
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
 

横浜商工会議所（法人番号１０２０００５００３５４０） 

実施期間 
 

平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

横浜における小規模事業者数は年々減少傾向にあり、景況感においても、

業種・規模を問わず伸び悩みが続いている。こうしたことから、小規模

事業者の課題に寄り添った伴走型の支援やサービスを提供し、ビジネス

チャンスを増やし、業績の拡大と域内経済の持続的発展に寄与する。 

特に、各支援機関とも連携し、「経営革新の推進」「創業支援」「海外展開

支援」への重点的な取り組み並びに既存事業の充実強化に努め、効率的

な支援を展開していく。 

事業内容 

①経営指導員による積極的な巡回・窓口相談を通じて、小規模事業者等

の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、

従業員等の経営資源の内容等についてヒアリングした後、財務内容やそ

の他の経営状況等についての分析を行い、経営上の問題点や強み、弱み

等を把握、今後の経営課題の掘り起こしを行う。 

②経営状況の分析結果に基づき、小規模事業者経営発達支援融資制度や

他の制度融資の活用にあたっての事業計画策定支援および経営革新計画

策定支援を実施する中で、需要を見据えた事業計画を策定するための指

導・助言、その後のフォローアップによる支援等を通じて、当該事業計

画に従って行われる事業の実施に関し必要な経営の持続的発展に資する

伴走型の指導・助言に努めていく。 

③管内で行われている消費者のニーズや需要動向に関する調査資料を活

用し、小規模事業者の販売する商品又は提供するサービスに関する需要

動向や地域動向に関する情報の収集、整理、分析を行うとともに、小規

模事業者に対し調査報告書等を配布し、情報提供する。 

④流通やＩＴを始めとした様々な分野の商談会やビジネス交流会、展示

会を随時開催するほか、当所で発行している機関誌等への広告掲載や横

浜経済記者クラブへのプレスリリース資料作成に関する支援を行い、小

規模事業者が販売する商品および提供する役務の販路開拓やビジネスチ

ャンス拡大につなげる支援を推進する。 

連絡先 

横浜商工会議所 中小企業相談部 運営企画担当  

横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 8階 

電話 045-671-7450 ＦＡＸ 045-671-7496 

MAIL soudanbu@yokohama-cci.or.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 

【計画作成の理由】 

現在、企業経営、とりわけ小規模事業者の経営を取り巻く環境に関しては、人口減少

や高齢化、海外との競争激化など、経済の構造的変化に伴い一層厳しさを増している。

一方で、日本国内に景気の好循環を浸透させ、地域の雇用を促進し経済を発展に導く

ためには、小規模事業者の経営が好転し、持続的に発展していくことが欠かせないとい

う観点から、平成２６年６月に小規模基本法が成立し、同時に小規模支援法が改正され

たことを踏まえ、当商工会議所としても、管轄地区である横浜市および横浜市内で事業

を営む小規模事業者の継続的な発展に寄与していくために、より一層事業者の技術力向

上や需要開拓等に結び付けるような取組をしていく必要があると考え、経営発達支援計

画を作成することとした。 

 なお、計画作成にあたり、横浜市の特性および横浜市内の小規模事業者支援の骨子と

なる基本方針を以下に記載する。 

 

【横浜市の特徴】 

現在、横浜市は人口約３７０万人と我が国最大の政令指定都市であり、神奈川県の

経済の中核を担っている。当市は港湾地区を中心とする観光地と、首都・東京のベッド

タウンとしての面を併せ持ち、商業都市、工業都市、住宅都市、観光都市、そして港湾

都市といった多くの側面をもっている。 

ＩＴ産業の集積地としても東京区部、大阪市に次ぐ規模であり、研究開発機関も東京

区部に次いで多く立地している。 

また、市内総生産額（ＧＤＰ）は約１２兆円（平成２３年度）と県内総生産の約４割

を占めており、家計最終消費支出は約８兆円と（平成２２年度）全国の政令指定都市の

中で最も多く、家計の消費力の大きさが横浜経済の特徴である。 

観光においては、中華街や山手地区といった歴史ある有名な観光スポットのほか、

横浜駅近くのヨコハマポートサイド地区、桜木町駅前のみなとみらい２１地区など大型

商業施設も相次いでオープンし、県内はもとより近隣県からの集客力は非常に高いが、

反面、山下・関内・伊勢佐木町・野毛地区等の集客力は低迷し、地域の格差が拡大して

いる。 

市内の経済状況は、依然として先行きが不透明であり、小規模事業者の経営環境は 

厳しいが、産業においては、グローバルな競争を勝ち残ってきた優れた技術を有する 

中小企業が多く存在することや、観光においては県内、近隣の１都３県において圧倒的

な誘致力を保有していることが強みである。 

一方、巨大な都市であるがゆえに、当商工会議所としても十分な支援体制を持ち合わ

せていないのも事実であり、支援体制の拡充が従来からの重要課題となっている。 

 

【小規模事業者の現状】 

経済のグローバル化、人口減少等といった我が国の中長期的な経済・社会構造の変化

の中で、小規模事業者の経営環境はますます厳しいものとなっている。近年においては、
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消費税率引上げなどによる原材料・仕入単価の上昇分を価格転嫁することが困難であっ

たり、エネルギーや人件費などのコストが収益を圧迫すると共に、売上高の変化、そし

て、取引構造の変化が影響し、収益悪化を招いている。 
ただし、小規模事業者の中には、高い収益力をもつ事業者も存在し、収益力の差が

拡大するなど二極化が進んでいる。 
この要因としては、取引構造の変容が影響しており、大企業などが取引先を国外など

に広げた結果、小規模企業は大企業との取引関係が希薄化し、直接、市場と向き合わな

くてはならない状況に陥ったため、需要や販路の開拓力が求められるようになったため

と考えられる。 
 
【小規模事業者の課題】 

１）需要動向に応じたイノベーションの実現 

これからの小規模事業者は市場と直接向き合い、自ら市場から需要を獲得していかな

ければならない。そのために、急速に変化する顧客ニーズに応えるために、市場動向な

ど多様な需要を見据えた新たな商品・サービスの開発や新規性に富んだアイデアの発案

や技術開発を行い、需要の創造や掘り起こしを行うプロダクトイノベーション（製品革

新）やプロセスイノベーション（プロセスの革新）が必要である。 
そして、このイノベーションを実現するためには、市場ニーズや競合他社などの情報

を収集し、分析、活用することが必要であり、その効果として収益力や生産性の向上が

見込まれる。 
現状では、このイノベーションの必要性を感じながらも、市場動向を見極めた上での、

経営上の決断が難しかったり、資金調達が難しいといった資金面での課題も大きく、実

現に踏み切れない場合も多い。 
小規模事業者にとっては、市場を意識した経営に注力することが今後の持続的発展に

必要不可欠な課題である。 
さらに、イノベーション活動を進めるにあたり、経営資源の乏しい小規模事業者は、

他社との連携や IT の活用により自社に不足している経営資源を補足することが課題で
ある。 

 
２）市場ニーズを踏まえた販路開拓 
販路開拓においては、売上、利益の目標を設定することが必要であるが、新規市場の

把握ができず、売上目標が設定できていないのが現状である。 
販路開拓においてもイノベーション同様、市場調査といった情報収集、分析を十分に

行う必要がある。しかし、小規模事業者にとっては人材不足により、これらに充分な

時間を充てることができないのが現状であり、自社の強みを生かす市場調査や市場の

把握、販売チャネルの選定などに課題を抱えている。 
また、変化する市場ニーズに応えるために、新商品・新サービスを提供することも重

要である。 
さらに、海外展開においては、小規模事業者では、「間接的な輸出」が最も多いが、

今後より高い収益性を確保するためには、直接的な輸出や、現地法人の設立、生産・販

売拠点の設置等も重要である。 
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３）人材不足への対応 
上記イノベーションや販路開拓を実現するにあたり、これらを実行する人材が不足

