をアンケート項目として実施。（聞き取りの場合も同項目） 

(ウ)支援内容 

(a)需要動向の収集及び活用が必要な事業者の選定 
  事業計画策定事業者の内、新商品・新サービスの開発や既存商品・

サービスの改良に取り組む事業者を需要動向調査の対象事業者に
選定する。 

(b)需要動向調査の実施スケジュールの作成 
   選定した対象事業者における商品・サービスの開発・改良に有効

な情報を提供するため、事業者の商品開発・改良計画とマッチン
グさせた需要動向調査の実施スケジュールを作成する。 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 
   （イ）の調査項目から対象事業者が開発・改良に取り組む商品・

サービスに適した調査項目を選定する。 
(d)調査票(アンケートシート)の作成・提供 
   選定した調査項目を活用して、商品・サービスの開発・改良に取

り組む事業者が活用可能なアンケートシートを作成し、提供する。 
(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 
  支援事業者が一般消費者から収集した需要動向調査の結果につい
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て、支援職員が分析を行い、必要に応じて専門家との連携も図り
ながら、必要な改善点を抽出。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。 

(f)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に商品・サービスの高度
化・専門化等の支援を依頼する。 

※調査対象イベントについて 

時 期 名 称 場 所 来場者 内 容 

11月 稲敷市文化祭 
新利根総合

運動公園 

市民及び近

隣住民 

稲敷市主催、3日開催イベント、市内外

の業者出店多数。延べ来場者数15,000

人程度。 

 

② 取引先・バイヤー等需要動向調査・情報収集・分析支援 

取引業者（商社・バイヤー等）への更なる需要開拓、展示会等に来場する商社・バイヤーへ

の新たな需要開拓に向けて、開発する新商品・既存商品のニーズ等を適切に把握するため、有

効な情報の収集及び分析、その活用を支援する。 

具体的には、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や既存商

品・新商品・サービス等の改良に取り組む事業者、新たな加工技術の開発等に取り組む事業者

等、海外販路に向けて商品の開発・改良を目指す事業者等を対象に、ＦＯＯＤＥＸ・アグリフ

ードＥＸＰＯ等の国際見本市・商談会、茨城県商工会連合会が実施する海外販路開拓事業にお

ける海外展示会（アメリカ、ドバイ、東南アジア等）等において、出展展示会等に来場する商

社・バイヤー等を対象に、アンケート調査を実施する。 

標本、調査項目、支援内容は以下のとおり。 

(ア)標本数 
標本数は、既存取引先・バイヤーごとに１商品あたり１件、展示会にお
いては出展するごとに１商品あたり１０件のアンケート標本を収集す
る。 

(イ)調査項目 

 
【地域資源を活用した新商品に対する調査項目】 
(a)商品・製品・サービスの価格 ※価格対品質等 
(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）をアンケート項目として

実施。（聞き取りの場合も同項目） 
【既存商品・新商品・サービス等に対する調査項目】 
(a)商品・製品・サービスの価格 ※価格対品質等 
(b)品質・味・量 
(c)商品への関心度・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 
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(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）をアンケート項目として

実施。（聞き取りの場合も同項目） 
 
【新たな加工技術の開発等に対する調査項目】 
(a)加工品質・技術内容 
(b)新技術への関心度・需要見込 
(c)加工工程・納期等 
(d)加工技術に係る価格等 ※価格対品質等 
(e)改善点（自由記載：加工技術等へその他改善を要する点） 
(f)業界内のトレンド（求められている技術等）をアンケート項目とし

