
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

日立商工会議所（法人番号 １０５０００５００７２４１） 

日立市（地方公共団体コード ０８２０２３） 

実施期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日 

目  標 

（１）経営革新や事業承継を通して、ものづくり技術を活用した経営力向上や個店の魅力度向上を実

現する。 

（２）事業計画の策定および実行支援をとおして、個社経営力の向上を実現する。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る。 

（３）地域商品の開発や情報発信の支援を通して地域ブランド力の向上を実現する。 

（４）海・山に恵まれ、ものづくりのまちとして発展してきた本市には、農水産品や加工食品、菓子、

酒、工業製品などの特産品が多数ある。新たな商品開発や情報発信等への支援を通して、地域

ブランドの創出や強化を実現する。 

（５）商工会議所を中核とし地域一帯となった小規模事業者支援体制を構築する。 

（６）当所が中核となり、個々の小規模事業者にマッチした質の高い支援可能な体制を整備する。 

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 

（１）国が提供するビッグデータの活用（新規） 

（２）管内小規模事業者を対象とした経営状況調査の実施・分析（既存事業改善） 

（３）工業組合受注・生産高動向調査の実施・分析（既存事業改善） 

２．経営状況の分析に関すること 

（１）経営分析の必要性や重要性の周知・啓蒙活動（既存事業改善） 

（２）経営分析の内容（既存事業改善） 

３．事業計画策定支援に関すること 

（１）「事業計画策定セミナー・個別相談会」の開催（既存事業改善） 

（２）「セミナー・オンデマンド」システムの継続運営と「おすすめセミナー」の発信（既存事業 

改善） 

（３）事業計画の策定（既存事業改善） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）事業計画実施支援の量的・質的強化（既存事業改善） 

５．需要動向調査に関すること 

（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 

（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） 

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（新規） 

（２）バイヤー等（ＢtoＢ）への需要開拓支援（新規・拡充） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）「日立市地域ブランド推進協議会」の開催（年2回） 

（２）地域イベントによる地域経済の活性化 

連 絡 先 

日立商工会議所 中小企業相談所 

〒317-0073 茨城県日立市幸町1－21－2 

電話0294－22－0128  ＦＡＸ0294－22－0120 

ホームページ http：//www.hitachicci.or.jp/ 

日立市 商工振興課 

〒317-8601 茨城県日立市助川町1－1－1 

      電話0294-22-3111（内線 471 775） ＦＡＸ0294-24-1713  

ホームページ https://www.city.hitachi.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）地域の現状及び課題  

 【地域の概要】 

日立市は、関東平野の北端、茨城県の北東部に位置し、東は太平洋に面して風光明媚な海岸線

を有し、西には阿武隈山地の支脈である多賀山地が連なり、温暖な気候と海・山の豊かな恵みを

享受しながらも東京圏に近い、茨城県北部の中核都市である。 

市内中心部には、株式会社日立製作所を始めとする多くの工場が立地しており、国内有数の工

業都市として発展してきた。また、JR 常磐線、国道 6 号、常磐自動車道などのネットワークで

結ばれた交通条件に恵まれた地域であり、市域南部の久慈川河口付近の茨城港日立港区は、北関

東における物流拠点として、国内外を結ぶ玄関口になっている。 

 

日立市の歴史は、明治時代の日立鉱山開発に

始まり、その後、同鉱山の電気機械の修理工場

が株式会社日立製作所として独立し、その発展

とともに人口の増加、産業の集積が進み、昭和

14年に日立町と助川町が合併し、人口 7万 3,604

人の鉱工業都市「日立市」が誕生した。 

その後、高度経済成長の過程で、鉱工業を中

心とした「ものづくりのまち」として復興、発

展を遂げ、同時に、産業都市として独自の歴史

や文化、コミュニティが育まれてきた。 

 

【人口推移】 

本市の人口は、昭和 58 年（1983 年）の 20 万 6,260 人をピークとして、その後は減少傾向が

続いている。平成 31 年（2019年）1月 1日現在の人口は 17万 8,170人である。 

 
【出典】総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

【注記】2020年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 30年 3月公表）に基づく推計値。 
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また、平成 27 年（2015 年）の人口を年齢 3 区分別に見ると、年少人口（～14 歳）は、10 年

前と比較して 24.3％減、生産年齢人口（15～64歳）は 16.2％減となっている。一方で、老年人

口（65 歳～）は、29.9％増加しており、国や県を上回るスピードで高齢化が進行している。本

市の高齢化率は、2025 年には、市の総人口の 3分の 1が 65歳以上の高齢者となる見込みで、2040

年には、高齢化率が約 40％になると推計されている。 

 

【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、技術サービス業（他に分類されない

もの）や情報サービス業、非鉄金属製造業の構成割合が大きく、主要産業といえる。技術サービ

ス業（他に分類されないもの）や情報サービス業の割合が高いことは、全産業の構造の付加価値

額(中分類)でみても同様であるが、売上高に比して情報サービス業の構成割合は大きく、高い付

加価値をあげていることが分かる。一方、非鉄金属製造業では売上高に比して付加価値額の構成

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。なお、情報サービス業の構成割

合が大きいのは一部の大企業によるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（RESASより） 

 

従業者数に関しては、日立製作所グループの主要な生産拠点が複数立地する企業城下町である

ことから従業者数の約 3割が製造業に従事している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        （経済センサスより作成） 
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【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、電気・ガス・熱供給・水道業や教育、学習支援業、医療、福祉

といった分野を除き減少傾向にある。 

なお、本市には２つの商工団体があり、十王地区を日立市十王商工会が管轄している。なお、日

立市内の事業者のうち約 95%が当会議所の管轄にあるため（人口では約 92%、面積で約 68%）、当所

の支援対象となる管内小規模事業者数は市単位の数値を用いる。また、後述する商工業の現状と課

題についても市域全体を商工会議所地域として捉えることとする。 

 

