経営発達支援計画の概要
実施者名

三浦商工会議所（法人番号 6021005008525）

実施期間

平成２８年４月１日〜平成３３年３月３１日

目標

「特産品（一次産品）等の地域資源活用」「観光」の担い手である、地域の大多
数を占める小規模事業者が元気ある企業となるよう、伴走型による課題解決に向け
た支援をする。
「三浦のブランド」として、いままで培ってきた一次産品に付加価値を加えた魅
力ある加工商品開発・改良及び販路拡大の支援をしていく。
また、
「フードツーリズム（地場産品を生かした「食」による誘客）
」、「タウンツ
ーリズム（漁港の昭和レトロな街並み、景観や地域の歴史・文化）」のキーワード
で、自治体や関係機関とも連携して機能の拡充強化により、インバウンドも含め支
援していくことで、小規模事業者の持続的発展のための支援をする。

事業内容

Ⅰ.経営発達支援事業の内容
１．地域の経済動向調査に関すること
管内の経済活動の状況や、最近の景況、更には事業所の動向を調査。また、経
営指導員等による巡回・窓口相談により、支援ニーズ等も把握する。
２．経営状況の分析に関すること
動向調査を基に、経営指導員及び専門家により小規模事業者の経営状況等を分
析。何が課題かを巡回・窓口相談時に説明。自社の「強み」「弱み」の「気づき」
をしてもう。
３．事業計画策定支援に関すること
経営改善を計画している小規模事業者に対し、分析結果を踏まえ個別に事業計
画書策定支援を伴走型で行う。特に農商工連携、地域資源活用、6 次化や経営革
新計画の認定を目指す事業者に対しては、関係機関と連携し、重点的に支援する。
また、創業者ニーズの発掘、後継者の育成や事業計画策定のためのセミナー開
催、個別の事業計画策定支援について、関係機関との連携も図りながら取り組む。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
事業計画策定後のフォローのニーズが高くなっており、特に国の農商工連携な
どの認定事業や各種補助金を受けて実施している事業のフォローの必要性は高
い。関係機関と連携し伴走型支援する。
５．需要動向調査に関すること
地区内及び関連業種の経済動向を分析、GIS を活用した商圏レポートにより、
現状及び推移を把握、小規模事業者の経営支援活動に使用する。
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
販路の拡大・開拓を支援するため、商談会・展示会への出展支援や、バイヤー
等とのマッチング事業について、必要により支援機関と連携し、より多くの商談
会等への出展支援やバイヤーなどとの個別商談支援などの販路拡大支援をする。
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み
会議所では従来から政策運営会議を組織し、産業活性化に関するビジョン、事業
方針・事業計画の検討や支援成果の評価を行っており、これを基に支援事業を実施
している。今後も産業振興に係る県、市などへの政策要望や他機関との連携の在り
方なども含めた地域活性化策を協議し、課題の整理や事業の方向性などを検討し、
地域経済活性化にむけた事業を推進する。

連絡先

三浦商工会議所 中小企業相談所
住所：〒238-0243 神奈川県三浦市三崎 2-22-16
T E L：０４６-８８１-５１１

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
１．地域の現状と課題
（1）三浦市の風土
三浦市は、神奈川県の南東部の三浦半島の先端部に位置し、西岸は相模湾、東岸は東京湾、南
岸は太平洋に面し、三方を海に囲まれ、1 年を通して温暖な気候に恵まれており、東京都心 60km
圏内に位置し、人口 45,154 人（平成 27 年 9 月 1 日現在）、面積 32.05km²。水産業・農業・観光
業が基幹産業の町。