て実施。（聞き取りの場合も同項目） 

(ウ)支援内容 

(a)需要動向の収集及び活用が必要な事業者の選定 

  事業計画策定事業者のうち、新商品の開発や既存商品の改良に取り

組む事業者を需要動向調査の対象事業者に選定する。 

(b)需要動向調査の実施スケジュールの作成 

   選定した対象事業者における商品・サービスの開発・改良に有効な

情報を提供するため、事業者の商品開発・改良計画とマッチングさ

せた需要動向調査の実施スケジュールを作成する。 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 

   （イ）の調査項目から対象事業者が開発・改良に取り組む商品・サ

ービスに適した調査項目を選定する。 

(d)調査票(アンケートシート)の作成・提供 

   選定した調査項目を活用して、商品・サービスの開発・改良に取り

組む事業者が活用可能なアンケートシートを作成し、提供する。 

(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 

  支援事業者が一般消費者から収集した需要動向調査の結果につい

て、支援職員が分析を行い、必要に応じて専門家との連携も図りな

がら、必要な改善点を抽出。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。 

(f)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に商品・サービスの高度化・専門

化等の支援を依頼する。 

 

※想定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 

３月 
ＦＯＯＤＥＸ 

JAPAN 
幕張メッセ 

全国のバイヤ

ー、関係機関 

一般社団法人日本能率協会他4団

体共催、４日間、全国から出展

3,316社。延べ来場者数80,426人。 

８月 アグリフード 東京ビッグ 全国のバイヤ ㈱日本政策金融公庫主催、2日間に
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ＥＸＰＯ サイト ー、関係機関 展示会、全国から出展678社。来場

者数12,385人程度。 

９～２月 
海外販路開拓

事業 

国内、アメ

リカ等 

海外のバイヤ

ー、関係機関 

茨城県商工会連合会主催（共催：

茨城県、JETRO）、毎回30人前後の

バイヤーが世界から来場。県内か

ら70事業者が出展。 

 

（３）目標 

支援内容 現状 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 

BtoC需要動向調

査実施事業者数 
５事業者 ５事業者 ５事業者 ５事業者 ５事業者 ５事業者 

BtoB需要動向調

査実施事業者数 
５事業者 ５事業者 ５事業者 ５事業者 ５事業者 ５事業者 

※事業計画を策定する事業者数（25 事業者／年）のうち、４割程度の事業者が開発・改良した商

品・サービスについて実際に需要調査が可能な段階に至るものと想定する。 

 

 

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 

  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、販路開拓に繋

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 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）。 

③葛飾区産業フェア（10月） 

・葛飾区最大の産業フェア。当市と葛飾区は災害時における相互応援協定
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を結んでおり、毎年当市から魅力ある物産品等を出店している。出展者

数約 400事業者・団体。来場者数 9.1万人（H30 参考）。 

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、販売方法等専門家

支援も展開する。 

 

②商社・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 
商社・バイヤー等の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定する小規模事業者

等 

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 

想定する 

物産展等 

①金融機関等との連携によるビジネスマッチング商談会「しんきんビジネスフ

ェア」（11月） 

・水戸信用金庫及び結城信用金庫の２金融機関が共催。県内から魅力ある商品・

サービス・技術等を持つ小規模事業者が一同に会し、全国のバイヤー、大手メ

ーカーの担当者等が来場する。出展社数 185社、来場者数 2,000人（H30実績） 

②首都圏で開催される「ＦＯＯＤＥＸ」、「アグリＥＸＰＯ」等の個別商談会 

・上記６.②参照 

③茨城県商工会連合会が実施する海外販路開拓事業における展示会 

・上記６.②参照 

支援内容 

上記の展示会・商談会をはじめ、全国の展示会等情報を収集し、会報やウェブ

サイトにより、地域の小規模事業者に向けた情報提供を行うとともに、商品 PR

資料の作成等の出展への実行支援を実施し、提供する商品や希望する販路等に

応じたバイヤー・商社等が集まる展示会等への出展を支援する。 

 

（３）目標   

支援内容 現状 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 

①物産展 
出展事業者数 - 5社 5社 5社 5社 5社 

売上額/社 - 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 - 5社 5社 5社 5社 5社 

 成約件数／社 - 3件 3件 3件 3件 3件 

  ※需要動向調査対象事業者数（10事業者／年）と同数の出展を見込む。 

 