【小規模事業者数の現状と推移】 

＜日立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 14（13） 14（10） 
鉱業、採石業、砂利採取業 5（4） 6（4） 
建設業 795（749） 724（681） 
製造業 788（599） 735（566） 
電気・ガス・熱供給・水道業 8（3） 14（9） 
情報通信業 115（39） 83（27） 
運輸業、郵便業 203（136） 166（107） 
卸売業、小売業 2058（1376） 1818（1212） 
金融業、保険業 104（79） 86（58） 
不動産業、物品賃貸業 375（355） 341（318） 
学術研究、専門・技術サービス業 275（187） 254（167） 
宿泊業、飲食サー
ビス業 

宿泊業 94（83） 57（48） 
飲食サービス業 1130（818） 1025（718） 

生活関連サービ
ス業、娯楽業 

旅行業、娯楽業  113（81） 92（72）  
その他 759（691） 722（664） 

教育、学習支援業 250（189） 262（195） 
医療、福祉 405（202） 481（211） 
複合サービス事業 46（29） 39（25） 
サービス業（他に分類されないもの） 380（236） 367（208） 

合計 7917（5869） 7286（5300） 

※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）) 

 

【工業の現状と課題】 

 (1)日立市工業の現状 

日立市の工業の特色は、企業城下町と呼ばれる全国の他地域と同様に、特定の大手企業を頂点

とした生産ピラミッド構造を有している点にある。この生産ピラミッドは、製造コストの低減化

と生産規模の拡大、生産調整といった機能を有しており、機械加工や製缶・板金、組立、めっき

などのものづくりの要素技術を有する地域中小企業に外注することで成立しているが、事業所数

は減少を続けている。 

 
※平成 27年（2015年）は調査を実施していないため、データなし  （工業統計調査より） 

従業者数 4人以上の製造事業所数 
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この減少の要因は平成 7～8年（1995～1996年）の急激な円高による大手企業の海外展開や、

平成 21年（2009年）のアメリカの証券会社リーマンブラザーズの破綻に端を発した「リーマン

ショック」に起因していると考えられるが、以後も平成 23年（2011年）の東日本大震災、ヨー

ロッパの金融不安などによる円高を背景とした大手企業の海外展開などにより、また、近年では、

人件費の高騰や政策リスクによる中国経済の失速が顕在化しており、工業を取り巻く環境の先行

き不透明感が高まってきている。 

また、本市製造業の労働生産性は全国平均の約半分となっており、他の業種と比較しても低い

水準にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした中、市内の製造事業所では雇用維持を果たすべく懸命な経営努力を重ねているが、大

きな経営環境の変化に飲み込まれ、廃止・廃業となる事業所が顕在化していることは否めない。 

 

 (2)日立市工業の課題 

課題 内容 

深刻化する人手不足への

対応 

本市でも労働力の中心となる生産年齢人口が大きく減少して

いる。年々厳しくなっていく全国的な人材獲得競争に打ち克つ

地域と中小企業の魅力向上を図ることが課題である。 

人材の育成と技能の伝承 
これまで技術や技能を蓄積してきた世代がリタイアしていく

中で、新たな世代へ技術や技能を伝承することが課題である。 

経営者の高齢化と事業承

継 

本市中小製造業の後継者の不在率は 58.4％となっており、平成

30年（2018 年）における全国の製造業の後継者不在率（59.04%）

とほぼ同じである。事業所数の減少に歯止めをかけ地域経済の

活性化と雇用の維持を図っていく上で、事業承継は大きな課題

の一つである。 

設備投資による労働生産

性の向上 

少子高齢化、人手不足や働き方改革への対応など、中小企業は

厳しい事業環境を乗り越える必要に迫られている。この問題に

対応するためには、老朽化した設備の更新や生産性の高い新た

な設備の導入などが重要になる。 

新たなビジネスモデルの

構築 

新たな市場・サービスは次々に誕生している。新たなビジネス

モデルを構築し、付加価値の高い事業に着手していくために、

新たな連携や新規市場への挑戦が重要になっている。 

IoT の活用 

ものづくりの現場において、IoT は、人手不足の中で労働生産

性を向上させ、さらに付加価値の高い製品を生み出していく上

で、非常に効果的なツールといえる。IoT の活用は重要な課題

の一つである。 
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(3)日立市総合計画における工業に関する目標 

日立市では、日立市総合計画 後期基本計画（平成 29～33年度）において、次の様な工業分野

に関する目標を掲げている。 

工業分野に関する施策 

基幹産業の活性化と新産業創出の支援 

基本方針 

ものづくり産業の活力を維持するため、ものづくりを支える人材の育成や中小企業への多様な支

援を進めるほか、企業誘致や異業種連携・創業支援を推進します。 

５年後に目指す姿 

これまでに蓄積されたものづくり技術を活用しながら、中小企業への支援の充実と新たな成長分

野での事業展開、多様な企業の誘致など、将来にわたる持続可能な産業基盤の確立を目指した取

組が進められています。 

ものづくり産業や新たな成長産業分野等の産業基盤の整備に合わせ、雇用の創出や、若者や女性

の就業促進などが進められています。 

目指す姿を実現するための主な取組 

取組１ 中小企業の課題やニーズに対応した多様な支援体制、施策の構築 

取組２ 成長産業等への事業展開の促進と企業誘致の推進 

取組３ 雇用の創出と若者や女性の就業促進 

 
【商業の現状と課題】 

(1)日立市商業の現状 

日立市の商業は、バブル崩壊後の景気の停滞により、百貨店と映画館の撤退、既存商店の閉店

を誘発し、全国の他の地方都市と同様に「空き店舗」に悩む中心市街地へと変容してきた。 

卸売・小売業の事業所の減少率は全国より大きく、昭和 54年（1979 年）の 3,983 件をピーク

に直近ではピーク時の 3分の 1にまで減少している。事業所数の減少の一因として、周辺市町村

の郊外型大規模店舗への進出やインターネット販売の台頭が考えられる。特に経営環境の厳しい

個人事業者では、消費行動の多様化や社会背景の変化への対応が難しく、廃業を余儀なくされる

ことも少なくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（商業統計調査、経済センサスより作成） 

 

