
経営発達支援計画の概要 

実施者名 相模湖商工会（法人番号 9021005003093） 

実施期間 平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

目標 

相模湖商工会の役割と地域内の小規模事業者に対する中長期的な振興方針

を踏まえ、経営発達支援事業の主な目標と支援方針を下記に示す。 

［地域小規模事業者の経営改善支援の強化］ 

地域小規模事業者の厳しい経営状況を踏まえ、神奈川県商工会連合会やよ

ろず支援拠点等の専門家派遣を活用し、個々の経営実態に応じて伴走型で

経営改善を支援する。あわせて、次世代を担う若手経営者や後継者の育成

支援及び事業承継等を支援し、地域小規模事業者数の減少を抑制する。 

［成果につなげる需要開拓支援］ 

地域小規模事業者の主要な経営課題である売上拡大に対して、近隣大都市

等の地域外からの需要獲得を推進し、商談会・展示会の機会提供と受注獲

得ノウハウを支援する。また、地域外の需要獲得の難しい業種の地域小規

模事業者に対しては観光客やイベント客の需要獲得ノウハウを支援する。

加えてホームページ作成等のＩＴ化と情報発信ノウハウ等を支援する。 

［商店街振興の再構築による地域経済活性化］ 

相模湖周辺のハイキング客、相模湖漕艇場のボート競技利用客等の相模湖

駅前商店街や相模湖畔商業施設への誘導を支援し、購買促進による地域商

店街振興と地域経済活性化につなげる。 

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 

  ・「ヒヤリング票」と「経営分析表」による効率的な経営分析 

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】 

  ・地域事業者毎の商品、サービスに関するニーズ調査、分析及び提供 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事【指針④】 

 相模湖地域内外の需要獲得に向けて 

・商談会、展示会や即売会等の提供機会の拡大 

・商談受注や売上獲得に役立つスキルやノウハウの提供とＩＴ化支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

・ハイキングコース案内や商業施設紹介等を一体掲載した新相模湖マ

ップ製作により地域の魅力を統合的に発信し、相模湖や周辺山地の

観光客等を相模湖地域の商業施設へ誘導して地域経済活性化を支援 

連絡先 

相模湖商工会 事務局長 小野沢健二 

TEL 042-684-3347 FAX 042-685-1654 メール onozawa@e-shokokai.or.jp 

住所 神奈川県相模原市緑区与瀬 896 
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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．相模湖商工会 

 

相模湖商工会は神奈川県の北西部に位置し、東京都と隣接する相模原市緑区相模

湖地域（2006 年 3 月に相模原市と合併した旧相模湖町）にある。 

当商工会は相模湖地域と地域事業者の振興方針として 

    ・経営改善普及事業による地域事業者の経営支援 

    ・相模湖駅前商店街及び相模湖畔商業施設の活性化 

  を掲げ、地域に役立ち頼りにされる商工会を目指し活動している。 

 

２．相模湖地域の現状 

 

１）地域の概況   

  相模湖地域は相模川上流を堰き止めた人造湖である相模湖の湖畔一帯に広がる

自然豊かな地域で、地域内にＪＲ中央本線相模湖駅があり都心部まで約１時間で移

動できる。また、国道２０号（甲州街道）、４１２号が地域内を通り、中央自動車

道相模湖インターチェンジともつながり、近隣都県へのアクセス性が非常に良い。

  同地域にはＪＲ相模湖駅に隣接する相模湖駅前商店街と相模湖に面する相模湖

畔商業施設があるが、地域の人口減少や国道通行車両数減少等の影響もあり、かつ

ての賑わいに比べると翳りが見られる中で、商店街や商業施設の活性化に向けて取

り組んでいる。 

  当地域では、さがみ湖湖畔さくら祭り、湖上祭花火大会、小原本陣祭等の大型イ

ベントが開催され多くの観光客が訪れている。また、相模湖地域を紹介する動画サ

イトや登山ブームの効果で相模湖や周辺山地を訪れるハイキング客が増加傾向に

あり、神奈川県立相模湖漕艇場でもボート競技の学生等が定期的に利用している。

さらに、地域内には大型民間アトラクション施設があり、多くの利用客が訪れてい

る。地域商店街や商業施設の活性化には、こうした訪問客の需要獲得が重要である。

 

【相模湖地域と近隣大都市】    【JR 相模湖駅周辺及び相模湖畔周辺】 
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２）地域の人口や事業所の動態 

   相模原市統計書によると、相模湖地域の平成 26 年の人口は約 9,100 人で、平成

22 年に比べると約 5％減少した。また、経済センサス活動調査（平成 24 年）によ

ると、地域の事業所数は 416 社で、平成 21 年に比べて約 14％の減少であった。こ

のように相模湖地域の人口や事業所の減少率が大きく、相模原市の他地域に比べて

も減少傾向が大きい。 

 

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‐活動調査による相模湖地域の業種構成をみると企業等

数（下図の横軸）では卸売業・小売業、建設業、不動産業・物品賃貸業が多い。当

地域は相模湖観光需要に関わる土産物等の小売業や釣り船・ボート等の物品賃貸業

の事業者が多いのが特徴である。一方、業種別の売上金額［収入金額］（下図の縦

軸）と付加価値額（下図のボールの大きさ）※では医療・福祉が他の業種を大きく

引き離しており、比較的規模の大きい医療施設や介護施設等が多いことに起因して

いる（図示していないが、地域従業者数でも医療・福祉に従事者が他の業種を大き

く引き離している）。地域経済活性化の観点から、医療・福祉に続く、卸売業・小

売業、建設業、製造業及び不動産業・物品賃貸業等の業種育成が課題である。 

 ※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇地域事業所の事業状況 

   当地域の人口減少や消費活動の低下に伴い、相模湖地域事業所平均の売上金額や

付加価値額は相模原市の他地域と比較して最も少ない。また、この傾向は医療・福

祉を除くほとんどの業種に共通し、地域事業所の共通した問題になっている。 

地域経済力の低下を踏まえると、近隣大都市における需要開拓や観光客に向けた需

要開拓が重要である。さらに、相模湖駅前周辺の商店街や相模湖畔の商業施設の活

性化は地域が活力を取り戻すためにも重要である。 
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◇地域事業所のアンケート調査 

   経営発達支援計画の立案に際し、地域事業者の経営実態や支援ニーズを把握する

ために当商工会会員に対してアンケートを実施した。 

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

    ［相模湖商工会 会員企業向けアンケート］ 

     ・実施期間：平成 27 年 10 月 4 日～平成 27 年 10 月 14 日 

     ・発送数：274 通 ／ 回収数：69 通 ／ 回収率：25.1％ 

     ※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   

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

  ＜収益状況＞ 

   回答事業者の直近の収益状況は、「非常に良い」、「良い」と回答した事業者は全

体の 16％、一方「悪い」、「非常に悪い」と回答した事業者は 54％であった。過半

数の事業者で収益状況が悪いことが確認された。 

 

  ＜経営課題＞ 

   回答事業者の主な経営課題は、「売上拡大」、「事業承継・人材確保」、「コスト削

減」の順であった。中でも、後継者不在に対する「事業承継」を経営課題と認識し

ている事業者の割合が高い。平成 24 年経済センサス‐活動調査でも地域事業所の

減少率が相模原市の中でも大きいことが分かっており、当地域の事業者にとって主

要な課題であることが確認できた。 

 

  ＜経営改善に向けた取組み＞ 

   自社の経営課題の解決に向けた取組みでは、「経営分析」を実施したことのある

事業者の割合は約４割に達し、一方で「経営計画策定」を実施したことのある事業

者は約２割にとどまっている。昨年から実施されている小規模事業者持続化補助金

制度を活用し、申請に伴う経営分析や事業計画策定等を実施する地域小規模事業者

数を拡大し、これらを支援して行く必要がある。  
 事業所割合  事業所割合 

経営分析を行ったことがある ４１％ 事業計画を策定したことがある ２３％ 

経営分析を行ったことがない ５９％ 事業計画を策定したことがない ７７％ 

 

