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策定にあたって

　人口減少や少子高齢化をはじめとする社会経済情勢の変化など、
商工会議所を取り巻く環境は大きく変化している。また、社会は多
様化、高度化し、中小企業にとって「人手不足」や「後継者の確保」
といった課題や「生産性の向上」、「働き方改革」に向けた取り組み
の必要性など様々なニーズも生まれてきている。商工会議所は、会
員企業や地域経済の振興発展のために、こうした環境の変化や時代
の要請に的確かつ柔軟に対応していくことが求められている。
　このため、水戸商工会議所は、地域総合経済団体として、会員そ
して市民や行政からさらに信頼・評価される存在となるように、将
来に向けた明確な指針と行動計画が必要とされ、また、それらを内
外に示していかなければならない。
　水戸商工会議所は、これまで平成 22 年に策定した現行の中長期
プランに基づき各種の事業を推進してきたところであるが、今後は
さらに、必要性・優先度の高い事業を位置づけ、将来を見据えた活
動方針と具体的な目標を設定することにより実効性のある計画とな
るよう、新たな中期プランを策定するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 30 年９月 25 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水戸商工会議所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会頭　大久保　博之
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水戸の未来を築き次代へ繋ぐ

主な取り組み

○居住人口・交流人口の
拡大
○歩いて楽しくなる景観
のあるまちづくり
○コンパクトシティの推進
○地域資源を活用した地
域活性化
○農商工連携や他団体と
の連携
○提案力・提言力の強化

水戸に住みたくなる
まちづくりの推進

主な取り組み

○後継者問題への対応
○創業・起業家育成
〇キャリア教育の促進

水戸を担う次世代
づ く り の 支 援

次世代へ 地域へ会員企業へ

水戸を担う
次世代づくり

水戸に
住みたくなる
まちづくり

健康で
幸せを感じられる
職場づくり

○人手不足への対応
○生産性の向上
○経営力の向上
○販路拡大支援
○会員CS（満足度）の
向上

健康で幸せを感じられる
職場づくりの支援

主な取り組み

水戸商工会議所　中期プラン［行動計画］
期間；平成 30 年度 ～ 平成 34 年度

【方針】

　会員企業では、人手不足や後継者問題（事業承継）、生産性の向上など新たな経営課題が生まれ

ている。商工会議所は、会員に寄り添ったきめ細かい支援による「健康で幸せを感じられる職場づ

くり」の支援を通して、これらの課題の解決を図っていく。

　一方、地域では人口減少、事業所減少、消費の低迷など大きな課題がある。商工会議所は地域経

済の振興、居住人口・交流人口の拡大のためにも、「水戸を担う次世代づくり」「水戸に住みたくな

るまちづくり」を推進し、これらの課題の解決を図っていく。

【コンセプト】

【スローガン】
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水戸を担う
次世代づくり

水戸に
住みたくなる
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職場づくり

○人手不足への対応
○生産性の向上
○経営力の向上
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○会員CS（満足度）の
向上

健康で幸せを感じられる
職場づくりの支援

主な取り組み

○人手不足への対応 永年功労優良従業員表彰、事業所の福利増進促進・支援、働き方改革の
情報提供・支援、ジョブカード制度の普及活用促進、職場の魅力向上を
図る事業の検討・実施、多様な人材の活用についての情報提供・発信、
健康経営に関する情報収集と情報提供・健康経営の推進

○生産性の向上 小規模事業者の持続的発展支援、生産性向上のための情報提供・支援、
身の丈 IoT・AI・ビッグデータやロボット等の活用事例など情報提供

○経営力の向上 人事・労務・中小企業の財務諸表に関するセミナー、従業員の資質向上
に関する研修、IT・SNSの活用促進・支援、各種補助金・助成金等の
活用支援、消費税軽減税率・転嫁対策窓口相談事業、産業活性化コーディ
ネーターの活用

○販路拡大支援 商談会・ビジネスマッチングへの出展支援、IT を活用した販路開拓支援、
マスメディアへのプレスリリース事業、ビジネス交流会、会報会員PR
コーナー・チラシ同封サービス、ザ・ビジネスモール事業、海外展開等
に関する情報提供・支援

○会員CS向上 新春会員交流のつどい、会員事業所訪問によるニーズ・課題の調査、情
報提供・発信力強化、組織・財政基盤強化、会館建設に関する調査・研
究、キャッシュレス化に向けた支援策、会員のニーズﾞに沿った会員サー
ビス事業の検討・実施

○後継者問題への対応 事業承継支援、事業承継ネットワーク事業及び事業引継ぎ支援センター
との連携、後継者育成支援

○創業・起業家育成 創業・第二創業の支援、社会起業家の育成・支援、セミナー等の充実強
化、青年経済人の育成・支援

○キャリア教育の促進 職場体験窓口事業、みとっ子お仕事検隊

○居住人口・交流人口の拡大 アート・スポーツ等を活用した交流人口の拡大、おもてなし事業、各種
観光事業の推進、インバウンドの促進・支援、水戸の食の再発見と活用
促進、多様な連携による広域観光の推進