さらに、商店街では後継者難も深刻で、担い手不足や資金不足によって共同施設の維持、イベ

ント等のにぎわいづくりも困難となっている。経営者の高齢化も相まって、今後さらなる事業所

数の減少が予想される。中心市街地の商店数の減少は、空き店舗の増加だけでなく、店舗以外の



６ 
 

土地利用への転用へとつながり、結果として商店街の魅力を奪っている。 

また、年間商品販売額について、平成 28 年経済センサスで県内主要都市と比較すると、日立

市は 1事業所当たりの販売額が少ない状況となっており、県下最大の商業都市である水戸市との

比較においては、販売額で 23％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)日立市商業の課題 

課題 内容 

店舗の老朽化・空き店舗の

増加への対応 

郊外型大規模小売店舗の立地やインターネット販売の影響で、

買回り品を扱う専門店が閉店・撤退をしており、商店街として

提供できるコンテンツ（商品）が不足している状況となってい

る。また、商店街としての景観さえ失われつつあり、その対策

が課題である。 

担い手・後継者不足、リー

ダーの不在への対応 

既に多くの店舗で存続及び商店街の維持を課題としている。後

継者の発掘とその育成が急務である。 

魅力不足への対応 
他店（大型商業施設やインターネット販売など）との差別化を

図り、独自の魅力を打ち出す必要がある。 

共同施設等における環境

の維持・整備 

老朽化したアーケードや街路灯などの共同設備も更新や、買物

時に車が利用しやすい環境の整備（駐車場の共同整備等）、地

域の治安や安全の確保が求められている。 

中心市街地の在り方 

中心市街地ににぎわいを取り戻すことが重要である。時代の変

化や顧客のニーズに応じて、行政と連携して社会変化に対応し

ていく必要がある。 

 
(3)日立市総合計画における商業に関する目標 

日立市では、日立市総合計画 後期基本計画（平成 29～令和 3年度）において、次の様な商業

分野に関する目標を掲げている。 

商業分野に関する施策 

地域に根ざした商業の活性化 

基本方針 

生活の利便性の向上や、集客力を高めるための支援の充実、農商工連携による特産化の推進など

を進めます。また、地域に根ざした商業の活性化を図る再整備などについて、検討を行います。 

５年後に目指す姿 

駅周辺の商店街の集客力を高めるため、市民等との連携・協働による取組や様々な支援の充実に

より、地域に根ざした商業の活性化が図られています。 

高齢化の進行に伴い買物弱者が増加する中、市民の生活を支えるための買物の利便性向上のため
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の体制充実が図られています。 

農商工の連携・協働により、本市の地域資源を活用した特産品の開発が進み、地域のブランド力

が高まっています。 

目指す姿を実現するための主な取組 

取組１ 買物の利便性向上や商業の集客力を高めるための支援メニュー等の充実 

取組２ 各機関と連携した商店街の魅力づくり、にぎわいづくり 

取組３ 農商工連携等による地域商品の開発と情報発信 

 

 
（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 

前述の「地域の現状と課題」を踏まえ、当所においても日立市総合計画 後期基本計画（平成 29

～令和 3年度）と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きたい。 

日立市総合計画では、工業分野に関する施策として「基幹産業の活性化と新産業創出の支援」を

掲げ、５年後に目指す姿を実現するための主な取組として、1.中小企業の課題やニーズに対応した

多様な支援体制、2.成長産業等への事業展開の促進と企業誘致の推進、3.雇用の創出と若者や女性

の就業促進を挙げている。一方、商業分野に関する施策として「地域に根ざした商業の活性化」を

掲げ、５年後に目指す姿を実現するための主な取組として、1.買物の利便性向上や商業の集客力を

高めるための支援メニュー等の充実、2.各機関と連携した商店街の魅力づくり、にぎわいづくり、

3.農商工連携等による地域商品の開発と情報発信を挙げている。 

このことから、当所では、地域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、日立市の基本構想と連携した「これまでに蓄積されたものづくり技術の活用と新たな成

長分野でも活躍可能な経営力を身につけたものづくり事業者によるものづくり産業の活力維持」と

「地域に根ざし魅力的で集客力や商品力に優れた商業・サービス事業者による商業の活性化」を長

期的な振興のありかたとして、現在の支援体制をより充実させ、日立市はもとより、国･茨城県、

他の産業関連団体との連携や、各分野の事業者とのネットワークを活かしながら、個社経営力の向

上を実現し、日立市の産業振興、小規模事業者の収益力向上を目指していく。 

 

②日立市総合計画との連動性・整合性 

当所では、ものづくり産業の経営力向上に向けた「製品開発や販路開拓、きめ細かな相談体制の

充実」「中小企業の技術や製品を国内外に広める取組支援」および商業・サービス事業者の魅力づ

くりに向けた「個店の魅力度向上と担い手や後継者の育成、にぎわい創出の支援」「地域ブランド

力を高めるため、地域商品の開発と情報発信の支援」などにより、日立市の施策に沿った支援を実

行する。 

 

③商工会議所としての役割 

当所は、業種、業態、規模の大小を問わず地区内のすべての商工業者の利益をはかるとともに、

地域経済社会の振興・発展や、社会福祉の増進に資することを目的としており、その目的達成のた

めの事業活動は多岐にわたる。その中で重点事業として位置付けされているのが、経営支援と地域

振興である。経営支援においては、長年にわたり巡回・窓口において、金融支援、税務経理支援、

販路開拓支援等を中心に行ってきた。一方地域振興では、各種イベントの開催などを行ってきたと

ころである。 

今後は、日立市の現状と課題を鑑み、また、日立市の掲げる総合計画と小規模事業者の振興のあ

り方を一つにし、地域経済の活性化に向けて事業推進する。 

また、茨城県・日立市・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・

ミラサポ・中小企業診断士等と連携して、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。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

 ①経営革新や事業承継を通して、ものづくり技術を活用した経営力向上や個店の魅力度向上を実現

する。 

  事業計画の策定および実行支援をとおして、個社経営力の向上を実現する。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る。 

 

 ②地域商品の開発や情報発信の支援を通して地域ブランド力の向上を実現する。 

海・山に恵まれ、ものづくりのまちとして発展してきた本市には、農水産品や加工食品、菓子、

酒、工業製品などの特産品が多数ある。新たな商品開発や情報発信等への支援を通して、地域ブ

ランドの創出や強化を実現する。 

 

