
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

（法人番号） 

五霞町商工会（法人番号 ４０５０００５００５８１２） 

五霞町   （地方公共団体コード ０８５４２１） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

① 地域卸・小売・飲食業者の業績向上・販路拡大による消費流出の抑制と消費流

入の促進 

② 地域資源（特産品・観光資源）活用による地域ブランド構築、地域の活性化 

③ 事業承継・創業（第二創業）支援による、地域小規模事業者廃業率の低下/創

業者創出 

④ 賑わいのある地域づくりによる地域の魅力度向上 

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 

⑤ 国が提供するビッグデータの活用（RESAS）、公表 

⑥ 五霞町商工会独自の地域経済動向調査の実施、公表 

２．経営状況の分析に関すること 

⑦ 経営分析支援事業者の掘り起こし／経営分析セミナーの開催 

⑧ 経営分析の内容 ～ 財務分析／SWOT分析 

３．事業計画策定支援に関すること 

⑨ 「事業計画策定セミナー（集団・個別）」の開催 

⑩ 「創業塾（創業計画策定セミナー）」の開催 

⑪ 「事業承継計画策定セミナー」の開催 

４．事業計画策定後の実施支支援に関すること 

⑫ 事業計画策定支援事業者フォローアップ 

⑬ 創業計画策定支援事業者フォローアップ 

⑭ 事業承継計画策定後のフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 

⑮ 一般消費者対象 需要動向調査・情報収集・分析支援 

⑯ 取引先・バイヤー等需要動向調査・情報収集・分析支援 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

⑰ 一般消費者（ＢtoＣ）への需要開拓支援 

⑱ 商社・バイヤー等（ＢtoＢ）への需要開拓支援 

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 五霞町地域経済活性化協議会の開催 

② 地域イベント実行委員会開催による地域経済活性化の効率化 

③ 将来の創業者創生に向けた若年層への啓発事業の実施 

連絡先 

○五霞町商工会 担当者：稲葉 誠一 

 〒306-0312 茨城県猿島郡五霞町新幸谷 463 

TEL：0280-84-0777／FAX：0280-84-0877／e-mai：info@gokashoko.or.jp 

○五霞町 担当：産業課 

 〒306-0392 茨城県猿島郡五霞町小福田 1162-1 

TEL：0280-84-1111／FAX：0280-33-3414／e-mail：sangyou@town.goka.lg.jp 

 

mailto:info@gokashoko.or.jp
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五霞町
IC 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（５） 目標 

（１）五霞町の現状及び課題 

①五霞町の現状 

【地域の概要】 

五霞町（ごかまち）は、関東平野のほぼ中央、茨城県の西南端に位置し、都心から約５０㎞、

県都水戸市から７０㎞の圏域にあり、北東部を流れる利根川を隔てて古河市、境町に接するほか、

東部は江戸川を隔てて千葉県の野田市に、南西部は権現堂調整池及び中川を隔てて埼玉県の久喜

市（旧：栗橋町）や幸手市に接しており、３つの県境に位置す

る。隣接している自治体は、茨城県古河市・境町、埼玉県久喜

市・幸手市、千葉県野田市の 5市町である。 

茨城県内の自治体では唯一、町内全域が利根川の右岸（南側）

にあり、江戸川の起点としても知られている。 

明治 22 年（1889 年）町村制の施行により 11 村が合併し、

西葛飾郡五霞村が誕生し、平成 8 年（1996 年）町制が施行さ

れ、猿島郡五霞町となり、工業団地の整備に伴い工場の誘致や

住宅地開発などで成長している。 

基幹産業は「農業」であり、四方を河川に囲まれた肥沃な土

地を利用した米・野菜づくりが行われ地域経済振興に大きな役

割を果たしてきた。特に特産品として「八つ頭」の産地として

も知られ、「五霞いも」として当商工会の特産品開発事業等も

行われている。 

 

【交通網の概要】 

幹線道路として、国道４号が横断し、国道３５４号が北側にある。 

平成２７年３月に、圏央道五霞インターチェンジが開通し、インターチェンジ周辺地区につい

ては、計画的な市街化を進めながら、土地区画整理事業として商業・工業・流通などの様々な企

業誘致も進められ、新たな複合型土地利用が検討されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅ごか 

 

五霞 IC 周辺の開発区域 
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【人口動態】 

当町では、冬木特定土地区画整理事業に伴い、住宅開発などを背景として、増加傾向を示して

いましたが、平成７年の１０，３１２人をピークに減少に転じ、平成２７年の国税調査では、８，

７８６人となっている。 

一方、世帯数は増加傾向が続いているが、一世帯あたりの人員は減少を続け、平成２年には、

３．９８人/世帯であったものが、平成２７年では３．０４人/世帯となっている。核家族や高齢

者のみの世帯、高齢者のひとり暮らし世帯の増加などにより、世帯家族規模の縮小化が進んでい

る。 

年齢別構成をみると、６５歳以上の人口が平成２年の１，２６８名（１３．４％）から平成２

７年、２，４８５人（２８．３％）と大幅に増加している。 

一方、１４歳以下の年少人口では、平成２年１，９２０人（２０．３％）から平成２７年には、

千人を下回り８９６人（１０．２％）と半減となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 資料：国税調査より 