  ＜支援ニーズ＞ 

   経営課題を解決するために必要な支援を確認したところ、「経営分析」や経営改

善や事業継承の課題解決に向けた「経営計画策定」に関して支援ニーズが確認でき

た。また、支援ニーズの内訳は、経営分析や経営計画策定に関する「セミナー開催」

や「相模湖商工会職員による支援」及び「専門家による支援」を期待していること

が分かった。経営発達支援計画の策定において、体制検討や目標設定の参考にする。
 セミナー開催 相模湖商工会職員による支援 専門家による支援 

経営分析 １８％ ６５％ ５３％ 
事業計画策定 ３０％ ５５％ ６０％ 

  ※上記支援ニーズ（％）は、支援を必要とする事業者における各支援ニーズの割合

であり、複数回答可能な設問にしている。 
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３．相模湖地域の課題    

 

◇相模湖地域の現状のまとめ 

以上述べてきた相模湖地域の現状を捕捉して下記にまとめた。 

Ｏ 機会 

・登山ブームによるハイキング客の増加 

・相模湖地域を紹介する動画サイトへの投稿増加 

Ｔ脅威 

・地域の人口減少（相模原市統計書）や後継者不在（会員アンケート） 

・地域内国道の交通量の減少（圏央道開通により相模湖インター利用車両数の減少）

・近隣に知名度の高い観光地の存在（高尾山、甲州地域） 

Ｓ 強み 

・ＪＲ相模湖駅や中央自動車道、国道 20 号等の東京都内への高いアクセス性 

・相模湖、甲州街道等の観光資源やさがみ湖湖上祭等のイベントの存在 

・地域内の大型民間アトラクション施設による地域外からの集客効果 

・神奈川県立相模湖漕艇場があり、県内外から多数の学生・一般客が通年で利用 

・県下で唯一現存する本陣（小原本陣）の存在 

Ｗ弱み 

・相模原市他地域に比較して相模湖地域の事業所の売上金額や付加価値額が低く、ま

た事業所数減少や地域経済力低下も著しい（経済センサス活動調査） 

・経営状況が「悪い」「非常に悪い」と回答した事業者は過半数（会員アンケート）

・経営課題は「売上拡大」、「事業承継・人材確保」、「コスト削減」（会員アンケート）

・大型イベントやハイキング等の観光客等に対する需要獲得が不十分 

 

 

◇相模湖地域事業者の課題 

 前述してきた相模湖地域や事業者の現状を踏まえ、地域小規模事業者の課題は、  

１）相模湖地域の小規模事業者が認識している主たる経営課題 

・収益改善（売上拡大、コスト削減）と事業承継（後継者不在への対応） 

  ２）相模湖地域外の需要開拓 

・相模湖の地域経済下降のなかで、隣接都県の大都市での需要開拓 

・充実した交通基盤によるアクセス性を活用した商圏拡大 

・商談受注（成果）につながるノウハウ獲得 

  ３）相模湖地域内の需要開拓 

・相模湖地域を訪れる観光客等に対する商品やサービスの訴求と需要獲得 

・相模湖駅前商店街や相模湖畔商業施設の活性化 
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４．中長期的な相模湖地域や事業者に対する振興の在り方と支援方針 

□相模原市施政方針 

  ・商業及び観光振興 

  地域のニーズに応じた環境整備やにぎわいづくりへの支援による商店街振興 

 ・がんばる中小企業を応援する条例 

  地域経済を支える中小企業の経営安定化に向けた取組や起業の促進等を支援 

□新相模原市観光振興計画 

・相模原市への観光交流の入口としての機能強化による誘客推進 

・東京方面からの多くのハイカーの誘導 

相模湖をシンボルとして生かしながら、地域資源を組み合わせた多様なプログ

ラム開発と観光関連産業の活性化及び地域雇用の拡大を推進 

 

  □相模湖商工会の中長期的な地域小規模事業者の振興の在り方（当商工会の役割）

前述した地域小規模事業者の課題やニーズを踏まえ、当商工会の支援方針は、

１）経営改善に関する支援ニーズへの対応 

  ・経営改善や事業承継の課題解決に向けた支援 

２）相模湖地域内外における需要獲得の支援 

  ・需要開拓の機会提供に加え、需要獲得に資する支援強化（成果重視） 

・当地域経済の低下を踏まえ、近隣大都市での需要獲得につながる支援 

・東京近郊等から相模湖地域に訪れる観光客等の需要獲得につながる支援 

３）相模湖地域が元気になるための商店街振興 

  ・相模湖駅前商店街や相模湖畔商業施設への観光客等の誘導に資する支援 

 

５．経営発達支援事業の目標 

   

中長期的な相模湖地域や事業者の振興方針を踏まえ、経営発達支援事業の目標は、

目標１［地域小規模事業者の経営改善支援の強化］ 

（目標達成に向けた方針）地域小規模事業者の厳しい経営状況を踏まえ、神奈川県

商工会連合会やよろず支援拠点等の専門家派遣を活用し、個々の経営実態に応じて

伴走型で経営改善を支援する。あわせて、次世代を担う若手経営者や後継者の育成

支援及び事業承継等を支援し、地域小規模事業者数の減少を抑制する。 

目標２［成果につなげる需要開拓支援］ 

（目標達成に向けた方針）地域小規模事業者の主要な経営課題である売上拡大に対

して、近隣大都市等の地域外からの需要獲得を推進し、商談会・展示会の機会提供

と受注獲得ノウハウを支援する。また、地域外の需要獲得の難しい業種の地域小規

模事業者に対しては観光客やイベント客の需要獲得ノウハウを支援する。加えてホ

ームページ作成等のＩＴ化と情報発信ノウハウ等を支援する。 

目標３［商店街振興の再構築による地域経済活性化］ 

（目標達成に向けた方針）相模湖周辺のハイキング客、相模湖漕艇場の利用客等の

相模湖駅前商店街や相模湖畔商業施設への誘導を支援し、購買促進による地域商店

街振興と地域経済活性化につなげる。 
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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 

 

平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 34 年 3 月 31 日 の  5 年間 

 

 

（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】 

 

◇経済動向の調査【指針③】 

◆これまでの取組みと課題 

これまで 

の取組み

や現状 

・主に会員事業者の補助金等の申請時に、事業計画策定に必要な地域経済

動向の情報提供依頼を受け、神奈川県商工会連合会資料（中小企業景況調

査報告書）等を中心に情報提供している。 

・しかし、提供情報が限定的であるため事業計画策定には不足するところ

もあり、提供情報の充実が必要になっている。 

・更に今後、会員のみならず広く地域小規模事業者に情報提供を行うため

に地域経済動向に関する情報源の拡大に加え、収集した情報のデータベー

ス化や情報提供の仕方などの仕組作りが必要である。 

課題 ・神奈川県及び隣接都県の地域経済動向の収集・分析手法の構築 

・地域経済動向の整理と地域事業者への定期的な提供方法の構築 

◆経営発達支援事業での取り組み 

目的 ・小規模事業者の情報ニーズに基づいた地域経済動向の情報収集、分析、

整理及び提供の仕組作り 

・会員のみならず地域小規模事業者に対する定期的な情報提供 

支援項目 

と手段 

［１］地域経済動向の収集・分析の項目【新規】 

官公庁提供情報や金融機関レポートの収集・分析： 

下記①～④の地域経済動向に関する情報源を基に、神奈川県や近隣

都県における企業の生産活動や販売活動および公共事業等の地域

経済動向を定期的に収集・分析する。 

  ①関東経済産業局：管内の経済動向 

・製造業に関わる動向として鉱工業生産活用する。 

・小売業・サービス業に関わる動向として個人消費・消費者物価を

活用する。 

・建設業に関わる動向として公共事業・住宅着工を活用する。  

  ②財務省関東財務局：神奈川県の経済情勢 

  ③神奈川県商工会連合会： 

   製造業・建設業・小売業・サービス業に関する中小企業景況調査 

 ④地域金融機関：地域経済動向等の調査報告書 

シンクタンク（金融機関）としての地域の経済動向の分析と見通し
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［２］地域経済動向の整理・提供の手段【新規】 