 

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
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が課題となっている。 

今後は、霞ヶ浦や農村公園「森のイバライド」などの観光資源を活かし、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賑わいを創出する。 

 
（２）事業内容 
①地域経済の活性化のための場づくり 

商工会及び稲敷市が中心となり、地域の各種経済団体（稲敷市金融懇談会、ＪＡ、稲敷市
観光協会等）、商工業者や地域住民も含めた「稲敷市活性化委員会（仮称）」を組織し、年
１回委員会を開催。イベントをはじめ特産品の開発や、地域ブランド確立など新たな地域活
性化策を検討する。 

 
②地域イベント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等を年 20 回開催し、地域特産品のＰ
Ｒ、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。 

実施予定の具体的なイベントの例は以下のとおり。 
(a)稲敷市文化祭（継続） 
  新利根総合運動公園において、毎年 11月に開催する地域イベント。毎年 15,000人の来

場者と 30 前後の出展事業者が参加する。当該イベントにおいて、地域の小規模事業者
が開発した新商品・新サービスのテストマーケティングを実施する。 

(b)いなしき夏まつり花火大会（継続） 
  稲敷市運動公園において、毎年 8月に開催する地域イベント。打ち上げ総数１万発、来

場者数 10万人と県南地域では最大規模の花火大会で、地域内外から来場者が来訪する。 
(c)笑遊まつり（継続）  
  稲敷市の中心市街地である江戸崎商店街を舞台にした全世代参加型の活性化イベント。 
(d)カップリングパーティー事業（継続） 
  商工会青年部が主催する人口減少対策事業。平成 20 年度から毎年１～２回開催し、１

回あたり平均 10組以上のカップルが成立するなど、これまで約 20組の成婚が実現して
いる。 

(e)サイクリング拠点設置事業（新規） 
  稲敷市の観光資源である霞ヶ浦サイクリングコースを周遊するサイクリスト向けにイ

ベントの開催や休憩所を提供する小規模事業者を募集し、地域の交流人口の増加を図
る。 

(f)稲敷バスト―ナメント（新規） 
  稲敷市の観光資源である霞ヶ浦において、全国のアマチュアアングラー（バス釣りを 

する人）を対象としたフィッシュトーナメントを毎年 6月に開催して、地域の交流人口
の増加を図る。 

(g)かぼちゃフェア（新規） 
  稲敷市の観光資源である農村公園「森のイバライド」において、毎年 6月に地域の特産

品である江戸崎かぼちゃをはじめとする農産品の試食即売会を実施して、ブランド化を
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 

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、他の支援機関との情報交換は、茨城県商工会連合会を中心とした商工会同士の交流や職

員の人脈による専門家との情報交換や、㈱日本政策金融公庫との情報交換を中心に実施している

ものの、より具体的な情報・ノウハウ等の情報交換は行われていない。 
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今後は、次により、経営発達支援事業の円滑な実施に向けた、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を図っていく。 

（２）事業内容 

①近隣商工会との協力連携  

  従来から地域的な繋がりが強い県南地区（取手市・龍ケ崎市・牛久市・守谷市・阿見町・利

根町・河内町・美浦村）の９商工会（稲敷市を含む）により連携を図る。現在も開催してい

る「ＰＭ会議」において、事業計画策定、伴走型支援、需要動向調査や販路開拓などの支援

ノウハウや取組状況に関する情報を共有し、成功事例や困難事例の意見交換を行うなど、各

商工会の職員の支援ノウハウが向上する連携とする（年 3回開催）。  

②㈱日本政策金融公庫土浦支店経営改善貸付推薦団体連絡協議会      

地域の経済動向、金融情勢、支援ノウハウの情報収集と情報交換を行うため、㈱日本政策金

融公庫土浦支店管轄の商工会が出席する会議に参加する（年 2 回開催）。 

③茨城県信用保証協会商工団体保証業務連絡会議  

国・県の経済動向、金融情勢、支援ノウハウの情報収集と情報交換を行うため、茨城県信用

保証協会の会議に参加する（年 1 回開催）。  

④専門家との連携・情報交換    

当商工会単独では対応が困難な個別案件には、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士と

連携して、複雑高度な事業計画の策定支援、資格を要する業務についての情報交換を行い、

必要に応じて支援を要請する（年 1 回開催）。  

 