【五霞町における商業の状況】 

五霞町の商業は、一部市街地内や幹線道路の沿線複数の中小店が見られるものの、消費者ニー

ズに対応した商店街の形成には至っておらず、原宿台の住宅地内に、日常買回り品を中心とした

ドラッグストアーが出店している場所も見受けられるが、商業者の高齢化、後継者不足、従来の

限定的な販路等の理由によりにより商店数は大きく減少し、消費者は、町外へ流出している状況

がある。地域活性化のためにも有効な対応策が求められている。 

一方、「道の駅ごか」に関しては、国道 4 号バイパス沿いに立地し、地元農産物等の販売を主

に根強い人気があり、都内・埼玉からの来客も増えている状況がある。 

 

買い物動向（地元吸収率）調査結果 （単位：ポイント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            五霞町地元吸収率平均 13.7％ 

 

調査品目 県平均 五霞町 

食料品・日用品 92.3 59.6 

紳士・婦人・子供服 59.6  2.2 

身の回り品 55.8  2.3 

リビング用品 54.0    0 

余暇・趣味関連商品 68.1  4.7 
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【五霞町における工業の状況】 

五霞町の工業は、昭和３０年代後半から権現堂川及び中川沿いの川妻地区や大崎地区をはじ

め、元栗橋押出地区、土与部地区、江川地区などを中心に工業団地の造成を行い、積極的に工場

誘致を行ってきており、既存の工業団地においては、ほぼ立地が完了し多くの優良企業が操業し

ている。反面、小規模製造業者においては、事業者の減少が見られ、限定的な取引先、後継者不

足等により廃業となるケースが多く、今後において圏央道開通を有効に活用した取引先の拡大、

五霞町への進出企業とのマッチング等による、新たな需要開拓をいかに行っていくかが課題とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 資料：商業統計調査  平成 23年は、平成２４年経済センサス -活動調査の製造業と

して実施 

 

【業種別小規模事業者数の推移】 

五霞町の人口減少を背景に、地域内小規模事業者数の推移をみると、「建設業」では１３．６％

の増加がみられる反面、「卸小売業」では１６．９％の減少率となっており、これは後継者不足等

による事業廃業等が主な理由となっている。「製造業」においても同様減少がみられる。小規模事

業者総数の平成２１年対比増加となっている要因としては、「建設業」・「医療福祉」の増加による

ものが大きく、「卸小売業」以外の業種においては、ほぼ横ばいで推移している。 

 

＜商工業者数＞   ＜小規模事業者数＞ 
産業分類 平成 21 年 平成 26 年 平成 21 年 平成 26 年 

Ｄ 建設業 127 128 110 125 
Ｅ 製造業 84 85 40 37 
Ｇ 情報通信業 1 0 0 0 
Ｉ 卸・小売業 77 69 53 44 
Ｋ 不動産業・物品賃貸業 9 12 8 9 
Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 10 10 8 9 

Ｍ 宿泊業・飲食サービス業 
23 25 15 18 

0 0 0 0 
Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 23 18 23 19 
Ｏ 教育、学習支援業 8 7 6 5 
Ｐ 医療、福祉 13 21 2 12 
Ｑ 複合サービス事業 3 3 1 1 

Ｒ 
サービス業（他に分類されないも
の） 

24 26 22 19 

 合  計 332 404 288 300 
 ※ 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）) 
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【五霞町の産業振興方針】（第 5次五霞町総合計画） 

五霞町の第５次総合計画は、「人がきらめき だれもが安心・安全に 暮らせる町 五霞」

を基本構想とし、五霞町総合計画 後期基本計画（平成２７年～平成３１年）では、次のよう

な目標を掲げている。また、令和２年以降についても、当該基本計画で目指す将来の方向性・

ビジョンを踏襲した新たな計画の策定が予定されている。 

 

①農業の振興 

○安定的な農業経営の支援 

 高品質な農産物を安定的に供給できる産地づくりのため、地域の実情に沿った幹線水

路の改修や農地集約化など生産性向上を図る計画的な基盤整備を推進しながら、耕作放

棄地の解消・有効利用を進める。 

○地域の特色を活かした新たな農業の推進 

 農業改良普及センターや農協などの関係団体と連携しながら、地場農産物のブランド

化や特産品の開発を支援し、豊富な地域資源を活用した 6 次産業化への取り組みを推進

する。 

 

②商工業の振興 

○企業立地の促進 

安定した雇用及び財源を確保するため、五霞町の持つ立地条件を最大限活用した企業

立地促進に努める。 

○地元雇用の拡大 

町内企業との連携・強化により、常に最新の情報の掌握に努め、地元雇用拡大を図り、

さらに公共職業安定所を始めとする関連機関との連携による就職情報の提供などを通じ

て、地元雇用の確保、促進に努め、雇用環境の整備・充実を図る。 

○商工業事業者の経営支援 

工業事業者に対しては、事業拡大などに対応できるよう工業用地に関する情報提供や

国・県の企業優遇制度の周知などを積極的に行い、商工団体との連携を強化し企業活性

化に努める。 

商業・サービス業などの事業者に対しては、商工会と連携しながら、融資制度・助成

制度の周知を図り、活用を促進するとともに、既存の商店の経営合理化や店舗の近代化、

消費者の要求を満たす魅力ある店づくりへの改善など、消費者ニーズを捉えた地域商業

力向上への支援に努める。 

 