（2）三浦市の歴史的な背景、地域の名産品・地域資源・基幹産業
三浦市は、古くから漁業の盛んな町で、三崎港（三浦半島の最先端）から町が形成され、現在
も中心市街地は同地区となっている。大正の末期には、遠洋漁業が盛んとなり、漁場と大消費地
京浜地区（東京都含）にもっとも近い港として栄え、昭和 40 年代には遠洋漁船の超低温冷凍設
備が普及し、日本有数のマグロの基地として地域産業発展とともに成長してきた。現在も「三崎
のまぐろ」のブランドがもつ価値は健在で、漁業とこれに関連する加工業・流通業・商業・飲食
業・サービス業が三浦市における重要な産業の一角を占めている。
また、農業も古くから盛んな町で、寛永年間（1924 年）から栽培されていたことが相模風土
記に記録されている。温暖な気候を生かした露地野菜中心の農業が盛んで、神奈川県を代表する
野菜の産地として全国的にも有名。冬はダイコン、キャベツ、夏はスイカ、カボチャ、メロンな
どを生産している。冬春ダイコンと早春・春キャベツが国の指定産地に、スイカが県の指定産地
になっている。
上記の地域資源である、三崎のまぐろ・農産物を活用した、新たな商品開発を小規模事業者が
中心となり行っているが、味・価格・パッケージ・生産力・販路確保などの課題が多く、個社の
売れ筋商品とは言えない状況である。
一方、観光面では油壷、城ケ島、三浦海岸などが古くから知られているが、近年、観光ニーズ
の多様化や、各地に競合する新たな観光地・施設が誕生する中で、来誘客が伸び悩み、宿泊業・
土産品販売業・飲食業など観光客を相手とする小規模事業者の売上減少に伴い、経営状況が悪化
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しており、個社の「魅力づくり」や「販促活動」の不十分さが課題となっている。
また、このような状況下の中、三崎港周辺（中心市街地）の飲食店を中心に地域資源である「三
崎のまぐろ」を使った料理、いわゆる「食」での他地域・個社との差別化を図り、小規模事業者
が個社独自の料理メニーの開発や、土産品を開発することで、マスコミ等で多く取り上げられ観
光客が多く訪れるようになったが、効果は一時的なもので、時間の経過とともに客数が減少する
傾向となっている。また、お客さんは有名店に偏りがちで、それ以外の個社がお客さんを呼び込
むことや、継続しての顧客確保が課題となっている。
（3）交通網
国道 134 号線が市の東部より中心部を経由し西部地区を通過している。中心市街地（三浦半島
の先端）には県道・市道のみが接続されている。
鉄道は、京浜急行線が市域の北西部を通過しており、中心市街地には乗り入れておらず、市内
には終着駅を含む 2 駅のみとなっている。終着駅（三崎口駅）から東京駅まで約 1 時間で到着で
き、都心に近いが、当市の中心市街地までの交通網は路線バスのみとなっており整備が遅れてい
る。
（4）人口の推移
人口数は神奈川県内において、19 市中 18 位となっている。平成 7 年の 54,152 人をピークに
現在は約 16%減少の 45,154 人となっている。また、65 歳以上の人口が 34.7%（県:23.4%）と非
常に高く 19 市中 1 位となっている。
三浦市内の産業の衰退、働く場所の減少により、人口流出に歯止めがきかず、少子高齢化が進
んでいる。
（5）三浦市内産業構造の推移
（平成 18 年まで：事業所・企業統計調査

平成 21 年：経済センサス基礎調査

平成 24 年：経済センサス活動調査）

①商工業者総事業所数及び従業者 19 人以下の事業所数
総事業所数は昭和 61 年をピークに年々減少している。また、従業者 19 人以下の事業所数
は平成 8 年をピークに年々減少している。
年次別
商工業総事業所数
従業者 19 人以下の事業所数
2,638
1,913
昭和 61 年
2,541
2,308
平成 8 年
2,076
1,880
平成 18 年
1,887
1,734
平成 24 年
②産業分類別事業所数
事業所の全体数が年々減少している。平成 18 年から平成 21 年にかけては、卸・小売、飲食
業の減少幅が大きくなっている。一方、建設業は緩やかな増加傾向、その他の中の介護関係の業
種が増加傾向となっている。
卸・小売、
サービス業
農林水産業
建設業
製造業
その他
計
年次別
飲食業
47
253
161
1,311
701
165
2,638
昭和 61 年
30
258
149
1,199
732
173
2,541
平成 8 年
16
209
106
1,004
566
175
2,076
平成 18 年
20
220
103
838
508
198
1,887
平成 24 年
③産業分類別従業者数
平成 8 年が総数ではピークとなっている。平成 8 年から平成 18 年にかけ、農林水産業が約 85%
減少。まぐろ船を含めた遠洋漁業の事業者が減少したのが要因。また、建設業では 18 年〜24
年でやや増加傾向となっている。
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年次別
昭和 61 年
平成 8 年
平成 18 年
平成 24 年

