
経営発達支援計画の概要 

実施者名 城山商工会 

実施期間 平成２８年１月１日から平成３２年３月３１日まで 

目標 

［経営改善・創業支援］ 

支援体制を再構築し、事業者の商品・サービスの競争力強化、収益改

善及び事業安定化に資する伴走型の支援を提供し、経営改善や創業ニー

ズに貢献する。 

［需要開拓支援］ 

  支援機関との連携を強化し、地域内外の需要獲得に向けたスキーム（ビ

ジネス連携支援、イベントまつり支援）を構築し、商談会や即売会の機

会を増やすとともに、商談獲得や顧客取込みにつながる提案方法やホー

ムページ発信方法等のノウハウ助言をセットで支援し、需要開拓に貢献

する。 

［地域経済活性化］ 

  相模川や津久井湖城山エリアで体験型観光の拡充と事業化を支援し、

地域経済とコミュニティーの活性化に貢献する。 

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事【指針③】 

  ・政府統計や商工会連合会等の提供情報を分析しホームページとメー

ルマガジンで発信 

２．経営状況の分析に関する事【指針➀】 

・巡回訪問や窓口相談による事業/組織/財務等の経営状況ヒヤリング 

  ・ヒヤリングカルテと経営診断パック運用による短期間での経営分析 

３．事業計画策定支援に関する事【指針➁】 

  ・事業再構築、収益改善や組織持続化等の事業計画策定の支援 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関する事【指針➁】 

・定期的な進捗確認と事業計画実現に向けた伴走型の支援 

 ５．需要動向調査に関する事【指針③】 

  ・業界誌・業界新聞の調査分析と提供 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事【指針④】 

 ・地域内外の需要獲得に向けた商談機会や販売機会の提供 

・商談や顧客獲得に役立つスキルやノウハウの提供とＩＴ化の支援 

・補完的な事業者連携による商品サービス力強化や特産品開発の支援 

・イベント等の来場者への商品サービス紹介やニーズ聞取りの支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

・豊かな自然とアクセス利便性を活かし、多様な支援機関と連携して、

城山地域ならではの独自性と魅力のある体験型観光の拡充と事業化を

支援し、県内や隣接都県からの観光集客による地域経済活性化を支援 

連絡先 
城山商工会 主席経営指導員 川口 豊 

TEL:042-782-3338  FAX:042-782-3616   eMail:ykawaguchi@k-skr.or.jp 

住所 相模原市緑区久保沢２－５－１ 
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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．地域の現状 

１）地理的特徴 

  城山商工会は相模原市緑区内の城山地域（平成 19 年 3 月に相模原市と合併した 

旧城山町）にあり、地域事業者に対して経営改善普及事業等の支援活動を行ってい

る。同地域は神奈川県北部に位置し、都心や横浜まで約 40ｋｍの距離にある。JR

横浜線・JR 相模線・京王相模原線が乗り入れる橋本駅を最寄駅とし、利便性の高い

地域でもある。加えて平成 39 年の JR 東海リニア中央新幹線新駅開業など交通基盤

の整備が大きく進むことで、今後、更なる発展が期待されている。 

また同地域は橋本駅から広がる市街化地域とつながり、住居地域と工業地域・商

業施設が混在する街並みを形成している。神奈川県上水道の水源である津久井湖や

相模川に面し自然豊かな地域で、「津久井湖さくらまつり」、「小松コスモスまつり」

や「もみじまつり」などの様々な祭りや「しろやま得の市」、「鎮守の森の手づくり

市」などのイベントが催され、多くの地域近隣住民で賑わっている。また、期間限

定の「鮎の一夜干し」や地域伝統食の「にごみうどん」は地域特産品として人気が

高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）地域の人口や事業所の動態 

   相模原市統計書によると城山地域の平成 26 年の人口は約 23,500 人で、近隣地域

では人口減少が目立つものの、当地域ではほぼ同数を維持している。しかし、60 歳

以上の人口比率は他地域に比べて高く、人口流入が増えない限り人口減少が顕在化

する可能性もある。 

また、総務省統計局平成 24 年経済センサス‐活動調査によると、城山地域の平

成 24 年の事業所数は 654 ヶ所で増加傾向（平成 21 年度に比べ 2.7％増加）にあり、

他の地域では減少傾向にあるのと対照的である。 

 

図表１ 
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３）地域事業所の概況    

◇地域事業所の業種構成 

平成 24 年経済センサス‐活動調査を用い地域事業所の業種構成を把握した。 

図表 2の横軸は業種毎の事業所数、縦軸は業種毎の売上高を示し、ボールの大き

さは業種毎の付加価値額を示す。この結果から当地域は事業所数、売上高、付加価

値額それぞれにおいて主たる業種が異なることから、当地域は特定業種に依存しな

い業種構成である。 

---＜地域の業種構成＞-------------------------------------------------- 

１）事業所数 ：①卸売業・小売業 ➁建設業     ③飲食業・宿泊業 

２）売上高  ：①製造業     ➁卸売業・小売業 ③建設業 

３）付加価値額：①建設業     ➁医療・福祉   ③製造業 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇地域事業所の事業状況（売上高、付加価値額及び従業者数） 

当地域の事業所平均の売上高、付加価値

額※は、ともに相模原市全 22 地域中で下

位に位置し、また、従業者数も同様の傾向

があることから他地域に比べ小規模事業

者比率が非常に高いと考えられる（図表

3）。 

 

※付加価値額：企業等の生産活動によって新たに生み出された価値で、生産額

から原材料などの中間投入額を差し引くことによって算出。 

・付加価値額＝売上高－費用総額＋給与総額＋租税公課 

・費用総額＝売上原価＋販売費及び一般管理費 

 

 

図表２ 

各業種の事業所数 

図表３ 
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◇地域事業所のアンケート調査 

   経営発達支援計画における支援策を具体化するために、当商工会の会員にアンケ

ートを実施（平成 27 年 4 月実施）し、経営実態を把握した。 

  ---------------------------------------------------------------------- 

  ［城山商工会 会員企業向けアンケート］ 

※本アンケートは経営発達支援計画策定推進事業として実施 

   ・実施時期 平成 27 年 3 月 27 日～平成 27 年 4 月 7 日 

   ・発送数/回収数/回収率  377 通 / 72 通 / 19.1％ 

   （株式会社 16％ 特例有限会社 29％ 合資合名会社 1％ 個人事業主 54％）  

    ---------------------------------------------------------------------- 

  <地域小規模事業者の収益状況> 

地域小規模事業者の直近の収益状況（図表 4）は、「良い」又は「普通」と回答し

た事業所が全体の 61％であるのに対して、「悪い」又は「非常に悪い」と回答した

事業所は 39％であり、約４割の事業所で収益状況が悪い。 

 

<地域小規模事業者の経営課題> 

さらに地域小規模事業者が認識している自社の経営課題を調査した。その結果、

主要な経営課題（図表 5）は、①売上拡大、②人材確保・事業承継、③コスト削減

の順になっている。また、当商工会に対する支援ニーズを分析すると、個別の経営

課題※に対する支援と事業者連携に対する支援のそれぞれが確認された。特に、事

業者連携に対する支援ニーズは当地域に‘商店会’等の連携の受け皿が無いことが

背景にある。今回の調査結果を参考に、経営発達支援計画の中で支援方針を構築し

て行く。 

 

  ※商品サービス力強化、ホームページ・ＩＴ化、賃金・人事制度見直し、仕入・在

庫費用削減等に対する支援ニーズに加え、事業計画策定や会計ソフトの使い方等の

講習会ニーズも聞かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表５ 

地域小規模事業者の認
識している主要な経営

地域小規模事業者の認識している経営課題 

気づきセミナーや経営分析を通し
てこれらの課題に対する解決策へ
の気づきを提供（図表10参照）

   

地域小規模事業者の収益状況 

「良い」「普通」

は全体の 61％

「悪い」「非常に悪

い」は全体の 39％ 

図表４ 
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２．城山地域と事業所の現状や課題及び支援の方針    

 以上、城山地域と事業所の現状や課題を説明してきた。これをＳＷＯＴ分析し、今後

の支援方針を以下にまとめた（図表 6）。 

 城山地域と事業所の現状や課題  今後の支援方針 

Ｓ 

 

強 

み 

□事業所数増加率が市内で最大 

□多様な連携を可能にする様々

な業種の事業者が存在 

□地域団体による多数のイベン

トまつりの開催力と地域事業者

の連帯感 

□観光や特産品開発を可能にす

る津久井湖、相模川など豊かな

自然と農林水産物 

 