③観光の振興と地域間交流 

○観光資源の発掘と活用 

町内の伝統行事の活性化と保存に努めるとともに新たな観光資源として活用できるよ

うに努め、町内の観光資源の掘り起こしを促進し、道の駅「ごか」を拠点に工場見学ス

ポットや町の資源を連携させ観光ルートの検討や公園や緑地・水辺などをつなぐ水と緑

のネットワークの検討などを関係機関や事業者と連携して進める。 

○観光ＰＲの推進 

 パンフレットやインターネットなどを積極的に活用して、町内の自然的、歴史的、文

化的財産の町内外へのＰＲを積極的に進め、町の観光資源を活かした新たなイベントの

企画を推進する。 
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②五霞町における商工業の地域課題 

当地域の現状から、人口減少とあわせ、廃業・後継者不足による卸・小売業者の減少、それに

に伴う消費の地域外への流出から地域経済の減速といった流れが加速しており地域課題となって

いる。 

これに対し、地域唯一の経済団体として、五霞町とともに他の支援機関等との緊密な連携のも

と、圏央道 IC開通・道の駅・水辺環境・地域産品等の地域資源といった強みを活かし、小規模事

業者減少対策と地域経済活性化に向けた有効な支援体制をいか構築し、具体的事業展開等をいか

に行っていくかが五霞町商工会としての課題となっている。 

  

（２）当地域内の小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 ①10年後の期間を見据えて 

  当地域内の現状と課題を踏まえ、当町の地域経済活性化には地域の強みを活かした商品開発・道

の駅との連携等による地域内の小規模事業者、特に卸小売業者・飲食業等の活性化が必要不可欠

と考える。 

五霞町商工会は、廃業者減少率に歯止めをかけるため「地域内で特産品等を活用する小売・卸売・

飲食業者の商品魅力度・販売力・経営力向上から、消費流出の抑制・消費流入促進を図れる事業者

の育成・強化」を長期的な小規模事業者振興のあり方とする。 

 

 ②五霞町総合計画との連動性・整合性 

五霞町は、第５次五霞町総合計画（平成２２年度～平成３１年度）のビジョンを踏襲した第 

６次五霞町総合計画（令和２年度～令和６年度）において、「商工業事業者の経営支援や観光資 

源の発掘と活用・ＰＲによる町の活性化」を、２０年後を見据えた目指すべき方向性・ビジョン 

として掲げている。 

五霞町商工会としても、五霞町総合計画に沿いながら、五霞町との関係を密にした地域資源（道 

の駅の活用・地域産品等）活用による小規模事業者支援を行っていく。 

  

③五霞町商工会の役割 

地域唯一の経済団体・小規模事業者の一番身近な支援機関として、当地域の課題となっている小

売・卸売業・飲食業者の減少対策として、当該事業者に対し多角的（事業継続性・販売力強化・事

業承継・創業促進）な支援を行い、地域課題の解消に寄与する。 

  地域小規模事業者の経営課題の抽出から、課題解決を図る計画的な事業経営を推進し、販路拡大

から売上の獲得に至るまでを伴走型で支援。元気な当該事業者の育成から地域経済活性化に寄与

する事業者の創出を図ることを五霞町商工会の役割とする。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

① 地域卸・小売・飲食業者の業績向上・販路拡大による消費流出の抑制と消費流入の促進 

※買い物動向での地元吸収率 30％台を目指す（5年後 現状対比＋16％） 
 

② 地域資源（特産品・観光資源）活用による地域ブランド構築、地域の活性化 

 ※特産品活用事業者 10件創出（5年後） 
 

③ 事業承継・創業（第二創業）支援による、地域小規模事業者廃業率の低下/創業者創出 

※廃業率を 10％以内に抑制し創業者 10件を目指す（5年後） 
 

④ 賑わいのある地域づくりによる地域の魅力度向上 

     ※イベント来場者 10％増を目指す（5年後） 
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（４）目標の達成に向けた方針 

①地域卸・小売・飲食業者の業績向上・販路拡大による消費流出の抑制と消費流入の促進 

小規模事業者の現状を把握し、「気づき」を促しながら新の経営課題を共有し、顕在化し

た経営課題を解決するため、計画的な事業経営の推進とともに実行可能性の高いビジネスプ

ラン策定支援を実施。さらに事業計画実行支援から新規売上獲得に至る需要開拓支援も伴走

型で支援（イベント出展支援・展示商談会等出展支援）を行いながら、業績向上・販路の拡

大を支援。業績の向上等から元気な事業者の創出から、消費の流出抑制・流入促進を促進す

る。 

 