していることが問題である。この人材不足を解消するために、外部支援機関等の活用、

他社との連携、IT活用の幅を広げていくことが課題である。 
 
【小規模事業者のニーズ】 

上述した課題より、小規模事業者に必要な支援は以下であると考える。 
イノベーションや販路開拓にあたり、自社では人材不足で対応できないため、市場を

調査、把握するための市場情報の提供を望んでいると考えられる。また、取引先候補を

紹介してくれる機関も必要と思われる。 
さらに、資金調達の負荷を低減してくれる補助金・助成金といった施策も必要である。

同時に、クラウド・コンピューティングの活用やホームページの積極的、効果的な活用

のほか、商品・サービスの提供方法における IT の活用など生産性向上（売上拡大と
コスト削減）に繋がる IT 活用支援の必要性が高いと考えられる。 
 

 

【当商工会議所の役割】 

当商工会議所では、地域の商工業の総合的な改善発達を図る「地域総合経済団体」と

して、またとりわけ小規模事業者を対象に経営改善普及事業を実施する「支援団体」と

して、商工業者・小規模企業の育成・支援並びに地域振興に取組んでいる。 

日常業務である巡回指導や窓口相談の中で事業者の声に耳を傾け、その声を当所の支

援業務の改善に活用すると共に、現場の声を踏まえ、行政等への提言・要望として伝え

ていく役割がより一層必要であると認識している。また、市内の認定支援機関として、

企業の「弱み」を軽減し「強み」を活かし、新事業への進出や新製品の開発、他社にな

い新しいサービスの提供方法などの「経営革新計画」策定支援や地域ブランドづくりな

どの取組をより充実させると共に、元気な企業づくり、元気な地域づくりに向けた取組

を強化する必要がある。 

 

特に、小規模事業者に関連した平成 27 年度からの重要政策課題は次のとおりである。

①創業・ベンチャー企業の発掘、支援、そして育成 

 ・創業者の発掘となる創業支援セミナーの充実および創業窓口相談の強化 

 ・創業融資などの資金支援の強化 

 ・創業計画書の作成支援および創業補助金のための事業計画書作成支援の強化 

 ・創業後の定期巡回や窓口による営業や財務状況等を把握した上での経営支援の充実

 ・特に成長志向が強い企業への多面的な支援による地域を代表するベンチャー企業の

育成 

②経営革新計画の承認件数の増大と質の向上 

経営革新計画は承認件数のみならず、真の経営革新支援による成長支援の強化を図

る。これについては、引き続き経営革新計画の承認件数の増加を図るとともに、さらに

承認後のフォローは、毎年の達成度の確認と未達の原因を調査・分析し、適切な支援に

よる達成率の向上を図る。 
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③２０２０年を展望した地域振興策の推進 

 横浜市としてはインバウンド観光客の増加による経済活性化を推進してきたが、２０

２０年に東京で夏季オリンピック・パラリンピックが開催されることを受け、さらに多

くの観光客を取り込むためにインフラや施設の整備等を進めている。当商工会議所とし

ても、神奈川県や横浜市等と連携し、現在手掛けているイベント事業をより充実したも

のとし、来訪者数の増加に向けた取り組みを進めることで地域振興を図るとともに、訪

日外国人にとって魅力ある都市を目指す。 

④中小企業支援策の拡充・強化 

 「経営革新計画」を始めとした事業計画策定への支援、創業事業者への支援、海外へ

事業展開を希望する事業者への支援等、当商工会議所の主な中小企業支援策を実施する

にあたっては、経営指導員による伴走型支援の他、必要に応じ、当商工会議所で委嘱

している専門家を積極的に活用するとともに、他の経営支援機関とも連携し、中小企業

に対する支援体制を強化する。 

 

以上、中小・小規模事業者の経営面の支援を推進し、地域経済のさらなる発展と

振興を目指すものである。 

 

また参考として、横浜市の平成２６年～平成２９年中期４か年計画を見てみると、

基本政策３６項目の内、横浜経済の活性化に関する項目については、 

 

①中小企業の振興と地域経済の活性化 

  ・中小企業への基礎的支援の充実 

  ・起業・創業・ベンチャーの促進 

  ・中小企業がもつ技術等の活用促進 

  ・地域に根差して活躍する商店街、企業の支援 

②経済成長分野の育成・強化 

  ・成長・発展分野の強化 

   

等が挙げられる。当商工会議所が考える小規模事業者への支援に合致した計画が示され

ていることから、今後は横浜市とも連携した事業を推進することにより小規模事業者の

ビジネスチャンスを増やし、業績の拡大と域内経済の持続的発展に寄与できるものと考

える。 

  

【経営発達支援事業の目標・方針】 

① 目標 
上述のような地域の特性と小規模事業者の課題を踏まえ、当商工会議所では中小・

小規模事業者への相談体制の強化に努め、小規模企業振興基本計画並びに県・市の産業

労働施策を踏まえ、小規模事業者に寄り添い、経営の持続的発展を支える伴走型の事業

やサービスを提供することを目標とする。 

特に、神奈川県、横浜市、地域金融機関その他支援機関等と連携し、小規模事業者の

課題解決のために、３つの重点的な取組「経営革新の推進」、「創業支援」、「海外展開支援」

を強化する。これらについては、既存の取組にとどまらず、新たな取組や新たな手法を
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効果的に取り入れる。また、既存事業（商談会、セミナー、広報等）の充実強化につい

ても、既存の枠組みを超えた取組を検討し実行する。 

また、小規模事業者経営発達支援資金の新規事業等を展開すると共に、各支援事業に

おいて消費税転嫁対策事業のような受託事業と経営相談、金融相談といった経営改善普

及事業の連携強化に努め、効率的な支援を展開しつつ、中小企業・小規模事業者に寄り

添うきめ細かな支援体制を整える。 

 

② 方針 
個々の目標の数値や具体的な取組方法は後述するが、中長期的な数値目標を設定し、

小規模事業者の成長発展を強力に推し進めていくための体制を現有の人的資源をフル

に生かして構築する方針を打ち立てて推進する。 

 具体的には、次のとおりである。 

・小規模事業者の課題や支援ニーズを常に吸い上げる仕組みを強化してそれらの情報を

共有し、限られたリソースであっても無駄なく効率的に対応することで最大限の効果

を生み出す方針とする。 

・目標の達成度を四半期に一度チェックし、その達成度合いを確認する。その結果を踏

まえてリソースの配分を適切に行い、目標達成率を 100％にする。 

・事業ごとにＰＤＣＡサイクルを進めるとともに、実行する管理者を明確にした上で、

責任をもって管理する。 
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経営発達支援事業の内容および実施期間 

〔１〕経営発達支援事業の実施期間（平成２８年４月１日～平成３３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  

 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

    