農林水産業

1,603
1,069
164
235

建設業
1,080
1,122
744
912

製造業
1,795
1,824
1,043
813

卸・小売、
飲食業
5,317
6,195
6,046
5,588

サービス業

4,449
5,462
4,998
4,074

その他
1,939
2,251
1,781
1,514

計
16,183
17,923
14,776
13,136

（6）三浦商工会議所の役割
①三浦商工会議所の概要
昭和 32 年 2 月 20 日に会員数 598 で設立（全身は三浦水産商工会）。現在の会員数 1,479（平
成 27 年 4 月）、組織率 74.0%で神奈川 1 位、全国 8 位（平成 26 年 3 月末）となっている。会員
数のピークは平成 7 年の 2,001 であったが、年々減少している。
平成 28 年 1 月現在、職員数 12 名（臨時雇用 2 名含む）、その内、経営指導員 2 名、補助員 2
名。
②これまでの小規模事業者への支援
小規模事業者の課題が多様化する中、経営改善普及事業において巡回・窓口による経営一般・
金融・税務・記帳などの指導を中心に行ってきた。小規模な市ということもあり会員事業所とは
密に相談を受けている。近年、国などの各種施策の普及・支援を「ミラサポ」「よろず拠点」等
による専門家と連携し対応しているが、小規模事業者の根本の改善には繋がらず、十分な支援が
出来ているとは言えない状態である。
③今後の小規模事業者への支援
小規模事業者にセミナーや巡回・窓口相談を通じて、事業計画書策定の必要性を理解してもら
い、事業計画書の作成及びフォローを伴走型で支援し、増収・増益に繋がるよう持続的な支援を
行う。
小規模事業者が、まず気軽に相談できる窓口を一層強化し、小規模事業者が抱える悩みを聞き
出し、自社の課題への気づき・意識改革を促し、課題解決まで伴走型で支援を行う。
小規模事業者の課題解決の為に、必要な機関・団体等と連携し、コーディネーターの役割を経
営指導員が行う。
国県などの施策や、業界動向などの情報収集・集約を行い、職員・連携機関と共有し、小規模
事業者へ情報提供及び事業展開へ繋いでいく。
２.地域における小規模事業者の中長期的な振興
三浦市では、第 4 次三浦市総合計画の三浦まちづくりプラン（2013 年版）では、「地域経済の衰退」
の危惧をあげている。めざすべき方向を、「地域特徴を生かした総合的な産業振興、地域産業からの
まちづくりに取り組み、6 次経済を推進する」としている。
また、三浦市が現在策定中の「三浦市まち、ひと、しごと創生総合戦略」において、地域資源を活
用し、地域の活性化を目指す。さらに、既存産業を支えるための事業継承や起業といった創業支援に
ついて関係機関と連携し、これまで以上に注力して取り組んでいく方針を打ち出している。
三浦商工会議所では小規模事業者に対し、地域の現状と課題を踏まえ、「特産品（一次産品）等の
地域資源活用」「観光」の担い手である、地域の大多数を占める小規模事業者が元気ある企業となる
よう、伴走型による課題解決に向けた支援が重要と考える。
「特産品（一次産品）等の地域資源活用」では、「三浦のブランド」として、いままで培ってきた一
次産品を、付加価値を加えた魅力ある加工商品開発・改良及び販路拡大の支援をしていく。
「観光」については、「フードツーリズム（地場産品を生かした「食」による誘客）
」、「タウンツーリ
ズム（漁港の昭和レトロな街並み、景観や地域の歴史・文化）」のキーワードで、自治体や関係機関
とも連携して機能の拡充強化により、インバウンドも含め支援していくことで、小規模事業者の継続
的発展のため、経営の安定、経営改善、経営革新の支援などを、経営指導員等が伴走型で支援し、小
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規模事業者の増収増益に繋がる支援を中長期的な振興のあり方とする。ゆえに、元気ある小規模事業
者が増えることで、地域経済の発展に繋がると認識している。
３.本経営発達支援計画の目標
①地域資源活用に伴う支援
地域資源である海産物・農産物・観光資源・技能等を活用し、優秀な商品を「三浦ブランド商品」
として認定する事業を平成 18 年から行っている。同事業の認定商品のブラッシュアップ、新規販
路の開拓・拡大、生産コスト、価格設定、顧客管理、経営計画、資金計画・生産技術開発及び新商
品の開発に向け小規模事業者に対し、伴走型の支援を行う。また、産直センター「うらり」に常設
しているアンテナショップ「三浦ブランド館」及びネットショップで販売を行い、商品の販売数
（月）・お客さんからの声を聴き、課題解決に向け伴走型支援を行う。
また、飲食店が三崎のまぐろなどの地域資源を活用した新メニュー開発に対し、専門家などを活
用しながら伴走型支援を行う。
②外国人来誘客誘致に伴う支援
近年の来誘客の減少や 2020 年に東京オリンピックが開催される事から、三浦市では外国人観光
客の誘致活動を始めた。これに伴い、小売、飲食店を中心に外国人向けメニュー表の作成方、POP
の作成方、接客（おもてなし）方法、簡易な接客外国語（主に英語）会話、ホームページ作成等に
ついて、個社に対する伴走型の支援を行う。
③観光資源を活用に伴う支援
首都圏近郊にはない「昭和の港町の街並み」景観は、最近テレビ、映画などのロケ地として盛ん
に使われている。同資源を活用した個社に対し、個性的な店づくりを進めるための支援を伴走型で
行う。
また、神奈川県内唯一の手染め大漁旗染物店による染物体験など既存小規模事業者がもつ未発掘
の体験可能な隠れた技術・技能などの商品化をすすめ、商品化からツアー会社・メディアへ PR 活
動などの支援を伴走型で行う。
④創業・事業承継に伴う支援
事業数減少に伴い、創業、第二創業や事業継承者の発掘、育成を、連携機関とともに行い、安心
して事業を始められるよう、店舗の紹介、マーケティング、官庁への提出書類作成相談など、創業
後も円滑に営めるよう、継続的にフォローアップ支援を伴走型で行う。
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４．小規模事業者の目標達成に向けた方針
三浦商工会議所では下図のとおりの支援方法に沿い、以下の経営発達支援計画を推進する。

三浦商工会議所の経営発達支援計画支援方法

伴 走

小規模事業者・創業予定者
巡回・窓口相談・セミナー等
三浦商工会議所
連携機関
（コーディネーター）
（金融機関・行政・専門家等）
小規模事業者の悩み
経済動向等の提供
「気づき」と「意識改革」のきっかけづくり
経営状況の分析による現状と課題の抽出
「気づき」と「意識改革」を促す
事業計画の策定
目標に向けた支援
フォローアップ
遂行状況の確認及び新たな課題等の支援
小規模事業者の持続的発達的経営
支 援
・ 個
社 支 援