Ｗ 

 

弱 

み 

□地域事業所の売上高や付加価

値額が市内で下位（他地域に比

べ小規模事業者比率が高い） 

□地域経済の中核となる特定業

種や連携の受け皿となる商店会

等が不在 

□約４割の事業者は収益状況が

悪い（会員アンケート） 

□地域事業者が認識している経

営課題は〈売上拡大〉、〈人材確

保・事業承継〉、〈コスト削減〉 

□事業計画や会計の支援が必要 

Ｏ 

 

機 

会 

□東京、横浜まで約 40km で、鉄

道３線が乗り入れる橋本駅を最

寄駅とする利便性の良い地域 

□圏央道相模原インターチェン

ジ開通やリニア中央新幹線新駅

開業予定など交通基盤が拡充 

□インターチェンジ近傍に新規

ショッピングセンターがオープ

ンし地域外からの集客促進 

Ｔ 

 

脅 

威 

□現時点では人口減少は殆ど無

いが、60 歳以上の人口比率が高

く今後減少に転じる可能性あり 

□大規模店舗の進出と競争激化 

 

 

 

図表６ 

[経営改善][創業] 

□巡回訪問による現場での情報聴取を強

化し、地域全体の小規模事業者の経営状

況を把握する。 

また神奈川県よろず支援拠点等との連

携を強化し、事業者毎に異なる経営課題

に対して、地域経済や需要動向を踏まえ、

事業計画策定とＰＤＣＡを伴走型で支援

し、経営改善や創業ニーズに貢献する。 

[需要開拓] 

□商談会参加や即売会開催が目的化して

いた支援を見直し、商談獲得や売上拡大

に力点を置いた支援を強化する。 

神奈川県商工会連合会、地域金融機関

等の支援機関と横断的に連携し、マッチ

ング商談会、即売会等の機会拡大を図る。

また個別相談会等をセットで開催し、提

案方法やホームページ活用法等のノウハ

ウ獲得を支援する。更に、事業者連携等

を通して商品やサービスの競争力強化等

を支援する。各支援を組合せた総合的支

援により相乗効果を高め、需要開拓に貢

献する。 

[地域経済活性化] 

□相模原市、城山観光協会等の支援機関

と協働し、相模川エリアや津久井湖城山

エリアにおける体験型観光の拡充と事業

化を支援し、広報等による観光集客を促

進し、地域経済やコミュニティーの活性

化に貢献する。 
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３．城山商工会の役割 

［平成 26 年度 経営改善普及事業 実績］ 

経営指導員事業 講習会等  企業 

診断 

地域連携 

推進事業 

金融 

斡旋 巡回指導 窓口指導 集団指導 個別指導

968 件 1,764 件 53 人 323 人 ７社 ３件 14 件 

 

［平成 26 年度 一般商工業振興事業 実績 （下表の  は地域外需要獲得支援）］ 
商談会・展示会・即売会 出店数等 イベントまつり 来場数 

7,12 月 スタンプ会中元・歳末大売出し 45 店舗 4 月 

～9月

津久井さくらまつり、小倉橋灯籠

流し、城山夏まつり 

96,000

人3,9 月 しろやま得の市 5,500 人

11 月 商工会まつり 3 事業所 10 月

～3月

葉山島秋の収穫祭、城山もみじ祭

り、本沢梅園まつり 

31,800

人1 月 神奈川みやげもの市場 in 羽田 2 事業所

 

［平成 26 年度 城山商工会ホームページ 閲覧実績］ 
城山商工会ホームページ閲覧状況 

ユニークユーザー数 39,506    人 ページビュー数   67,806    ページ 

 

［当商工会の現状の問題や課題及び取組み］ 

現状の問題や課題 経営発達支援事業に向けた取組み 
１）これまで経営改善普及事業や一般商
工業振興事業として、企業診断、講習会、
金融斡旋や商談会、イベント開催等の事
業を実施しているが、それぞれが単発の
支援事業でつながりに乏しく、支援効果
が出にくい状況にある。支援体制を見直
し、各支援事業を組合せて、事業効果を
高める仕組み作りが必要である。 

神奈川産業振興センター、神奈川県よろず支
援拠点、神奈川県商工会連合会、城山観光協
会及び地域金融機関等との連携を横断的に
広げ、経営改善事業や一般商工業振興事業の
各事業を有機的に組合せて一貫した支援と
して提供し、城山地域の小規模事業者への支
援効果を向上させる。 

２）経営発達支援事業を伴走型で取り組
む上で、現行の職員体制を踏まえ、業務
の見直しによる効率化と職員の能力向
上を図り、また当商工会の発信力を向上
させ、一社でも多くの地域事業者に支援
を届ける必要がある。 

巡回訪問、窓口相談、企業診断等の職員業務
の効率化に資するツール（ヒヤリングカルテ
と経営診断パック）を準備し、現行の限られ
た職員体制で経営発達支援事業を伴走型で
実施できるよう改善する。また、研修や支援
ノウハウを共有し、職員相互の支援能力向上
を図る。更に、当商工会ホームページを見直
し、経営発達支援事業に関するコンテンツの
準備をすすめ、地域事業者にとって魅力的で
閲覧しやすく改善し、利用拡大を図る。 

 

［今後当商工会に求められている役割］ 

従来以上に神奈川県や相模原市の行政機関、小規模事業者の支援機関及び地域の団

体等と連携を強化し支援体制を再構築したうえで、相模原市の行政方針に沿いながら

地域小規模事業者への支援を点（単発支援）から面（統合的な支援）に広げ経営発展

を伴走型で支援する。 
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４．経営発達支援事業の目標 

 １）相模原市の施策や計画 

□相模原市施政方針 

リニア中央新幹線、さがみ縦貫道路（圏央道）は相模原市の広域交流拠点都市

としてのポテンシャルを飛躍的に向上。相模原インターチェンジ周辺では立地特

性を生かし産業を中心とした新たな都市づくりの拠点の形成を推進。また「がん

ばる中小企業を応援する条例」に基づく中小企業の経営安定化に向けた取組や起

業を促進し、人材育成支援や新製品、新技術等の研究開発の補助を実施。 

□新相模原市観光振興計画 

津久井湖城山・相模川エリアでは地域の歴史資源や自然資源、祭りイベントの

観光資源を活かし、県内や東京方面からの観光交流の魅力づくりを推進。 

 

２）経営発達支援事業の主な目標 

 

 

 

神奈川県よろず支援拠点等との連携を強化し、事業者毎に異なる経営課題と需

要動向等を踏まえ、事業計画策定とＰＤＣＡを伴走型で支援し、商品サービスの

競争力強化、売上拡大、収益改善や後継者・人材育成等を統合的に支援する。創

業支援は創業前後の一貫した支援体制を構築し、事業の早期安定化を支援する。

多くの事業者の経営改善に貢献するために当商工会の業務改善を実施し、巡回訪

問、窓口相談等におけるヒヤリングや経営診断の効率化と質の改善を図る。 

 

 

 

＜地域外の需要獲得スキーム ： ビジネス連携支援＞ 

神奈川県商工会連合会等との連携に加え、隣接都県に支店網をもつ地域金融機

関との連携強化により商談機会を増やす。また商談会とセットで個別相談会を実

施し、専門家による提案方法やホームページ発信方法等のノウハウ助言を受けて

商談獲得の成功率を高める支援を行う。あわせて事業者連携による商品サービス

力強化を支援する。 

＜地域内の需要獲得スキーム ： イベントまつり支援＞ 

城山観光協会等と連携して即売会の集客を強化する。加えて、出店事業者の商

品、サービス、店舗やホームページ等を来場者に紹介し、認知度を上げる取組を

支援する。更に、イベント等の来場者を顧客として継続的に取り込み、売上拡大

につなげる取組を支援する。 

 

 

相模原市や城山観光協会等と連携し、人気上昇中の「葉山島・お米づくり体験」

をモデルに相模川エリアや津久井湖城山エリアにおける体験型観光の拡充と事

業化を支援し、広報等による地域外からの集客を促進し、城山の地域経済とコミ

ュニティーの活性化に貢献する。 

［経営改善・創業支援］  

支援体制再構築による事業者の商品サービスの競争力強化、収益改善及び事業安定化

［需要開拓支援］  

ビジネス連携支援、イベントまつり支援のスキーム構築による地域内外の需要獲得 

［地域経済活性化］ 体験型観光の拡充と事業化による地域経済活性化 
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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 