（現状と課題） 

経営発達支援事業を進めていく上で、地区内の経済動向を調査・分析することは

非常に重要なことである。従来の取り組みでは地区内の小規模事業者を取り巻く状

況把握が乏しかったため、本事業により経営方針、販売戦略、販路開拓等の支援を

進めていく上で必要な情報を正確に把握し、経営発達支援事業に反映させると同時

に小規模事業者に対して広く情報発信に努めていく。 

 

（事業内容） 

 （１） 経済動向の調査、分析方法 

地区内商工業者を対象に四半期ごとに実施する「中小企業景況調査」や市内事

業者を対象として四半期ごとに実施する横浜市と連携した「横浜市景況・経営

動向調査（※）」、全国の商工会議所管内の事業所３，１５３社を対象に毎月実

施する「商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）」等を利用し、地域の経済動向

を調査、分析を行う。 

 調査および分析項目は以下のとおりである。 

・月ごとの売上高・経常利益について 

・資金繰り・資金調達の動向について 

・雇用・従業員について（賃金、労働時間、採用等） 

・設備投資の状況について 

・消費税転嫁の状況、最低賃金等について 

 

 （２）経済動向調査の活用方法 

活用方法として、「中小企業景況調査」および「横浜市景況・経営動向調査」

の調査結果については、四半期ごとに作成される調査報告書により、地域の

経済動向や経営課題を把握すると共に、経営指導員が調査対象事業者を実訪し、

調査報告書に基づき説明、調査結果との比較により調査対象事業者の経営課題

を抽出し、解決に向けて事業者とともに検証していく。 

なお、従来は、情報を提供するだけにとどまり、活用や次の一手につなげる

ところまでの取り組みは不十分であった。経営環境を正しく把握することは、

的確かつ迅速に経営判断する上で不可欠である。このため、特に各業界におけ

る重要かつ影響が大きい調査・分析結果については、経営指導員間では会議や

メールによって情報共有し、巡回や窓口相談の他、各種支援団体の長などへの
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情報提供を行い、環境変化への対応力の底上げを図る。 

 
※横浜市景況・経営動向調査とは、当商工会議所と横浜市経済局が、市内企業の景況感や経

営動向等を迅速かつ的確に把握し、経済政策の推進に資することを目的に、３ヶ月に１回のペ

ースで共同調査として実施しているもの。 

 

（目標）主要な調査の実施回数と対象 

※中小企業景況調査     四半期ごと年４回実施/対象１５０社 

※横浜市景況・経営動向調査 四半期ごと年４回実施/対象１，０００社 

※商工会議所ＬＯＢＯ調査  毎月１回実施/対象１０社 
 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

    

（現状と課題） 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員による経営分析を実施する。これ

まで経営分析や分析した情報を活用する仕組みが確立していなかったため、本事業

により小規模事業者の経営状況の分析、課題の抽出及び解決のサポートについて明

示し、推進していく。 

 

（事業内容） 

（１） 経営分析の目標と対象 

目標は、小規模事業者の現状や実態を正確に把握する必要性を経営指導員全員

が認識し、対象となる事業者の経営分析によって、表面上見えない課題をも含め

て抽出し、適切な支援施策を導く基礎とする仕組みをつくることとする。 

巡回・窓口相談を中心に、マル経などの融資や小規模事業者持続化補助金、

経営革新計画の承認申請など、正確に現状を把握する必要がある事業者や案件を

対象とする。 

  

（２）分析手法 

経営分析手法については、中小企業基盤整備機構が提供している中小企業ビジネ

ス支援サイト（Ｊ‐Ｎｅｔ２１）の経営自己診断システムや日本政策金融公庫が

提供している中小企業の経営指標を有効利用する方法を第一とする。 

一方で、上記のシステムを利用して、シンプルかつ分かりやすい仕組みをつくる

ことも検討する。具体的には次のとおりである。 

・横浜市内の小規模事業者の中から一定数をサンプリングし、聞き取りやアンケ

ート等により情報収集を行う。 

 ・経営理念や方針、経営目標の確認を行う 

・経営上の外部環境及び内部環境の整理（ＳＷＯＴ分析）と抽出すべき課題 

（優先順位をつけて抽出）を行う。 

・必要に応じ財務分析（収益性、資金繰りなど流動性、資本の安全性、各資産の

効率性、キャッシュフロー分析など事業者の課題に応じて分析）を行う。 

・各中小企業の経営指標や業界平均、当所内データとの突き合わせにより比較分

析をすることで、実態を正確に把握する。 
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・これらを経営基盤強化や資金調達、販路開拓などの経営課題の解決に役立てる

とともに、ホームページ等に公表する。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

管内小規模事業者の経営分析 - - 100 120 150 180

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 （現状と課題） 

    事業者が経営課題を解決するために、前記の市場調査および経営分析等の結果

を踏まえ、事業計画策定支援等の伴走型指導・助言を行い事業の持続的発展を図

る。特に、近年伸び悩みが続き課題となっている経営革新計画の承認申請の支援

を重点的に強化すると共に、資金調達支援や小規模事業者持続化補助金の申請支

援など、事業計画作成のきっかけを事業者に提供し、目的を明確にしたうえで策

定支援を実施する。 

  

（事業内容） 

   

（１）事業計画策定等に関する講習会や相談会を随時開催し、事業計画策定に関する

支援を行う。小規模事業者持続化補助金をはじめとした各種補助金の申請書作成

の機会を生かし、事業計画策定講習会および相談会など、個社への支援を強化す

る。具体的には以下のとおりに実施し、意義のある事業計画書を作成する。 

・講習会では、経営革新計画や資金調達、持続化補助金などの目標テーマを設定

し、周知徹底して事業者を募る 

・経営課題が明確になっていない事業者を含めて、経営分析（ＳＷＯＴ分析や財

務分析）などにより課題を抽出する 

・抽出した課題の解決方法を事業計画として、「だれに、なにを、どうやって」

の観点からコンセプトを明確にする 

・具体的な行動計画やマーケティング、実施体制などに落とし込み、経営指導員

を中心に、必要であれば中小企業診断士等専門家の協力を得ながら、事業計画

書の精度を高める。 

・事業者は自社に持ち帰り、社内で再検討を加えるなど実際に行動に移す 

・フォローアップによって、さらに計画精度を向上させる（具体的には（３）お

よび４の（１）、（２）に記述） 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

講習会・相談会参加者数 133 145 155 165 175 200

事業計画策定事業者数 138 170 180 190 200 210
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（２）巡回、窓口相談および専門家による相談等を利用して事業計画策定に関する支

援を行う。専門性が必要な相談や、解決への難易度が高い相談については、公認

会計士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士、行政書士、司法書士等各種

専門家との連携により事業者が抱える問題の解決を目指す。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回指導件数 11,164 11,300 11,300 11,400 11,400 11,400

窓口相談件数 14,596 14,600 14,600 14,700 14,700 14,700

専門家による相談件数 590 590 590 600 600 600

 

（３）前述（１）の講習会・相談会を踏まえて、さらに具体的な行動に移す段階では、

中小企業診断士と連携し、経営革新計画の認定申請に向けた事業計画策定支援を

行い、新商品・新サービスの開発および、新たな販路開拓を推進する。また経営

革新計画認定後のフォローアップ調査も随時実施し、事業の進捗状況および経営

改善への効果等について確認を行うとともに必要な指導・助言を行う。 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営革新計画相談件数 22 24 26 28 30 32

経営革新計画認定件数 15 17 19 21 23 25

 