専門家︵連携機関︶の活用

型

（1）巡回・窓口相談及び事業計画作成セミナーなどにより、やる気のある小規模事業者・停滞する
現状を打開したいが手法がわからない小規模事業所を抽出し、連携機関と協力しながら、個社に
対し伴走型支援をしていく。
（2）小規模事業者が、個社の強み・弱みなどの「気づき」「意識改革」のきっかけをつくり、事業発
達の為の事業計画を策定し、増収増益に向け成果が出せるよう、新規取引先の開拓や新商品開発
などに向け、連携機関と協力しながら、個社に対し伴走型支援をしていく。
（3）小規模事業者の事業を継続・持続的発展の為、個社の抱える問題を整理し、解決に向け連携機
関と協力しながら、個社に対し伴走型支援をしていく。
（4）小規模事業者が個社として実施が困難な事業に対し、類似の問題を抱えている個社を取りまと
め、連携機関と協力しながら、事業を実施し、併せて、個社に対し伴走型で支援していく。
（5）創業者・第二創業者が円滑に開業し、継続的に事業継続ができるよう、連携機関と協力しなが
ら、個社に対し伴走型支援をしていく。
また、円滑な事業承継ができるよう、個社に対し伴走型支援をしていく。
（6）三浦商工会議所は、小規模商工会議所の特色である地域密着型で、小規模事業者とは、密に相
談、情報共有をおこなっているが、今以上に小規模事業者の信用・信頼関係を築き、個社が気軽
に相談できる体制のもと、個社のニーズに合わせた支援をし、個社の持続的な経営発達に向け伴
走型の支援を行う。
（7）地域の小規模事業者が持続的発達に向け、当商工会議所が持っている、情報・知識・経験・人
脈・連携機関などをフル活用し、個社の増収・増益に向け伴走型支援をし、各々の個社が発展す
ることで、地域経済活性化への支援となる。

-5-

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】
管内の経済活動の状況や、最近の景況、更には事業所の動向を調査し、その結果を分析して、支援
ニーズや管内の業界、事業所などの課題を把握し、経営相談、経営分析・経営計画作成などの支援の
場で活用する。
（現状と課題）
現状では、日商の LOBO 調査に際しての管内事業者の景気動向や、県、市、金融機関が行う景気動
向調査における地域ごとの集計結果などを収集、分析して、その結果や解説を適時に会議所の会報や
ホームページに紹介しているが、地域の小規模事業者の動向を十分把握出来ているとは言えない。
（改善方法）
地域経済活性化事業の実施に当たり、より精度の高い情報を収集、分析し、この結果を踏まえて当
所の支援事業計画の検討、評価の一助とするとともに、企業支援、相談時などの際の基礎的資料とし
て活用する。また、市内事業所などには、この結果を月 1 回三浦商工会議所の会報、ホームページに
より情報提供を行うとともに、地域の小規模事業者にも必要な内容はローカルメディア（例：タウン
ニュース、三崎港報など）にて情報発信し、他の事業所でも経営判断の材料としての活用を期待して
いる。
（事業内容）
① 信金との連携による景気動向調査を、今回、本事業実施にあたり、新たにかながわ信金、湘南信
金との支援協定に基づき、各信金の取引先事業所を対象に実施している景気動向調査データ（調
査項目：直近四半期の業況、資金繰り、投資など及び次期の業況見通しなど）のうち、三浦市域
に絞った景況動向の集計結果を提供してもらうとともに両信金も交えて分析を行い、市内の景況
の現状を把握し、今後の経営分析・経営計画作成の参考として使用する。（年４回）
② 日本商工会議所 LOBO 調査を、地区内業種ごとの動向把握を目的に、毎月 6 事業所（業種別）を
対象に実施。業況・売上・資金繰り・採算・仕入れ単価・従業員の状況・経営上の問題点と付帯
調査。これまでは、あまり活用していなかったが、今後は経営指導員等が分析し、個社の経営分
析・経営計画作成の参考として使用する。また、全国の商工会議所が実施するため、全国の動向
把握できので、併せて小規模事業者の相談時に活用する。
③ 地域企業動向調査を統計情報が網羅された「地理情報システム」
（㈱JPS が開発したマーケティン
グシステム）により、商圏内の人口・年齢等の世帯特性、世帯別消費傾向、競合店数などの動向
調査データを取得。また、毎年の同システムを活用し、年 1 回全ての業種においての地域内・神
奈川県・関東地方の動向調査データを取得し、経営指導員等が分析。個社の経営分析・経営計画
作成の参考として、小規模事業者の相談時に活用する。
④ 観光行動調査を、かながわ信金と横浜市大が行う三浦市の観光動向調査（調査項目：観光目的、
選定理由、来訪ルート、観光消費額、三浦の観光地としてのイメージ、感想、要望事項などのほ
か、観光全般に対する最近のニーズなど）を参考に、観光客の動向や観光ニーズについて、前年
との比較検討、新たな動向調査を検討し、観光産業の動向把握を行い、経営指導員等が分析し、
個社の経営分析・経営計画作成の参考として、小規模事業者の相談時に活用する。（年１回）
また、調査結果の一部は後段の５．需要動向調査としても活用する。
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⑤ 既存データ等の収集、分析として、中小企業ビジネス支援サイト J-Net21、三浦市統計書、観光
庁統計情報・白書、神奈川農林水産統計、農林業センサス等により、地域の経済動向を調査、分
析する。また、農協、漁協など関係団体が随時実施する各種調査結果を収集し、分析する。この
ような既存データも活用し、今後の経営分析・経営計画作成の参考として使用する。
（目標）
現状
28 年度
29 年度
30 年度
31 年度
32 年度
信金動向調査
0
4回
4回
4回
4回
4回
LOBO 調査
6／
6／
6／
6／
6／
6／
対象数／回数
12 回
12 回
12 回
12 回
12 回
12 回
地域企業動向調査数
0
100 社
150 社
150 社
200 社
200 社
業種別の地域内・神奈
0
1回
1回
1回
1回
1回
川県・関東地方の動向
調査
観光動向調査