平成 28 年 1 月 1 日 ～ 平成 32 年 3 月 31 日 の４年３ヶ月間 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

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【指針③】 

城山地域の小規模事業者の活動地域は比較的限定されているため地域の経済動

向は非常に重要な情報である。今後、体系立てて調査した地域の経済動向を分かり

易く解説し、当商工会会員のみならず幅広く地域小規模事業者に提供する。 

◇経済動向の調査【指針③】[参考図表]（図表 7、8、9、10、25、27、32） 

これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎巡回訪問・窓口相談や経

営革新計画・小規模事業者

持続化補助金等での指導・

助言の際、小規模事業者の

要請に基づき個別に調査し

て、資料をそのまま提供し

ている。 

◎また提供する情報は商工

会連合会の資料が中心で、

情報量や補足説明が必ずし

も十分ではなく活用しづら

い部分が存在している。 

 

◆課題 

◎様々な業種の事業者に対

応するために地域経済動向

を幅広く調査・分析し体系

的で分かり易い形式にまと

め情報化する必要がある。 

◎定期的な調査と発信によ

り、全ての地域小規模事業

者が必要なときに取り出し

活用できる仕組みづくりが

必要である。 

目 

的 

◎地域小規模事業者に分かり易く解説した情報提供

・地域経済動向やトピックスを定期的に提供 

支 

援 

項 

目 

と 

手 

段 

◎地域経済動向の収集・分析項目［新規］ 

１）官公庁提供情報の活用（各発行時期に調査）

 ・関東経済産業局：管内の経済動向［鉱工業生産・

個人消費・公共工事・住宅着工・消費者物価］

・財務省関東財務局：神奈川県の経済情勢 

 ・神奈川県商工会連合会：中小企業景況調査［製

造業・建設業・小売業・サービス業］ 

２）地域金融機関レポート等の活用（年４回） 

３）専門的情報の分析は支援機関等に委託 

◎地域経済動向の整理・提供 

・業種毎に関連する経済指標や県内同業者の業況

を整理し、分かり易く解説して提供（図表 8） 

・地域経済動向はメールマガジンで年 4回発信し、

地域事業者がいつでも活用できるように当商工

会ホームページに新設する‘経済欄’に掲載 

◎地域経済動向の活用方法［新規］ 

・指導員等の事業計画策定や実施支援に活用 

・小規模事業者の経営判断の基礎情報として活用

◎提供情報の見直し［新規］ 

・小規模事業者の情報ニーズを年１回調査 

効 

果 

◎小規模事業者の情報獲得の利便性向上 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 9） 

・経済動向レポート調査  ・商工会ホームページ

等で情報発信  ・メールマガジン会員獲得 

   

 
図表７ 
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＜地域経済動向の情報提供フォーマット（検討中）＞（図表 8） 

 ・主に製造業、建設業、小売業、サービス業を対象 

・各経済指標は四半期ごとに数値と天気マークを併記し正確性と直観性を両立 

   ・県内同業者の業況やＤＩを記載し、地域小規模事業者の他社比較に活用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事業計画]（図表 9） 

   ・地域の様々な業種をカバーする官公庁等の経済動向レポートを定期的に調査 

  ・当商工会ホームページやメールマガジン等における地域経済動向の情報発信 

  ・小規模事業者のニーズにマッチした情報提供によるメールマガジン会員獲得 

  現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度
経済動向レポート調査 件   ---    4 16 16 16 16
商工会ホームページ等で情報発信 回 ---    1 ４ ４ ４ ４
メールマガジン会員獲得 人 ---   20 50 70 80 90
                         

 
図表９ 

図表８ 

地域経済動向 

平成26年度データを使用

して情報提供フォーマッ

トを検討中 

ＤＩとはディフュージョンインデック
ス（景気動向指数）の略で、ＤＩがプ
ラスなら景気は良いと感じる経営者が
多く、マイナスなら悪いと感じる経営
者が多いことを示す。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針➀】 

当商工会では<経営状況の分析支援><事業計画策定支援><実施支援>を一貫して支

援する［経営改善］支援を実施する（図表 10）。なお、［創業］支援は［経営改善］

支援の枠組みで実施する。 

 

---＜［経営改善］支援＞------------------------------------------------ 

１）経営状況の分析支援【指針➀】： 

・ヒヤリングカルテを活用した「巡回訪問・窓口相談・アンケート」実施 

・経営診断パックを使用した「簡易経営診断」実施 

・経営課題や改善施策の発見に役立つ「気づきセミナー」を定期的に開催 

２）事業計画策定支援【指針➁】 

  ・“事業”“組織”“収益”“承継等”及び“その他”の計画策定を支援 

  ・収益目標として付加価値額及び経常利益等を設定 

３）事業計画策定後の実施支援【指針➁】 

  ・事業計画達成に向けた伴走型の支援 

    ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇経営状況の分析【指針➀】[参考図表]（図表 10、11、12、13、14） 

本経営発達支援事業では経営診断を希望する全ての地域小規模事業者に対して

経営分析と重要経営課題の抽出を支援する。希望する全ての小規模事業者の経営診

断を可能にする仕組みづくりとして、効率的な経営状況の聞き取りに役立つヒヤリ

ングカルテと短期間での経営分析を可能にする経営診断パックを作成する。尚、ヒ

ヤリングカルテや経営診断パックの作成は外部専門家の協力を得るとともに、その

運用ノウハウは当商工会職員間で共有し、経営分析の質の向上に努める。また、地

域小規模事業者に対して自社の経営課題や改善施策の発見に役立つ気づきセミナ

ーを定期的に開催し、経営改善を支援する。 

 

図表１０

経営状況の分析支援 事業計画策定支援 実施支援 
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これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎会員に対して巡回訪問や

窓口相談等で経営状況や課

題をヒヤリングしている。 

◎経営状況や課題に関する

ヒヤリングは必ずしも網羅

的・効率的に行われておら

ず、経営指導員による聞き

取り内容のバラツキや情報

収集の効率に問題がある。 

◎商工会連合会ネット de

記帳や特定市販ソフトに限

定して記帳支援している。 

◎経営診断は神奈川県商工

会連合会のエキスパートバ

ンク事業を活用し専門家に

委託（年間 7社程度）。 

 

◆課題 

◎経営分析や課題抽出のた

めの系統立てたヒヤリング

手法の構築が必要である。 

◎年間約 300 事業者の確定

申告作成支援を実施してい

るが、その 8 割は会計ソフ

ト等を未使用であり、こう

した事業者に対する財務分

析支援等の仕組みづくりが

喫緊の課題である。 

◎従来支援してきた税務支

援に加え、財務分析、事業

分析や組織分析等からなる

総合的な経営診断支援が必

要になっている。 

◎非会員も含め希望する全

ての地域小規模事業者に対

応できる支援業務の効率化

が不可欠である。 

目 

的 

◎希望する全ての地域小規模事業者を支援 

◎経営課題の抽出と経営改善のアドバイスを提供 

◎経営課題に対する気づきの手法の提供 

支 

援 

項 

目 

と 

手 

段 

◎地域事業者へ経営改善・創業支援の告知［新規］

 ・当商工会ホームページや地域情報誌（タウンニ

ュース全戸配布）による非会員も含めた告知 

 ・窓口相談等での案内と支援希望者掘り起し 

◎経営状況の分析項目［強化］ 

※総合的な経営分析による経営診断の支援 

［事業分析］：商品やサービスの強みや独自性を探

り、事業発展の機会や課題を抽出 

［組織分析］：後継者や人材確保・育成などを含む

経営体制の仕組みや組織運営状況を分析 

［財務分析］：収益性・効率性・安全性の分析 

［その他］：情報やリスクマネジメントの適切性 

◎経営分析の手段［新規］ 

・ヒヤリングカルテと経営診断パックの構築 

 当商工会の限られた職員で、希望する全ての小

規模事業者にバラツキの無い経営診断を提供す

るために、効率的な経営状況把握と短期間での

経営分析の仕組みを構築中（図表 12,13） 

・青色申告決算書の活用（経営診断パック） 

会計ソフト等を使用していない多くの小規模事

業者の財務分析を行うツールを作成中  

◎分析結果の活用［新規］ 

 ・経営分析を実施した全事業者を巡回訪問し、分

析結果の説明と経営改善へのヒントを提供 

 ・経営改善が必要な事業者の掘り起しと事業計画

策定や実施支援への誘導に活用 

◎支援機関や外部専門家と連携支援［強化］ 

◎気づきセミナーの開催［新規］ 

 ・経営改善の糸口発見に資するセミナー開催 

効 

果 

◎小規模事業者の経営状況の再認識と課題解決ヒン

トの獲得 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 14） 

・ヒヤリングカルテを活用した巡回訪問・窓口相談

の件数増加  ・気づきセミナー開催   

・希望する全ての事業者に対する簡易経営診断支援

 