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、茨城県商工会連合会の行う職員研修や県南ブロッ

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地域経済支援対策会議への出席 

  稲敷市商工会が主催し、稲敷市（市長、産業建設部長、商工観光課長等）、市内金融機関（常

陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合の 4支店長）の関係者が参画する「地域経済

支援対策会議（仮）」を年１回開催し、経営指導員全員を会議に参加させることで、稲敷市の最

新の経済動向等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。 
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②「個人別スキルカード（仮称）」の活用による支援能力の向上 

全職員が「個人別スキルカード（仮称）」の記入を行い、保有する支援ノウハウの現状につい

て把握する。そこで、不足している知識・スキル等を確認し、それを補完する効果的な OJT、Off-JT 

を行うことにより確実な資質向上が図る。 

Off-JT については、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補助員が年間１回以上参加することで、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。 

＜個人別スキルカード＞ 

 
 

③外部機関・専門家と連携した支援業務による資質向上 

経営指導員等は外部機関、専門家と連携したチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、

指導・助言内容、情報収集方法を習得し、職場内ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

④職員間の支援ノウハウの共有化による資質の向上 

商工会内で、経営指導員等が研修及び情報取集で得た支援ノウハウの共有化を図るため、定期的

（四半期に１回）に報告会を開催する。 

また、経営指導員等の支援内容・経過等については日々、支援カルテに入力し、データベース化。

支援データを共有できる体制構築を図る。 

商工会の情報共有システムで一括管理し、即時支援に活用できるようにするとともに、支援ノウ

ハウの共有による資質向上を図る。 
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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、稲敷市産業振興部局（仮称：商工担当）、地域振興部局（仮称：

観光担当）、法定経営指導員、経営指導員、外部有識者として中小企業診断士をメンバーと

する「事業評価委員会」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。 

（※令和２年度に稲敷市機構改革が予定されていることから商工担当、観光担当を仮称で記載。） 

②本委員会は、事業の実施状況、成果について、外部の視点も含めた検証を、年度終了後に行

い、その評価・見直し案を取りまとめ、正副会長会議へ報告・提示（伴走型支援の強化、地

域活性化に関する取り組み強化、経営指導員の資質向上等）する。 

③正副会長会議において、事業内容ごとに評価・見直しの方針を決定する。 

④事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける。その結果を

受け、法定経営指導員が中心となり所内ミーティングを行い、具体的な対応を取り、ＰＤＣ

Ａサイクルを回すことで、より一層の実効性向上を図る。 

⑤「事業評価書」については、商工会ＨＰ上で公開する 
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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 

 

（令和 4年 12月現在） 

（１）実施体制（商工会の経営発達支援事業実施に係る体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会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： 黒羽 正彰  ■連絡先：稲敷市商工会 TEL.029-892-2603       

  

② 当該経営指導員による情報の提供及び助言 （手法、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事業評価委員会にて年 1回、所内ミーティ

ングにて年 2回行う。 

 

 

 

 

 

稲敷市 

産業振興部局（仮称：商工担当） 

地域振興部局（仮称：観光担当） 

事 務 局  

 

法定経営指導員 1名 

経営指導員 2名 

経営支援員 4名 

臨時職員  1名 

事務局長 
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（３）商工会、関係市町村連絡先 

 

① 稲敷市商工会 

〒300-0504 

茨城県稲敷市江戸崎甲 548番地 3 

    稲敷市商工会 

TEL 029-892-2603  FAX  029-892-4964 

     Mail mail@inashiki.or.jp 

 