○歩いて楽しくなる景観の
　あるまちづくり

千波湖の浄化と活用促進、千波湖川床プロジェクト、水戸市泉町地区街
並み景観向上・回遊促進事業

○コンパクトシティの推進 認定中心市街地活性化基本計画の事業推進、中心街まちづくり事業、
アートによるまちづくり、まちなかゼミ、新市民会館の利活用、水戸ど
真ん中プロジェクトとの連携

○地域資源を活用した地域
　活性化

伝統芸能・工芸品・水戸黄門ブランドなどを活用した地域活性化、光圀
伝・日本遺産等の推進による地域活性化、納豆購入額日本一推進事業

○農商工連携や他団体との
　連携

産業祭など農業関係者との新たな連携事業、６次産業化等に関する検
討・推進

○提案力・提言力の強化 水戸市への精度の高い提案・要望活動、国・県への要望活動

水戸に住みたくなるまちづくりの推進

水戸を担う次世代づくりの支援

健康で幸せを感じられる職場づくりの支援

≪ 取 り 組 み 内 容 ≫
※太字は既に実施している事業、その他は今後実施を予定している事業



4

≪ 事 業 実 施 に あ た っ て ≫

　中期プランに位置づけた事業に

ついては、事業を実施していく中

で常に課題や改善点を意識し、あ

らいだしを行い、次の展開へ向け

てより事業の質を向上させてい

く。また、職員による全会員訪問

や会員アンケート調査、経営相談

窓口などで“会員の声”“現場の

ニーズ”を確実に吸い上げ、事業

プランに反映させることで、それ

ぞれの事業の目標達成と成果を高

めていく。

課題・ニーズ

抽　出

事 業 プ ラ ン

会員訪問 会員アンケート調査

各種事業 相談窓口

◇中期プラン（行動計画）の検証スケジュール

　中期プランに位置づけた事業については、年度毎に実施状況・目標の達成度などの進捗管理を

行うとともに、必要に応じて次年度以降の計画の修正・改善等を検討する。５年目は最終検証・

報告として各事業の成果や目標達成度及び中期プラン全体の検証及び報告を行う。

平成30年度

各事業の実施

チェック

平成31年度

各事業の実施

チェック

平成32年度

各事業の実施

チェック

平成33年度

各事業の実施

チェック

平成34年度

各事業の実施

≪最終検証・報告≫
事業の状況・成果等
の検証と報告
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取り組み 内容 具体的事業 

人手不足への対応 

a)働き方改革の情報提供・支援 ・働き方改革の情報提供と支援策検討［84 経］ 

b)永年功労優良従業員表彰 ・永年功労優良従業員表彰［21 会］ 

c)事業所の福利増進促進・支援 
・共済事業推進連絡会［14会］ 

・各種共済制度［16会］ 

d)ジョブカード制度の普及活用促進 
・雇用訓練を活用する企業に対する支援等実 

 施事業（ジョブ・カード事業）［8 会］ 

e)職場の魅力向上を図る事業の 

検討・実施 

・職場環境等の情報収集・リサーチ［118会］ 

・事業概要の検討［118会］ 

f)多様な人材の活用についての情 

報提供・発信 

・働き方改革の情報提供と支援策検討（再掲） 

［84経］ 

g)健康経営に関する情報収集と情報

提供・健康経営の推進 

・共済事業推進連絡会（再掲）［14会］ 

・健康経営に関する情報収集・提供［119会］ 

生 産 性 の 向 上 

a)小規模事業者の持続的発展支援 

・経営改善普及事業［106経］ 

・国が認定する経営発達支援計画による小規模 

事業者向け経営支援［108経］ 

・中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支 

援事業（ミラサポ）［116経］ 

b)生産性向上のための情報提供・ 

支援 

・産業活性化ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの活用促進［40産］ 

・水戸テクノ倶楽部［72産］ 

・労働生産性向上のための情報提供と支援策の 

検討［84 経］ 

・金融支援［92 経］ 

・個別相談・指導［93 経］ 

・専門指導センター［94経］ 

・いばらきエキスパートバンク［96 経］ 

・中小企業 EC応援隊［97経営］ 

・他の認定支援機関との連携［98 経］ 

・経営改善普及事業（再掲）［106 経］ 

c)身の丈 IoT・AI・ビッグデータやロ 

ボット等の活用事例など情報提供 

・各種講習会等［99経］ 

・研修会等へ参加できない会員等へのサービス

（ネット配信等）事業［100 経］ 

・巡回等による会員ニーズを基にした研修会等 

 ［101経］ 

経 営 力 の 向 上 
a)人事・労務・中小企業の財務諸 

表等に関するセミナー 

・経営者向けトップセミナー［99 経］ 

・各種講習会等（再掲）［99 経］ 

・研修会等へ参加できない会員等へのサービス 

（ネット配信等）事業（再掲）［100 経］ 

・巡回等による会員ニーズを基にした研修会等 

（再掲）［101経］ 

    