0

1回

1回

1回

1回

1回

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
地域の経済動向調査を活用し、小規模事業者の持続的発展に向け、中小企業相談所員（経営指導員
及び経営支援担当）の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて企業の要望を受け、簡易的な
経営分析を行っているが、多様化する企業の経営課題に対応するために、より精度の高い経営分析が
必要となる。
（現状と課題）
経営指導員による、巡回・窓口相談時に得た小規模事業者の情報に関して、各指導員が個別支援に
活用し、経営状況の分析結果を指導員間で情報共有することがなかった。
また、小規模事業者が自社の「強み」「弱み」を理解している方が少なく、何が課題かがわからな
いのが現状である。
（改善方法）
今回、本事業実施にあたり、巡回・窓口相談時に、支援協定のある、かながわ、湘南両信金及び専
門家とも連携して、個社の分析を行う。
また、週 1 回開催している中小企業相談所会議において経営状況の分析に係る支援の事例を発表
し、情報共有を行う。
（事業内容）
経営分析に当たっては、窓口・巡回相談等で事業計画策定等を希望する小規模事業者の強み、弱み、
機会、脅威を分析する SWOT 分析や財務分析及び、経営環境などの非財務分析も含めるとともに、地
域の経済動向調査で取得した経営環境データなども踏まえて、中小企業相談所員等（経営指導員及び
経営支援担当）及び連携機関により経営状況を分析し、巡回・窓口相談時に自社の現状と課題を提供
し、必要な支援を伴走型で行う。
この際、必要に応じて両信金と連携して経営分析、支援を行うとともに、専門的な課題については、
公益財団法人神奈川産業振興センター、地域金融機関、バイヤー、旅行代理店などの専門家と連携し
小規模事業者の悩みに対して、企業の課題に即した丁寧なサポートする。その際は必ず経営指導員が
同席し、職員のスキルアップも同時に図る。また、経営状況の分析結果をもとに、必要に応じ関係業
界団体（特に第１次産業関連に係る農協、漁協）のフォローアップを要請していく。
小規模事業者の経営分析を行うことで、自社の「強み」「弱み」の「気づき」をしてもらい、事業
計画策定に繋げていく。
（目標）
支 援 内 容
現 状
28 年度
29 年度
30 年度
31 年度
32 年度
経営分析の為の巡回・窓
200
400
400
600
600
800
口相談件数
経営分析件数
50
100
100
150
150
200
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
〔事業計画の策定〕
現在、事業計画の策定・実施支援に関しては「よろず支援拠点」、
「ミラサポ（専門家派遣）」、「中
小企業ビジネス支援サイト J-Net21」等を活用し事業計画の策定の支援をしているが、小規模事業者
にあっては、事業計画策定に関するノウハウが乏しく、また、計画のフォローも十分とはいえず、そ
の場当たり的経営の企業が多く、経営改善が進んでいない。
今回、本事業実施にあたり、事業者が経営課題を解決するため、新たに上記１の地域内の経済動向
調査、上記２．の経営分析・５．の需要動向調査等の結果を活用した事業計画の策定を行うとともに、
小規模事業者を対象とした事業計画策定セミナーを開催する。支援の実施に当たっては、必要に応じ
ミラサポ（専門家派遣）、神奈川産業振興センター、日本政策金融公庫、かながわ信用金庫、湘南信
用金庫等と連携し、支援ニーズに的確にこたえられる支援チームにより個別の伴走型指導・助言を行
い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。
このための主な支援事業を下記のとおり実施する。
（事業内容）
（１） 事業策定等に関するセミナー、商品開発に係るセミナー、個別相談会の開催により、事業計
画策定を目指す事業者の掘り起こしを行う。また、中小企業ビジネス支援サイト J-Net21 を
活用し成功事例等の情報を会報などで発信する。
（２） 窓口・巡回指導時に小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業計画策定を目指す小規
模事業者の掘り起こしを行う。
（３） 事業計画策定を目指す小規模事業者の中で、経営革新、農商工連携、地域資源活用、6 次産
業化、ものづくり補助金他の申請を目指している企業に対しては、認定申請書の作成支援を
行う。
（４） 必要に応じ巡回訪問し、事業計画策定作業の進捗状況の確認を行うともに、必要な指導・助
言を行う。
（５） 新商品開発では、専門家の助言を受けて、コスト計算・製法・パッケージ作成への支援を行
うとともに、技術的課題には県の産業技術、農業、水産の各総合研究所の技術指導事業とも
連携して支援を行う。
（６） 小規模事業者が事業の持続的発展に取り組むにあたり、資金調達が必要な時は、日本政策金
融公庫の平成 27 年度に新設される「小規模事業者経営発達支援融資」の活用や、かながわ、
湘南両信金との支援協定に基づく資金支援など、資金繰り面の強化についても支援する。
（目標）
支 援 内 容
現 状
28 年度
29 年度
30 年度
31 年度
32 年度
セミナー・説明会開催回数
0
3
3
3
3
3
事業計画策定事業者数
15
30
30
35
35
40
〔創業・事業承継支援〕
市内の開廃業の状況を会員の移動状況でみると、ここ 5 年間で廃業は年 30〜50 件に対し、新規創
業は年 10 件程度である。また、廃業の多くに後継者がいない（事業を承継しない）ため、事業継続
をあきらめるといったことで、結果的に商店街でも空き店舗が目立ってきており、いかに創業・新規
開業を増やすか、また、スムースな事業承継を進めるかが大きな課題である。
（事業内容）
（１） 商店街連合会及び各関係団体より、創業情報や第二創業、事業承継を希望する方の情報を聴
取し、経営指導員が個別対応で事業内容等をヒアリングする。
（２） 地元の関係団体（商店街連合会、漁協、農協など）にも協力を求めて、創業希望者を集め、
支援協定金融機関との共催で創業・事業承継セミナーを開催する。また、テーマによっては、
三浦市と共通の課題を持つ近隣会議所との共催で実施する。
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（３） 商店街連合会と連携し、空き店舗情報の提供を行う。また、商圏レポート等を使用し情報提
供を行い創業する内容と商圏、ターゲット等について支援を行う。必要に応じ専門家の支援
を受ける。
（４） 創業後も引き続き記帳、税務及び事業を継続していく中で小規模事業者が抱えるさまざまな
課題に対し必要な経営支援を行う。
（５） 事業承継にあっては、税理士、弁護士など専門家の助言も得て、円滑な事業承継を継続的に
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
創業・事業承継ｾﾐﾅｰ
1
2
3
3
3
3
創業・事業承継支援
10
10
10
15
20
30
事業実施支援（事後指導）
20
40
40
60
80
120
件数