②地域資源（特産品・観光資源）活用による地域ブランド構築、地域の活性化 

農業者の 6次化推進も行いながら、地域資源等を活用した新商品の開発やＥＣサイト・

メディア等の活用・展示商談会等による需要開拓支援を実施し、魅力度の高い地場産品（八

つ頭等農産物）確立を目指す。 

また、圏央道開通等のインフラの強みを活かし、五霞町と連携による「道の駅を拠点と

した観光ルート」確立・特産品の販売機会を創出することで、商品魅力度向上による農産

加工業者等の育成・新業態の事業者創出支援の展開につなげる。 

 

③事業承継・創業（第二創業）支援による、地域小規模事業者廃業率の低下/創業者創出 

 商業小売業者を中心とした地域小規模事業者減少対策として、五霞町と連携した創業者

（第二創業）支援体制を強化。創業に向けた効果的な創業計画策定支援と地域特産品等活

用による地域外需要を見据えた販売計画・需要開拓支援を実施し、新たな業態の事業者創

出による地域内事業者の減少に歯止めをかける。 

同時に、廃業による事業者減少対策として、茨城県事業引継ぎ支援センターと連携した

事業承継支援を実施。事業承継診断から具体的承継計画策定支援・フォローアップに至る

支援体制を構築し、円滑な事業承継推進と魅力ある事業の持続的発展を支援する。 

 

④賑わいのある地域づくりによる地域の魅力度向上 

五霞町に令和 2 年度より観光関連部署が創設される予定となっており、町も含めた地域活性

化に資する協議会等の開催により、道の駅を拠点とする観光ルートの開発、町・商工会イベ

ント等での特産品販売機会の拡大、農業者の 6 次化推進等を複合的に支援することにより、

賑わいのある地域づくり・地域の魅力度向上を図っていく。 
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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

至っていない状況であり、当商工会としても、特別な目的をもっての地域経済動向調査・分

析を行ってこなかった。そのため、収集すべき必要な情報は整理されておらず、小規模事業

者等への情報提供についても、相談に対応する形で断片的に提供するにとどまっていた。 

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。 

 

（１） 事業内容 

① 国が提供するビッグデータの活用（RESAS） 

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回商工会ホームページにて公表する。 

【分析手法】 

  経営指導員が外部専門家と連携による調査・分析を実施する。 

・「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 五霞町商工会独自の地域経済動向調査の実施 

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、全国商工会連合会が行う「小規

模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向等について、

年２回の調査・分析を行い商工会ホームページにて公表する。 

 

【調査対象】管内小規模事業者 30社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業から 5 社

ずつ） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

【調査手法】巡回・窓口にて、抽出した対象企業に対し、調査票による年 2回の定期アンケー

ト調査を実施 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し、調査項目の数値等推移比較（DI）・分析を行

う  

（３）成果の活用 

○①、②の調査により収集した調査データを各々分析し、小規模事業者が活用しやすい情報（視

覚的に内容をすぐ理解できるもの）に加工した「地域経済動向レポート」としてまとめ、商工

会ホームページで、地域の小規模事業者へ広く情報提供・周知する。 

○巡回・窓口指導時の参考資料としても活用。分析結果をデータベース化し、支援職員間での情

報共有、経営分析指標・事業計画策定支援指標としての参考資料としても活用する。 
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（４）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 なし １回 １回 １回 １回 １回 

② 公表回数 なし ２回 ２回 ２回 ２回 ２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に活用できておらず、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の提供を踏まえ、需要を見据えた

事業計画策定の前段階の支援ステップとして、財務分析・非財務分析を行う。 

また、支援にあたっては、専門家等とも連携し、より実現可能性・実効性の高い事業計画

策定支援につなげていく。 

（２）事業内容 

①経営分析支援事業者の掘り起こし／経営分析セミナーの開催 

地域小規模事業者に対し、経営分析の必要性・重要性を理解し、自社の「強み」「弱み」や

真の経営課題に気付くこと、事業者自身の経営分析力の向上を促すため、巡回・窓口相談時

（金融・税務相談時）等を活用し、随時、経営分析の必要性を小規模事業者に広く啓蒙する。 

あわせて、経営分析セミナーを開催し、自社の経営状況の振り返り・分析を行っていくこ

とで、的確な経営課題の抽出から経営改善につながる計画策定につなげていく。 

 

【セミナー募集方法】 通知・HP での周知、巡回・窓口指導時（金融・税務指導等）に

よる周知 

【開 催 回 数】  ２回（集団セミナー・個別相談） 

【参 加 者 数】  １０名程度 

②経営分析の内容 

【対象者】巡回・窓口相談時の掘り起こしやセミナー参加者、事業承継相談者の中から、意

欲的で販路拡大の可能性の高い２０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 

≪SWOT分析≫強み、弱み、脅威、機会 

【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「事業計画つくるくん」、

Biz ミル等のソフトを活用し、経営指導員が分析を行う。 

（３）成果の活用  

○分析結果は、当該支援事業者の事業計画の策定支援にフィードバック・活用する。 

○また、分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等の情報収集・スキ

ルアップ等に活用する。 

（４）目標 

支援内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

セミナー 

開催回数 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

経営分析件数 ― ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 

※（経営指導員１人での支援件数想定） 
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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、前項までの地域の経済動向調査、経営状況の分析及び需要動向調査等を踏まえた、体