〇健康で幸せを感じられる職場づくりの支援 ※赤字は新規事業  

取 り 組 む 具 体 的 事 業 
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取り組み 内容 具体的事業 

経 営 力 の 向 上 

b)消費税軽減税率・転嫁対策窓口 

相談事業 

・消費税の引き上げに対応するための価格転嫁 

及び複数税率への対応支援［85 経］ 

c)従業員の資質向上に関する研修 

・各種講習会等（再掲）［99 経］ 

・研修会等へ参加できない会員等へのサービ 

ス（ネット配信等）事業（再掲）［100経］ 

・巡回等による会員ニーズを基にした研修会 

等（再掲）［101 経］ 

d)IT・SNSの活用促進・支援 

・専門指導センター（再掲）［94 経］ 

・いばらきエキスパートバンク（再掲）［96経］ 

・中小企業 EC応援隊（再掲）［97 経］ 

e)各種補助金・助成金等の活用支援 

・金融支援（再掲）［92経］ 

・個別相談・指導（再掲）［93経］ 

・他の認定支援機関との連携（再掲）［98経］ 

・経営改善普及事業（再掲）［106 経］ 

・国が認定する経営発達支援計画による小規模 

事業者向け経営支援（再掲）［108経］ 

f)産業活性化ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの活用 
・産業活性化ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの活用促進（再掲） 

［40産］ 

g)その他の経営力向上支援 

・水戸テクノ倶楽部（再掲）［72 産］ 

・経営安定（倒産防止）特別相談室［95経］ 

・施策普及事業［100経］ 

・記帳継続指導［103経］ 

・商工振興員制度［104経］ 

・経営指導員、補助員等研修［105 経］ 

・経営改善に資する共済制度（小規模共済・倒 

産防止共済）の推進［107経］ 

・茨城県中小企業再生支援協議会、茨城県産業 

復興相談センター、経営改善支援センター、 

事業引継ぎ支援センター、事業承継ﾈｯﾄﾜｰｸ構 

築事業［115 経］ 

・中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支 

援事業（ミラサポ）（再掲）［116 経営］ 

販 路 拡 大 支 援 

a)商談会・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞへの出展 

支援 

・東京商工会議所と連携したビジネスマッチン 

グ支援［41産］ 

・※伴走型小規模事業者支援推進事業 

b)ITを活用した販路開拓支援 
・いい水戸発見［9 会］ 

・※伴走型小規模事業者支援推進事業 

c)ﾏｽﾒﾒﾃﾞｨｱへのﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ事業 ・※伴走型小規模事業者支援推進事業 

d)ビジネス交流会 ・ビジネス交流会［18 会］ 

e)会報会員 PRコーナー ・会員 PRコーナー［6 会］ 

f)チラシ同封サービス ・会報チラシ同封サービス事業［10 会］ 

g)ザ・ビジネスモール事業 ・ザ・ビジネスモール事業［5会］ 

h)海外展開等に関する情報提供・ 

支援 

・個別相談・指導（再掲）［93経］ 
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取り組み 内容 具体的事業 

会員ＣＳ（満足度）向

上 

a)新春会員交流のつどい ・新春会員交流のつどい［17 会］ 

b)会員事業所訪問によるﾆｰｽﾞ・課 

題の調査 

・全会員巡回訪問［15 会］ 

c)情報提供・発信力強化 

・ホームページの管理・情報発信［11会］ 

・スマートホン等への対応［11 会］ 

・メールマガジンによる情報発信［12会］ 

・会報発行［13 会］ 

・茨城新聞掲載「商工会議所ニュース」［20会］ 

・ファクシミリを活用した会員向け情報の提供 

事業［30 会］ 

d)組織・財政基盤強化 ・会員組織拡充運動［19会］ 

e)会館建設に関する調査・研究 ・商工会議所会館建設に関する検討［1 総］ 

f)会員のニーズに沿った会員サー 

ビス事業の検討・実施 

・会員ＣＳ（会員満足度)向上委員会［28 会］ 

g)キャッシュレス化に向けた支援策 ・キャッシュレス化に向けた支援事業［7会］ 

h)その他の会員サービス事業 

・会議室等貸出［3 総］ 

・後援・協賛等の諾否［4総］ 

・共済事業推進連絡会（再掲）［14会］ 

・各種共済制度（再掲）［16 会］ 

・健康診断サービス事業、脳ドック、郵送法に 

よるガン検診［22会］ 

・原産地証明、貿易関係証明などの発給［24 会］ 

・会員・特定商工業者に対する映画鑑賞サービ 

ス事業［25会］ 

・共済制度加入者還元事業［27 会］ 

・労働保険事務組合［29会］ 

・ＣＬＵＢＣＣＩ事業［31会］ 
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取り組み 内容 具体的事業 