 ③商工会議所を中核とし地域一帯となった小規模事業者支援体制を構築する。 

  当所が中核となり、個々の小規模事業者にマッチした質の高い支援可能な体制を整備する。 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①経営革新や事業承継を通して、ものづくり技術を活用した経営力向上や個店の魅力度向上を実現

する。 

工業の活力を維持するためには、本市のものづくりを支える中小企業のニーズに対応した多様

な支援が必要である。また、これまで地域に蓄積されたものづくり技術をより高め、成長産業分

野等への事業展開を図る取組を促進する必要がある。 

商業に関しては、集客力を高めるための支援の充実が必要である。 

  そのため、事業計画策定に関するセミナーや個別相談を通じて、小規模事業者が事業計画策定に

取り組む土壌を醸成する。そのうえで、経営指導員が専門家等と連携し、個々の小規模事業者が

置かれている経営課題や消費需要を把握・分析し、それぞれの課題解決に向けた伴走型の事業計

画策定支援を行う。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。 

 

 ②地域商品の開発や情報発信の支援を通して地域ブランド力の向上を実現する。 

本市の地域ブランド力を高めるためには、製造業および商業の事業者に加え、農水産業者等が

連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新製品、新商品の生産から販路開拓までの取り

組みを行う必要がある。 

そのため、当所が中核となり、海・山に恵まれ、ものづくりのまちとして発展してきた本市の

特性を活かし、地域のブランド力向上に向けた特産品開発のための「日立市地域ブランド推進協

議会」の機能を強化するほか、日立市産業祭への参加などブランド力強化のための情報発信体制

の強化を図る。 

 

 ③商工会議所を中核とし地域一体となった小規模事業者支援体制を構築する。 

小規模事業者を取り巻く環境の先行き不透明感が高まっており、経営力向上に向けた課題も複

雑で多岐にわたることが多くなっている。 

難易度の高い課題にも対応していくために、当所が中核となり、各支援機関との連携を強化し、

経営指導員等の支援能力の向上を図る。あわせて、職員間の伴走型支援の進捗状況（成果・課題）

の共有化を促進することにより、商工会議所全体で小規模事業者の経営力の向上に取り組む体制

を構築する。組織的能力の向上にもとづく質の高い支援を提供する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（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【指針③】  

（１）現状と課題  

[現状]巡回指導時におけるヒアリング等を通して「経営状況調査（年１回）」を実施し、管内小規

模事業者の業種別の経営状況や設備投資の動向、直面している経営上の問題点等の情報収

集にあたっている。また、主要産業の製造業については、ほかに、市内各組合の大手企業

からの受注・生産高等調査（月１回）を活用し、受注・生産高、組合員数の変動、従業員

の変動等を把握することで、管内製造業者の経済動向判断に役立てている。 

 [課題]上記の調査結果は、窓口相談等にあたった経営指導員等の判断で小規模事業者に提供され

てきたが、一部の事業者のみの利用にとどまっていること、データが十分に整理・分析さ

れておらず有効な情報として活用されていないこと、また、市の中小企業施策にも反映さ

れていないことが問題点と認識している。そのため、小規模事業者への周知方法やデータ

の加工方法の改善、および市の中小企業施策に反映させる仕組みの整備が課題となってい

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「ＲＥＳ

ＡＳ」（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、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、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】 法定経営指導員（1 名）と経営支援員（6名）、日立市（2名）で組織する「経

営発達支援事業推進プロジェクトチーム」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。 

  ※日立市には当所管内以外に十王地区があるが、日立市内の事業者のうち約 95%が当所管轄であ

るため、市単位のデータを管内情報として扱う。 
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 ②管内小規模事業者を対象とした経営状況調査の実施・分析（既存事業改善） 

日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）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。従来は一部の事業者にとどまっていたが、内容を改善

して実施する。 

 

【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。 

【調査対象】 製造業、小売業、飲食業の３業種 各20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。上述した「経営発達支援事業推進プロジ

ェクトチーム」にて会議を開催。収集したデータを、小規模事業者にと

って役に立つ情報として活用可能なものとする。 

【アウトプット】 業種ごとの特徴（強み・弱み）が、表やグラフによって容易に理解できる

ようフォーマットを改善し、分析結果をレポートとして提供する。 

 

 

 ③工業組合受注・生産高動向調査の実施・分析（既存事業改善） 

 

【目的】 主要産業の製造業については、市内各組合の大手企業からの受注・生産高

等を調査し、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。 

【調査対象】 ２組合５２社 

【調査項目】 受注・生産高、組合員数の変動、従業員の変動 

【調査頻度】 月１回実施 

【調査方法】 各組合からの資料提出 

【分析方法】 組合から提出された資料をうけ、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。上述した「経営発達支援事業推進プロジェクト

チーム」にて会議を開催。収集したデータを、小規模事業者にとって役

に立つ情報として活用可能なものとする。なお、毎年 1 回 1 年間のデー

タを集計・分析し公表する。 

 

（３）成果の活用 

○情報収集・調査、分析した結果は当所ホームページのほか会報に掲載し、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。 

○市の中小企業施策に反映させることを視野に入れ、前述の「経営発達支援事業推進プロジェクト

チーム（年 2 回委員会を開催）において、アウトプットされた情報をもとに、新たな地域活性

化策など施策への反映について検討する。 
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（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 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

③公表回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

   ※②管内小規模事業者を対象とした経営状況調査は、昨年度実施しなかった。また、③工業組

合受注・生産高動向調査の実施・分析についてはこれまで窓口相談等にあたった経営指導員

等個人の判断で利用されるにとどまっていた。 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】  

（１）現状と課題  

[現状]小規模事業者が持続的に健全な経営を維持できる基礎資料とすることを目的として、当所で

経営問診票と位置づける「経営改善希望調査」の実施体制を整備し運用しているところで

ある。また、小規模事業者からの相談依頼にもとづき、補助金申請時や融資の斡旋時に財

務分析を中心とした経営分析を行っており、小規模事業者からは「自社の特徴や課題が整

理できた」などの声が聞かれ、一定の成果は得られている。 

[課題]経営分析を初めて実施した事業者の多くが好意的な反応を示すことは、逆に言えば、経営分

析の必要性や重要性が小規模事業者に理解されていないということである。また、経営分

析の件数は伸びているものの、定性分析を含めた詳細な分析を実施している割合は少ない。

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。そのため、小規模事業者

に対し経営分析の必要性や重要性をいかに認識してもらうか、財務分析に比べて難易度が

高いとされる定性分析や課題解決策の提案に対し組織としてどのように対応するかといっ

た点が課題となっている。 

 