  ・上記の官公庁や地域金融機関の提供情報から、当地域や隣接する地

域の経済動向を経営指導員が抽出して整理し、掲載する地域経済動向

の情報に関しては「月次報告会（Ⅲの２.経営指導員等の資質向上等

に関すること）」にて決定し、当商工会のホームページの特設欄（仮

称：相模湖近隣地域経済動向）にて定期的に提供（年４回） 

［３］地域経済動向の活用方法【新規】 

  ・経営指導員等による小規模事業者支援（事業計画策定や実施支援）

に活用 

・地域小規模事業者が経営判断（仕入、設備投資、採用等）に活用 

［４］提供情報の工夫と見直し【新規】 

・提供情報は業種毎にまとめ、関連する経済動向を一目で分かり易く

・地域小規模事業者の情報利用者ニーズを調査（年一回） 

事業者へ

の効果 

・地域小規模事業者の地域経済動向に関する情報入手の利便性向上 

・各種経済動向調査を収集・分析して得られた情報はいつでも入手可能な

状況で提供され、小規模事業者の事業計画策定や実施に役立てられる。

 

［地域経済動向の情報提供フォーマット（案）］  

 ・相模湖地域の主要業種である小売業、建設業、製造業、サービス業を業種毎に掲載

 ・官公庁や金融機関がそれぞれ提供する情報を、業種毎にひと纏めにして提供 

・経済指標等の数値情報だけでなく、各業種の景況に関する経済トピックスも掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[目標]  

  現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33年度
地域経済動向の収集・分析※ 件 0 16 16 16 16 16
商工会ホームページでの提供 回 0 4 4 4 4 4
 ※地域経済動向の収集・分析件数＝地域経済動向の情報源（４）×年４回 

 

フォーマット検討中 
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２．経営状況の分析に関すること【指針➀】 

 

◇経営状況の分析【指針➀】 

◆これまでの取組みと課題 

これまで 

の取組み

や現状 

・会員事業者に対して巡回訪問や窓口相談で経営課題や要望をヒヤリング

している。これまでの相談の多くは税務や金融であり、経営革新等の相談

は少なく、経営分析を支援する機会は殆どないのが現状であった。 

・最近、小規模事業者持続化補助金の申請に伴い経営分析を行う事業者が

増加傾向にあり、また前述のアンケートでも経営分析支援のニーズが確認

できた。今後、セミナー等で経営分析を啓蒙するとともに、経営分析を実

施する地域小規模事業者の拡大を図っていく。 

・一方、限られた職員数で、非会員を含めた多くの地域小規模事業者の経

営分析支援を実施するために、ヒヤリング票や経営分析表を構築し支援業

務の効率化を図る必要がある。 

課題 ・経営分析を希望する地域小規模事業者の掘り起し 

・効率的な経営分析を支援するためのヒヤリング票や経営分析表の構築 

◆経営発達支援事業での取り組み 

目的 ・経営上の悩みを持ち経営分析支援を希望する地域小規模事業者に対して

重要経営課題の抽出と経営改善のアドバイス提供 

支援項目 

と手段 

［１］経営分析支援事業者の掘り起し【新規】 

 ・当商工会ホームページで非会員を含めた経営分析支援の告知 

 ・経営セミナーを開催し、経営分析手法の講習や啓蒙活動を実施 

［２］経営分析の支援対象【新規】 

 ・経営改善の意欲があり経営分析支援を希望する地域小規模事業者 

［３］経営状況の実態把握のための分析の項目【新規】 

 ・財務分析：収益性、効率性、安全性の分析 

・事業分析：商品・サービス・技術等の競争力等の分析 

 ・組織分析：後継者・従業員の強みや組織課題の分析  

［４］情報収集の項目と経営分析の手段【新規】 

・「ヒヤリング票」や「経営分析表」の構築： 

限られた職員数で地域小規模事業者へ総合的な経営分析（財務・事 

業・組織分析）を支援する仕組作り（フォーマット検討中：次頁）。 

・情報収集項目：「経営方針」「商品・サービス」「営業・開発」「組織・

人事」「財務」「情報・リスクマネジメント」に関し約 30 項目を設定 

 ・非法人にも対応する財務分析： 

  法人の財務分析は計算書類に基づく分析を実施するが、小規模事業者

の多くが計算書類を有していない個人事業主（非法人）であることを踏

まえ、限定的ではあるが青色申告決算書を活用して財務分析を実施 

［５］分析結果の提供の手段（時期及び方法）【新規】 

・経営状況のヒヤリングから１～２か月程度で事業者へフィードバック

・巡回訪問時に「経営分析表」を用いた経営状況の説明と経営改善への
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ヒントの提供を実施 

［６］分析結果の活用【新規】  

 ・経営改善が必要な事業者の掘り起しと事業計画策定への誘導 

 ・事業計画策定支援に必要な各事業者の基礎情報獲得 

・需要動向調査に必要な各事業者の商品やサービスの情報獲得 

［７］支援機関や外部専門家との連携【新規】 

・詳細な経営分析が必要な場合には支援機関からの専門家派遣を活用 

事業者へ

の効果 

・客観的な経営分析による重要経営課題の把握 

・経営課題に対する経営改善のヒント獲得 

 

［ヒヤリング票と経営分析表のフォーマット（案）］ 

 ・ヒヤリング票：３０問程度からなるヒヤリング項目で構成し、質問事項を標準化 

 ・経営分析表：ヒヤリング票に基づくアドバイスや財務分析結果を報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[目標]  

  現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33年度
巡回訪問（経営分析支援掘り起し） 件 0 120 130 140 150 160
巡回訪問（経営分析結果の説明） 件 0 6 8 10 12 14
経営セミナー 回     0 1 1 1 1 1
経営分析 件 0 ６ ８ 10 12 14
                  

フォーマット検討中 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針➁】 

    

◇事業計画策定支援【指針➁】    

◆これまでの取組みと課題 

これまで 

の取組み

や現状 

・主に創業支援において、神奈川県商工会連合会エキスパート事業を活用

して、経営指導員と派遣専門家が協力して事業計画策定支援を実施してき

た。また、最近は小規模持続化補助金申請に伴う事業計画策定支援が増加

傾向にあり、事業計画策定支援のニーズも高まっている。 

・一方、多くの地域小規模事業者は事業計画策定の経験がなく、経営指導

員の伴走型支援が必要である（アンケート調査では事業計画を策定したこ

とのない事業者は約８割）。また、（同じくアンケート調査で）事業計画策

定支援を希望する事業者も多数存在することが確認され、経営分析を含め

た効果的な支援を検討する必要がある。 

・更に、別の聞き取り調査では、若手経営者や後継者の多くが将来に不安

を感じており、企業経営に関する戦略や計画立案等に対する学習機会を求

めている。 

課題 ・事業計画策定の希望事業者への支援体制の構築 

◆経営発達支援事業での取り組み 

目的 ・小規模事業者の経営課題の解決や経営向上に向けた事業計画策定を支援

・補助金や融資の申請における事業計画策定支援を実施 

・地域小規模事業者における事業計画策定の定着 

支援項目 

と手段 

［１］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で改善意欲の高い事業者を対象に掘り起し

  ※事業計画策定支援の希望事業者には経営分析支援から実施 

［２］事業計画策定支援の手段【新規】 

１）地域経済動向、需要動向及び経営分析を踏まえ事業計画策定支援 

 ２）事業計画の項目 

・下記の①～④から優先度の高い項目の事業計画策定を支援 

   ①事業関連：・商品やサービスの競争力向上等の計画策定 

・ビジネスモデル（業態）の変革等の計画策定 

   ②財務関連：・売上高、経常利益等の収益改善の計画策定（収益改

善指標として付加価値額と経常利益※を設定） 

   ③組織関連：・後継者や従業員育成の計画策定 

・事業承継の計画策定 

   ④その他 ：・補助金や融資等における事業計画【強化】 

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

※付加価値額と経常利益に関する定義： 

事業計画策定支援における付加価値額と経常利益の定義は、 

前述の経済センサス活動調査（平成 24 年）の定義と異なり、 

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 
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     ・経常利益＝営業利益－営業外費用 