後継者問題への対応 

a)事業承継支援 ・事業引継ぎ支援センター［115 経］ 

b)事業承継ネットワーク事業及び 

事業引継ぎ支援センターとの連携 

・事業引継ぎ支援センター（再掲）、事業承継 

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業［115経］ 

c)後継者育成支援 
・若手後継者等育成事業［50 産］ 

・青年経済人の育成支援［109経］ 

創業・起業家育成 

a)創業・第二創業の支援 
・創業・第二創業の支援と融資・補助金等の申 

請支援（水戸市との連携）［86 経］ 

b)社会起業家の育成・支援 
・社会起業家の育成・支援（いばらき社会起業 

家協議会との連携）［87経］ 

c)セミナー等の充実強化 
・水戸を担う次世代育成委員会［113経］ 

・起業家育成・支援委員［114経］ 

d)青年経済人の育成・支援 ・青年経済人の育成支援（再掲）［109経］ 

キャリア教育の促進 

a)職場体験窓口事業 ・職場体験窓口事業［90経］ 

b)みとっ子お仕事探検隊 ・みとっ子お仕事探検隊［91 経］ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

〇水戸を担う次世代づくりの支援 
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取り組み 内容 具体的事業 

居住人口・交流人口の

拡大 

a)アート・スポーツ等を活用した 

交流人口の拡大 

・水戸芸術館との連携事業［35 産］ 

・水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会 

［68産］ 

b)おもてなし事業 ・ホスピタリティ向上事業［46 産］ 

c)各種観光事業の推進 
・水戸黄門まつり推進事業［47 産］ 

・水戸の梅まつり事業［48産］ 

d)ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの促進・支援 ・水戸の食と観光開発委員会［67 産］ 

e)水戸の食の再発見と活用促進 ・水戸の食と観光開発委員会（再掲）［67産] 

f)多様な連携による広域観光の推進 ・水戸の食と観光開発委員会（再掲）［67産］ 

g)その他の交流人口拡大につなが 

る事業 

・備前堀まちづくり協議会［71産］ 

・まちの駅みとネットワーク協議会［73産］ 

・住みたくなるまちづくり組織の検討・実施［120産］ 

歩いて楽しくなる景

観のあるまちづくり 

a)千波湖の浄化と活用促進 ・水戸の環境・景観創造委員会［112経］ 

b)千波湖川床プロジェクト 

・千波湖と周辺河川の浄化促進と活用事業（千 

波湖 KAWADOKO ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）［88 経］ 

・水戸の環境・景観創造委員会（再掲）［112 経］ 

c)水戸市泉町地区街並み景観向上・

回遊促進事業 

・水戸市泉町地区街並み景観向上・回遊促進事業

［89経］ 

・水戸の環境・景観創造委員会（再掲）［112 経］ 

コンパクトシティの

推進 

a)認定中心市街地活性化基本計画 

の事業推進 

・水戸市中心市街地活性化協議会［69産］ 

・まちづくり会社との連携［75 産］ 

b)中心街まちづくり事業 

・水戸まちなか空き店舗ツアー（仮称）［33産］ 

・水戸ュラン～あなたが選ぶ水戸まちなかグル 

メ店大賞～［36 産］ 

・水戸市歩行者通行量調査［38 産］ 

・まちなかパフォーマー事業［39 産］ 

・ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ・まちなか居住推進委員会［66産］ 

・街づくり・マネージメント共同研究会Ⅱ 

［76産］ 

・地域連携店舗支援事業「３店ものがたり」 

［77産］ 

・まちなか学生サポーターC’s［78 産］ 

・ＩＴ活用事業（まちなかナビの運用）［79産］ 

・まちなかストリート活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ［80 産］ 

c)アートによるまちづくり ・水戸芸術館との連携事業（再掲）［35 産］ 

d)まちなかゼミ 
・水戸まちなかファンクラブ事業（水戸まちな 

かゼミ等）［34産］ 

e)新市民会館の利活用 
・ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ・まちなか居住推進委員会（再掲）

［66産］ 

f)水戸ど真ん中再生プロジェクトと

の連携 

・水戸ど真ん中再生プロジェクトとの連携事業 

［121 産］ 

   

〇水戸に住みたくなるまちづくりの推進 
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取り組み 内容 具体的事業 