 
図表１１
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〈ヒヤリングカルテ〉（図表 12） 

◎ヒヤリングカルテの目的 

・網羅的/効率的な経営状況の聞取りツールと簡易経営診断のデータベース 

・質問事項を通して、地域小規模事業者（経営者）へ経営課題の気づき提供 

◎ヒヤリングカルテの構成 

・経営/事業、組織/人事、財務/会計、情報/リスクの各マネジメントカテゴリ 

・チェックリスト（全 50～60 問）と財務数値テーブル 

・財務情報は計算書類を基本（個人事業主等では所得税青色申告決算書を活用）

  ※ヒヤリングカルテは当商工会の規定により管理 

〈経営診断パック〉（図表 13） 

◎経営診断パックの目的 

 ・短期間での経営分析ツールと事業計画策定の基礎資料 

・経営課題の抽出と経営改善に資するアドバイスの提供 

◎経営診断パックの構成 

 ・経営（経営・開発・生産・営業・販売）、組織（組織・人事）、財務（財務・ 

会計）、情報（情報・リスク）の各診断項目 

  ※簡易経営診断結果は当商工会の規定により管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事業計画]（図表 14） 

・ヒヤリングカルテを活用した巡回訪問・窓口相談の件数増大 

・経営課題の発見に資する気づきセミナー開催 

・経営診断パックを活用した簡易経営診断（希望事業所 100％実施） 

  現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度
巡回訪問 件 968 997 1026 1056 1088 1121
窓口相談 件 1764 1834 1907 1984 2063 2146
気づきセミナー開催 回 --- 0 １ １ １ １
簡易経営診断（最低数） 件 7 12 15 18 21 24
                         

 

 

図表１４

図表１２ 図表１３ 

現在 作成中 現在 作成中 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針➁】 

   当地域では事業計画を策定したことのない事業者がまだまだ多い。一方で、巡回

訪問等で事業計画策定に関するセミナー開催や支援ニーズをよく聞く。そこで、事

業計画策定に関する啓蒙活動を強化し、希望する小規模事業者に事業計画の策定を

支援する。また創業計画策定支援も創業予定者の要望に応じて実施する。 

◇事業計画策定支援【指針➁】[参考図表]（図表 10、15、16）    

これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎神奈川県よろず支援拠点

と連携し経営計画策定セミ

ナーを開催（年 2 回）して

いる。 

◎地域小規模事業者に対し

て国施策（経営革新計画、

小規模事業者持続化補助金

等）や金融機関融資等の申

請において事業計画策定を

支援している。 

 

◆課題 

◎当地域には事業計画の策

定意義を認識していない事

業者も多く、事業計画策定

の啓蒙強化が必要である。

◎あわせて事業計画策定希

望者の掘り起しと希望する

地域小規模事業者に対する

支援体制の構築が不可欠で

ある。 

◎事業計画の策定経験のな

い地域小規模事業者に対し

ては、伴走型で支援する必

要がある。 

目 

的 

◎経済動向、需要動向や経営分析に基づく計画策定

◎目標管理型の事業運営の定着 

支 

援 

項 

目 

と 

手 

段 

◎事業計画策定の支援対象者の掘り起し［新規］ 

・経営分析を実施した事業者に対し事業計画策定

を啓蒙し、経営改善意欲の高い事業者を中心に

希望者を掘り起し 

◎事業計画策定支援の手段［強化］ 

１）事業計画策定支援の項目 

・経営分析結果と需要動向等を踏まえ、事業者の

負担を配慮して、最重要項目の計画策定を優先

<事業>商品サービス強化/ビジネスモデル変革等

  <組織>後継者や人材の確保と育成等 

<収益>事業収益改善等（付加価値額、経常利益等）

<承継等>Ｍ＆Ａ、親族外承継、廃業などの計画（事

業承継等に関して、新設予定の「神奈川県事業

引継ぎ支援センター」との連携を検討） 

<その他>その他の経営課題、補助金申請 

２）事業計画策定支援の考え方   

・経営指導員等や外部専門家が寄り添いながら事

業計画策定を支援し、将来、事業者が自立して

計画策定出来る様に策定プロセスを伝授  

 ・小規模事業者経営発達支援融資の申請支援では、

既にマル経融資を受けているか、又は限度額を

超える融資が必要な事業者を対象に支援 

◎支援体制構築［強化］ 

 ・事業計画策定から実施支援まで連続して支援す

る体制を支援機関と構築（連携体制図等参照）

効 

果 

◎小規模事業者の事業計画策定プロセスの体得と目

標管理型経営による経営進化 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 16） 

・希望する事業者に対する事業計画策定支援   

・補助金及び融資等の申請支援 

 

 
図表１５
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---＜事業計画策定支援＞------------------------------------------------ 

  ◎事業計画策定支援における行動方針 

経営発達支援事業における事業計画策定支援にあたり、当商工会職員と派遣専

門家は支援行動上のばらつきが発生しないように下記の共通認識をもって支援に

あたるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◎事業計画策定項目の補足 

 <収益>では少なくとも付加価値額及び経常利益※を管理指標として盛り込む 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

  

[事業計画]（図表 16） 

 ・事業計画策定支援 

※経営分析を実施し、経営改善意欲が高く、事業計画策定支援を希望する小規

模事業者に対して支援 

  ※事業者の経営課題に応じて、事業、組織、収益、承継等及びその他の事業計

画策定を支援   

  ※収益改善計画では付加価値額及び経常利益等の管理指標を設定 

 ・補助金及び融資等の申請支援 

※小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス革新補助金、経営

革新等及び日本政策金融公庫融資、地域金融機関融資等に関する支援 

  現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度
事業計画策定支援（最低数） 件 5 6 8 9 11 12
補助金及び融資等の申請支援 件 15 17 19 21 23 25
                          

 
図表１６

・簡易経営診断により経営実態を概略把握し、経営課題と改善方向性を確認し

た上で、地域経済や需要動向を考慮して具体的施策に落し込み、地域小規模

事業者と一体になって事業計画の策定を支援する。 

・事業計画の実現可能性や実施支援の必要性を検討し、ゴールである事業計画

達成に向けた実施支援体制を組込む。  

・地域小規模事業者に対して（事業計画の策定支援を通して）事業計画に基づ

く目標管理型の事業運営の定着を促進する。 

※付加価値額及び経常利益に関する定義 

本書ではこれまで経済センサス-活動調査を用いて地域の課題について説明し

てきたが、本経営発達支援計画で目標設定に使用する付加価値額及び経常利益は

（経済センサス-活動調査と異なり）経営革新計画等の経営目標で使用する定義

とする。  

・付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費 

    ・経常利益＝営業利益－営業外費用 
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◇創業計画策定支援【指針➁】 [参考図表]（図表 17、18、19）   

これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎商工会だよりを城山地域

に全戸配布し創業支援の案

内を行っている。 

◎窓口相談者に対して創業

に関する助成金・融資等の

情報提供を実施している。 

◎「しろやま得の市」にお

いて地域事業者に商品のテ

ストマーケティング機会を

提供しており、創業予定者

も幅広く利用している。 

◆課題 

◎これまでの創業支援は単

発的な支援であったが、事

業者が安心して創業できる

ように創業前後の一貫した

支援が必要である。 

◎地域金融機関や専門家と

連携して、早期の事業安定

化に向けた資金繰りや返済

などの計画策定支援が必要

である。 

目 

的 

◎スムーズな開業と早期の事業安定化 

支 

援 

項 

目 

と 

手 

段 

◎創業計画から開業までの総合的な支援［強化］ 

・当商工会ホームページでの創業支援の案内強化

・地域金融機関や専門家派遣による創業準備セミ

ナー・相談会の開催［新規］ 

・創業計画、資金繰り計画、返済計画等の策定や

補助金等申請等を総合的に支援［新規］ 

・先輩創業者による創業体験の講話［新規］ 

◎創業前後の一貫した支援体制の構築［新規］ 

・創業者毎に専任体制で、創業前後を通して支援

 （創業カルテを事業者毎に作成し、創業前から

創業後に至る事業経過を一目で分かるようにし

て職員間で共有） 

効 

果 

◎創業者が陥りやすい創業後の売上未達、資金繰り

や返済の滞りなどの問題の軽減 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 19） 

 ・準備セミナーや相談会の実施 

 ・創業体験者セミナーの企画と実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[事業計画]（図表 19） 