（４）金融相談について、小規模事業者経営改善貸付（マル経融資）、日本政策金融公

庫担当者による金融相談会を随時開催することにより金融面のサポートを行うと

共に、経営改善および資金繰りの円滑化を図るための経営計画書の策定を支援す

る。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

マル経融資推薦件数 232 300 320 340 360 380

金融相談会開催数 228 228 228 228 228 228

 

（５）持続的発展に取り組む小規模事業者を対象に、小規模事業者経営発達支援資金

融資制度の活用を勧め、必要な事業計画の策定支援を積極的に推進する。融資実

行後も策定された事業計画の進捗状況については適宜実訪・面談等による確認を

行うなどフォローアップに努めていく。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

小規模事業者経営発達支援資金取

扱件数 

- 0 7 8 9 10
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 （６）創業支援事業  

地域内の新しいビジネスの種を増やし、さらなる経済的な発展を図るために、

横浜市と連携した創業セミナーを開催するほか、主に資金的なサポート事業を推

進することにより、創業事業者の支援を行う。 

これまではセミナー開催後のフォローや創業計画の策定支援体制が課題となっ

ており、セミナー参加者が実際に創業したのかどうかの実態把握が不十分であっ

た。 

今後は創業後も巡回、窓口相談等を通じて継続的な支援を行っていくことにより、

地区内の事業所数を増やし地域経済の活性化に寄与する。 

（具体的内容） 

横浜市の特定創業支援事業（※）として創業セミナー（全４回）を横浜市と

の連携により開催し、創業希望者の知識および意識のさらなる向上を図り、創業

計画の策定支援を行う。 

また、新たな取組として、創業セミナーの参加者に対する支援を徹底し、創業

率（登録免許税の減免件数含む）の実態把握と率の向上を図る。具体策は次のと

おりである。 

・セミナー参加者のステージを正確に把握する 

・創業前の実態を把握し、創業に向けた適切な支援を行う 

（より専門性の高い支援が必要な場合は専門家を活用する） 

・個人事業の開業件数の把握と、登録免許税の手続き支援を強化することで法

人化件数を把握する 

・セミナー終了後もフォローアップを行い、創業率を向上させる 

 
※特定創業支援事業は、創業支援事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販

路開拓の知識をすべて学べる継続的な支援を行う事業」を「横浜市特定創業支援事業」と位置づ

けている。この事業に位置づけられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者は、登録免

許税の減免、創業関連保証の枠の拡大などのメリットを受けることができる。  

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

創業セミナー参加者数 15 17 20 23 26 30

１年以内の創業率（登録免許税の

減免件数含む） 

－ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

 

創業事業者を対象に、日本政策金融公庫と連携した定例創業相談窓口を開設し、

創業事業者の資金計画や資金繰り等資金面の支援を実施すると共に、資金が必要

な創業事業者に対しては、新創業融資制度や新規開業貸付等の利用促進を図る。

また、横浜市内の支援機関（横浜市経済局、横浜企業経営支援財団、横浜市信用

保証協会）との支援ネットワーク体制を活用する。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

日本公庫・創業融資相談数 36 36 40 40 45 45
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 ４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること【指針②】 

  

（現状と課題） 

これまでも経営革新計画の承認や小規模事業者持続化補助金、各融資制度など事

業計画策定支援後のフォローは行ってきたが、目標設定が明確でなかったため、今

後は具体的な検証を行うとともに、事業者の進捗状況管理や計画達成支援を見える

化することで、実施支援を強化する。 

 

（事業内容） 

（１）巡回訪問およびフォローアップなどの目標 

事業計画の策定支援をしたすべての事業者を対象として、四半期に１回以上の

巡回訪問をするなど、持続的発展を支える伴走型支援を推進して進捗状況の確認

を行うとともに必要な助言、指導を行う。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定事業者数 138 215 225 235 250 260

フォローアップ回数（年間） 66 860 900 940 1000 1040

 

（２）事業計画の進捗管理や計画達成率などの管理 

  前述したフォローアップについては、定量、定性両面の管理を行い、事業者の持

続的な成長発展の支援を強化する。具体的には次のとおりである。 

・フォローの際に、策定済みの事業計画書の計画と実績との差異を数値（定量）で 

明らかにするとともに、数値化が難しい部分（定性）の観点からもチェックする 

・達成していれば引き続き成長に向けて行動を促す 

・達成していなければ、その原因を分析し明らかにした上で、原因や達成に向けた障

害を取り除く 

・計画の見直しの必要性を検討し、必要であれば修正する 

・これらの事業計画のＰＤＣＡサイクルの手法を支援するとともに、自己管理の手法

を助言アドバイスすることで自立的な成長を促す 

 

（３）経営革新計画申請の相談者へのフォローアップ 

    経営革新計画の認定を受けた事業者に対して、計画を実施するための取引先・

業務提携先のマッチングや融資申込に当たっての事業計画書作成等フォローア

ップを年間３～４回のペースで実施し、計画が着実に実行されることによる事業

の持続的発展に繋げていく。計画の内容や業務的な事情により途中で経営革新計

画申請を断念した事業者についても、別の計画を作成したり既存事業の立て直し

に向けた事業計画作成の支援を行う。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営革新計画相談者へのフォローアップ 22 24 26 28 30 32
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（４）創業事業者のフォローアップによる管理 

創業事業者に対し、経営指導員による個別のフォローアップを行い持続的な発展

に向けた伴走型の支援を行う。 

資金相談、ビジネスマッチングや共済等様々な事業の問題に対応し、継続的な 

発展を支援する。しかし前述のとおり、現状ではフォローアップが不十分なため、

創業者の生存率を把握していない。まずは短期的に１年後生存率の目標を設定

し、支援を強化・継続することで、最終的には５年生存率の向上に持ち込む計画

である。 

 

フォローアップの具体策は次のとおりである。 

・巡回訪問や通常の窓口相談によるフォローアップのみならず、年に 2回程度、

創業セミナー参加者および創業者を対象とした当年度創業者相談会（主に窓

口対応）を実施し、事業の進捗や課題などの相談に応じ対応する。 

・必要に応じて専門家を活用するなどにより、業種業態やステージに応じた課

題に対応する 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

フォローアップ総数（巡回・窓口） 30 30 50 50 70 70

当年度創業者相談会 － 1 2 2 2 2

１年後生存率 － － 70％ 75％ 80％ 80％

※最終的には５年生存率を把握し、その向上に努めていきたい 
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 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者の持続的な発展を目指す上で、需要動向や市場ニーズの把握は事

業計画の策定や新たな販路の開拓、新商品・新サービスの提供を考える際に非常

に重要な要素である。しかしながら、現状では小規模事業者においては買い手が

求めるニーズ、需要の動向を把握し、ニーズに合わせた商品・サービスの開発や

販路開拓ができていないケースが多く見受けられる。 

当商工会議所としても、業界ごとの景況や市場における消費動向等の収集分析

を行い、その結果を資料として提供してきたが、個々の小規模事業者に対してタ

ーゲット顧客のニーズや需要動向を把握する必要性について説明し、よりきめ細

かく情報提供に努めることが課題となっている。 

 