（２）事業内容 

①経営分析の必要性や重要性の周知・啓発活動（既存事業改善） 

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

および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発する。 

その際、次の様なチラシを用意する。 

 

【配付対象者】 管内の全ての小規模事業者 

【チラシの内容】 経営分析の目的、メリット、分析報告書の例と活用方法 

【特徴】 内容が一目で分かるようにイラストやグラフや、写真を多用する。 

配布時に、興味を抱いていただけるよう「自分でできる経営分析の気づき

チェックリスト（作成中）」を掲載。 

 

 ②経営分析の内容（既存事業改善） 

これまで以上に質の高い経営分析を実施するため、また、多くの事業者に対応するため、組織

的な経営分析体制を整備する。 

 

【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や、

事業計画策定セミナー参加者のなかから、毎年、意欲的で販路拡大の可能

性の高い 140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「内外環境分析」を行う。 
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≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

≪SWOT 分析≫バリューチェーン、商品サービス・顧客・競争業者の特徴 

等、顧客の獲得方法、マクロ環境・ミクロ環境、強み・弱み 等 

【分析手法】 経営指導員のヒアリングにより得られた調査・分析シートをもとに、専門

家等との連携により経営指導員全員で構成する経営指導検討委員会にて分

析内容のブラッシュアップを行い、経営分析シートを完成させる。 

【アプローチ】 原則として経営指導員が対話を通してシートに入力する方法をとる。 

ただし、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、過去の分析結果等をもとに、変化

や成長に着目し、小規模事業者自らが主体的に記入にあたることとし、経

営指導員は、記入のアドバイスや提案を中心に行う。 

【アウトプット】 小規模事業者と経営指導員等が伴走型支援によって一緒に作成した、上記

分析結果と、真の経営課題・経営方針を一覧で表示した経営分析シートを、

分析を行った小規模事業者に提供する。 

＜経営分析シートの例＞ 
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（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、当所データベースに業種、規模別等により管理し、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 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

分析件数 134件 140件 140件 140件 140件 140件 

   ※分析件数の根拠は指導員数 7名×20件としている。 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題  

[現状]中小企業診断士等による事業計画策定等に関するセミナーや個別相談会を随時開催し、経営 

力アップを目指す小規模事業者に対し、事業計画の策定支援にあたっている。また、セミナ 

ー参加が困難な小規模事業者に対しては、「セミナー・オンデマンド」システムを導入し、 

早朝や夜間の受講を可能にしている。その結果、実際に事業計画を策定した小規模事業者は 

増加している。 

[課題]経営革新計画の承認や補助金の採択を目的として事業計画を策定する小規模事業者が多く、

自社の課題解決や持続的発展のために、これを役立てようとする小規模事業者は少ない。

そのため、補助金の申請タイミング以外では相談件数が極端に少なくなる。これは、小規

模事業者が事業計画策定に対して抱く苦手意識や小規模事業者には無縁のものといった意

識によるところが大きい。また、経営革新計画の承認や補助金の採択を目的とする場合、

計画骨子は補助金や制度等の利用目的を強く反映させたものとなりがちで、肝心の経営分

析や真の課題抽出、経営方針の策定と展開方法の検討については、作成効率が優先され、

十分にブラッシュアップされないことも多い。また、作業効率の優先は、それぞれの経営

のステージに合わせた事業計画の策定支援という課題も生じさせている。 

 
（２）支援に対する考え方 

まずは、小規模事業者が事業計画策定に対する本来の意義を正確に認識し、事業計画策定は持

続的成長のための経営の基本と捉える気運を高めていく必要がある。 

そのため、事業計画策定に対して抱く苦手意識を感じさせないよう「事業計画策定セミナー」

をはじめとするセミナーのカリキュラムを工夫したり、経営分析から事業計画策定・実行支援ま

での一連のプロセスを当所が伴走型支援によりサポートすることを周知し実践していかなけれ

ばならない。また、事業承継案件については、後継者が承継したくなる組織づくりとスムーズな

承継に向けて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・個別相談会」の開催（既存事業改善） 

今後は、「経営革新計画の承認を得るための事業計画」「補助金の採択のための事業計画」とい

う考え方から、「自社の課題解決や持続的発展のために必ずやり遂げるべき計画」という考え方

に則り、抵抗感なく受講申し込みができ、かつ実現可能性や実効性に重きを置いた内容のカリキ

ュラムに変更する。募集方法についても、少しでも興味をもって頂けるようセミナーオンデマン

ドシステムと連携させるなどのデザインに関する工夫も行う。 
 

【募集方法】 市と連携し、日立市報への掲載、当所会報やホームページでの募集 

チラシデザインに関しては、セミナーオンデマンドシステムと連携させ、
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わかりやすい内容にする。 

【回数】 集団セミナー２回程度、個別相談会５回程度（各事業所が３回程度参加） 

【カリキュラム】 １．クイズで学ぶ経営理論 

２．良い計画書と悪い計画書ケーススタディ（基本的な策定方法） 

３．伴走型の分析ワーク 

４．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） 

【セミナーオンデ

マンドシステム

との連携】 

職員による質問対応窓口の機能強化（職員のスキルアップ）を図ること、

受講と関連性の高いセミナーコンテンツをセミナー募集チラシに掲載する

などして、本システム利用者など、セミナー参加者以外からの個別相談会

の参加も促す。 

【個別相談会の内

容】 

セミナー参加者が引き続き参加する。経営指導員とセミナー講師とが二人

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。相談会は 2週間程度の

間隔を開け、事業者と経営指導員が面談やメール相談を通して、納得のい

くまで内容の作り込みを行う。 

【目標参加者数】 １０名程度 

 
 