  現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 
準備セミナー相談会 回 --- 0 ２ ２ ２ ２
創業体験者セミナー 回 --- ０ １ １ １ １
 

 

 

図表１９

創業支援 

図表１８

図表１７
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針➁】 

希望する事業者に対して、その実施段階において伴走型の実施支援を提供する。

尚、創業計画策定後の創業支援もこの<実施支援>の枠組みで行う。 

 

◇実施支援【指針➁】[参考図表]（図表 10、20、21）   

これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎経営革新に関する指導・

助言をはじめ、税務・金融・

労働・情報化から補助金申

請まで地域小規模事業者の

経営改善を全方位で支援し

ている。 

 

◆課題 

◎事業計画に基づかない単

発的な実施支援が多く、経

営改善につながっているか

どうか検証できておらず、

また継続的な経営改善に向

けた対応も出来ていない。 

◎当地域では多くの小規模

事業者が事業計画に基づい

てＰＤＣＡを回す経験が少

ないため、計画遂行時に発

生する障害の排除を支援す

る必要があり、目標達成ま

で伴走型でフォローアップ

する支援体制が必要であ

る。 

 

目 

的 

◎事業計画（創業計画）の達成 

◎事業計画（創業計画）に基づく経営のＰＤＣＡ 

支 

援 

項 

目 

と 

手 

段 

◎具体的な指導内容 

 １）進捗停滞時の障害排除の支援［強化］ 

・設備陳腐化、技能やＩＴ力不足、非効率な業務

フローなど事業計画（創業計画）を遂行する上

で発生する様々な障害に対し、計画遂行上、影

響が大きい要因については事業者と協議し、代

替手段を提案するなど適切な助言・指導を実施

・事業計画に基づくＰＤＣＡの反復支援 

２）「気づき塾」の開催支援［新規］ 

 ・既に実施支援を受けた事業者を講師とした経営

塾の開催（事業計画に基づく経営経験の展開）

３）支援期間満了後の効果確認［新規］ 

 ・実施支援が終了した小規模事業者に対して、希

望があれば簡易経営診断を実施し経営改善の程

度を検証（継続支援が必要な場合、別途支援）

◎実施支援の頻度［強化］ 

・巡回訪問等による実施状況の定期的な確認 

・実施支援開始直後は状況に合わせ多頻度訪問を

実施し、その後は約３ヶ月毎の定期確認へ移行

・小規模事業者経営発達支援融資を受けた事業者

に対し、融資後の月次決算や返済状況を確認 

◎支援体制構築［強化］ 

 ・事業計画策定から実施支援まで連続して支援す

る体制を支援機関と構築（連携体制図等参照）

効 

果 

◎小規模事業者の経営改善の実現とＰＤＣＡ実践に

よる経営の質の向上 ◎創業者の早期の事業安定化

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 21） 

・事業計画実施支援 ・計画進捗フォローアップ

・収益目標達成（付加価値額、経常利益等） 

・「気づき塾」の開催 

・支援期間後の簡易経営診断 

 

  
図表２０
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---＜実施支援＞-------------------------------------------------------- 

  ◎実施支援における行動方針 

経営発達支援事業における実施支援にあたり、当商工会職員と派遣専門家は支

援行動上のばらつきが発生しないように下記の共通認識をもって支援にあたる

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

[事業計画]（図表 21） 

   ・事業計画実施支援 

    ※希望する小規模事業者に対し事業計画実施を伴走型で支援 

    ・計画進捗フォローアップ 

     ※各事業者に対して年間 4回（３ヶ月毎）の進捗確認を計画 

      尚、平成 27 年度は実施期間が短いためフォローアップ回数は 9回を目標

・収益目標達成（付加価値額、経常利益等） 

 ※事業計画で設定した収益目標に対して達成率 60％以上を判断基準 

※中小企業庁から公開されている「経営革新の評価・実態調査報告書」（平

成 18 年度版）では、経営革新計画が終了した企業の約 4 割は付加価値額

の成長率が年率 0％未満（つまりマイナス成長）であり、下表に示す収益

目標達成率 60％は相当程度合理的であると考える。 

    ・「気づき塾」の開催 

※既に経営発達支援を受けた事業者（又は支援を受けている途上の事業者）

を講師として、事業計画に基づく経営を実践することで気づいたことを地域

の小規模事業者に対して展開しノウハウを共有） 

・支援期間後の簡易経営診断による効果確認    

  現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度
事業計画実施支援（最低数） 件 3 6 8 9 11 12
計画進捗フォローアップ 回     3     9 32    36    44    48
収益目標達成 率 50% 50% 60% 60% 60% 60%
「気づき塾」の開催 回 --- ※0 ※0 ※0 1 1
支援期間後の診断（最低数） 件 ---     ※0 ※0 ※0 8 9
       ※本経営発達支援による支援修了者が発生しない可能性があるため 

 

 
図表２１

・実施支援においては当商工会職員と派遣専門家は支援する事業者の事業状況

を共有し、視線を揃えた上で実施支援を行う。 

・派遣専門家に支援を委託する場合、当商工会職員は派遣専門家から定期的に

実施支援状況の報告を受ける。 

・当商工会職員と派遣専門家は、事業計画の達成を最終的なゴールとするもの

の、支援する事業者に対して事業計画に基づく経営のＰＤＣＡを実践しても

らい経営の質の向上に取り組んでもらうよう働きかける。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

事業計画を策定する上で、事業者の商品やサービスの需要動向を知り、将来の需

要を予測する必要がある。そこで、当商工会では地域小規模事業者の商品やサービ

スの需要動向を支援機関や専門家と連携し、情報収集・分析し、提供する。 

 

◇需要動向の調査【指針③】[参考図表]（図表 10、22、23、25、27、32）   

これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎相模原市と合併する前は 

平成 7 年に地域商工業者の

実態調査を行い「城山町商

工業振興指針策定報告書」

を発行し、また平成 9 年に

地域小売商業振興推進事業

として「家庭買物調査」を

実施し小売需要を把握して

いた。 

◎直近では商工会連合会の

中小企業景況調査報告書を

基に業界ごとの需要情報を

概略提供している。 

 

◆課題 

◎手持ちの需要調査は陳腐

化し、現在の支援業務には

活用できない。 

◎地域小規模事業者の提供

する商品・サービスに関す

る需要動向を定期的に調査

分析し、整理したデータベ

ースの構築が必要である。 

目 

的 

◎地域小規模事業者の事業計画策定や経営判断に役

立つ商品・サービスの需要動向やトピックスを提供

支 

援 

項 

目 

と 

手 

段 

◎需要動向の収集・分析の項目と手段［新規］ 

・ヒヤリングカルテを基に小規模事業者の提供す

る商品サービスを把握し、需要動向を収集分析

１）地域外の需要動向（製造業・建設業等向け）

  ・業界誌等：協会誌、工業会誌、専門誌等 

  ・地域金融機関レポート：業界動向の収集 

  ・バイヤーヒヤリング：商談会等での情報収集

  ・専門機関等への調査、分析を委託   

２）地域内の需要動向（飲食業・小売業等向け）

  ・イベントまつり支援のスキーム活用（図表 27）

（地域住民の需要動向の収集・分析を実施） 

  ・日経ＰＯＳ情報等を活用した需要動向収集 

  ・専門家等と連携した調査方法の検討と実施 

◎需要動向の整理・提供［新規］ 

  ・需要動向は業界毎に整理し、データベース化

  ・事業計画策定や実施支援等における巡回訪問

時に補足説明を加えて事業者へ提供 

◎需要動向の活用方法［新規］ 

・事業計画の策定及び実施支援時に活用 

・事業者の経営判断等の基礎情報として活用 

・需要動向は特産品開発のヒントにも活用 

効 

果 

◎小規模事業者の情報獲得の利便性向上 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 23） 

・事業計画策定事業者の商品・サービスに関する需

要動向の調査分析及び情報提供 

 

[事業計画]（図表 23）  

  現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度
需要動向の調査・分析 件    ---      9     12     14     16     18
需要動向情報提供（最低数） 件 --- 6 8 9 11 12
 