地域資源を活用した

地域活性化 

a)伝統芸能・工芸品・水戸黄門ブ 

ランドなどを活用した地域活性化 

・水戸の伝統芸能、工芸品の発掘・振興と新た 

な価値の場の創造［32 産］ 

・水戸黄門ブランド［51産］ 

・黄門料理まつり［52 産］ 

・「水戸の地酒で乾杯」推進協議会［74産］ 

・水戸観光土産品協会［82産］ 

・水戸観光土産品統一ブランド［83 産］ 

b)光圀伝・日本遺産等の推進によ 

る地域活性化 

・「光圀伝」大河ドラマ化推進協議会［81 産］ 

c)納豆購入額日本一推進事業 ・納豆購入額日本一推進事業［37 産］ 

農商工連携や他団体

との連携 

a)産業祭など農業関係者との新た 

な連携事業 

・水戸市産業祭［49産］ 

b)６次産業化等に関する検討・推進 ・６次産業化等に関する検討・推進［122産］ 

提案力・提言力の強化 

a)水戸市への精度の高い提案・要望 

活動 

・経済政策委員会［65 産］ 

・プロジェクトチームによる提案力・提言力の 

強化［123産］ 

b)国・県への要望活動 ・経済政策委員会（再掲）［65産］ 

 
 



水戸商工会議所　中期プラン［行動計画］

平成30年９月

水戸商工会議所
〒310-0801 茨城県水戸市桜川2-2-35　茨城県産業会館３Ｆ

TEL 029（224）3315　FAX 029（231）0160



MITO CHAMBER OF COMMERCE&INDUSTRY
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【様式２】 
 
 

１.【 事 業 名 】商工会議所会館建設に関する検討 ［1総］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

商工会議所会館建設に関する検討 会館の建設・あり方について調

査・研究。 
調査・研究内容の取りまとめ 
正副会頭会議等へ報告。 

運営・財政委員会にて会館あり方

会館館建設に関する情報収集。 
運営・財政委員会にて会館あり方

会館館建設に関する情報収集。 
運営・財政委員会にて会館あり方会

館館建設に関する情報収集。 

      

      

２.【 事 業 名 】キャッシュレス化に向けた支援事業 ［7会］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

アンケート 8 月：小売・商業部会、観光サー
ビス部会の２部会に、実態把握・

意向確認のアンケートを実施・取

りまとめ 

    

利用者の募集 10月から事業実施 
会報やメルマガなどでＰＲ及び募

集。後期５０件を目標に募集 

会報やメルマガなどでのＰＲと、

申込可能件数を目標に募集。 
※募集目標は年度毎に調整 

会報やメルマガなどでのＰＲと、

申込可能件数を目標に募集。 
※募集目標は年度毎に調整 

会報やメルマガなどでのＰＲと、

申込可能件数を目標に募集。 
※募集目標は年度毎に調整 

会報やメルマガなどでのＰＲと、申

込可能件数を目標に募集。 
※募集目標は年度毎に調整 

国の動向による検討及び見直し  国の動向による補助金の活用や連

携などの検討。 
政策の内容によっては、事業の継

続等も含めて検討。 

申込状況や国策の動向により、検

討及び見直し。 
政策の内容によっては、事業の継

続等も含めて検討。 

申込状況や国策の動向により、検

討及び見直し。 
政策の内容によっては、事業の継

続等も含めて検討。 

申込状況や国策の動向により、検討

及び見直し。 
政策の内容によっては、事業の継続

等も含めて検討。 
 

 

３.【 事 業 名 】ホームページの管理・情報発信 ［11会］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

ホームページの改修 スマホ・タブレットに対応したホ

ームページの検討・移行 
掲載内容の見直し・検討 

掲載内容のリニューアル 閲覧数のチェック 閲覧数のチェック 閲覧数のチェック。 
掲載内容の見直し・検討 

閲覧数 208,078件 220,000件 240,000件 260,000件 280,000件 300,000件 

      

事 業 目 標 ・ スケジ ュール （主 な事 業 ） ※１２３の事業から抜粋 
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４.【 事 業 名 】メ ー ル マ ガ ジ ン に よ る 情 報 発 信 ［12会］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

送信方法 TXT 以外でのメルマガ送信方法の
検討・調査 

継続か別の送信方法での送信 前年同様 前年同様 前年同様 
送信方法・形式など検討 

掲載内容 随時検討 随時検討 随時検討 随時検討 随時検討 

      

５.【 事 業 名 】会 報 発 行［13会］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

会報広告 新規申込 １件 新規申込 ２件 新規申込 ２件 新規申込２件 新規申込 ２件 

会報編集会議 読んでももらえる紙面づくりの検

討 
読んでももらえる紙面づくりの検

討 
読んでももらえる紙面づくりの検

討 
読んでももらえる紙面づくりの検

討 
読んでももらえる紙面づくりの検討 

会報発行方法の検討 
※印刷業者は毎年入札 

より良い会報づくりのために、会

報の発行方法について検討 
より良い会報づくりのために、会

報の発行方法について検討 
より良い会報づくりのために、会

報の発行方法について検討 
より良い会報づくりのために、会

報の発行方法について検討 
より良い会報づくりのために、会報

の発行方法について検討 

      