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
事業計画策定後のフォローアップのニーズが高くなっており、現状でも特に国の農商工連携などの
認定事業については、その後の補助金を受けて設備投資を実施するなど、フォローアップの必要性は
高いが、現状の組織体制ではこのニーズに十分応えられているとはいえない。フォローアップについ
ては、今後かながわ、湘南両信金との支援連携協定に基づく支援体制を構築し、連携して支援に当た
るなど、「伴走型の支援」を充実する。
（事業内容）
（１） 事業計画策定後、必要に応じ巡回・窓口相談（最低でも年 4 回）し、進捗状況の確認を行う
ともに、必要な指導・助言を行う。
（２） 特に農商工連携、地域資源活用、6 次化などの国の認定や経営革新認定を受けた事業所に対
しては、県中小企業団体中央会など関係機関とともに四半期に一度巡回訪問し、進捗状況及
び当面の課題を把握し、必要な支援を行う。
（３） 事業計画の進捗状況により、計画の見直しが必要とされるときは、必要に応じ専門家の助言
も聴き、事業計画の変更を行う。
（４） 新商品開発では、開発の進捗状況を確認するとともに、市場動向調査も踏まえた計画の見直
しなどについて専門家の助言も得て必要なアドバイスを行う。
（目標）
支 援 内 容
現 状
28 年度
29 年度
30 年度
31 年度
32 年度
事業実施支援
50
120
120
140
140
160
（事後指導）件数

５．需要動向調査に関すること【指針③】
小規模事業者が事業計画を策定する際や、日頃の事業活動を展開する際、自社の取り扱う製品、商
品、サービスに市場ニーズを把握することが重要であり、支援の充実が求められている。
（事業内容）
（１） 毎月の魚市場統計（水揚げ、価格、魚種など）や前掲の観光行動調査（来訪目的、来訪ルー
ト、観光消費額、意見要望など）を分析して、水産や観光関連の市場環境を把握し、相談対
応時に活用するとともに、適時会報、ホームページなどに分析結果を公表する。
（２） 中小企業相談所員（経営指導員及び経営支援担当）が対象事業所の商品の市場動向などの情
報を既存資料などから収集し、相談、支援企業に提供する。
（３） 地域 GIS を活用した商圏レポートデータ作成システムを導入して、企業ごとのより詳細な動
向調査の提供を行うことにより、現状及び推移を把握、小規模事業者の経営支援活動に使用
する。
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（４） かながわ、湘南両信金との支援協定に基づき、必要に応じて信金の持つ情報の提供を得て支
援に活用するとともに、管内の企業活動に密接な関連がある市場動向の情報については可能
な限り会報、ホームページなどでその概要を発信する。
（目標）
支 援 内 容
現 状
28 年度
29 年度
30 年度
31 年度
32 年度
商圏レポート等調査件数
1
50
100
150
200
200