系的な事業計画策定支援を実施する。 

また、五霞町の小規模事業者の減少・廃業の増加といった状況に歯止めをかけるため、茨城県・

五霞町・境町商工会とともに創業計画策定支援、事業承継計画策定支援も実施していく。 

 

（２）支援に対する考え方 

①「事業計画策定支援」 

小規模事業者に対し、講義型の漠然とした「事業計画策定セミナー」ではなく、経営分析結果

を踏まえた、より実践的なカリキュラムとするなどの工夫を取り入れ、経営分析支援を行った事

業者の７割程度／年の事業計画策定支援を目指す。 

併せて、持続化補助金の申請を契機として事業計画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。 

 

② 「創業計画策定支援 

   創業者については、五霞町・専門家との連携により、事業性の高い計画策定を支援するため、

一般的な創業セミナーでなく、事業シミュレーション等も取り入れ、事業開始時から売上効果

が見込め、事業継続性の高い計画策定支援を行う。 

 

③ 「事業承継計画策定支援」 

事業承継計画策定支援については、茨城県事業引継ぎ支援センター・専門家と連携し、巡回窓

口相談時の事業承継診断シート作成等による支援者の掘り起こしから、経営分析支援、支援者

個別の状況にマッチした事業承継計画策定支援を個別に行い、五霞町廃業減少につながる実践

的な支援を行う。 

 

（３）事業内容 

①「事業計画策定セミナー」の開催  

募集方法 ・個別通知、ＨＰで周知 

支援対象者 経営分析支援事業者や経営力向上・新事業展開等を検討する事業者 

回  数 
・２回（集団セミナー２回＋個別指導相談会２回／１セミナー） 

・開催期間は1回２週間程度 

カリキュラム 

・自社の経営内容の振り返り 

・経営分析結果からみる自社の経営課題の抽出 

・需要動向調査・顧客ニーズの把握手法 

・新規売上獲得につながる計画的な販路の拡大・需要開拓手法 

・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による個別計画策定支援） 

参加者数 ２０名程度 
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② 「創業塾（創業計画策定セミナー）」の開催 

募集方法 
・折込チラシ、公共施設へのポスター掲示、ＨＰ等で周知・募集 

 （近隣商工会との共催） 

支援対象者 五霞町での事業経営を検討している創業希望者 

回  数 ・１回（集団セミナー２回＋個別指導相談会２回） 

カリキュラム 

・商圏消費動向調査、市場動向（競合） 

・ターゲットの購買行動・ニーズの把握 

・顧客ニーズと商品・サービスとのマッチング、商品ブランド化 

・実践型マーケティング、プロモーション活動 

・収益性シミュレーション 

・設備投資・資金調達手法 

・個別相談会（経営指導員に専門家による個別計画策定支援） 

参加者数 １０名程度（境町商工会合同開催での参加者） 

 

③ 「事業承継計画策定セミナー」の開催 

募集方法 
・個別周知、ＨＰ、事業承継診断シートによる選定等 

（近隣商工会との共催） 

支援対象者 
事業承継を検討している事業者、早急に事業承継計画策定が必要と思われ

る事業者 

回  数 ・１回（集団セミナー１回＋個別指導相談会２回） 

カリキュラム 

・事業承継のパターン 

・事業承継に係る税務・法務知識（株式・事業用資産の贈与・譲渡・相続） 

・自社株式保有状況の確認と 

・Ｍ＆Ａ 

・具体的事業承継パターンのシミュレーション 

・個別相談会（経営指導員に専門家による個別計画策定支援） 

参加者数 ２０名程度（境町商工会合同開催での参加者） 

 

上記①～③各事業計画の策定 

【手段・手法】  

  各セミナー受講者に経営指導員が張り付き、外部専門家等も交え、確実な事業計画策定に

つなげていく。 

 

（４）目標 

支援内容 現 行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

① 事業計画策定件数 ８件 １３件 １３件 １３件 １３件 １３件 

② 創業計画策定件数 ― ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

③ 事業承継計画策定件数 ― ３件 ３件 ４件 ４件 ４件 

合 計 ８件 １８件 １８件 １９件 １９件 １９件 
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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、計画策定までの支援でとどまってい

たため、計画実行の進捗やその後の売上等の推移等の把握には至っておらず、支援成果や小規

模事業者の経営状況の確認ができていなかった。 

今後は、計画の進捗状況の確認や計画実行による売上・利益率の状況等把握まで、計画的な

実行支援・フォローアップを行う。 

売上等の状況・計画の進捗に応じた、事業内容の検証・計画見直し等を含めたフォローアッ

プ実施体制を構築し、定期的な支援に加え、随時、地域小規模事業者の売上増加につながる支

援を行う。 

 

（２）事業内容 

  ①事業計画策定支援事業者フォローアップ 

【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】業況（売上・利益等）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創業計画策定支援事業者フォローアップ 

【対象者】創業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、2 ヶ月に 1 回訪問し面談を行い、計画進捗の確認と売上等の状