６.【 事 業 名 】新 春 会 員 交 流 の つ ど い［17会］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

委員会・準備会での内容検討 10回目の節目となる内容検討・実
施 

新たな趣向による内容を検討・実

施 
新たな趣向による内容を検討・実

施 
新たな趣向による内容を検討・実

施 

新たな趣向による内容を検討・実施 

参加事業所数・参加者数 事業所 400社 
参加者 760名 

事業所 420社 
参加者 770名 

事業所 430社 
参加者 780名 

事業所 440社 
参加者 790名 

事業所 450社 
参加者 800名 

      

７.【 事 業 名 】ビ ジ ネ ス 交 流 会 ［18会］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

委員会・準備会での内容検討 出展者がＰＲしやすい内容の検

討・実施 
出展者がＰＲしやすい内容の検

討・実施 
出展者がＰＲしやすい内容の検

討・実施 
出展者がＰＲしやすい内容の検

討・実施 
出展者がＰＲしやすい内容の検討・

実施 

参加事業所数 事業所 25社 事業所 25社 事業所 25社 事業所 25社 事業所 25社 
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８.【 事 業 名 】会 員 組 織 拡 充 運 動 ［19会］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

年間入会件数 年間入会者数 250件 
プロジェクトチームによる年 2 回
の強化期間を設け、入会の少ない

業種、議員の関連団体、非会員リ

ストによるアプローチ。 
退会差引約 70名の増。 
年度末会員数；約 4,050件 
 

年間入会者数 250件 
プロジェクトチームによる年 2回
の強化期間を設け、入会の少ない

業種、議員の関連団体、非会員リ

ストによるアプローチ。 
退会差引約 90名の増。 
年度末会員数；約 4,135件 

年間入会者数 250件 
プロジェクトチームによる年 2回
の強化期間を設け、入会の少ない

業種、議員の関連団体、非会員リ

ストによるアプローチ。 
退会差引約 110名の増。 
年度末会員数；約 4,245件 

年間入会者数 250件 
プロジェクトチームによる年 2回
の強化期間を設け、入会の少ない

業種、議員の関連団体、非会員リ

ストによるアプローチ。 
退会差引約 125名の増。 
年度末会員数；約 4,365件 

年間入会者数 250件 
プロジェクトチームによる年 2 回の
強化期間を設け、入会の少ない業種、

議員の関連団体、非会員リストによ

るアプローチ。 
退会差引約 135名の増。 
年度末会員数；約 4,500件、組織率；
38%目指す。 

退会者引き止め 前年度対比 10％減少を目指す 
年間退会者数 174名 
退会引き止め方法の再確認・周知 

 

前年度対比 10％減少を目指す 
年間退会者数 157名 
口座振替の案内を実施 
入会 3か月のフォロー検討 

前年度対比 10％減少を目指す 
年間退会者数 141名 
口座振替の案内を実施 
入会 3か月のフォロー実施 

前年度対比 10％減少を目指す 
年間退会者数 127名 
口座振替の案内を実施 
入会 3か月のフォロー実施 

前年度対比 10％減少を目指す 
年間退会者数 114名 
口座振替の案内を実施 
入会 3か月のフォロー実施 

新入会員向け及び新たな会員サービ

ス事業 
入会 3 年未満の会員対象にした事

業、入会後 3カ月以内のフォロー、

会員がメリットを感じられる事業

やタイムリーな情報提供などの調

査・研究 

 

入会 3 年未満の会員対象にした事

業、入会後 3カ月以内のフォロー、

会員がメリットを感じられる事業

やタイムリーな情報提供などの事

業化に向け予算化 

 

入会 3 年未満の会員対象にした事

業、入会後 3カ月以内のフォロー、

会員がメリットを感じられる事業

やタイムリーな情報提供などの実

施 

 

入会 3 年未満の会員対象にした事

業、入会後 3カ月以内のフォロー、

会員がメリットを感じられる事業

やタイムリーな情報提供などの実

施 

 

事業の見直しや再検討により、事業

を実施 

      

 

９.【 事 業 名 】水 戸 市 産 業 祭 ［49産］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