（事業内容） 

    当商工会議所としては、市内に多種多様な業種の小規模事業者が多数所在して

いることを踏まえ、より多くの小規模事業者からの相談に対応できるよう、幅広

く様々な業種に係る消費ニーズの情報を収集、分析し小規模事業者へ提供できる

体制を整える。さらに、情報資源に乏しい小規模事業者がただちに自社商品やサ

ービスの需要動向を把握するのは難しいと考えられるため、以下のように事業者

の事情に合わせて２段階での需要動向を把握するための支援を行う。 

    なお、上記とは別に、当商工会議所で実施している商談会等においても、買い

手（バイヤー）のニーズを事前に把握し、売り手となる事業者に提供する取り組

みを実施し、新たな販路を開拓するための支援を行う。 

 

（１）官公庁・支援団体等の調査データやインターネット・書籍等を活用した市場 

   動向調査の実施（第一段階） 

    まず、小規模事業者に神奈川県、横浜市といった大きな視点での市場のニーズ、

需要の移り変わり、消費動向といった情報提供を行い、自社商品・サービスの利

用対象となるユーザーのニーズを把握することの必要性を意識付けする。その場

合は神奈川県・横浜市等官公庁や神奈川県内の企業支援団体、シンクタンクや民

間調査機関が地区内を対象として定期的に行っている需要動向調査の報告書の

他、インターネットや書籍等で得られたデータの収集・分析を行いデータベース

に保管。小規模事業者からの相談時に提供するとともに、当所のホームページ等

広報機能を有効に活用し、より広く情報提供を行う。 

 

① 情報収集項目：神奈川県内、及び横浜市内における人口動態、業種別の市場 
    規模や景況動向、消費支出額など 

   （神奈川県県民経済計算、横浜市景況・経営動向調査他） 

          神奈川県民、横浜市民、あるいは業種ごとに行われる消費者 

アンケートの結果など 

（神奈川県の「消費生活ｅモニターアンケート」、横浜市の「商 

店街に対する消費者意識調査」、日経テレコンＰＯＳ情報他） 
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② 調査方法：インターネットや関連書籍での調査の他、保管してある調査資料の
分析を行う。 

 

 ③活用方法：分析に使用したデータ源をデータベース内に明示し、職員全てが閲

       覧できるようにする。 

       分析をもとにした相談者への回答もデータベースに入力し、別の事

業者から相談があった際の参考資料とする。 

 ④提供方法：データベースをもとに事業者からの相談時に提供し、追加情報を入

手した場合はその都度フォローアップを行う。 

   ⑤情報の棚卸：官公庁や支援団体の情報提供頻度にもよるが、四半期ごとに収集

情報の棚卸を実施する。 

 

（個社への提供目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

市場動向情報の提供件数 - 100 100 150 150 200

 

（２）個別の事業者に対する需要動向調査の支援（第二段階） 

    小規模事業者から需要動向を調査し把握することの必要性の理解を得られ 

たら、相談者が扱う商品やサービスの販売・提供対象となるユーザーがどのよ 

うなニーズを抱えているかを掴み、そのニーズに対応していくためのマーケ 

ティング戦略の作成、及び販路開拓や新商品開発に対する支援を行う。 

相談内容に応じて、相談者の業界に精通した専門家やマーケティングの専門家 

等と連携して支援を行う。 

 

① 情報収集項目：相談者が扱う商品・サービス等の提供対象となるユーザーの 
ニーズや需要（品目・技術・サービス等の内容、提供頻度、 

価格、契約方法等） 

② 調査方法：相談者の現状（財務状況、事業規模、現在の商圏等）及びユー 

ザーに関する情報（事業所名、事業規模やユーザーの取引先等）、

業界内の最新の動向等をヒアリングし把握。ユーザーが属する 

業種に関する市場動向情報【（１）で得られた情報】を基礎資料 

として、ユーザーのＨＰやインターネット・新聞等にユーザーに 

関するニュースがあれば確認し分析。それらの情報が乏しい場合 

も想定されるため、必要に応じてユーザーないし同業他社に対し 

てニーズに関するヒアリングやアンケート等による調査を実施す 

ることでユーザーのニーズ情報を収集、分析する。 

また、相談者が属する業界に詳しい専門家からのアドバイス等も 

活用する。 

③ 活用方法：具体的な相談内容、日時、調査で得られた情報、相談に対する 

回答についてデータベースに入力し、情報共有する。 

④ 提供方法：データベースをもとに事業計画作成や販路開拓に係るマーケティ 

     ング動向等を相談時に提供する。データベース内の情報では対応 
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が難しいケースについては、新たに業界のトレンドやニーズの傾 

向に関する情報を収集してからフォローアップを行う。 

 

（個社支援における目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

小規模事業者への需要動向の情報提供件数 - 50 60 80 100 120

 

 

 

  ※商談会等での支援のケース 

事業者への個別支援の一環として、当商工会議所で実施している商談会等に 

おいて、バイヤー（買い手）となる事業者への事前ヒアリング等でニーズを 

   引き出し、イベント実施前にサプライヤー（売り手）となる事業者に提供する 

ことで商談マッチング件数、成約件数の増加に繋げて新たな販路開拓の一助と 

することを目指す。 

 

① 情報収集項目：バイヤー（買い手）の仕入ニーズ（品目や調達ロット、価格、
優位性（オリジナリティ）等） 

② 調査方法：商談会開催前にバイヤーへヒアリングを行う 
③ 活用方法：ヒアリングして得られた情報をデータベースに保管し、別の小規 

模事業者からの相談にも活用できるようにする。 

④ 提供方法：イベント開催前にサプライヤー（売り手）に情報提供し、ニーズ 
にあった商品を用意してもらう。 

 

（商談会における支援目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

バイヤーニーズのヒアリング目標数 20 30 40 50 55 60
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（需要動向調査全体のイメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

・買い手のニーズが把握できていない 
・売れる商品、サービスの提供が十分にで

きていない 

・自社が属する業種や地区における一般

的な消費動向の傾向が掴めた。 
・需要動向について、自社のケースに落

とし込んだ調査、分析を行う必要性を理

解できた。 

・自社商品、サービスを提供する対象の

ニーズを把握できるようになる。 
・買い手のニーズに合わせた事業計画や

販路拡大の方法を考えられるようにな

る 

小規模事業者

当商工会議所の

取り組み 

現状 

第一段階 

第二段階 

（１） 
・市場動向等

の把握 
・小規模事業

者に対する需

要動向への意

識付け 
（各種指標の

分析） 

（２） 
・個別の事業者が

ユーザーニーズ

を把握し、活用す

るための支援 
（ユーザーへの 
①ヒアリング 
②アンケート）

支援 

支援 

※商談会等にお

ける売り手とな

る小規模事業者

への支援 
（バイヤーに対

してニーズをヒ

アリングする）

支援 
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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】 

 

 （現状と課題） 

  従来より、小規模事業者の販路開拓、売上増加等につながる商談会・即売会や、海

外進出のためのアドバイスを実施してきたが、開催目的、支援対象等をより明確にし、

ニーズに合う実践的な事業とすることが課題となっている。 

今後は当商工会議所で手掛けている事業の中で、特に小規模事業者への支援効果が

期待される海外展開、ＩＴ経営、大手企業への販路開拓、パブリシティ強化を積極的

に推進し、小規模事業者を支援していく。 

 

１．海外展開支援（指針③、④） 

    国内市場の縮小や少子高齢化を背景に企業のグローバル化が求められている 
なか、当所では横浜市経済局、日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報セン