況を確認する。 

また、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】業況（売上・利益率・顧客等）、創業計画進捗状況、事業推進課題、今後の展開

等 

 

③事業承継計画策定後のフォローアップ 

【対象者】事業承継計画を策定した全ての事業者 

【頻 度】経営指導員等と県事業承継支援ネットワーク担当専門家との連携による 3カ月

に一度の計画遂行状況の確認を行う。事業承継計画には複数年にわたるものも

あるため、計画内容に応じたフォローアップ計画を、茨城県事業引継ぎ支援セ

ンターの専門家等と策定し、タイムリーなフォローアップを行う。 

また、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】事業承継計画進捗状況（個別の具体的対策等）、計画推進課題 
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（２） 目標 

支援内容 現 行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

フォローアップ事業者数 ４件 １８件 １８件 １９件 １９件 １９件 

内、事業計画策定事業者 ４件 １３件 １３件 １３件 １３件 １３件 

フォロー頻度（延回数） 

1回／3か月＋臨時対応分 
― ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 

 売上増加達成件数 ― ８件 ８件 ８件 ８件 ８件 

内、創業計画策定事業者 ―  ２件 ２件  ２件  ２件  ２件 

フォロー頻度（延回数） 

1回／2か月＋臨時対応分 
― １５回 １５回 １５回 １５回 １５回 

 売上増加達成件数 ― ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

内、事業承継計画策定事業者 ― ３件 ３件 ４件 ４件 ４件 

フォロー頻度（延回数） 

1回／3か月＋臨時対応分 
― １５回 １５回 １７回 １７回 １７回 

 売上増加達成件数 ― ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 

 

 

 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

現状、小規模事業者は、自社の「作りたい」「売りたい」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、

需要動向調査の必要性の認識を深め、調査結果を商品開発等へのフィードバックする支援をい

かに進めるかが課題である。 

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、

商品開発・改良等を行うための的確な情報を迅速に把握し、需要開拓等の成果につながる需要

動向の情報収集・分析・活用についての支援を強化する。 

また、商工会の経営指導員も需要動向調査の調査手法等の知識や手法の習得に取り組む。 
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（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 

①目的 

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、有効な情報の収集及び分析・活用を支援する。 

②支援対象 

（個社） 

・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 

（当地域の地場産品八つ頭・はちみつ等を活用する事業者） 

・既存商品・サービスの改良に取り組む事業者 等 

③調査対象 
・支援対象事業者の既存顧客 

・「五霞ふれあい祭り」イベント等に来場する地域内外の一般消費者 

④調査方法 
・商品・サービスの提供店舗におけるアンケート調査 

・イベント開催時のアンケート調査 

⑤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） 

⑥標本数・頻度 

標本数は、店頭調査については試作品開発時、イベント時調査については、

「五霞ふれあい祭り」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。イベント時調

査、店頭調査において実施する。 

⑦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 

  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 
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   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 

   ⑤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。 

 

②取引先・バイヤー等需要動向調査・情報収集・分析支援 

①目的 

主に取引業者（仕入担当者・バイヤー等）への更なる需要開拓、展示等に来場

する仕入担当者・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。 

②支援対象 ・地域資源活用等、新商品・新サービス開発に取り組む事業者 

③調査対象 ・バイヤー・仕入担当者 

④調査方法 ・バイヤー・仕入担当者へのアンケート調査 

⑤調査項目 

【地域資源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） 

⑥標本数 
標本数は、バイヤー・仕入担当者に１商品あたり１０件のアンケート標本を収

集する。 

⑦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 

 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 

   ⑤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 

支援内容 現 行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

① 〈一般消費者対象〉 
需要動向調査 実施事業者数 

未実施 １２件 １２件 １２件 １２件 １２件 

② 〈取引先・バイヤー対象〉 
需要動向調査 実施事業者数 

未実施 ３件 ３件 ３件 ３件  ３件 

合計 ― １５件 １５件 １５件 １５件 １５件 

※目標件数については、事業計画・創業計画策定事業者数をもとに試算。②のＢtoＢ向けの動向調査

については業種・商品等によっての支援となるため、当商工会管轄内地域での業態分布等を鑑み試算。 
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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、各種商談会への情報提供等にとどまっており、

売上増加に対する効果は十分とはいえなかった。 

事業者も展示会等への出展・プレスリリース・ＥＣ導入等についてはノウハウや経営資源の不

足等から、「ハードルが高い」という意識もあり、積極的活用には至っていない状況であり、

特に支援強化を要する分野である。 

今後は、需要動向調査により調査・分析した内容を活用し、ＥＣ導入やプレスリリースによ

るＰＲ、展示商談会等への出展に際しての事前準備（出展ノウハウ習得等）・事後フォローア

ップ（商談内容・成果検証等）を効果的に実施することで、小規模事業者の売上の増加や新規

顧客の獲得に向けたより効果的な需要開拓支援を行う。 

 