 
図表２３

図表２２
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

◇ビジネス連携支援【指針④】[参考図表]（図表 24、25、29） 

これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎神奈川県商工会連合会

と連携し商談会等の販路

開拓による地域外需要の

獲得を支援している（年

２回）。 

◎また地域資源を活用し

た特産品開発と販売を支

援している（鮎の一夜干

し）。 

 

◆課題 

◎マッチング商談会等の

機会増大に向けて、地域

金融機関との連携拡大が

必要である。 

◎商談会や展示会での商

談獲得が少なく、成功率

を高める支援が必要であ

る。 

◎最終的に商談獲得を決

める商品サービスの競争

力強化に向けて、地域事

業者の連携を支援する必

要がある。 

目 

的 

◎地域外の需要開拓に向けた総合的な支援 

  

支 

援 

項

目 

と 

手 

段 

◎地域外の需要開拓の考え方 

※商談機会拡大・提案力向上・商品サービス力強化

をセットにした総合支援による地域外の需要開拓 

 １）商談機会の拡大［強化］ 

・隣接都県に支店網を有する地域金融機関との連携

拡大によるマッチング商談会等の機会増大 

・圏央道開通でつながる商工会と相互物販会開催 

２）商談会とセットで提案力向上を支援［新規］ 

 ・商談成功率を高めるために相談会等を事前に開催

  （専門家派遣等による商品サービスの提案方法や

ホームページの発信方法等のノウハウ助言等） 

・ホームページのない事業者には全国商工会連合会

の「ＳＨＩＦＴ」を支援 

３）事業者連携による商品サービス強化支援［新規］

・当商工会が連携を希望する事業者の受け皿になり、

需要開拓に向けた商品やサービスの競争力強化を

支援（地域特産品「鮎の一夜干し」の開発支援体

制を応用） 

◎主な支援対象 

・製造業、建設業、卸売業、運輸業など 

効 

果 

◎小規模事業者の商談獲得ノウハウ蓄積と商品サービ

ス力向上 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 29） 

・地域外商談の獲得  ・事業者連携支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２４

地域外需要獲得・特産品開発販路開拓支援（ビジネス連携支援） 

図表２５
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◇イベントまつり支援【指針④】［参考図表］（図表 26、27、28、29） 

これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎イベントやまつりを通し

て地域小規模事業者等に販

売機会を提供している。 

◎城山観光協会等と共催・

後援し、年間６回のイベン

トやまつり（図表 28）を開

催している。 

 

◆課題 

◎イベントやまつりでの販

売活動がその場限りの傾向

が強く、来場者を自社店舗

やホームページに誘導し、

顧客として継続的に取り込

むことが出来ていない。 

◎イベントまつりでの販売

のみが目的化し、多数の来

場者に対して有効なマーケ

ティングが出来ていない。 

◎上記に関して、商工会と

して支援が十分でない。 

目 

的 

◎地域内の需要開拓に向けた総合的な支援 

 

支 

援 

項 

目 

と 

手 

段 

 

◎地域内の需要開拓の考え方 

※即売会集客・販売力向上・顧客化をセットにし

た総合支援による地域内の需要開拓 

１）即売会の機会提供と集客支援［継続］ 

・城山観光協会等と連携し集客や即売機会を提供

２）即売会とセットで販売力向上を支援［強化］

 ・売上アップを図るために相談会等を事前に開催

 （商品等の陳列・販売・提供の方法やホームペー

ジの活用方法等の専門家による助言等） 

・ホームページのない事業者には全国商工会連合

会の「ＳＨＩＦＴ」を支援 

３）継続的な需要獲得に向けた顧客化支援［新規］

・当商工会ノベルティーを活用して 

出店事業者の店舗、商品等を来場者に紹介し、

実店舗やホームページへの訪問を促進 

・出店者の商品サービスへの意見感想の回収支援

（デザイン、味、接客、価格等に対する地域需要

者の意見感想を商品・サービスの改善に活用）

◎主な支援対象 

 ・小売業、飲食業、サービス業など 

効 

果 

◎小規模事業者の店舗・商品・サービスの認知度向

上と顧客獲得ノウハウ蓄積 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 29） 

・商品・サービス・店舗等の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２６

図表２７

地域内需要獲得支援（イベントまつり支援） 
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図表 28 に城山観光協会等と共催・後援予定のイベントやまつりを示す。 

当商工会では下記のイベントまつりを通して地域小規模事業者に販売機会を提供

するとともに、当商工会オリジナルのノベルティーを活用し事業者の需要獲得を支

援する。 

 

---＜「しろやま得の市」でのベルティー活用＞------------------------------ 

・「しろやま得の市」でテストマーケティングをする事業者支援として当商工会オ

リジナルノベルティー「花」の活用し、事業者のマーケティング調査を支援 

・出店事業者の商品、サービス、店舗、ホームページ等を紹介し認知度アップ 

・商品サービス等のアンケートを回収し、地域の需要者の生の声を事業者に提供 

・地域資源（津久井在来大豆、地元米等）を活用したノベルティーを検討し、反響

を参考にして「地域特産品」の開発ヒントに利用 

------------------------------------------------------------------------- 

 

日程 イベントまつり名 主催・共催・後援 
４月上旬 津久井湖さくらまつり 主催）津久井湖桜まつり実行委員会 

共催・後援）相模原市、城山観光協会、城山商工会、公園協会 
８月 16日 小倉橋灯籠流し 主催）小倉橋灯ろう流し実行委員会 

共催・後援）相模原市、城山観光協会、城山商工会、小倉自治会 
９月、３月 しろやま得の市 主催）しろやま得の市実行委員会 

共催・後援）相模原市、城山商工会、城山観光協会、役場前親睦会 
１０月中旬 葉山島秋の収穫祭 主催）湘南みらい実行委員会 

共催・後援）大島向原小倉葉山島観光振興協議会、城山商工会 
１０月中旬 城山もみじまつり 主催）城山もみじまつり実行委員会 

共催・後援）相模原市、城山観光協会、城山商工会他 
３月中旬 本沢梅園まつり 主催）本沢梅園まつり実行委員会  

共催・後援）城山観光協会、城山商工会、小松みどり会 
 

 

[事業計画]（図表 29） 

◎地域外の需要開拓 

・地域外商談の獲得 

    ・連携の受け皿となって事業者連携を支援 

   ◎地域内の需要開拓        

    ・イベントまつりの出店事業者の商品・サービス・店舗等の紹介 

  現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 
地域外商談の獲得件数 件 0 0 2 2 2      2
事業者連携支援 件 --- 0 1 1 1  1
商品・サービス・店舗等紹介件数 件 2０ 30 60 70 80 90
 

 

 

図表２９

図表２８
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   平成 27 年 3月の圏央道相模原 IC 開通や平成 39 年 JR 東海リニア中央新幹線新駅

開業など城山地域を取り囲む交通インフラが大きく変貌していく中、近隣大都市の

需要を獲得しつつ地域経済活性化に資する体験型観光を支援する。 

従来、当商工会は米づくり体験イベントを支 

  援しているが、毎回参加希望者が殺到する状況 

  で特に城山地域外からの参加者が 9割以上を占 

め、更に相模原市外からの参加者も約２割に達 

する（図表 30：直近の米づくり体験イベント参 

加者の地域割合）。こうした体験型観光は地域外 

からの集客効果が非常に大きく、近隣大都市か 

らの観光集客拡大を目指し相模原市や城山観光 

協会等の多様な支援機関体と連携し地域経済活 

性化の取り組みを強化する。 

 

◇体験型観光支援【指針④】[参考図表]（図表 31、32、33）   

これまでの取組みと課題 経営発達支援事業での取り組み 

◆これまでの取組み 

◎米づくり体験イベント開

催に向けて地域住民の協力

体制構築してきた。 

◎米づくり体験イベントに

おいて近隣地域からの集客

と知名度向上に資する支援

を行っている。 

 

◆課題 

◎米づくり体験イベントへ

の協力住民の高年齢化によ

る体制維持に課題になって

いる。 

◎地域経済効果を増加させ

るために「米づくり体験」

に続く新たな体験イベント

拡充や事業化に向けた人的

協力体制の課題である。 

目 

的 

◎体験型観光支援による近隣大都市からの集客と地

域経済活性化 

支 

援 

項 

目 

と 

手 

段 

◎小規模事業者/支援機関/住民の連携による体験型

観光の拡充と事業化を支援［強化］ 

・新相模原市観光振興計画（前述）に沿って［相

模川エリア］、［津久井湖城山エリア］を中心に、

「米づくり体験」に続く「落花生づくり体験」

や「津久井在来大豆づくり体験」等を検討 

・相模原市、城山観光協会、専門家等や実行委員

会と協議、方針共有、連携し、体験型観光の拡

充を推進 

・体験型観光の事業化を支援（小規模事業者参入、

若者・シニア等の参画を支援） 

・商工会ホームページ等を活用した近隣大都市か

らの集客支援 

効 

果 

◎小規模事業者の事業機会獲得や地域経済/コミュ

ニティー活性化 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 33） 

・体験型観光集客 

・事業機会提供による小規模事業者参加促進 

 