 ②「セミナー・オンデマンド」システムの継続運営と「おすすめセミナー」の発信（既存事業改善） 

セミナーオンデマンドシステムの継続運用を行い、事業計画策定に関する関心を高め、知識の

習得を促す。また、従来の質問対応窓口を、これまでの受け身型の窓口体制から、個社の実態に

あわせた「おすすめセミナー」を発信していく体制づくりを進める。 
 

【支援対象】 昼の時間帯でのセミナー等への参加が難しい小規模事業者 

【周知方法】 より多くのアクセス数を目指すため会報に２回チラシ折込みを行う 

【事業内容】 当所ホームページ上にインターネットを通じてセミナー視聴を行える視

聴画面を設置し、多忙な小規模事業者への有益且つ重要な知識やノウハ

ウの提供を行う。 

所内に質問対応窓口を設置し、個社の実態にあわせた「おすすめセミナ

ー」を発信していく体制づくりを進める。 

【事業者への効果】 幅広い事業者が、事業計画策定に対する関心を持ち、実際に事業計画の

策定につながる。 

自社の実態に合わせたセミナー受講により、個社ごとの問題解決および

経営力向上が図れる。 

【目標視聴者数】 4,000 名程度 

 
 
 ③事業計画の策定（既存事業改善） 

年間を通して定期的に開催する。計画策定にあたっては、専門家・金融機関等との連携を図る

ことにより、実現可能性・実効性の高い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を対象とする。 

【手段・手法】 経営指導員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。 

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。 
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（４）目標 

 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 23件 70件 70件 70件 70件 70件 

    ※経営分析件数の 50%を目標とする。なお、件数には事業承継計画の策定件数（毎年 2 件）

を含む。 
 
５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題  

[現状]小規模事業者への事業計画策定後の支援については、これまで、計画の進捗状況調査という

かたちでフォローアップ支援を実施してきた。調査項目は、「事業の進捗状況」のほか、「当

初計画との比較」「達成見込み」「雇用状況」「克服すべき課題」等であり、希望により専門

家派遣等の支援を行うというものである。この計画実施段階のサポートにより、補助金受

給などを通して、当初目標を上回る成果を上げた事業所も現れている。 

[課題]これまでの事業計画策定後の実施支援は、決められた調査時期に合わせて、進捗状況の確認

と簡単な助言をすることが中心となっており、踏み込んだ助言まではできていないのが実

情である。今後は、計画の進捗状況に応じて、適切な頻度で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、より多くの事業者に対し計画の実現性を高めていく必要

がある。 

 

（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） 

当初の実行計画を管理し、計画の進捗状況に応じた量的・質的にも適切なフォローアップを実

施する。 

 

【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、

経営指導員等によるフォローアップで、進捗状況が思わしくなく、事業計画と

の間にズレが生じていると判断する場合など、専門家による専門指導が必要で

あると判断した事業者に対しては、確認された事業遂行上の課題解決に向け

て、県専門家派遣事業、ミラサポ等による専門家による支援を行う。 

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。 

【支援内容の

質的向上の

ための組織

的対応】 

経営発達支援を伴走型支援で計画的に行うため、支援事業者別に支援内容の履

歴を記載する独自の支援進捗管理シートを作成する。 

経営発達支援シートには、 1.企業概要 2.財務状況 3.支援計画 4.外部支援機関

の活用 5.支援の成果等を記載し、企業概要・分析内容・支援履歴等をデータ化。

経営分析で活用した分析ツールと合わせて本シートをデータとして蓄積し、組

織内職員で共有する。 

また、このシートをもとに前述の経営指導検討委員会による支援検討会を実施

し、支援内容の充実を探る。 



１６ 
 

 

（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 23社 70社 70社 70社 70社 70社 

頻度（延数） 69回 280回 280回 280回 280回 280回 
売上 
増加事業者数 4社 15社 15社 15社 15社 15社 

経常利益率 1％以
上の増加事業者数 － 10社 10社 10社 10社 10社 

     ※売上増加事業者数はフォローアップ対象事業者数の約 20%を目標とする。また、そのうち 

60%以上の事業者が経常利益率 1％以上増加を目標とする。なお、フォローアップ対象事業者 

数等には事業承継計画を策定した事業者を含む。 

 

６．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題  

[現状]これまで、商店消費動向調査・分析（アンケート調査）を専門家と連携し実施している。こ

れに際し、調査・分析方法の整備や、これにあたる専門家を交えたチーム編成を行ってき

たが、運営負担が大きく開催は一時的なものとなり、小規模事業者においても需要動向調

査の実施・活用が定着していない。 

 [課題]小規模事業者は、自社の経験や思い込みによる商品開発やサービスの提供等を行った結果、

顧客のニーズとはマッチせずに事業の成果が上がらないケースが多く見受けられる。そのた

め、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

を啓蒙し、あわせて、調査結果を商品・サービス開発へフィードバックする支援体制を構築

していくことが課題である。 

 

（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） 

日立市産業祭（１１月）に来場する地域内外の一般消費者に対し、日立市地域ブランド推進協

議会として専用ブースを設け、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 30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、たとえば日立市認定商品「ベストセレクション日立」

認定を目指す事業者の商品） 

・既存商品・サービスの改良に取り組む事業者 等 

【分析手段・手法】 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、(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） 

【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 

(b)需要動向調査の実施スケジュールの作成 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 

(d)調査票(アンケートシート)の作成・提供 

(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 

(f)需要動向調査結果を活用した商品の開発・改良等のアドバイス 
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【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が集計・分析し、レポートにまと

め、事業者に提供する。 

 

 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） 

（一財）食品産業センターが主催する「こだわり食品フェア」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：50 件） 

【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 

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】 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） 

【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 

(b)需要動向調査の実施スケジュールの作成 

(c)需要動向調査に必要な調査項目の選定 

(d)調査票(アンケートシート)の作成・提供 

(e)回収した調査票の分析・加工及びその提供 

(f)需要動向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が集計・分析し、レポートにまと

め、事業者に提供する。 

 

（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 － 5社 5社 5社 5社 5社 

②調査対象 
事業者数 － 5社 5社 5社 5社 5社 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）現状と課題 