（２） 事業内容 

①一般消費者（ＢtoＣ）への需要開拓支援 

①支援目的 
一般消費者の需要開拓を目指す小規模事業者に対し、個々の事業者により効果的

な販売促進活動を支援し、新たな需要開拓による売上増加を図る。 

②支援対象者 一般消費者に対する需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

③訴求対象 一般消費者 

④支援内容 

①マスコミ等へのプレスリリース作成支援等を通した情報発信支援 

②ＥＣサイトへの出品・出店・ネット販売等新たな販売体制構築支援 

③物産展・イベント出展による販路開拓支援  

＜想定する出展支援イベント等＞ 

・「五霞ふれあい祭り」 来場者約 12,000 人の産業・地域振興イベント 

・「地場産業フェアー（五霞ふれあい祭り内）」来場者 12,000 人 

・「地場産業フェア―（道の駅ごかイベント）」来場者 2,000 人（年 2 回） 

・「ニッポン全国物産展」来場者約 17,000 人 出展者約 370 社 

 

※上記イベント・物産展等への出展等に際し、会場での商品の「魅せ方」につ

いても、チラシ・カタログ製作・商品 PR 動画活用等、出展者・出展商品等

に応じた出展前・後の販促支援や出展機関中においても陳列などきめ細やか

な伴走支援も同時に行う。 

上記支援を支援事業者の商品・サービスの内容等に応じ、より実施効果が高い需

要開拓につながる出口支援を実施する。 

 

②商社・バイヤー等（ＢtoＢ）への需要開拓支援 

①支援目的 

商社・バイヤー等の需要開拓を図るため、展示商談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や、出展の事前・事後支援（出展・商談ノウハ

ウ習得）を合わせて行うことで商談・成約につなげる。 

②支援対象者 商社・バイヤー等の需要開拓を目指す事業計画を策定する小規模事業者等 

③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 
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④支援内容 

＜展示会等出展支援＞ 

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い、首都圏で開催される展示会商談会等への出展支援、

商品 PR 資料の作成他、具体的な出店に際しての事前支援を実施し、提供する商

品や希望する販路等に応じたバイヤー・商社等が集まる下記展示会等への出展

を支援する。 

出展後においても名刺交換した商談相手へのアプローチ支援等、商談成立に向

けた実効性のある伴走支援を行う。 

＜想定する出展支援展示商談会等＞ 

・「全国食の逸品 EXPO」（例年 8 月に 3 日間開催 東京ビッグサイト） 

商談会参加事業者数 600 社、来場者数 50,000 人 

・「スーパーマーケットトレードショー」（例年 2 月 3 日間開催 幕張メッセ） 

商談参加事業者数 2,176 社、来場者数 88,412 人 

・「ＦＯＯＤＥＸ」（例年 3 月に 4 日間開催 幕張メッセ） 

   商談会参加事業者数 3,500 社 来場者数 80,426人 

 

（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 BtoC需要開拓支援

件数 

― 
１２件 １２件 １２件 １２件 １２件 

地域イベント出展に

よる売上増加率/１社 

― 
５％ ７％ ７％ ７％ ８％ 

ニッポン全国物産展

出展者売上額/１社 

― 
３０万円 ３０万円 ３０万円 ３０万円 ３０万円 

② BtoB展示商談会等

出展事業者数 

― 
３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

成約件数/１社 ― １件 １件 １件 １件 １件 

売上増加達成件数 

（① ②支援事業者） 

― 
１０件 １０件 １１件 １１件 １１件 

※目標①の地域イベントについては販売を目的とした性格のイベントではなく、ＰＲが目的の出展と

なります。その後の店舗等への誘客を目的としているため売上増加率を目標として設定しておりま

す。 
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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作りを検討・実行していくことが課題と

なっている。 

今後は、より効果的な地域経済活性化を図るため、五霞町・農産物生産者等も含めた幅広い意

見を取り入れるための「場づくり」を行い、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必要がある。 

 

（２）事業内容 

①五霞町地域経済活性化協議会の開催（年 2回） 

地域経済の活性化のための「場づくり」として、五霞町、商工会、商工会青年部・女

性部、ＪＡ茨城むつみ五霞支店、中小企業診断士で構成する「五霞町地域活性化協議会」

を組織し、年２回会議を開催する。 

商工会が協議会の事務局を担い「６次産業化」を含め地域産品等の活用等を中心とし

た地域の活性化の方向性について検討し、下記②の地域イベント実行員会等への意見具

申も行う。 

地域産品を活用し開発された「八つ頭コロッケ」、「ポタージュ」等のＰＲ・地域産品

消費拡大を目的にイベント等への参加者増を図るほか、地元の取り扱い店の探索と販売

促進、さらに農業者と連携してより美味しい素材の開発を実施することで、地域ブラン

ドの強化を図る。 

 
②地域イベント実行委員会開催による地域経済活性化の効率化（年５回） 

五霞町地域イベント「五霞ふれあい祭り」や、道の駅「ごか」との連携による「地場

産品フェア」等を五霞町・商工会・ボランティア高校生・イベント出展者等による「五

霞町ふれあい祭り実行委員会」を開催。地域経済活性化を念頭に置いた効果的なイベン

ト実施を検討し、町の賑わいも創出する。 
 

③将来の創業者創生に向けた若年層への啓発事業の実施（年 1回） 

地域のにぎわいを創出し、地域経済の活性化を図るため、将来の創業者創生に向けて若

年層への啓発を行う。 

具体的には五霞町・地元企業・武蔵野銀行五霞支店・五霞町立五霞中学校と連携し、様々

な職業に就いている人たちの体験談の話を聞いたり、質問をしたりしながら「勤労観、職

業観の育成」を図り、地元の企業を知ることにより、五霞町のすばらしさを理解すること

にもつながる。この事業を年 1回開催する。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

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 

現状においては、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会議を中心に参加しているものの、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。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いる。 