 

 

 

図表３１

図表３０ 
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[事業計画]（図表 33） 

   ◎「相模川エリア」、「津久井湖城山エリア」の自然を活かした体験型観光の拡充

による観光集客と参加事業者の拡大 

  現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
体験型観光集客の拡大 人 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 
地域小規模事業者参加 社 0 ０ 3 5 8 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３３

図表３２

地域経済活性化支援（体験型観光支援） 
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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 

１．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 

  当商工会では近隣商工会、商工会議所、支援機関及び専門家等と連携し、需要動向

や支援ノウハウ等の情報交換により、新たな需要開拓を進める基盤を構築する。 

 

現状と課題 支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

◆現状 

◎地域経済動向や需要動

向に関する情報は主に商

工会連合会の提供資料を

参考にしている。 

◎当商工会の需要開拓の

基盤は神奈川県商工会連

合会の商談会や城山観光

協会等と共催・後援するイ

ベントまつりの即売会等

の機会提供が中心となっ

ている。 

◆課題 

◎地域小規模事業者の多

様な情報ニーズに対応す

るために、地域経済や需要

動向を把握している支援

機関との連携拡大が必要

になっている。 

◎経営発達支援事業は試

行錯誤の連続になること

が予想され、同じ立場で苦

労する近隣商工会や商工

会議所との支援ノウハウ

の共有と相互協力が不可

欠と考えられる。 

連

携 

目

的 

と 

今

後

の 

体

制 

及

び 

取

組 

目的）地域経済動向や需要動向に関する情報獲得 

［体制］日本政策金融公庫厚木支店、神奈川県商工会

連合会、地域金融機関（八千代銀行、山梨信用金庫、

西武信用金庫、相愛信用組合） 

［取組］ 

・日本政策金融公庫厚木支店や神奈川県商工会連合

会との連携に加え、隣接都県に支店ネットワークを

有している地域金融機関との連携拡大による経済

動向や需要動向等の情報獲得力の強化 

・年４回を目安にレポート等の情報提供を受け、ま

た年２回支援機関等連絡会を開催し地域小規模事

業者の需要開拓に向けた方針協議や共有を実施 

・獲得した経済動向や需要動向は、事業計画策定や

実施支援に使用し、地域事業者の需要開拓に活用 

目的）経営発達支援事業の支援ノウハウ共有 

［体制］相模原商工会議所、近隣商工会（津久井商工

会、相模湖商工会、藤野商工会、愛甲商工会） 

［取組］ 

・経営発達支援事業を通して獲得した需要開拓等の

支援ノウハウを（経済圏を同じくする）近隣商工会、

商工会議所と共有し、当商工会の支援事業に活用 

・年２回近隣商工会・商工会議所連絡会を開催し、

支援事業の成果や課題を報告し、課題解決に向けた

相互アドバイスを実施 

目 

標 

下記事業計画で設定（図表 35） 

◎支援機関等及び近隣商工会等との定期的情報交換 

  

［事業計画］（図表 35） 

他の支援機関との

情報交換 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

支援機関等連絡会      ○      ○ 

近隣商工会・商工会

議所連絡会 

  ○      ○    

 

 

図表３４

図表３５
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  従来の経営指導に必要な支援能力に加え、地域小規模事業者の利益確保につながる

支援ノウハウの習得を図る。また、支援ノウハウや地域小規模事業者の支援に関わる

情報について職員間で共有する仕組みを構築する。 

 

現状と課題 経営指導員等の資質向上等に関すること 

◆現状 

◎当商工会では全職員の

保有資格を事務局長が一

覧表で管理し必要に応じ

て資格取得や研修受講を

指示している。 

◎職員が保有している資

格は簿記に集中してい

る。 

◎職員数が小規模（6人）

で、全職員が地域事業者

の支援を優先するなかで

研修時間が確保しにく

い。 

 

◆課題 

◎地域小規模事業者の総

合的な経営改善に資する

ためには幅広い知識や資

格の習得が必要である。 

◎職員全員の資質向上に

つながる研修等の仕組み

の構築が必要である。 

目

的 

◎小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウ習得

◎支援ノウハウや支援情報の職員間の共有体制構築 

今

後

の

取

組 

◎支援ノウハウの習得 

［中小企業大学校 中小企業支援担当者向け研修］ 

事業者支援の実務に携わる主席経営指導員以下の

職員が分担して、城山地域の小規模事業者の経営

改善支援に必要な支援ノウハウを習得するため

に、［基礎］区分、［専門］区分のカリキュラムか

ら年間３コースを受講し、また習得したノウハウ

等は当商工会職員間で共有する。 

［当商工会内での研修講座開設］ 

地域の事業者から支援要望の大きい事柄に対

し、当商工会職員が一斉に研修できるように外部

専門家を呼び、研修講座を開設し、職員の資質向

上を図る。研修講座は［ＩＴ・業務改善（平成 28

年度）］、［人事・労務（平成 29 年度）］、［マーケテ

ィング（平成30年度）］、［商品開発（平成31年度）］

の開講を計画。 

［その他の支援ノウハウ習得］ 

・将来、本経営発達支援事業に関する経営指導員に

向けた研修が開催される場合には、局長以下全職

員が参加し支援ノウハウを保有する。 

・他の商工会への職員出向等を通して、他の商工会

における支援ノウハウを習得する。 

◎経営分析結果や支援ノウハウ等を共有する体制等 

・経営発達支援事業による地域小規模事業者の経営

分析結果、支援状況、支援ノウハウ等や各種研修

により習得したノウハウ等は、毎月一回開催する

「月次進捗共有会」において当商工会職員全員で

共有する。 

・「月次進捗共有会」では、経営発達支援事業で発生

した様々な問題を共有し、職員全員で解決に向け

て議論し対策を立案する場として活用する。 

 

  
図表３６
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３．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 

   計画期間の各年において上・下半期に分け、年２回の進捗状況を確認する。 

  事業の成果・進捗など進行管理については［進捗管理システム］（図表 37）及び

<事業評価スケジュール>（図表 38）に従い管理する。本経営発達支援計画の策定に

始まり、進捗管理システムでＰＤＣＡサイクルを回すことで、地域小規模事業者へ

の支援の質を向上させる。 

    １）実績報告書作成：4月（10 月） 城山商工会事務局 

     ［進行管理チェック表＜実績報告書＞］（図表 39）を用い実績を記入し、下

欄に成果や課題を記載する。また実績は当初計画との対比形式により一目

でわかりやすく表示し、計画値を下回っている項目に対しては、その原因

を検証し、指導、助言方法の変更など対策を検討する。 

      ※尚、実績が計画値の 60％を下回った場合、当商工会事務局は是正案を必

ず立案し、外部評価時に審査を受けるものとする。 

    ２）外部評価：5月（11 月） 外部機関 

実績報告書作成後に評価委員会を開催し、外部機関（かながわ中小企業成

長支援ステーション、相模原市産業政策課、非会員有識者等）による外部

評価を受審する。 

    ３）是正措置：5月（11 月） 城山商工会事務局 

外部機関による評価と指摘に基づき、指導や助言方法、支援計画や支援体

制などの見直し（是正措置）を行う。 

    ４）講評等・承認：6月（12 月） 城山商工会理事会 

      城山商工会長が招集する理事会に実績報告及び外部評価、是正処置を報告

し理事の評価、指摘、講評と承認を受ける。 

    ５）実績報告書公表：6月（12 月） 城山商工会事務局 

      理事会で承認を受けたのち、実績報告書を城山商工会のホームページで公

表する。 

 

 

 

 

 

＜事業評価スケジュール＞ 

事業評価及び見直

しの仕組み 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

 実績報告書作成 ○      ○      

 外部評価  ○      ○     

 是正措置  ○      ○     

 講評等・承認   ○      ○    

 実績報告書公表   ○      ○    

 

 
図表３８

図表３７

経営発達支援事業 進捗管理システム 
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 [進行管理チェック表] ※事業の成果、評価及び見直し結果の報告様式（検討中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表３９