①防炎シート等の購入・保管 防炎シート等、防炎設備の購入お

よび保管方法の検討 
防炎設備の状況に応じて補修また

は購入 
防炎設備の状況に応じて補修また

は購入 
防炎設備の状況に応じて補修また

は購入 

防炎設備の状況に応じて補修または
購入 

②産業祭開催会場の検討 青柳公園市民体育館での開催 青柳公園市民体育館・東町体育館

などで継続実施施設の選定 
選定会場での実施 選定会場での実施 選定会場での実施 

③水戸市産業祭の開催費用分担の検

討 
水戸市への補助金の増額要望継続 消費税増税等の状況により、当所

負担金額の他、農業祭実行委員会

からの分担金増額等検討。 

水戸市への補助金の増額要望継続 水戸市への補助金の増額要望継続 水戸市への補助金の増額要望継続 

④イベントの見直し・PR強化 イベント内容の見直し・PRの強化 
対前年 6,500人の来場者増を目標。 
 

イベント内容の見直し・PR の強
化 
対前年 6,500 人の来場者増を目
標。 
 

イベント内容の見直し・PR の強
化 
対前年 6,500 人の来場者増を目
標。 
 

イベント内容の見直し・PR の強
化 
対前年 6,500 人の来場者増を目
標。 
 

イベント内容の見直し・PRの強化 
対前年 6,500人の来場者増を目標。 
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10.【 事 業 名 】黄 門 料 理 ま つ り ［52産］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

黄門料理まつりの開催  ３月 10日開催：プラザホテル ３月 10日開催 ３月 10日開催 ３月 10日開催 ３月 10日開催 

黄門料理の内容検討 水戸の食と観光開発委員会、研究

会との連携によるリニューアル 
リニューアル後の汁講会実施 リニューアル後の汁講会実施 リニューアル後の汁講会実施 リニューアル後の汁講会実施 

      

11.【 事 業 名 】「光圀伝」大河ドラマ化推進協議会 ［81産］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

PR強化・市内イベントとの連携 
 

徳川光圀公のゆかりの地を紹介し

たマップなどの作成・配布により

活動の PR 強化と市内イベントと
の連携。 

徳川光圀公の魅力を紹介した小冊

子やノベルティなどの作成・配布

による活動の PR 強化・市内イベ
ントとの連携。 

徳川光圀公の魅力を紹介した小冊

子やノベルティなどの作成・配布

による活動の PR 強化・市内イベ
ントとの連携。 

徳川光圀公の魅力を紹介した小冊

子やノベルティなどの作成・配布

による活動の PR 強化・市内イベ
ントとの連携。 

徳川光圀公の魅力を紹介した小冊子

やノベルティなどの作成・配布によ

る活動の PR強化・市内イベントとの
連携。 

署名活動の継続 年間 1,000名の署名増を目指す。 年間 1,000名の署名増を目指す。 年間 1,000名の署名増を目指す。 年間 1,000名の署名増を目指す。 年間 1,000名の署名増を目指す。 

大河ドラマ化に向けた新たな事業の 
検討・実施 

光圀伝のゆかりの地を巡るツアー

等新たな事業実施に向けた検討を

関係団体と連携しながら進める。 

新事業の実施。 
関係団体と連携の上、継続した事

業の検討。 

新事業の実施。 
関係団体と連携の上、継続した事

業の検討。 

新事業の実施。 
関係団体と連携の上、継続した事

業の検討。 

新事業の実施。 
関係団体と連携の上、継続した事業

の検討。 

      

12.【 事 業 名 】働き方改革や労働生産性向上のための情報提供と支援策検討 ［84経］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

働き方改革に関する情報提供と支援策

検討 
・法案成立・施行に関する情報収

集並びに情報提供・支援策の検討 
・労基局等と連携した事業所向け

説明会開催の検討。 
・商工会議所での支援策について

は日商等を通じ情報収集の上、取

組内容等の検討を行う。 

・法施行後の事業所への影響等、

実態の把握。 
・事業所からの相談に関しては専

門指導センター等で対応。 
・行政機関などから各種支援策が

実施される場合にはその周知と利

用推進。 

以降は法施行後の状況により対応

を検討する。 
  

労働生産性向上に関する情報提供と支

援策検討 
・クラウド会計等の導入の可能性

について検討を行う。 

・日商、厚労省等から情報収集を

随時行いつつ、実現可能な取組等

の検討を行う。 

本件については今後も様々な情報

や支援策が展開されると思われる

ため、当所でも継続的に取り組む。 

継続実施 継続実施 継続実施 
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13.【 事 業 名 】消費税の引き上げに対応するための価格転嫁及び複数税率への対応支援 ［85経］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

消費税の引き上げに対応するための価

格転嫁及び複数税率への対応支援 
平成３１年１０月から複数税率導

入。このため平成３１年度は日商

から当所に対する委託額の増加が

予想され、セミナーや個別相談会

の開催数を増やして対応する。 

軽減税率導入１年後の状況を踏ま

えて検討を行う。 
   

      

      

14.【 事 業 名 】千波湖と周辺河川の浄化促進と活用（千波湖 KAWADOKOプロジェクト実験事業） ［88経］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

川床常設化のための取り組み 導水事業を絡めた要望書の作成、

行政への要望 
常設化のための担当部局への折

衝、事業の方向性確立 
常設化事業開始、建設 常設化  

川床運営体制の確立（実行委員会組

織編成） 
組織の検討 実行委員会設立、委員会による実

施 
実行委員会による実施 実行委員会による実施 実行委員会による実施 

川床事業の方向性検討 規模の拡大（H30年） 耐久性の向上、夏期の試験実施 日中の運営の試験実施 常設化 常設化 

川床参加者数 200（現状） 230人 250人 270人 300人 

      