ター及び公益財団法人横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ）といった市内国際関連

機関との連携による各種事業を通じて小規模事業者の国際化を支援している。 
    特に、海外展開を目指している、或いは海外展開して間もない小規模事業者を

対象とした「はじめての海外展開セミナー」、少人数制での「はじめての海外取

引」及び「はじめての海外進出」の両勉強会、並びに貿易実務講座をシリーズで

開催し、小規模事業者の海外展開を支援する。 
    また、海外展開を目指す小規模事業者に対するコンサルティングを積極的に 

展開するため、当所の会員で海外展開支援に一定の実績のある専門家をアドバイ

ザーとして紹介する「中小企業アジア展開支援アドバイザー制度」を通じて、特

にアジア地域への販路開拓を後押しする。 
   さらに、輸出振興の一環として EPA（経済連携協定）の活用セミナーの開催や、

アジア新興国への投資環境視察団の派遣等を通じて、小規模事業者のグローバ

ル化を支援する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

アジア展開支援アドバイザー相談

件数 

   10    12    14    16    18    20 

 

 

横浜商工会議所 

ジェトロ 横浜市経済局 

ＩＤＥＣ 小規模事業者 

アジア展開支援 
専門アドバイザー 

・相談対応 

・セミナー開催 

・海外進出 
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２．小規模事業者販路開拓支援（指針④） 

  地域内外の企業との取引を活性化し、さらなる経済発展を図るために展示会や

商談会を開催、展示会においては製造業を主体に出展することで企業がもつ技術

力をアピールし、商談会は卸・小売業等を中心に商談の支援等を行い、認知度の

向上を図る。 

（事業内容） 

（１）地域事業者の集客・売上アップや事業効率化に向けたＩＴ経営の普及を図るた

め、「よこはまＩＴフェア」を開催する。ＩＴ関連の最新活用事例や成功事例を取

り上げたセミナー・講演会の開催、同時に展示会および商談会を行い事業所間の

取引促進を図り経済の発展につなげていく。 

なお、これまで、IT フェアによるビジネスマッチング件数などは当所では把握が

不十分であった。今後は、目標を設定し、実態を把握することで、より効果的な

ビジネス成果を上げていく。また、展示会出展者と来場者にヒアリングやアンケ

ート調査をすることで、より成果に結びつく情報を得て次期に活かすことで、さ

らに成果を向上させる。 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ＩＴフェアセミナー参加者数    200     205    210    215    220    225 

ＩＴフェア展示会出展者数 19      20     20     20     20     20 

ビジネスマッチング件数 － 12 14 17 19 22 

ビジネスマッチング率    －     6%      7%     8%     9%     10% 

 

（２）地域の卸売業者・貿易業者（サプライヤー）と百貨店・チェーンストア・ホテ

ル等大型店（バイヤー）の担当者が一堂に会する食料品・雑貨等を対象とした商

取引促進のための商談会「よこはま商い発見市場！」を毎年開催し、新たなビジ

ネスチャンスの構築に向けた支援を行う。 
 

※「よこはま商い発見市場！」とは、横浜市内の卸売及び貿易関連業者と百貨店・チェーンストア・

ホテル等大型店の担当者が一堂に会する、食料品・雑貨等を対象とした商取引促進のための商談会。

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

サプライヤー参加者数    29     30     31     32     33    34 

バイヤー参加者数    21     21     21     21     21    21 

商談件数   185    195    205    215    225   230 

 

（３）当商工会議所内に設置されている横浜経済記者クラブ（朝日新聞、神奈川新聞、

共同通信、産経新聞、時事通信社、テレビ神奈川、東京新聞、日本経済新聞等

  １４社が加盟）にて管内事業所のプレスリリースを受け付け、自社新商品・新サー

ビス等のＰＲに活用し、新規顧客開拓等のビジネスチャンスの拡大につなげる支援

を行っている。 
   新たな取組として、これまでの事業の充実と共に、プレスリリースのノウハウを

持たない小規模事業者を対象に効果的なプレスリリースの方法や取り上げられやす

い記事の書き方・見せ方などを内容としたセミナーを開催する等、パブリシティの
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強化を支援していく。 
   

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

パブリシティ強化支援強化セミナ

ー参加者数 

－ 20 20 25 25 30 

記事掲載件数 － 1 1 2 2 3 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

 

（現状と課題） 

  横浜市は人口約３７０万人と我が国最大の政令指定都市であり、首都・東京のベッ

トタウンとして、商業都市、工業都市、住宅都市、観光都市、港湾都市といった多様

な側面を持っている。また、市内総生産額（ＧＤＰ）は約１２兆円（平成２３年度）

 家計最終消費支出は約８兆円（平成２２年度）となっており、全国の政令指定都市の

中でも最大規模で、家計消費力の大きさが横浜経済の強みとなっている。 

  市内産業においても、優れた技術を有する中小企業や研究開発機関が数多く存在す

る一方、小規模事業者の経営環境は依然厳しい状況が続いているため、市内経済の活

性化を促進し、小規模事業者を中心に管内事業所の経営環境の向上を図ることが課題

となっている。 

 そこで当商工会議所としては、市内経済の活性化を実現するために、横浜への来訪

者の増加、他地域との連携による交流事業及びビジネスマッチング事業を推進してき

た。しかし、歴史的にも有名な観光スポットやみなとみらい地区等観光資源に恵まれ

ている割には、全国的に見れば観光都市横浜としてのアピールが不十分であるため、

集客力が低迷している地域もあり市内における地域格差が拡大している。また、ビジ

ネスマッチング事業についても、希望する事業者の掘り起こしや他地域との事業者間

交流も進んでいなかった。 

今後は、イベント内容の更なる充実を図り、より魅力的なイベントを開催すること

で全国からの観光客の集客を強化するとともに、他地域との連携によるビジネス交流

会を開催し事業者間の交流をさらに進めていくことにより地域経済の活性化を図る。

また、市内で活動している自治体や各種団体とも緊密に連携し、地域ブランド事業の

創設や地域イベント等の実施にあたり協力を得られるような関係づくりを構築する。

 

（事業内容） 

（１）各種イベントの開催 

  ●横浜の伝統的行事「ザよこはまパレード（国際仮装行列）」（平成２７年度参加団

体６８団体、参加者数３，８８８名、人出３５万人）を神奈川県、横浜市との共催に

より継続開催する。このイベントは、管内企業や学校、事業者団体、市民団体等が参

加団体となり、横浜の代表的観光スポットを巡る全長約３．４㎞を各々の団体が趣向

を凝らし徒歩やフロート（装飾自動車）で仮装パレードするもので、例年約３５万人

を集客する横浜を代表するイベントとなっている。今後は時流に合ったスペシャルパ

レード等を企画し、さらなる賑わいの創出を目指していく。 
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●「ワールドフェスタヨコハマ」（平成２７年度参加：２３ヶ国６０店舗、人出約３