本実績報告書の様式は、現在検討中 
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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 

（１）城山商工会の組織体制               （平成 27 年 4 月現在） 

                     

                       

城山商工会 事務局体制 

役職名 職員数（人）

事務局長 １ 

参事 １ 

主席経営指導員 １ 

経営指導員 １ 

経営支援担当職員 ２ 

合計 ６ 

 

                      

（２）連絡先 

城山商工会 主席経営指導員   川口 豊 

      電話番号 042-782-3338   FAX 番号  042-782-3616 

      メールアドレス ykawaguchi@k-skr.or.jp 

      住所 相模原市緑区久保沢２－５－１ 

 

＜支援機関等の連携体を含めた経営発達支援事業全体の実施体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

理 事 会 

事務局長 

主席経営指導員 

経営支援 
担当職員 

経営指導員

参 事 

-かながわ中小企業成長支
援ステーション 
（神奈川県中小企業支援課）

-相模原市産業政策課  
-非会員有識者（中小企業診断
士、税理士、社会保険労務士等） 

［支援機関］ 
-神奈川県商工会連合会 
-神奈川産業振興センター 
-神奈川県よろず支援拠点 
-相模原市産業政策課 
-相模原市商業観光課 
-相模原市しろやままちづ
くりセンター 
-城山観光協会 
-日本政策金融公庫 
-地域金融機関 

城山商工会事務局 

城山商工会 

［研修機関］
-中小企業大学校 等 

近隣商工会、商工会議所 

事業評価及び見直しの仕

組み［PDCA］ 

経営指導員の資質向上 

［外部専門家］
中小企業診断士、税理士、社会保険労

務士等 

連携支援先 

経営発達支援事業の運営

に関する助言等 

事務局長 

主席経営指導員 

経営支援 
担当職員 

経営指導員 

参 事 

城山商工会事務局 
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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 

                                 （単位 千円） 

 27 年度 

(28 年 1 月

以降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額       500      3,000      3,200      3,200      3,200 

 

経営発達支援

事業 

 

地域振興事業 

      400 

 

 

100 

   2,800 

 

 

      200 

    3,000 

 

 

       200 

     3,000 

 

 

       200 

     3,000 

 

 

200 

（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、会費、手数料 

 

 

（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） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

城山地域の小規模事業者の経営課題を解決するために各支援機関と連携を強化し、
個々の事業者の立場に立って伴走型の支援を提供する。各支援機関との連携する内容、
連携者及び役割について下記の各表欄にて記載する。 

連携者及びその役割 
 
連携する内容 支援事業の評価 
連携者 名 称 かながわ中小企業成長支援ステーション 

（神奈川県中小企業支援課） 
住 所 神奈川県海老名市下今泉 705-1 神奈川県産業技術センター 

（神奈川県横浜市中区日本大通） 
代表者 知事 黒岩祐治 

役割 商工経済団体の包括的な指導、監督、支援の行政機関であり多くの支援メニューを持
っている中小企業成長ステーションと連携し小規模事業者の経営改善の指導、助言を
行うと共に、発展的に経営革新へと進むよう事業が維持継続できるよう導くと共に専
門家の派遣の要請や指導に対するアドバイスをいただく。 

 
連携する内容 地域の経済動向調査、経営状況の分析支援、需要動向調査、事業計画策定支

援（創業計画策定支援）、実施支援（創業支援）、ビジネス連携支援、イベン
トまつり支援 

連携者 名称 神奈川県商工会連合会 

住所 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センター 

代表者 会長 関戸昌邦 

役割 発達支援計画を推進する上で、計画に盛り込まれているセミナーの開催を行うため最
も重要となる専門知識を有する専門家の派遣により機会に恵まれない小規模事業者へ
の「気づき」等の意識の高揚をはかる。 

 
連携する内容 需要動向調査、事業計画策定支援（創業計画策定支援）、 

実施支援（創業支援）、ビジネス連携支援 
連携者 名称 神奈川産業振興センター、神奈川県よろず支援拠点 

住所 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センター 

代表者 事業部地域連携課 課長 藤田信二 

役割 神奈川県が中小企業向けの経営革新や経営改善等さまざまな支援行っているよろず支
援拠点と商工会指導員と連絡を密にとりながら必要な小規模事業者には連携し指導、
助言を行う。 

 
連携する内容 支援事業の評価、ビジネス連携支援、体験型観光支援 
連携者 名称 相模原市産業政策課、商業観光課 

住所 相模原市中央区中央 2-11-15 相模原市役所 

代表者 市長 加山俊夫 

役割 市からの経済状況の情報、総合計画に基づく経済施策の推進などに対する当商工会の
役割の認識と市事業に対する協調、連携、市関連団体の主催する地域振興事業等を有
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効に活用するため市産業セクションと連携し、事業協力など、地域小規模事業所の販
路拡大、ＰＲなど情報交換を行ってゆく。 

 
連携する内容 地域の経済動向調査、需要動向調査、 

実施支援（小規模事業者経営発達支援融資） 
連携者 名称 政府系金融機関（日本政策金融公庫厚木支店） 

住所 神奈川県厚木市中町 3-11-21 明治安田生命厚木ビル 
代表者（法人の場合） 支店長 渡 邊 博 樹 

役割 商工会への融資相談の際、経営状況のヒヤリング等を行いながら、必要に応じ簡易な
経営診断を行う。その際、政府系融資機関とも情報の交換、分析を行い、小規模事業
者の経営の発展的な融資資金の効果的な運用等について、指導、助言する。 

 
連携する内容 地域の経済動向調査、需要動向調査、事業計画策定支援（創業計画策定支援）、

実施支援（創業支援）、ビジネス連携支援 
連携者 名称 地域金融機関  

➀八千代銀行  二本松支店・城山支店 
➁山梨信用金庫 城山支店 
③西武信用金庫 橋本支店 
④相愛信用組合 津久井湖支店 

住所 ➀神奈川県相模原市緑区二本松 3-1-10 
➁相模原市緑区原宿 3-2-1 
③相模原市緑区西橋本 2-4-12 
④神奈川県相模原市緑区太井 162-1 

代表者（法人の場合） ➀支店長 滝 口 進 
➁支店長 佐 藤 和 仁 
③支店長 小 西 睦 人 
④支店長 平 本 雅 幸 

役割 地域内にある金融機関と連携し、管轄内の小規模事業者の経営動向や現状などの、情
報交換行うと共に同機関が行う、商談会、展示会、セミナーへの積極的に参加を促し、
経営の発達にむけ、各々の役割を確認し連携して取り組んで行く。 

 
連携する内容 イベントまつり支援、体験型観光支援 
連携者 名称 相模原市しろやままちづくりセンター 

住所 相模原市緑区久保沢 1-3-1 城山総合事務所 

代表者 相模原市長 加山俊夫 

役割 市の出先機関であり、市主体の地域振興に関する取組みや、後援等を行っており既存
事業でも連携していることを踏まえ、さらに小規模事業者の販路拡大や事業所ＰＲに
関して連携して行く。 

 
連携する内容 イベントまつり支援、体験型観光支援 
連携者 名称 城山観光協会 

住所 相模原市緑区久保沢 1-3-1 城山総合事務所 

代表者 会長 中里州克 

役割 城山地域は、津久井湖、城山湖、相模川（神奈川景勝 100 選）、里山など身近な自然資
源があり、季節には地域にある自然資源を活かしたイベントも多く開催している、相
模原インターの開通を機に地域外からの観光集客を強化して行くことから、この機会
を利用し小規模事業者が販売促進、販路拡大に繋がるＰＲの場を提供できるよう、城
山観光協会と連携し、小規模事業者を支援して行く。特に、観光協会とは地域活性化
のほか特産品の開発や商品化、販路拡大など連携を密におこなう事が不可欠であるの
で常に情報を共有し取り組む。 
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連携する内容 ビジネス連携支援 
連携者 名称 相模原アンテナショップ(sagamix) 

住所 相模原市南区相模大野 3-2-1 ボーノ相模大野ショッピングセンター 

代表者 相模原市長 加山俊夫 

役割 市内の特産品などを集約し、市のＰＲと情報発信を行っているアンテナショップ「サ
ガミックス」と連携し、地域特産品の販路拡大とＰＲを行う。 

 
 経営発達支援事業を進める上で重要な情報取得機関 独立行政法人中小基盤整備機構 
 経営発達支援計画を推進する上で先進事例や経営支援に対する情報の提供機関からの情報の収集 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