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】
販路開拓の充実が小規模支援の最大のポイントとなってきている。会議所では現在販路の拡大・開
拓を支援するため、商談会・展示会への出展支援や、バイヤー等とのマッチング事業を行っているが、
今回、本事業実施にあたり、近隣の横須賀商工会議所や支援協定をしている、かながわ、湘南両信金
などの支援機関と連携し、より多くの商談会等への出展支援やバイヤーなどとの個別商談支援などの
販路拡大支援を行っていく。
（事業内容）
〔商品などの販路開拓〕
（１）地域資源を活用した商品などの販路開拓支援として、三浦半島地域（三浦・横須賀商工会議所）
との共催により、食の名刺交換会と題し、食材とレストラン・デパート等のバイヤーとの商談会
を開催。
（２）東京ビックサイトで開催される「スーパーマーケット・トレードショー」のような全国からバ
イヤーが多く集まる展示会で三浦商工会議所ブースを確保するほか、展示会イベントの情報提供
をし、出展希望企業に対する支援するなど、販路拡大の支援を行う。
（３）金融機関と連携し独自にバイヤーとの商談会を随時開催し販路拡大の支援を行う。
（４）市内には大規模な加工工場が少なく、手作り商品が多いのが現状。生産個数に限りがあるので、
商品によって大量生産が必要なものは、近隣会議所や金融機関などの情報を得て加工工場とのマ
ッチングも行う。
〔観光サービスの販路開拓〕
（１） 観光及び商店街の観光資源化に係る販路開拓支援として、商店街内を散策する「商店街ツア
ー」を平成 25 年に 2 回開催し好評だった。大漁旗づくり体験、和菓子作り、三崎まぐろラー
メン作り等、特色を盛り込んだツアー商品を旅行会社へ提案。また、今年度は、神奈川県、
商連かながわ等と連携し、体験ツアーを盛り込んだ商店街ツアーを開催。主に飲食店・体験
等を行っている事業者の販路開拓支援を行う。
（２） 近隣の横須賀商工会議所と連携し、米海軍横須賀基地に勤務する外国人を誘客する新規開拓
事業としてバスツアーを企画。外国人に対応できるよう、メニューの外国語表記、簡単な英
会話講習会等、従業員教育も実施する。
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（目標）
支 援 内 容
地域資源商品等の
展示会、商談会開催数
地域資源商品等の
展示会、商談会参加数
地域資源商品等の
展示会、商談会成立数
観光及び商店街の観光資
源化事業の展示会、商談会
開催数
観光及び商店街の観光資
源化事業の参加数
観光及び商店街の観光資
源化事業の商談成立数

現

状

28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

3

5

5

5

5

5

25

35

35

40

40

50

3

5

5

20

20

30

2

5

5

5

5

5

3

15

20

25

30

40

3

10

15

15

20

30

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
１．地域活性化計画の検討（政策運営会議）
当所では、地域活性化に係る会議所の取り組みや地域産業のビジョン検討のため、正副会頭会議、
常議員会、各部会のほか、地域活性化策の協議の場として政策運営会議（座長：かながわ信金理事長）
を組織し、産業活性化に関する事業方針の検討や産業振興に係る都市基盤整備の推進、さらには神奈
川県、三浦市などへの政策要望、他機関との連携の在り方などの協議し、課題の整理や事業の方向性
などを検討している。この方向を踏まえて、地域産業ビジョン実現のための具体的取り組みを行う。

２．地域金融機関との支援連携強化
小規模事業者支援の拡充を目的に、平成 27 年 3 月にかながわ信金、湘南信金と支援連携に関する
協定、覚書を締結し、地域産業ビジョンの検討、地域経済や主要産業の市場動向の調査分析や個社支
援など、幅広い支援を行うこととしている。

３．観光振興の取り組み
神奈川県の施策である「新たな観光の核づくり構想」の提案募集に際し、三浦市、三浦市観光協会、
三浦海業公社、京急電鉄、三浦商工会議所などで「観光の核づくり検討会議」を組織して城ケ島・三
崎下町地区の構想策定を行い、平成 25 年 11 月に神奈川県の認定を受けた。現在は認定された構想に
基づき、構想策定者と地元関係団体で組織する「観光の核づくり協議会」が主導し、神奈川県の支援
を受けて観光施設整備などの事業を進めており、三浦商工会議所も三浦市等とともに新たな観光事業
の誘導や事業化支援をしている。また、当所の自主事業として城ヶ島の県有地を借用して駐車場運営
を行い、その収益を城ヶ島の観光施設や環境整備に活用するなど、観光振興のための事業を積極的に
推進している。
また、市内に数ある観光スポットの回遊性を高めることにも配慮した観光情報発信や特産品開発等
について、三浦市、関係団体との連携も図りながら地域経済の活性化に資する取り組みを積極的に実
施する。
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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
（１）神奈川県下商工会議所では、専務理事・事務局長・相談所長会議を定期的に開催しており、商
工会議所間での情報交換を行っている。また、近隣の横須賀商工会議所とは事業の連携及び情
報交換を密に行っている。今回、経営発達支援事業推進にあたり、横須賀商工会議所を始め、
県下商工会議所・商工会と連携し、経営発達支援に係るノウハウ等の情報交換会を定期的に開
催。支援状況・課題等について共有し、各々の経営発達支援事業に活用、小規模事業者への支
援力の向上に繋げる。
（２）神奈川県、三浦市、(公財)神奈川県産業振興センター、神奈川県中小企業団体中央会等の支援
機関と連携し単発で支援事業等を行っている。今回、経営発達支援事業推進にあたり、かなが
わ信用金庫、湘南信用金庫とは、小規模事業者支援及び地域経済活性化に関する「業務連携・
協定に関する覚書」を平成 27 年 3 月に締結し、支援体制の充実を図るとともに、必要に応じ
関係支援機関との支援会議を開催し、経営発達支援に係るノウハウ等の情報交換会を行い、小
規模事業者への支援力を向上繋げる。