０万人）を当所が主体となり、横浜市、（公財）横浜観光コンベンションビューロー、

山下公園通り会、（一社）横浜青年会議所で構成されるワールドフェスタ・ヨコハマ実

行委員会による主催で継続開催する。このイベントは、横浜の秋の賑わいづくりと魅

力をアピールするため「横浜らしさ」を最大限に発揮できる秋季イベントとして、み

なと横浜の中心的観光地である山下公園を会場として毎年開催している。具体的には

山下公園内に世界各国の飲食ブースを設置し、食文化を伝える「ワールドグルメショ

ー」や物販ブースを設置し、世界の民芸品、インテリア小物、玩具等を通して参加国

のライフスタイルを紹介し、各国の国柄を彷彿とさせるブースの雰囲気づくりにより

異国の街を散策する気分を醸成する「ワールドバザール」の他、参加国を中心とした

民族衣装の「ワールドファッションショー」や世界各国の音楽や舞踊を披露する「ワ

ールドミュージック＆ダンスショー」等世界の衣食遊をテーマにしたイベント内容と

なっている。 

こうした各種イベントを通じて、観光都市横浜を全国にアピールし、横浜の観光資

源の魅力を発信していくことにより、集客力を強化し地場産業の振興発展につなげて

いく。今後は２０２０年の東京オリンピック開催に向け、神奈川県や横浜市、その他

関係機関と連携し、各種イベントをより充実させ、訪日外国人にとっても魅力ある観

光都市を目指し、世界における「横浜」の知名度向上にもつなげていく。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

イベント来場者数 650,000 650,000 660,000 665,000 670,000 680,000 
 ＊来場者数は「ザよこはまパレード」並びに「ワールドフェスタヨコハマ」合算 
（２）神奈川県下１４商工会議所が連携して各地域の管内事業所の参加を募り、異業

種ビジネス交流会「かながわビジネス創造市場」を継続開催する。この交流会は、

当所が中心となり、他の県下商工会議所と連携して実施するもので、内容は第一

部において全ての参加企業が自社紹介を行い、第二部で名刺交換、自由交流の場

を提供する。交流会を通じて地域を越えて日頃出会う機会のない企業と交流を深

め、取引先の拡大や業務提携、人脈作りのための支援を行っているが、今後はフ

ォローアップに努め、より多くの商談成立につながるような仕組みづくりを目指

していくことにより、県内全域の経済活性化を促進し、相乗効果による管内事業

者の経営環境の向上につなげていく。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

「かながわビジネス創造市場」参加社数   - 70 70 70 70 70 
  ＊参加社数は、会場及び面談時間を考慮して設定している。 
（３）管内地域における区民祭等各種行事、イベントに行政機関や地元自治体、商店

街等と協賛・参加し、管内事業所に対し出店等参加を促すことにより地域住民と

管内事業所との交流の場を積極的に提供し親交を深め、市内経済の活性化を推進

する。また、各地域の課題や問題点を掘り起こし、フィードバックすることによ

り地域支援体制の強化と管内事業者との関係構築を図る。 
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（主な協賛・参加行事） 

・鶴見川サマーフェスティバル・南まつり・金沢まつり・中区民祭り・栄区民まつり

・宿場朝市「ごうどいち」・わくわく上大岡まつり・神奈川区民まつり・戸塚ふれあい

 区民まつり・三ツ境商工会、三ツ境商工自治会夏季大祭・ふるさと港北ふれあい 

祭り、他 

 

 

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 

   

  【地域プラットフォーム支援機関】 

  地域プラットフォームとは中小企業庁が認定した地域の中小企業支援機関の連携 

 体であり、地域の支援機関連携による中小企業者支援のための組織である。 

  地域プラットフォームは、国で運営している中小企業支援ポータルサイト「ミラサ

 ポ」における専門家派遣事業の窓口機能を担う他、その構成機関が連携して地域にお

ける中小企業・小規模事業者の経営を支援するための取組みを行っている。  

  当商工会議所では、神奈川県における地域プラットフォーム支援機関の一員とし

て、他の支援機関（県内の商工会議所・商工会・金融機関等）との連絡会議に出席し、

情報交換・意見交換を行い、連携・協働事業の推進を図っている。他の支援機関と 

 連携することで、事業者の様々なニーズに対応可能な支援体制を構築することがで 

きる。 

  

  【かながわ企業支援ネットワーク会議】 

  県内金融機関や各支援機関を対象に、神奈川県・横浜市・川崎市信用保証協会、神

奈川県中小企業再生支援協議会が主催する会議に参加し、事業再生や事業承継等の有

効支援事例について情報交換・意見交換を行い、支援力の向上に努める。 

 

【公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP）との新たな連携】 

これまで、KIP とは個人（担当者）レベルでの連携にとどまっていた。今後は、組 

織対組織の連携を強化していくことで合意し、具体的な取組を平成 27 年度からスタ 

ートしており、さらに強化していく計画である。具体的には以下のとおりである。 

・創業者に関する金融支援（小規模事業者経営改善資金（マル経）、経営力強化資金

など） 

KIP では創業者のためのインキュベートルームを運営しており、約２０社が入居

している。その中で、創業融資の相談会への参加やマル経融資などの資金調達に

関するニーズが強く、これまでも連携して相談に対応した実績があることから、

その強化を図っていく。具体的には、KIP のインキュベートマネージャーとの情報

交換や勉強会を通じて具体的な案件発掘や入居企業との面談などを実施する。 

 

 

・小規模事業者持続化補助金支援 
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KIP が支援している創業者や企業、及び「よろず支援拠点」との連携により、小

規模事業者持続化補助金の支援案件が急増している。これについては KIP のセミ

ナーに当商工会議所の経営指導員を派遣し、より一層協力関係を強化する。 

  ・小規模企業者等設備貸与事業の推進 

   資金基盤の脆弱な創業事業者や小規模事業者が設備を購入する際に、必要とする

設備を KIP が代わりに購入し、割賦販売またはリースする制度。当商工会議所 

としても、小規模事業者の設備投資を促進し効果的なものにするために、KIP と

連携して同制度の利用を促進する。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

創業者に関する金融支援 － 2 4 6 8 10 

小規模事業者持続化補助金支援 

※補助金事業の継続が前提 

－ 10 15 20 25 30 

小規模企業者等設備貸与事業 － 2 3 4 6 6 

 

【自治体及び市内支援機関との連携】 

中小・小規模事業者の様々な支援ニーズに対応するため、当商工会議所が窓口とな

り、「横浜市経済局」「神奈川県産業労働局」「横浜企業経営支援財団」「横浜市信用保

証協会」「神奈川県信用保証協会」等と連携して、多チャンネル、豊富な相談メニュー

でワンストップ相談に対応、各事業者の様々な経営上の問題に対し迅速な解決を目指

している。今後は、各支援機関と共催による相談会や講習会等を適宜開催し、連携に

よるさらなる支援体制の強化を図る。 

また、国・県・市をはじめ、市内支援機関が実施する制度融資や助成金、産業振興

政策等の支援事業に関する情報を、当商工会議所の情報誌（季報）やホームページ、

メールマガジン等により発信し、小規模事業者に対して活用促進に努める。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

 従来の延長の取組にとどまらず、新たな取組を導入することで経営指導員を始め事務

職員、一般職員の資質を飛躍的に向上させる。 

 

（１）研修で習得した知識、そして経営指導や経営革新、融資など実務経験で得たノウ

ハウについて、毎月１回、経営指導員等スキルアップ会議を開催し、情報を職員

全員が共有できるようにする。また、共有にとどまらず、それを現場で活用でき

るよう、会議後には実践ノートに記載し、それを電子メールにて一斉配信するこ

とで活用方法をも共有する。さらに経験豊富な諸先輩から助言アドバイスをフィ

ードバックすることで、当制度を確立する。将来的にはグループウエアを利用し

て共有できるように仕組みを開発する計画である。具体的な手順は次のとおりで

ある。 

① 各経営指導員は、経営指導員スキルアップ会議への参加を隔月で義務づけ、補助



- 23 - 
 

員や一般職員へも積極的に参加を促す。 

② それを前提に、各自が習得した知識や指導ノウハウなどを整理し、発表できる資
料を作成する 

③ 会議では、全員が発表することとし、資料は全員に配布することで、ノウハウを
共有する 

④ 各々の資料はＡ４一枚程度の資料にまとめた後メールで送信し、各自が保管する
⑤ 検索で過去の情報を呼び出せるように管理する。類似案件発生時には素早くノウ
ハウを引き出せるようになる。 