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

３）支援体制構築 

・神奈川県よろず支援拠点、神奈川県商工会連合会エキスパート事業、

地域金融機関及び神奈川県事業引継支援センターとの連携 

・事業計画策定を支援した経営指導員や外部専門家が、事業計画の実

施段階における支援まで連続して支援できる体制の構築 

［３］事業計画策定支援の考え方【新規】 

  ①事業計画策定支援における姿勢： 

   支援事業者が自立して事業計画策定を行う事が出来るように、丁寧

に事業計画策定プロセスを指導・助言。 

  ②支援効果の測定尺度： 

   事業計画策定支援においては可能な限り財務関連の事業計画を含

み、収益改善指標である付加価値額と経常利益の目標値を設定。ま

た、事業計画策定項目は定量的目標を設定し、計画期間終了時に計

画-実績対比による効果測定を実施 

 ③事業計画の策定対象 

  経営改善や補助金、融資等申請書における事業計画策定を支援 

［４］若手経営者や後継者セミナーを開催【新規】 

・若手経営者や後継者向けに、事業計画セミナー開催 

事業者へ

の効果 

・小規模事業者自身による事業計画策定プロセスの習得 

・将来自立した事業計画策定と事業計画に基づく事業執行の定着 

   

[目標]  

  現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33年度
事業計画策定支援 件 0     3 4 5 6 7
補助金や融資等の申請支援※ 回 5     6 7 8 9 10
若手経営者・後継者 セミナー 回 0     1 1 1      1 1
※小規模事業者持続化補助金等の申請支援等を含む 
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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】 

 

◇実施支援【指針➁】  

◆これまでの取組みと課題 

これまで 

の取組み

や現状 

・巡回指導や窓口指導を通して、情報化支援や金融支援等の実施支援を行

ってきた。一方で、経営革新等の実施支援は殆ど行っていない。 

・また、多くの地域小規模事業者は厳しい経営状況に置かれているものの、

経営革新等の経営改善に深くかかわる支援依頼は殆どない。これは、当商

工会が経営改善に向けた支援を強く打ち出せていないことに原因がある。

・一方、経営改善の支援にはＰＤＣＡ（計画⇒実施⇒検証⇒対策）サイク

ルを伴走型で回す必要がある。これは、地域小規模事業者の多くがＰＤＣ

Ａサイクルを回した経験が少なく、特に、実施過程において発生する様々

な障害を伴走型で乗り越えていく必要があるためである。 

・このため実施支援の体制構築が不可欠であり、特に、派遣専門家との連

携が極めて重要である。 

課題 ・経営改善のＰＤＣＡサイクルの普及 

・事業計画の実施支援における支援体制の構築 

◆経営発達支援事業での取り組み 

目的 ・地域小規模事業者の持続的な経営改善や発展に資する伴走型の事業計画

実施支援 

・経営改善のＰＤＣＡサイクルの定着 

支援項目 

と手段 

［１］具体的な指導内容【新規】 

進捗状況を共有し、確実な計画実施をＰＤＣＡサイクルを繰り返す

ことによって改善支援を実施 

 １）事業計画の遂行：進捗状況を共有し、確実な計画実施を助言・指導

   ・事業関連：商品やサービスの改良改善に関する技術的な助言／ 

商品やサービスの販売や提供方法の助言 

   ・財務関連：収益改善、資金繰り、借入金返済等の財務改善に資す

る様々な助言 

   ・組織関連：後継者、従業員育成に資する助言やセミナー開催／ 

         （親族内、親族外）事業承継に関する相談や助言 

 ２）計画遂行上の障害排除：事業計画遂行上で影響の大きい問題等の発

生時には、事業者と一体になって解決策の協議と助言・指導 

 ３）効果確認と対応： 

・支援効果の確認： 

  各事業者に対する実施支援終了後に、当初計画と実績対比によ 

る効果確認 

 ・改善効果が十分でない場合の対応 

  改善効果が十分でない場合には当該小規模事業者と再支援の有

無を協議する。再支援を行う場合は本経営発達支援事業の期間内を

前提に再支援するか、本経営発達支援事業とは異なる支援スキーム
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を活用するかのいずれかで、当該小規模事業者と個別に協議する。 

［２］実施支援の対象と頻度【新規】 

 ・基本的に事業計画策定支援を受けた全ての地域小規模事業者 

・実施支援開始後は毎月の定期確認を実施し、順調な進捗が確認できた

段階で約３ヶ月毎の定期確認を実施（事業計画フォローアップ） 

 ・突発的で重大な事象が発生した場合は事業者と支援頻度を協議  

［３］支援体制構築【新規】 

・事業計画策定から実施支援まで連続支援し、上記［１］［２］に対応

可能な外部専門家の確保及び当商工会経営指導員との連携体制構築 

事業者へ

の効果 

・経営改善の実現 

・ＰＤＣＡサイクル実行による経営の質の改善 

 

[目標]  

  現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33年度
事業計画フォローアップ※１ 回 0 12 16     20     24     28
支援効果の確認※２ 件 0 0 0 0     3 4
※１：事業計画フォローアップ件数＝事業計画策定支援件数×４（３ヶ月毎の年４回）

※２：支援効果の確認は実施支援期間終了後に実施（実施支援期間を３年と想定し前

頁の事業計画策定支援の計画件数を３年シフト） 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

◇需要動向の調査【指針③】   

◆これまでの取組みと課題 

これまで 

の取組み

や現状 

・過去、「家庭買物調査」等を実施し地域の飲食業や小売業等の需要動向

を調査して、事業者の商品やサービスの改善に役立ててきた。直近では神

奈川県商工会連合会の中小企業景況調査報告書を基に業界毎の需要動向

を地域事業者に提供してきたが、統計データ等のマクロ情報の提供にとど

まっているため個社の商品やサービスの需要動向を把握することは難し

く事業計画策定や需要開拓には必ずしも十分ではない。また、地域小規模

事業者が単独で需要動向を調査・分析し需要開拓に取り組むことは容易で

はなく、結果的に既存顧客の枠組みの中での経営を余儀なくされている。

課題 ・事業計画策定や需要開拓に有効な需要動向の情報提供 

◆経営発達支援事業での取り組み 

目的 ・地域小規模事業者の主力商品やサービスに関する需要動向の提供 

・需要動向は個社の事業計画策定支援や需要開拓支援に活用 

支援項目 

と手段 

［１］需要動向の収集・整理・分析の項目【新規】 

 １）支援対象の事業者 

・経営分析支援を実施し、かつ、事業計画策定支援および需要開拓支

援を希望する地域小規模事業者 

・需要動向調査においては支援対象事業者が主体的に参画し、当商工

会の経営指導員等と連携することが支援の前提 

２）需要動向調査の対象とする商品・サービスの把握 

 ・支援先事業者の強みとなっている商品やサービスについて「ヒヤリ

ング票（２．経営状況の分析に関することで記載）」で確認し、事

業者の意見を確認したうえで、需要動向調査の対象を絞り込み 

３）支援対象事業者の業種に応じた需要動向調査の項目 

・相模湖商工会会員企業向けアンケート（◇地域事業所のアンケート

調査で記載）の自由記述において、需要動向調査に関する支援ニー

ズの高かった主な業種は➀小売業・飲食業、➁サービス業、③製造

業であった。 

・上記業種については需要動向調査で収集・整理・分析する項目を予

め下記のように定め、支援対象事業者の業種に応じて選択するもの

とし、その他の業種については別途検討する。 

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

➀小売業・飲食業に関する需要動向調査の項目【新規】 

    みやげもの・飲食メニューのアンケート 

    （目的）みやげもの・飲食メニューの需要動向の把握 

    （手段）観光客が集まる「相模湖湖上祭花火大会（来場客 50,000

人）」や「小原本陣祭（来場客 12,000 人）」において、

主に観光客を対象に営業している個社のみやげものや

飲食メニューについてアンケートを実施 
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（提供）支援先の小売業・飲食業事業者へ情報提供 