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県西地区商工会職員連絡会議への出席（年４回） 

茨城県商工会連合会が開催する県西地域（五霞町・境町・下妻市・坂東市・常総市・古河市・

八千代町・筑西市・桜川市商工会）9単会が参加する連絡会議に出席（年 4回） 

県内、県西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。 

 

②猿島地区商工会職員経営研究会への出席（年２回） 

茨城県旧猿島郡地区の商工会が参加する連絡会議へ年 3回出席し、より密接な近隣商工会職員 

同士の支援事例・ノウハウの情報交換を行う。 

 
③日本政策金融公庫マル経協議会への出席（年１回） 

公庫土浦支店管轄地域内の商工団体（五霞町・境町・下妻市・坂東市・常総市・古河市・八千

代町商工会・古河商工会議所）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、創業をはじめとした様々な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、中小企業基盤整備機構、中小企業診断士、税理士等専門家との情報交換、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茨城県信用保証協会連絡会議への出席（年 1回）           

県内商工会、商工会議所の金融支援担当者が参加する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。 
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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 

五霞町商工会では職員の資質向上等については、茨城県商工会連合会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、猿島地区商工会職員経営研究会等への参加を中心に対応を図ってき

た。しかし、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。 

現状、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の一層の向上のため、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テーマ別「職員研修会」に計画的に派遣する。 

また、中小企業大学校東京校が実施する「事業計画策定セミナー」への参加を優先的に実施す

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とがチーム（同席支援）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、経営支援の基礎から話の引出

し術に至るまで、定期的なミーティング（月 2回、年間 24 回）を開催し意見交換等を行うこと

で、職員の支援能力の向上を図る。 

 

④データベース化 

担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者

の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、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。 
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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 

五霞町商工会では、従来、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が、

詳細な各事業内容についての評価及び検証まではされていないのが実態であり、事業検証等による

事業改善は行われていない。 

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・改善実行する仕組みが不可欠である。 

 

（２）事業内容 

①商工会正副会長、商工会事務局責任者、五霞町担当課長、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「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。 

 

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、五霞町商工会Ｈ

Ｐに公表する。（http://www.gokashoko.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１０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） 

＜実施体制図＞ 

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 
 

経営発達支援事業における事業執行の実施・総合管理 

法定経営指導員 稲葉誠一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（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  稲葉誠一  

連絡先  五霞町商工会  住所：茨城県猿島郡五霞町新幸谷４６３ 

℡：0280-84-0777／FAX：0280-84-0877 

   e-mail：info@gokashoko.or.jp 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言 

   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・

見直しを行う際の必要な情報の提供を行う。 

 

 

地域小規模事業者 

 

支 
 

援 

 

・茨城県商工会連合会 

・茨城県事業引き継ぎ支

援センター 

・よろず支援拠点 

・専門家 

連携協

力 

 

商工会理事会 

五霞町商工会 

    ＋ 
五霞町 

産業課・観光課 

評価・検証 

承認・実行

確認 

 

経営発達支援 

事業評価委員会 

改善等の 

提言、助言 

mailto:info@gokashoko.or.jp
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（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 

〒306-0312 

茨城県猿島郡五霞町新幸谷 463 

五霞町商工会 

電話：0280-84-0777／FAX：0280-84-0877 

    e-mail：info@gokashoko.or.jp 

 

②関係市町村 

〒306-0392 

茨城県猿島郡五霞町小福田 1162-1 

五霞町産業課 

    電話：0280-84-1111／FAX：0280-33-3414 

   e-mail：sangyou@town.goka.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@gokashoko.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） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

必要な資金の額 1,650,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 

 

○経営分析セ

ミナー開催費 

 

○事業計画策

定セミナー開

催費 

 

○創業セミナ

ー開催費 

 

○事業承継セ

ミナー開催費 

 

○専門家派遣

費 

 

○事業評価委

員会運営費 

 

○需要開拓支

援事業費 

 

 

 

 

 

300,000 

 

 

400,000 

 

 

 

200,000 

 

 

0 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

 

500,000 

300,000 

 

 

400,000 

 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

 

500,000 

300,000 

 

 

400,000 

 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

 

500,000 

300,000 

 

 

400,000 

 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

 

500,000 

300,000 

 

 

400,000 

 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

 

500,000 

（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 

上記支援事業費の調達については、伴走型支援事業補助金・茨城県地域経済活性化事業補助金・自

己資金（会費・手数料収入等）をもって充てる。 

 

 

 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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連携体制図等 
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