⑥ これらを蓄積し、職員の真の資質向上に役立てる 
 

（２）職員全体を対象とした研修（目標管理研修、管理職研修、対人スキルアップ研修

等）を定期的に実施し、職員の資質向上を図る。 

 

（３） 神奈川県商工会議所連合会等が主催する経営指導員等研修や中小企業大学校が

主催する中小企業支援担当者研修等の義務研修の参加に加え、日本商工会議所が

主催する経営指導員向け研修会や経済産業省、信用保証協会等が実施する経営指

導員向け小規模事業者支援研修に参加することにより、記帳指導・税務指導とい

った従来の経営指導に必要な能力向上に加え、小規模事業者の売上および利益の

増加につなげる支援能力の向上を図る。 

    若手経営指導員については巡回および窓口相談・金融相談・創業相談等の機会

においてベテラン指導員や専門家等と連携して事業者への効果的支援に努め、指

導・助言のノウハウ、情報収集方法等を学ぶなどＯＪＴを取り入れ企業の持続的

な発展を支える伴走型の支援能力向上を図る。 

 

 

３．事業の評価および見直しをするための仕組みに関すること 

 

  毎年度、本計画に記載の事業の実施状況および成果について、以下の方法により

評価・検証を行う。 

（１）神奈川県や横浜市等の行政機関、金融機関及び信用保証協会、管内の中小企業支

援団体、中小企業診断士等の外部有識者により、事業の実施状況、成果の評価・

見直し案の提示を行う。 

（２）上記外部有識者を交えた会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会へ報告し、承認を受ける。

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を当商工会議所のホームページ

（http://www.yokohama-cci.or.jp）で公表する。 
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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 

（平成２８年１月１日現在）

（１）組織体制 

 

 経営発達支援事業を遂行するために、横浜商工会議所・中小企業相談部所属の経営指

導員３２名、経営支援担当職員（補助員）１名他により業務を行う。また、今回計画し

た経営発達支援事業は当商工会議所の事業計画の各事業に連動させ、他の部署との連携

を図りながら全所的に推進する。 

◆横浜商工会議所の組織体制（職員９３名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常

務

理

事 

理

事

・

事

務

局

長 

総務部 

企画広報部 

国際部 

事業推進部 

産業振興部 

会員サービス部

中小企業相談部

運営管理担当 

経理担当 

企画調査担当 

都市政策担当 

会員担当 

会員サービス担当 

商工振興担当 

共済事業担当 

地域振興担当 

事業担当 

人材開発担当 

貿易担当 

国際交流担当 

広報担当 

中小企業経営相談センター 

総務人事担当 

運営企画担当 
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（２）連絡先 

中小企業相談部 運営企画担当 電話０４５－６７１－７４５０ 

横浜市中区山下町２ 産業貿易センタービル８階  

（http://www.yokohama-cci.or.jp） 

中小企業相談部 中小企業経営相談センター 

東部支部   電話０４５－６７１－７４２４ 

        西部支部   電話０４５－６７１－７４０１ 

        南部支部   電話０４５－６７１－７４０２ 

        北部支部   電話０４５－６７１－７４４２ 

横浜市西区北幸１－４－１ 横浜天理ビル３階 
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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およびその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 28 年度 

(28 年 4 月以

降) 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 487,900 487,900 487,900 487,900 487,900 

 

地域振興事業費 

 

商工振興費 

 

調査広報費 

372,703 

 

101,337 

 

  13,860 

 

372,703 

 

101,337 

 

  13,860 

 

372,703 

 

101,337 

 

  13,860 

 

372,703 

 

101,337 

 

  13,860 

 

372,703 

 

101,337 

 

13,860 

（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 

神奈川県補助金、横浜市補助金、神奈川県商工会議所連合会補助金、会費、事業収入 

 

（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） 

 商工会およ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 

産業競争力強化法に基づき国が認定している横浜市の特定創業支援事業（創業支援セミ

ナー）を実施する。全項目を履修したセミナー参加者については、創業関連保証枠の拡

充や法人設立の際の登録免許税の減免等の優遇が受けられる 

 

連携者およびその役割 

連携者：横浜市（経済局経営・創業支援課） 

代表者：市長 林 文子 

住 所：横浜市中区港町１－１ 

電 話：０４５－６７１－３４９２ 

上記の他、市内金融機関及び外部専門家と必要に応じて連携する。 

全項目を履修したセミナー参加者の名簿を担当者へ提供、名簿に基づき受講証明書を発

行する。その他、金融機関や関係機関等に対し、本制度について周知普及を図る。 

 

連携体制図等 

 

 

 

横浜商工会議所 
・創業支援セミナーの開催

・創業希望者への経営指導

の実施 
・創業後のフォローアップ

横浜市 
（経済局経営・創業支援課）

・受講証明書の発行 
・受講者への登録免許税

の減免 

金融機関 
 
・創業融資申込に

対し、受講証明書

に基づき融資面で

の優遇措置 

創業事業者 

外部専門家 
中小企業診断士他 
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（別表４） 

 商工会およ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 

公益財団法人神奈川産業振興センターとの組織的な連携を強化し、金融面の支援や小規

模事業者持続化補助金等各種補助金の申請支援等を通じ知識や情報の共有を行い、小規

模事業者へのきめ細かい支援体制を確立する。 

連携者およびその役割 

公益財団法人神奈川産業振興センター（略称：ＫＩＰ） 

代表者：理事長 蛯名 喜代作 

住 所：横浜市中区尾上町５－８０ 

電 話：０４５－６３３－５２０３ 

中小・小規模事業者に対する経営の改善に資する指導を行っている。横浜商工会議所と

の組織的な連携を強化することにより、より多くの小規模事業者への支援を行うと同時

に、様々な支援ケースを共有することにより経営指導員の資質向上が期待される。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜商工会議所 神奈川産業振興センター 

小規模事業者 
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（別表４） 

 商工会およ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 

小規模事業者の様々な支援ニーズに対応するため、自治体や市内支援機関との連携を強

化して、豊富な相談メニューで対応することにより、事業者が抱える経営上の課題に対

し迅速な解決を図る。同時に、支援機関との共催による講習会や勉強会等も適宜開催す

る。 

連携者およびその役割 

横浜市         （市長：林文子） 

住所：横浜市中区港町１－１   

 

神奈川県        （県知事：黒岩祐治） 

住所：横浜市中区日本大通１ 

 

横浜企業経営支援財団  （理事長：牧野孝一） 

住所：横浜市中区太田町２－２３ 

 

横浜市信用保証協会   （会長：大場茂美） 

住所：横浜市中区山下町２２ 

 

神奈川県信用保証協会  （会長：松藤静明） 

住所：横浜市西区桜木町６－３５－１ 

 

連携体制図等 

 

 

横浜商工会議所 

横浜市 神奈川県 

横浜市信用保証協会 
横浜経営支援財団 

神奈川県信用保証協会 