[現状]事業計画を策定した事業者や、地域の優れた技術や商品・サービスを有する小規模事業者の

販路拡大と経営力向上を支援するため、地元小規模事業者に、技術・食・地場産品に関す

る展示会への出展機会を提供している。これまでに、①彩の国ビジネスアリーナ、②こだ

わり食品フェア、③日立市産業祭に対し、地元小規模事業者に出展に関する支援を行うこ

とで、地域小規模事業者の販路拡大を支援している。 
 [課題]これまでは各種展示会等への参加勧誘等にとどまっており、参加企業は限定的である。また、

適切な効果測定ができていないといった問題もある。今後は、前述した需要動向調査により

調査・分析した内容を活用し、また実際の出展に際しての事前・事後フォローを効果的に実

施することで、小規模事業者の売上増加や新規顧客獲得に向けた効果的な需要開拓支援を行

う。 
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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】 一般消費者の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

【訴求対象】 一般消費者 

【想定する物

産展等】 

1.日立市産業祭 

【事業内容】市内の地場産品を広く紹介・販売し振興を目的として行われる催

し (同実行委員会主催)。平成 30年度の来場者は 11万 1000人(主催者発表)。 

【支援内容】 当所では、参加事業者募集および働きかけを行い、販路開拓の機会とする。日

立商工会議所コーナーを設置するほか、当所では出展にあたってのディスプレ

イ等の支援を行う。 

 

 

 ②バイヤー等（ＢtoＢ）への需要開拓支援（新規・拡充） 

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】 技術・食・地場産品分野で、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】 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.彩の国ビジネスアリーナ（埼玉県） 

【事業内容】小規模事業者の受注確保・販路開拓、技術力向上等を目的に、企

業間ネットワーク形成による新たなビジネスチャンス創出の場を提供する展

示商談会。参加費業者 614企業、参加者 17,192人。 

2.こだわり食品フェア（千葉県） 

【事業内容】(一財)食品財団法人が主催する「素材・製法・安全・健康にこだ

わる「食」の専門展」。参加費業者 192企業、参加者 88,412人。 

【支援内容】 当所では、参加事業者募集および働きかけと、展示アドバイスを行う。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 
①-1日立市産業祭 

出展事業者数 3社 3社 3社 3社 3社 3社 

1社あたり売上額 － 5万円 5万円 10万円 5万円 5万円 
②-1 彩の国ビジネ
スアリーナ展示会 

出展事業者数 
4社 4社 4社 4社 4社 4社 

 成約件数／社 － 2件 2件 2件 2件 2件 
②-2 こだわり食品
フェア商談会 
参加事業者数 

3社 3社 3社 3社 3社 3社 

 成約件数／社 － 2件 2件 2件 2件 2件 
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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］工業分野では、日立市、商工会議所で地域の基幹産業である製造業の受発注を促進するた 

めの活動を進める。また、雇用維持について、地域の大手企業に対する要望活動を行う。

商業分野では「日立市地域ブランド推進協議会」において地域資源を活用した商品づくり、

それらに関する情報の発信及び維持向上を目的とした活動を行っている。 

［課題］上記協議会活動は効果的な産業施策の展開や情報共有につながり今後も継続実施する。 

一方、地域の賑わいづくりに関しては、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。 

 

（２）事業内容 

 ①「日立市地域ブランド推進協議会」の開催（年 2回） 

地域資源を活用した商品づくり、それらに関する情報の発信及び維持向上を目的として、日立

市観光物産課と当所が中心となり組織している。ブランドの認定、商品開発の促進、特産品の販

路拡大等を行っているが、今後は、事業内容に検討を加えながら各種事業及びＰＲ活動について、

全国的なレベルでも充分通用する商品開発を行い地域資源の活性化を図る。  

 
②地域イベントによる地域経済の活性化 

下記のイベントについては、日立市等の主催で実施されているが、当所としても地域賑わいづ

くりのため積極的に参加協力し、実行委員の一員としてその成果や効果を検証し、委員会等にお

いて提言を行う。 
 

イベント名 開催 開催月 イ ベ ン ト 内 容 会議 

さくらまつり 共催 ４月 ５０回以上続く、日立市の象徴的なイベント 年 2回 

ひたち国際大道芸 後援 ５月 全国的にも、代表されるイベント 年 2回 

よかっぺまつり 後援 ９月 多賀地区の代表的なイベント ― 

ひたち秋祭り 後援 １０月 秋の風物詩として定着 ― 

日立市産業祭 共催 １１月 農商工連携の産業祭的イベント 年 2回 

ヒタチスターライト

イルミネーション 
後援 １１月 冬の風物詩として定着 ― 
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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］現在、県北地域商工団体や日本政策金融公庫等との情報交換を実施しているほか、茨城県 

経済検討会、日立創業支援ネットワーク会議、事業承継ネットワークに加入をしており、

年に 1～2 回の連絡会議に出席している。当会議所としても発信される情報の収集は行っ

ているが受動的であり、個社支援を念頭においた支援ノウハウ等の情報交換としては、

質的向上の余地が多いものである。 

［課題］形式的になってしまっている各支援機関との連携強化を図るとともに、経営指導員等が積 

       極的にノウハウの発信を行い、支援ノウハウ等の情報交換の場の運営に主体的に関与して

いくことが課題である。また、より高度な専門知識および支援ノウハウの交換に結びつけ

ていくことが課題である。 

 

（２）事業内容 

①県北地域商工団体との連携（年 1回） 

現在、茨城県北地域の商工団体（北茨城市商工会・高萩市商工会・日立市十王商工会・常陸太

田市商工会・東海村商工会）であるマル経協議会による情報交換会を、四半期に一度の割合で開

催している。その中では、各単会地域等の経済状況や実施事業、マル経融資案件の話題を通し、

支援施策などの情報交換を行っている。今後は、事前に情報交換テーマなどを設定し、より質の

高い支援ノウハウを共有できるようにしていく。 

 

②金融機関等支援機関との情報交換（年 1回） 

現在、日本政策金融公庫とは、緊密な連携関係を構築し融資制度などの情報交換を年 1 回開

催している。今後は、これまでの単なる情報交換・情報収集から、支援事例やノウハウについて

の情報交換の場として勉強会を実施していく。また、当市における金融機関支店とも金融支援事

例についての情報交換や施策、融資後のフォローアップに関する支援ノウハウ等の情報交換を行

う。 

 