15.【 事 業 名 】国が認定する経営発達支援計画による小規模事業者向け経営支援［108経］ 

実施項目 １年目・H30年度目標 ２年目・H31年度目標 ３年目・H32年度目標 ４年目・H33年度目標 最終年度・H34年度目標 

伴走型事業の成果検証 第一期の事業成果の検証 第二期（一年目） 第二期（二年目） 第二期事業成果の検証  

経営発達支援計画立案・伴走型事業

計画の立案、実施 
第二期計画の立案・申請 申請に基づく事業の検討 

伴走型事業の申請、実施 
申請に基づく事業の検討 
伴走型事業の申請、実施 

申請に基づく事業の検討 
伴走型事業の申請、実施 

第三期計画の立案・申請 

伴走事例の検証 支援事例の検討、サンプル抽出 支援効果の検証 サンプル調査、効果の上がる支援

プログラムの策定 
サンプル調査、効果の上がる支援

プログラムの策定 
サンプル調査、効果の上がる支援プ

ログラムの策定 

支援対象者の掘り起し 巡回時の声掛け、PR 支援ツール、実績例を用いた広報 支援ツール、実績例を用いた広報 支援ツール、実績例を用いた広報 支援ツール、実績例を用いた広報 
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16.【 事 業 名 】職場の魅力向上を図る事業の検討・実施［118会］ 

実施項目 １年目・H30年度（目標） ２年目・H31年度（目標） ３年目・H32年度（目標） ４年目・H33年度（目標） 最終年度・H34年度（目標） 

情報収集・リサーチ 
取りまとめ・整理 

職場環境の向上等につながる取り

組みや活動等の情報集・リサーチ

の方法等について検討 

情報集・リサーチ 
取りまとめ・整理 

情報収集・リサーチ 
取りまとめ・整理 

情報収集・リサーチ 
取りまとめ・整理 

見直し・方法検討 
実施 

事業 実施体制や事業内容について検討 事業内容の検討・企画・実施 事業内容の検討・企画・実施 事業内容の検討・企画・実施 事業内容の見直し 
事業の検討・企画・実施 

      

17.【 事 業 名 】健康経営に関する情報収集・提供［119会］ 

実施項目 １年目・H30年度（目標） ２年目・H31年度（目標） ３年目・H32年度（目標） ４年目・H33年度（目標） 最終年度・H34年度（目標） 

健康経営に関する情報収集 国や日商等の施策や支援策の他、

健康経営に関する各種情報の収

集。 

国や日商等の施策や支援策の他、

健康経営に関する各種情報の収

集。 

国や日商等の施策や支援策の他、

健康経営に関する各種情報の収

集。 

国や日商等の施策や支援策の他、

健康経営に関する各種情報の収

集。 

国や日商等の施策や支援策の他、健
康経営に関する各種情報の収集。 

共済事業推進連絡会との連携 共済事業推進連絡会等と情報交換

しながら連携し推進方法等につい

て検討 

共済事業推進連絡会等と情報交換

しながら連携し推進方法等につい

て検討 

共済事業推進連絡会等と情報交換

しながら連携し推進方法等につい

て検討 

共済事業推進連絡会等と情報交換

しながら連携し推進方法等につい

て検討 

共済事業推進連絡会等と情報交換し

ながら連携し推進方法等について検

討 
検討・見直し 内容の検討   全体について検討・見直し  

      

18.【 事 業 名 】住みたくなるまちづくり組織の検討・実施［120産］ 

実施項目 １年目・H30年度（目標） ２年目・H31年度（目標） ３年目・H32年度（目標） ４年目・H33年度（目標） 最終年度・H34年度（目標） 
組織づくり・組織のあり方 メンバー構成の検討・組織化   組織のあり方等について見直し・

検討 
 

事業 組織内で内容等について検討 
 

組織内で内容検討・実施 組織内で内容検討・実施 組織内で内容検討・見直し 組織内で内容検討・実施 

      

19.【 事 業 名 】プロジェクトチームによる提案力・提言力の強化［123産］ 

実施項目 １年目・H30年度（目標） ２年目・H31年度（目標） ３年目・H32年度（目標） ４年目・H33年度（目標） 最終年度・H34年度（目標） 

組織 プロジェクトチームを組織   見直し  

提案力・提言力の強化 調査・研究、提案・要望事項の内

容、あり方について検討 
調査・研究、提案・要望事項の内

容検討・作成。 
調査・研究、提案・要望事項の内

容検討・作成。 
提案・要望事項の見直し。 
調査・研究、提案・要望事項の内

容・検討・作成。 

提案・要望事項の内容検討・作成。 
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