    （効果）個社のみやげものの品揃えや販売方針の策定、並びに個

社の飲食メニューの開発や改良に有効 

日経テレコンＰＯＳ情報 

 （目的）消費者の需要動向の把握 

（手段）加工食品、酒類、家庭用品等の売上情報や売れ筋商品等

の情報を定期的に収集 

（提供）支援先の小売業事業者へ情報提供 

（効果）個社の仕入計画、在庫計画や販売計画の策定に有効  

➁サービス業に関する需要動向調査の項目【新規】 

地域住民等を対象に提供されるサービスのアンケート 

（目的）地域住民に提供するサービスの需要動向の把握 

（手段）地域住民が多く集まる「相模湖やまなみ祭（来場客 5,000

人）」や「相模湖ふれあい広場（来場客 3,000 人）」にお

いて、地域住民を対象に提供されている個社のサービス

についてアンケートを実施 

（提供）支援先のサービス業事業者へ情報提供 

（効果）提供サービスの課題把握とその改良改善に有効であり、

また潜在顧客の情報獲得にも効果 

観光客等を対象に提供されるサービスのアンケート 

 （目的）遊覧船や貸しボートを利用する観光客の需要動向の把握

 （手段）相模湖観光客が多く集まるシーズンにおいて、個社の遊

覧船や貸しボートの設備やサービスについてその利用

者にアンケートを実施 

（提供）支援先の遊覧船、貸しボート業事業者へ情報提供 

（効果）遊覧船や貸しボートの設備改善や新サービス検討に有効

 ③製造業に関する需要動向調査の項目【強化】 

食品に関するバイヤーヒヤリング 

（目的）食品製造業事業者の製品に関わる需要動向の把握 

（手段）食品製造業関連の事業者が多く出品する「かながわ商工

会まつり」、「かながわみやげもの市場 in 羽田」「相模原

アンテナショップ sagamix」において、当商工会の経営

指導員が支援先の製造業事業者と同席し、個社の製造す

る和食材や調味料等の需要動向をバイヤーヒヤリング 

（効果）個社の製造する食品の開発計画や生産計画の策定に有効

    その他の製品に関する商談会面談 

    （目的）食品以外の製造業事業者の製品に関わる需要動向の把握

    （手段）食品以外の製造業事業者が数多く参加する「ビジネスマ

ッチング with かながわ８信金」「ビジネスフェア from

TAMA」の商談会において、当商工会の経営指導員が発注

側事業者との面談機会を確保し、支援先事業者と同席し
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て素材加工や部品製造に関する技術や製品のニーズを

収集 

    （効果）個社の製造技術や製品に関する開発計画や生産計画の策

定に有効 

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

４）外部専門家との連携 

   ・神奈川県商工会連合会やよろず支援拠点等の派遣専門家と連携

し、個社の商品やサービスに応じて、アンケートやヒヤリングの

項目や内容を検討し、またその分析や整理においても専門家の支

援を受けて個社の事業計画策定や需要開拓に役立つ情報を提供 

［２］需要動向の分析・整理・提供の手段【新規】 

  ・ヒヤリングやアンケート等を通して収集した情報を表計算ソフト等

を活用しデータ化し、前述の「ヒヤリング票」で聞取りした商品やサ

ービス毎に需要動向を分類してファイル化 

・事業計画策定支援及び実施支援を行う地域小規模事業者に対して、

巡回訪問や窓口相談時に必要な需要動向を個別に提供   

［３］需要動向の活用方法【新規】 

 ・経営指導員による小規模事業者の事業計画策定や実施支援に活用 

事業者へ

の効果 

・地域小規模事業者の経営判断（仕入、設備投資、採用等）への活用 

・地域小規模事業者の需要情報獲得の利便性向上 

・商品やサービスの改良･改善へのフィードバック 

 

[目標]  

  現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33年度
➀小売業・飲食業に関する需要動向調査 
みやげもの・飲食メニュー 
のアンケート ※1 

人     0     90    120    150    180    210

POS情報提供 回     0       4       6     12     12     12
➁サービス業に関する需要動向調査 
地域住民向けサービス 
のアンケート ※2 

人 
 

    0     30     40     50     60     70

観光客向けサービス 
のアンケート※3 

人     0     90    120    150    180    210

③製造業に関する需要動向調査 
食品の需要動向調査 
（バイヤーヒヤリング） 

回     1       2       3       4       5       6

その他の製品の需要動向調
査（商談会面談） 

回     0       1       1       2       2       2

需要動向の情報提供 
支援先事業者数 社    1       3       4       5       6       7

需要動向調査の支援先事業者の業種に偏りが生じた場合、※１、※２、※３のアンケー

ト総数の中で調整を行う。 
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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】 

 

◇需要開拓【指針④】 

◆これまでの取組みと課題 

これまで 

の取組み

と現状 

・毎年、多くの地域イベント（相模湖ふれあい広場等）を共催し地域小規

模事業者へ即売機会を提供してきた。また、神奈川県商工会連合会の商談

会（かながわ商工会まつり等）に参加し地域小規模事業者の販路開拓も支

援してきた。 

・しかし、即売会での売上は低下傾向にあり、また商談会での成約件数も

低迷している。こうしたことが影響し、即売会や商談会への参加事業者が

減少傾向にあり、支援の在り方を見直す必要がある。 

課題 ・即売会での売上向上につながる効果的な支援の提供 

・商談会での商談成約に有効な多面的な支援の提供 

◆経営発達支援事業での取り組み 

目的 ・地域小規模事業者の持続的な経営改善や発展に向けた需要獲得［売上向

上、商談成約］につながる統合支援（成果重視） 

支援項目 

と手段 

［１］需要開拓の考え方 

  需要開拓支援の骨子： 

    地域小規模事業者の需要開拓に資するために、需要動向調査で得

た情報を活用し、機会提供から実施支援まで様々なメニューを揃

えた統合支援を実施する。 

    統合支援の概要は下記の内容で、各支援は支援対象事業者（個社）

毎に実施する。 

ホームページによる支援を強化し、個社の商品やサービスの認知

度向上を図る。即売会の提供機会を増やし、即売会売上高を向上

させる。また、商談会は機会提供から商談成約まで一貫して支援

する。あわせて、商談会の成約件数を増加させるためにプレゼン

のスキルアップ指導をセットで提供する。さらに相模湖の観光資

源を活かして国内観光客や外国人観光客を呼び込み、個社の売上

高向上につながる支援を強化する。 

  支援対象者： 

    需要動向調査および事業計画策定の支援を受けて、需要開拓に積

極的に取り組む強い意思のある地域小規模事業者を対象 

［２］需要開拓支援の取組み  

 １）商品・サービスのＰＲ支援【強化】 

商工会ホームページによる商品・サービスＰＲ 

（対象）全業種の地域小規模事業者 

（手段）当商工会のホームページをリニューアルし、地域小規模事

業者の商品・サービス・技術を魅力的にＰＲする事業者紹

介ページを開設。また、外国語による個社の商品やサービ

スの紹介をサポートし、相模湖地域の自然や物語の発信と
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あわせてインバウンドビジネスを育成。 