③茨城県産業技術イノベーションセンターとの情報交換（年 1回） 

「いばらき産業立県の発展と支援」をスローガンに活動している同センターと、主に製造業が

有する事業所ニーズに対応した研究開発、技術支援についての情報交換の機会を増やす。これに

より、新製品開発、新技術の実用化における課題解決等のニーズへの対応と、成長分野の基盤技

術に関する支援ノウハウのタイムリーな習得を目指す。 

 

 
１０．経営指導員の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］経営指導員に義務付けられている研修会への参加等により計画的にスキルアップに取り組

んでいる。そのため、知識面では個人能力・組織能力ともに向上が図れている。 

［課題］知識レベルは向上したものの、実際の支援の現場ではそれを十分に引き出し活用できてい

るとはいえないというのが多くの職員の自己評価である。習得した知識を小規模事業者支

援の現場で活かすには、従来の「ティーチングによる育成」から「自ら気づき、自発的な

業務遂行を促す育成」へとの方針転換が必要であり、そのためのＯＪＴ制度や主体的な取

り組みを促すデータベースシステムの改善・強化が課題である。 
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（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

引き続き、茨城県商工会議所連合会・日本商工会議所が主催する研修への参加や、日本商工会

議所が主催するネットを活用したＷＥＢ研修への参加などを計画的に実施し知識レベルの向上

を図る。また、前述したとおり、「セミナー・オンデマンド」システムに関し、所内質問対応窓

口の設置と個社の実態にあわせた「おすすめセミナー」の発信のために、このシステムによるセ

ミナーを職員も同時受講し、職員の支援能力の強化に繋げる。 

 

②ＯＪＴ制度の強化 

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

用したＯＪＴを計画的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。ＯＪＴの実施にあた

っては、教わる側が本質を理解し主体的に行動できるようにするため、これまでのティーチング

重視から気づき重視へと方針を変え、「自分でやってみること」「自分で考え、教えて欲しいこと

は質問する」ことのウェイトを高くする。 

 

③データベース化 

担当経営指導員等が、当会議所会員事業所管理のデータベース上に支援情報を入力し、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。また、職員がいつでも・誰でも情報を活用できる

ようにし、その後の支援レベルの向上に役立てる。 

 

 
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]毎年 3月に開催する評価委員会により、前年度の事業評価・検証を実施。その結果を次年度 

の経営発達支援計画の改善に反映させ、小規模事業者に対し一定の貢献ができた。 

[課題]事業結果の報告が中心となるため、期中における軌道修正や、タイムリーな事業実施が難し 

い。また、数値目標の達成度が中心となり、詳細な各事業の内容についての評価及び検証に

は至らないのが実態である。厳しい状況にある小規模事業者の経営課題に対応するには、

経営発達支援計画の実施状況および成果について、期中管理を行い、ＰＤＣＡサイクルを

確実に回しながら改善を行うことが不可欠である。 

 
（２）事業内容 

①日立市商工振興課長、法定経営指導員、外部有識者として中小企業診断士、税理士をメンバーと

する「評価委員会」を半期ごとに開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。

評価委員会への報告資料は定量的な目標達成度を中心とするものから、その内容に意味を加えた

ものにする。 

 

②当該評価委員会の評価結果は、正副会頭会議にフィードバックしたうえで、事業実施方針に反映

させるとともに、当会議所ホームページ（http://www.hitachicci.or.jp/)および会報に掲載す

ることで、地域の小規模事業者等が常に閲覧できるようにする。 
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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） 

 

今回の経営支援発達計画については、主要な支援事業ごとに、全役・職員 21 名のうち、経営

指導員７名を中心に、役・職員全員で組織としての支援体制を整える。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）役 員  

専務理事             １名 

２）職 員 

   ①事務局長            １名 

   ②総務部        

       ・総務課           ４名 

       ・会員サービス並びに工業課  ３名 

                      １名（嘱託職員） 

                      ２名（パートタイマ―） 

     ③中小企業相談所 

       ・商業観光課         ３名 

                      １名（嘱託職員） 

       ・経営支援課         ５名 

                      １名（パートタイマ―） 

３）全体の職員数 

区 分 一般職員 経営指導員 補助員 嘱託・臨時 合 計 

男 ３ ５ １ ２ １１ 

女 ３ ２ ２ ３ １０ 

合 計 ６ ７ ３ ５ ２１ 

 

専務理事 

事務局長 

総務部 

総務課 会員サービス 
並びに工業課 

中小企業相談所 

経営支援課 商業観光課 

法定経営指導員 

日立市商工振興課 
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（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  鈴木茂夫 

連絡先  日立商工会議所 ℡0294-22-0128 

  

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／商工会議所 

〒317-0073  

茨城県日立市幸町 1－21－2 

日立商工会議所 中小企業相談所  

電話 0294－22－0128  ＦＡＸ0294－22－0120 

ホームページ http：//www.hitachicci.or.jp/ 

 

②関係市町村 

  〒317-8601 

   茨城県日立市助川町 1－1－1 

      日立市 商工振興課 

電話 0294-22-3111（内線 471 775） ＦＡＸ0294-24-1713  

ホームページ https://www.city.hitachi.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 

必要な資金の額 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 

 

Ⅰ経営発達支援事業 

セミナー開催費 

個別相談会開催費 

調査研究関係事業費 

 

Ⅱ地域活性化支援事業 

地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化推進費 

開発品等出店支援費 

イベント出店支援費 

 

Ⅲ資質向上事業 

研修費 

3,400 

2,000 

800 

600 

 

6,000 

1,300 

200 

4,500 

 

800 

800 

3,400 

2,000 

800 

600 

 

6,000 

1,300 

200 

4,500 

 

800 

800 

3,400 

2,000 

800 

600 

 

6,000 

1,300 

200 

4,500 

 

800 

800 

3,400 

2,000 

800 

600 

 

6,000 

1,300 

200 

4,500 

 

800 

800 

3,400 

2,000 

800 

600 

 

6,000 

1,300 

200 

4,500 

 

800 

800 

（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、事業負担金、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