② 稲敷市 

〒300-0595 

茨城県稲敷市犬塚 1570番地 1 

    稲敷市役所 商工観光課 

TEL 029-892-2000  FAX  029-893-0388 

     Mail syoukou@city.inashiki.lg.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 

1．経営発達支援事業費      

 (1)事業計画策定セミナー 700 700 700 700 700 

 (2) 創業塾 484 484 484 484 484 

 (3) 印刷製本費 120 120 120 120 120 

 (4) 通信費 200 200 220 220 220 

 
(5) 需要開拓支援（国内展示会

出展費） 
100 100 100 100 100 

 (6)需要開拓支援（海外販路開

拓） 
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

2．地域経済活性化事業費      

 (1)協議会運営費 50 50 50 50 50 

3.職員資質向上事業 100 100 100 100 100 

4.事業計画評価検証事業 50 50 50 50 50 

合 計 3,104 3,104 3,104 3,104 3,104 

（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 市補助金 商工会負担金にて事業をおこなう。 

商工会負担金は会費収入、賦課金収入、手数料等収入、業務受託料収入等で捻出する。 

（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） 

 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 

 

【公的支援機関】 

茨城県商工会連合会   会長 外山 崇行    茨城県水戸市桜川 2丁目 2番地 35 

TEL  029-224-2635 

 

 

【地域団体】 

稲敷市観光協会     会長 筧 信太郎    茨城県稲敷市犬塚 1570 番地 1 

TEL  029-892-2000 

 

 

【専門家】 

中小企業診断士     遠藤 陽介       茨城県つくば市松代 1丁目 21番地 16 

TEL  090-7948-3014 

 

税理士         村松 清美       茨城県稲敷市幸田 3497 番地 

TEL  0299-79-8778 

 

社会保険労務士     飯島 茂        茨城県稲敷市阿波 1552 番地 3 

TEL  029-828-6011 
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連携して実施する事業の内容 

 

① 地域の経済動向調査に関すること 

中小企業診断士等の外部専門家と連携し、地域の小規模事業者の経済動向の把握、景況調査

結果の分析を実施する。 

 

② 経営状況の分析に関すること 

茨城県商工会連合会・中小企業診断士等の外部専門家と連携し、地域の小規模事業者の事業

の実態の把握、経営分析と経営課題の把握・整理を行い事業者にフィードバックする 

 

③ 事業計画策定支援に関すること 

中小企業診断士等の外部専門家と連携し、実効性の高い事業計画・創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 

中小企業診断士等の外部専門家と連携し、策定した事業計画・創業計画の実施を伴走型で支

援する。 

 

⑤ 需要動向調査に関すること 

茨城県商工会連合会・稲敷市観光協会・中小企業診断士等の外部専門家と連携し、地域の小

規模事業者が行う新商品・新サービスの開発等に有益な情報を収集・分析する。 

 

⑥ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  茨城県商工会連合会・稲敷市観光協会・中小企業診断士等の外部専門家と連携し、地域の小

規模事業者が開発する新商品・新サービスの販路開拓を支援する。 
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連携して事業を実施する者の役割 

 

①茨城県商工会連合会 

 稲敷市商工会職員のスキルアップを図るための研修、各種事業所支援ツールの提供。 

 

②稲敷市観光協会 

 「かぼちゃフェア」、「いなしき夏まつり花火大会」などの開催等、観光資源の活用による地域活性

化事業について連携。 

 

③中小企業診断士 遠藤 陽介 

 地域経済動向の調査分析、経営状況の分析、事業計画策定及び策定後の実施支援、需要動向調査、

需要開拓支援等において、専門的な支援を実施。 

 

④税理士 村松 清美 

 事業計画策定に必要な財務分析等において、専門的な支援を実施。 

 

⑤社会保険労務士 飯島 茂 

 事業計画策定に於ける雇用、人材育成等において、専門的な支援を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