（効果）個社の商品・サービス・技術の認知度向上 

（連携）相模湖観光協会と協力し、ホームページの相互リンクを強

化し、当商工会の事業者紹介ページへのアクセス向上を連

携する。 

  個社のホームページの制作指導 

   （対象）全業種の地域小規模事業者 

   （手段）商工会連合会推奨ＳＨＩＦＴによるホームページ制作支援

（効果）個社独自のＰＲが可能になり、また、ホームページのユニ

ークユーザー数やページビュー数の増加につながるノウ

ハウの提供により、自社商品やサービスの認知度を向上 

（連携）神奈川県商工会連合会の派遣専門家による個社のホームペ

ージ制作とアクセス向上に向けた支援で連携する。 

 ２）神奈川県やまなみグッズ登録支援【強化】 

   やまなみグッズ登録と取扱店での拡販 

   （対象）製造業の地域小規模事業者 

（手段）地域小規模事業者の製造する製品を神奈川県が認定する

「やまなみグッズ」へ登録支援し、拡販に向けた取扱店と

の手続きも支援 

   （効果）個社の製品の認知度向上と取扱店での売上高向上 

（連携）相模湖まちづくりセンターによる「やまなみグッズ」の登

録申請で連携するとともに、取扱店と協力して販売促進を

支援する。 

 ３）即売会支援【強化】 

４大イベントにおける即売会 

 （対象）小売業、飲食業およびサービス業の地域小規模事業者 

 （手段）「相模湖やまなみ祭」「相模湖湖上祭花火大会」「相模湖ふ

れあい広場」「小原本陣祭」の４大イベント（来場客 7 万

人）において、特設ブースを設置して即売会を支援 

（効果）個社の即売会売上高の向上 

（連携）相模湖観光協会と企画・運営で協力し、双方のホームペー

ジや広報（新聞折込）を用いてイベント集客の連携を図る。

 ４）ビジネスマッチング支援【強化】 

食品に関する商談会 

（対象）食品製造業の地域小規模事業者 

（手段）「かながわ商工会まつり」、「かながわみやげもの市場 in 羽

田」への出店を支援し、バイヤーとの商談会に経営指導員

が立ち合い商談成約をサポート 

（効果）商談成約件数の向上 

（連携）神奈川県商工会連合会と共催するとともに、同連合会の派

遣専門家による下記の「スキルアップ指導」をセットで提
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供し、個社の商談成約に向けて連携する。 

   その他の製品に関する商談会 

   （対象）その他の製造業の地域小規模事業者 

（手段）「ビジネスマッチング with かながわ８信金」、「ビジネスフ

ェア from TAMA」へ事業者の参加を支援し、商談会に経営

指導員が立ち合い商談成約をバックアップ 

（効果）商談成約件数の向上 

（連携）八王子商工会議所、地域金融機関の協力を得るとともに、

神奈川県商工会連合会の派遣専門家による下記の「スキル

アップ指導」を提供し、個社の商談成約に向けて連携する。

 ５）商談受注スキル支援【新規】 

   スキルアップ指導 

   （対象）商談会等の参加予定の地域小規模事業者 

   （手段）商談受注のための個別指導を実施し、商談会用の資料づく

りやプレゼンノウハウを助言・指導。また商談会後はレビ

ューを行い、改善点を助言。 

   （効果）自社の商品や保有技術の提案力向上 

   （連携）神奈川県商工会連合会の派遣専門家による個別指導を実施

し、個社の商品や保有技術の訴求による商談成約に向けて

連携する。 

 ６）個店プロモーション支援【新規】 

   個店プロモーション 

   （対象）小売業・飲食業およびサービス業の地域小規模事業者 

（手段）個店毎の商品やサービスにマッチした陳列や店づくりを支

援。また、必要に応じて持続化補助金等の申請を当商工会

で支援。 

（効果）来店客の増加および売上高向上 

（連携）神奈川県商工会連合会の派遣専門家による個店指導を実施

し、個店の売上高向上に向けて連携する。 

７）インバウンドビジネス支援【新規】 

   外国語サポート 

   （対象）小売業・飲食業の地域小規模事業者 

   （手段）外国語に堪能なシニアや外国語を勉強中の学生の協力を得

て、個社の商品・サービスの外国語でのＰＲや従業員への

簡単な会話指導を支援 

   （効果）外国人観光客の取り込みによる売上高向上 

（連携）外国語に堪能なシニアおよび学生との協力体制構築し、外

国語を苦手とする事業者支援で連携する。 

事業者へ

の効果 

・地域小規模事業者が提供する商品やサービスの認知度向上 

・地域小規模事業者の売上向上や商談成約に関するノウハウ蓄積 
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[目標]  

  現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33年度
１）商品・サービスのＰＲ支援 
商工会ホームページ PR件数 件 4 8     12     16     20     24
個社ホームページ指導件数 件 2 3 4 5 6 7

２）神奈川県やまなみグッズ登録支援 
やまなみグッズ累積登録件数 件 4 5 6       7       8       9

３）即売会支援 
イベント即売会売上高向上 
  ※１ 

% 100    102    104    106    108    110

４）ビジネスマッチング支援（食品製造業およびその他の製造業） 
商談件数 件 1 10 15 20 25 30
商談成約件数 件 0 3 5 7 9 11

５）商談受注スキル支援 
スキルアップ指導件数 件 0 2 3 4 5 6

６）個店プロモーション支援 
個店プロモーション件数 件 0 1 2 3 4 5

７）インバウンドビジネス支援 
外国語サポート件数 件 0 1 2 3 4 5

 ※１：相模湖地域で行う４大イベント出店事業者の売上総額で、現状を 100 として毎

年２％向上を目標に設定 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

◇ハイキング観光客等の商店街等への誘導と地域経済活性化【指針④】   

◆これまでの取組みと課題 

これまで 

の取組み

と現状 

・相模湖駅前の商店街を含めた地域再開発（駅前周辺活性化事業）、相模

湖畔の観光開発（湖畔活性化事業）や甲州街道をテーマにした観光客誘致

（甲州夢街道事業）に参画し、地域経済活性化を推進してきた。 

・地域最大のイベントである「さがみ湖湖上祭」では一日で数万人の集客

があるが、通常時期の観光客数は多くはなく観光関連事業は厳しい状況に

ある。一方、相模湖にある県立相模湖漕艇場はボート競技の学生等が定期

的に利用し、また近年の登山ブームで相模湖周辺の登山道に東京都内等か

らのハイキング客が増加傾向にある。 

・しかし、県立相模湖漕艇場の利用者に対して商品やサービスの訴求が出

来ていないため大きな売り上げにはつながっていない。また、ハイキング

客に対して提供しているハイキングコースマップでは、相模湖地域の店舗

情報等を記載していないこともあり、相模湖駅前商店街や相模湖湖畔商業

施設等へ誘導できていない。さらに、相模湖地域の店舗等を紹介したマッ

プも作成しているが、必ずしも多くのハイキング客や観光客の手元に渡っ

ておらず集客につながっていない。 

・今後はこれまでの取組を有機的に結び付け、一連の観光集客が地域経済

の活性化につながるように改善して行く。そのためにも、相模原市相模湖

まちづくりセンター、相模湖観光協会、相模湖駅前商店街、相模湖畔地域

活性化推進会議、小原宿活性化推進会議等との連携を一層深めていく。 

課題 ・各支援機関や団体との相互連携の強化 

・ハイキング客、相模湖の観光客や漕艇場利用者等の商業施設への誘導 

◆経営発達支援事業での取り組み 

目的 ・観光集客及び観光客等の商店街等への誘導支援による地域経済の活性化

支援項目 

と手段 

［１］相模湖地域の多様な支援機関や団体との連携構築【強化】 

  ・相模原市（商業観光課・相模湖まちづくりセンター）や相模湖観光

協会と相模湖観光の振興方針を共有し、近隣大都市からのハイキン

グ客や観光客等の集客を促進 

  ・相模湖駅前商店街、相模湖湖畔地域活性化推進会議、小原宿活性化

推進会議等と連携し、ハイキング客や観光客の店舗への誘導施策を

構築（新相模湖マップ） 

［２］新相模湖マップ（仮称）の製作支援【新規】 

  ・ハイキング客や観光客等を商店街等へ誘導するために、ＪＲ相模湖

駅を「終点」とする相模湖地域のハイキングコースを紹介 

・各ハイキングコースと相模湖駅前商店街、相模湖畔商業施設等の店

舗を一括掲載した新マップ作成 

  ・通年集客を目的に季節ごとのイベントや穴場情報等を紹介 

  ・紙媒体及び電子媒体の製作 
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  ・情報鮮度を維持するために毎年改定（当面平成 32 年度までを予定）

［３］新相模湖マップ（仮称）の配布支援【新規】 

 ・相模湖観光案内所や JR 相模湖駅と連携し、観光客の手に渡るよう

に配布支援 

 ・相模湖観光協会等と連携し、電子媒体（ホームページ）等でも発信

［４］ハイキング客や漕艇場利用者へのニーズ調査【新規】 

  ・ハイキング客、相模湖観光客や漕艇場利用者に対するニーズ調査 

・調査結果の地域小規模事業者への展開と商品やサービス開発の支援

地域への

効果 

・相模湖地域外からの通年集客化と集客増 

・相模湖地域内での消費増による地域経済活性化 

     

[目標]  

  現状 29 年度 30年度 31年度 32年度 33年度
新相模湖マップの製作・改訂 件    0       1       1       1        1       1
新相模湖マップの配布部数 枚 0 3000 3300 3600 3900 4200
観光客等のニーズ調査 回 0   2       3 4 5       6
 

［新相模湖マップ］ 

 ・従来、複数あったマップを統合化し、ハイキングや観光コースと商店街を一目表示

 ・ハイキング客、観光客や漕艇場利用者等が商店街の各店舗へ足を運びやすく紹介 
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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 

 

◆現状と課題 

これまで

の取組と

現状 

 

・当商工会では近隣商工会（津久井商工会、藤野商工会、城山商工会）、

近隣商工会議所（相模原商工会議所）と連携して、地域小規模事業者の特

産品開発支援やイベント等における即売会出店支援を行っている。一方、

需要開拓を含めた地域小規模事業者の支援ノウハウ等の情報交換は必ず

しも十分な連携が出来ているとは言えず、交流の在り方を見直している。

・また、当地域は地理的特異性（ＪＲ中央本線、中央自動車道、国道 20

号等の交通網）から、その経済圏は隣接する八王子市（東京都）等との結

びつきが強い。当商工会では隣接都県にまたがる広域支援に向けた連携体

制構築による地域経済動向や需要動向の共有と支援ノウハウの交換等が

課題になっている。 

課題 ・地域小規模事業者支援における成功事例や支援ノウハウの定期的な共有

・隣接都県支援機関との広域連携体制構築及び需要動向や支援事例の獲得

◆経営発達支援事業での取り組み 

連携目的 

と今後の 

体制及び 

取組み 

［１］経営発達支援事業の支援ノウハウの定期的な共有【強化】 

 ・地域課題が類似する近隣商工会、商工会議所（上記）と連携を強化し、

特に経営発達支援事業を通して新たな需要開拓等に成功した地域小規

模事業者の成功事例や支援ノウハウの相互交換を定期的に開催（近隣商

工会・商工会議所連絡会：年２回） 

 ・近隣商工会・商工会議所連絡会では単に成果の報告会のみでなく、各

商工会、商工会議所が直面している地域小規模事業者支援において互い

に知恵を出し合い、早期解決に資する連絡会運営とする。 

［２］隣接都県支援機関との連携による需要動向や成功事例の共有【強化】

 ・新たな需要開拓を進めていく上で必要な広域連携体制の構築（支援機

関等連絡会：年２回開催） 

 ・当地域と近い経済圏である八王子商工会議所や隣接都県に支店網を有

する地域金融機関（八千代銀行、山梨信用金庫、西武信用金庫、相愛信

用組合）と積極的に連携 

 ・連携する地域金融機関からは地域経済動向や需要動向など年４回程度

レポート等の情報提供を受け、地域小規模事業者の需要開拓に活用 

 ・他地域の小規模事業者の需要開拓への取組や成功事例などの情報交換

［事業計画とその目標値］ 

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 

近隣商工会・商工会

議所連絡会 

  ○      ○    

支援機関等連絡会      ○      ○ 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること   

 

◆現状と課題 

現状 

 

・当商工会の経営改善普及事業における主要な支援項目は、税務・労働・金

融などの申請や手続きに関する支援業務が主体となっている。また、職員が

保有している資格も簿記に集中しており、経営革新等の事業・財務・組織運

営など企業活動全般に及ぶ総合的な支援においては外部専門家との協力体

制が不可欠になっている。 

・一方、アンケート調査でも明らかになっているが、地域小規模事業者で経

営改善等の支援を望む事業者の約半数は、当商工会職員による支援を望んで

いる。こうした事業者の期待に応えるために、当商工会職員の支援能力の向

上に取組んで行く。 

課題 ・地域小規模事業者の経営改善に資する幅広い知識の習得 

・職員全員の資質向上に資する研修や支援ノウハウ共有の仕組みづくり 

◆経営発達支援事業での取り組み 

目的 ・地域小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの習得 

・支援ノウハウの職員間での共有の仕組みづくり 

今後の 

取組み 

 

［１］支援ノウハウの習得【強化】 

 ①相模湖商工会職員研修 

   中小企業大学校（東京校）が実施している中小企業支援担当者等研修

（基礎区分、専門区分）を活用して職員の支援知識等の向上を図る。当

商工会では全ての経営指導員は年１回以上のカリキュラムを受講し、下

記の「月次報告会」にて研修内容を全職員に展開する。なお、小規模事

業者の経営支援には幅広い知識が必要となるため、当商工会として出来

るだけ早期に中小企業大学校カリキュラム全体を習得する目的で、各経

営指導員が受講するカリキュラムは可能な限り重ならないよう配慮す

る。 

研修のカリキュラムは小規模事業者の利益確保につながり、かつ最近の

小規模事業者の支援ニーズに基づき、下記カリキュラムを受講する。 

平成２９年度 経営診断基礎ものづくり、利益・資金計画策定支援 

平成３０年度 中小企業の資金調達戦略、企業再生支援の進め方 

平成３１年度 経営革新計画策定支援、連携組織化（組合支援）の実務

平成３２年度 海外観光客を取込む地域資源活用、販路拡大のためのメ

ディア戦略支援 

平成３３年度 地域ブラン戦略による地域活性化、円滑な事業継承・ 

事業廃止の進め方 

なお、中小企業大学校のカリキュラムが変更になった場合、関連した研

修を受講する。 

 ②支援機関保有のノウハウ研究 

   前述の「支援機関等連絡会」や「近隣商工会・商工会議所連絡会」に

おいて小規模事業者支援の成功事例とその支援ノウハウを獲得し、当商
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工会での展開方法を全職員で研究し自分たちの支援能力向上につなげ

る。 

［２］経営分析結果や支援ノウハウ等を組織内で共有する体制等【強化】 

①月次報告会 

  本経営発達支援事業における地域小規模事業者の支援状況（経営分

析、事業計画策定、実施等の支援状況）を全職員で共有するとともに、

課題解決に向けた討議を実施する「月次報告会」を毎月開催する。  

②支援ノウハウ共有とドキュメント化 

  「月次報告会」（毎月１回開催）で各職員の支援ノウハウ等を共有す

るとともに、ドキュメント化し「支援機関等連絡会」や「近隣商工会・

商工会議所連絡会」での報告資料として活用する。 
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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 

    

本経営発達支援事業の実施期間において、年２回、上期・下期のそれぞれに進捗

状況を確認し、評価する。また、本事業の活動結果は外部評価者による評価を行い、

結果を公表する。本事業は［事業評価計画表］に基づいて下記のＰＤＣＡサイクル

を回し、地域小規模事業者に対する支援の改善を図る。 

 

＜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   ○      ○    

 

    １）実績報告書作成：4月（10 月） 相模湖商工会事務局 

      添付の実績報告書フォーマットに従い、実績を記入し、計画値と対比する

ことにより、各計画に対する進捗状況や成果を公表する。計画値を下回っ

ている項目に対しては、その原因を明確化し業務改善を検討する。特に実

績値が計画の６０％を下回った場合、当商工会事務局は業務の是正方法を

検討し、相模湖経営発達支援事業推進委員会（最終ページの※連携体系図

の補足にて記載）の意見をもらう。 

    ２）外部評価：5月（11 月） 外部機関 

      上記の実績報告書作成後に外部機関（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）による外部評価を当商工会

において受審する。なお、外部評価結果は実績報告書の外部評価欄に記載

し、下記５）実績報告書公表時に開示する。 

    ３）是正措置（見直し）：5月（11 月） 相模湖商工会事務局 

 外部機関の評価や指摘事項に基づき、当商工会の支援体制、支援計画及

び支援方法等を見直し、本事業活動に反映させる。なお、是正措置の内容

は実績報告書の是正措置欄に記載し、下記５）実績報告書公表時に開示す

る。 

    ４）講評等・承認：6月（12 月） 相模湖商工会理事会 

      相模湖商工会理事会において実績報告及び外部評価、是正処置を報告し、

理事の講評と承認を受ける。なお、理事会における講評等は実績報告書の

理事会講評等承認欄に記載し、下記５）実績報告書公表時に開示する。 

    ５）実績報告書公表：6月（12 月） 相模湖商工会事務局 

      理事会の承認後に実績報告書を相模湖商工会のホームページで公表し、地

域小規模事業者がいつでも閲覧できるようにする（実績報告書様式は現在

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）相模湖商工会の組織体制               （平成 28 年 10 月現在）

※当商工会事務局は少人数のため、全職員が経営発達支援事業を担当するため 

当商工会事務局の組織体制と本事業の実施体制は同じ。 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

相模湖商工会 事務局長 小野沢健二 

      電話番号 042-684-3347  FAX 番号 042-685-1654  

      メールアドレス onozawa@e-shokokai.or.jp 

      住所 神奈川県相模原市緑区与瀬 896 

 

 

 

 

相模湖商工会 事務局体制 

役職名 職員数（人）

事務局長 １ 

経営指導員 ２ 

経営支援担当職員 １ 

合計 ４ 

相模湖商工会（全体） 
 
                          

 
監事（２） 

 
 

 
事務局（４） 

 
 

         

 
青年部 

 
女性部 

 

理事会 

会長（１）

副会長（２）

理事（２１）

委員会 
総務委員会 
 マル経審査委員会 
 貯蓄共済推進委員会 
 会員増強委員会 
 表彰委員会 

部会 
商業・工業・観光 
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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） 

 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

必要な資金の額 

 

 4,980  4,980  4,980  4,980  4,980 

１ 

２ 

 

 

経営改善発達支援事業費 

地域産業・振興事業費 

 

 

1,980 

3,000 

 

1,980 

3,000 

 

 1,980 

 3,000 

  

 1,980 

 3,000 

  

 1,980 

 3,000 

  

 

（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 

補助金（県、市、全国連等）、会費、受託手数料 

 

 

（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 

相模湖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 
 
［１］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） 

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）
知事 黒岩祐治 
・経営発達支援事業の評価： 

商工経済団体の包括的な指導、監督、支援の行政機関である中小企業成長支援ステーション 

から、当商工会が実施する経営発達支援事業に対する評価、指摘、アドバイス等を受ける。 

 

［２］神奈川県商工会連合会 

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 会長 関戸昌邦 

・地域の経済動向調査、需要動向調査： 

 神奈川県商工会連合会が保有する上記関連情報の提供を受け、分析・整理して地域小規模事業

者へ提供する。 

・経営状況の分析支援、事業計画策定支援、実施支援： 

 神奈川県商工会連合会のエキスパートバンクを活用し、専門家派遣によるセミナー開催や地域

小規模事業者の支援を実施する。 

・需要開拓： 

 神奈川県商工会連合会が実施する商談会・展示会を活用し、地域小規模事業者への需要獲得に

つながる機会を提供する。 

 

［３］神奈川産業振興センター、神奈川県よろず支援拠点 

神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センター 理事長 蛯名喜代作 
・需要動向調査、事業計画策定支援、実施支援 

   中小企業向けの経営革新や経営改善等の支援を行っている神奈川県よろず支援拠点と連携し、

   地域小規模事業者に対して事業計画策定及び実施における指導、助言を行う。 

 

［４］相模原市産業政策課、商業観光課 

相模原市中央区中央 2-11-15 相模原市役所 市長 加山俊夫 

・経営発達支援事業の評価 

相模原市の行政機関としての立場から本経営発達支援事業の評価、指摘、アドバイスを受ける。

・地域経済活性化 

相模原市の地域振興事業等と連携し地域経済の中核をなす地域小規模事業者への需要獲得等

の機会提供等を通した地域経済活性化を支援する。 

 

［５］政府系金融機関（日本政策金融公庫厚木支店） 

神奈川県厚木市中町 3-11-21 明治安田生命厚木ビル 支店長 西口安弘 
  ・地域の経済動向調査 

政府系金融機関が保有する経済動向や需要動向等の情報提供を受け、分析・整理して地域小規



- 30 - 
 

模事業者に提供する。 
  ・実施支援（小規模事業者経営発達支援融資） 

地域小規模事業者の経営改善において金融支援が必要な場合、政府系金融機関と連携し融資に
関する支援を実施する。 

  
［６］①八千代銀行 二本松支店・城山支店 神奈川県相模原市緑区二本松 3-1-10 支店長 滝口進

②山梨信用金庫 相模湖支店 相模原市緑区与瀬 1084 支店長 三木正直 
③西武信用金庫 橋本支店 相模原市緑区西橋本 2-4-12 支店長 小西睦人 
④相愛信用組合 相北支店 神奈川県相模原市緑区三ヶ木 312 支店長 佐藤幸男 
・地域の経済動向調査、需要動向調査 
 地域金融機関が保有する上記情報の提供を受け、分析・整理し地域小規模事業者へ提供する。
・実施支援 
地域小規模事業者の経営改善において金融支援が必要な場合、地域金融機関と連携し融資に関
する支援を実施する。 
・需要開拓 

地域金融機関が実施する商談会・展示会を活用し、地域小規模事業者に需要開拓の機会を提供

する。 

 

［７］相模原市相模湖まちづくりセンター 

相模原市緑区与瀬 896 相模湖総合事務所 市長 加山俊夫 

・地域経済活性化 

相模原市の地域振興に関する取組みや後援等を行っている相模湖まちづくりセンターと連携

し、祭りやイベントの支援を通して地域小規模事業者に需要獲得機会を提供し地域経済の活性

化につなげる。 

 

［８］相模湖観光協会 

 神奈川県相模原市緑区与瀬 1104-2 代表理事 永井宏一 

・地域経済活性化 

相模湖観光協会と連携し、イベントやまつりの開催、地域小規模事業者への即売機会提供等を

通して地域振興を行う。また、特産品開発と商品化、商品ＰＲや販路開拓など連携を密にして

地域小規模事業者の需要開拓を支援するとともに地域経済活性化を推進する。 

 

［９］相模原アンテナショップ(sagamix) 

 神奈川県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 

 代表理事 加藤明 

・需要動向調査 

相模原市内の事業者が製造するお菓子、農産加工品、工芸品、郷土料理など様々な商品を販売

している相模原アンテナショップから、売れ筋商品や需要傾向等を定期的にヒヤリングし、相

模湖地域内の事業者に情報提供し、各事業者の商品開発や改良に役立て、需要獲得を支援する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 
 

連携体制図等 
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まつり・イベ
ント客やハイ
キング・観光
客等を対象に
した需要開拓

近隣大都市で
の商談会・展
示会や販売会
等の需要開拓 
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※連携体制図の補足 

＜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 

経営支援 
担当職員 

経営指導員

-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 
-神奈川県事業引継支援セ
ンター 
-相模原市産業政策課 
-相模原市商業観光課 
-相模原市相模湖まちづく
りセンター 
-相模湖観光協会 
-日本政策金融公庫 
-地域金融機関 

相模湖商工会事務局

相模湖商工会 

［中小企業大学校］

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 

［相模湖経営発達支援事業推

進委員会］ 
地域事業者から選出し、委員と
して委任する 

連携支援先 

経営発達支援事業の運営

に関する助言等 