２．経営指導員等の資質向上等に関すること
（１） 経営指導員等には、日本商工会議所、神奈川県商工会議所連合会、中小企業大学校等が主催
する研修の参加に加え、独自研修会への参加。経営指導員等が 20 時間程度の研修参加を義務
付け、経営発達支援に係る支援能力を向上させる。
（２） 経営指導員等がデータ分析の能力向上のために必要な研修会等への参加・開催し資質向上を
目指す。
（３） 毎週開催している、経営指導員を含めた中小企業相談所会議において、各指導員から案件ご
との状況報告及び課題についての報告を行い、情報共有及び、他の指導員等からのアドバイ
スを受けられる体制をつくり、経営指導員間の連携を図り、資質向上を図る。

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
毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。
① 外部有識者であるコーディネーターで構成する委員会を年 1 回開催し実施状況、成果の評
価・検証を行い、見直し案の提示を行う。また、産業活性化に関する事業方針の検討や産業
振興等を検討する政策運営委員会（三浦商工会議所議員で構成）により、事業遂行について
の意見聴取を行う。
② 正副会頭会議において、各事業の実施状況、成果の評価・検証・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・見直しの結果を三浦商工会議所のホームページ
（http://www.miura-cci.com/）で計画期間中公表する。
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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 月現在）
（１）組織体制
本事業の実施体制については、中小企業相談所経営指導員を中心に所長及び経営支援担当などを含
む 6 名で業務遂行に取り組む。
○役員・議員 会頭 1 名、副会頭 3 名、専務理事 1 名、議員 70 名（うち常議員 23 名）、監事 2 名
○事 務 局 事務局長 1 名、事務局次長 1 名（中小企業相談所長を兼務）
管理課 5 名
課長 1 名、課員 3 名、雇員 1 名
中小企業相談所 6 名
所長 1 名、経営指導員 2 名、経営支援担当 2 名、雇員 1 名

専務理事

事務局長

管 理 課

中小企業相談所

（２）連絡先
中小企業相談所 TEL：０４６−８８１−５１１１
FAX：０４６−８８１−３３４６
URL：http://www.miura-cci.com/
E-mail：info@miura-cci.com
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（別表３）
経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
（単位
28 年度
(28 年 4 月以
降)
必要な資金の額

46,000

29 年度
46,000

30 年度
46,000

中小企業相談
46,000
46,000
46,000
所
（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。

31 年度

46,000

46,000

46,000

国補助金、県補助金、市補助金、一般会計（会費・各種事業収入・団体受託事業）
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32 年度

46,000

調達方法

（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。

千円）

（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
①
地域資源活用事業
・商品のブラッシュアップを図るため、商品評価及び需要者の動向をバイヤー・旅行会社等
から聴取する為、バイヤー等の紹介。
・販路拡大、開拓する為、バイヤーの紹介。
・専門的意見を聴取する為の専門家。
・農商工連携、地域資源活用補助金書類作成対する支援。
・日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資」等の支援。
・各種統計資料の提供。
・市内外に対する PR 活動の支援。
・事業計画等の作成に関する支援。

②

観光資源活用事業
・商品のブラッシュアップを図るため、商品評価及び需要者の動向を旅行会社等から聴取す
る為、専門家等の紹介。
・商品化するための支援。
・各種統計資料の提供。
・市内外に対する PR 活動の支援。
・在日米海軍横須賀基地勤務する外国人に対しての PR 支援。
・外国人観光客への対応、Wi-Fi 整備などハード、ソフト両面の充実支援（人材育成、研修、
専門家の活用、紹介等）
。
・事業計画等の作成に関する支援。

③

商店街、商店の活性化と観光資源化事業
・特色ある街並み形成に合わせた個店への誘導（店舗の改装、陳列などについての支援、専
門家の活用、紹介等）
・地域産品、技能を生かした飲食経営の改善、メニュー開発支援（専門家の活用、紹介等）
・京急「三崎まぐろキップ」のような観光ツアーメニュー開発と個店の対応支援
・外国人観光客への対応、Wi-Fi 整備などハード、ソフト両面の充実支援（人材育成、研修、
専門家の活用、紹介等）
・事業計画等の作成に関する支援。

④

創業・事業承継支援事業
・創業及び第二創業希望者の情報提供。
・空き店舗情報等の提供。
・創業融資の支援。
・創業補助金申請に係る支援。
・経営革新計画作成に対する支援。
・事業計画等の作成に関する支援。
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連携者及びその役割
・三浦市 吉田英男市長 神奈川県三浦市城山町 1 番 1 号 046-882-1111
三浦市東京支店「なごみま鮮果」及び市内外イベントでのＰＲ、各種情報提供、媒体でのＰＲ他
・神奈川県 黒岩祐治知事 神奈川県横浜市中区日本大通 1 045-210-1111
市内外イベントでのＰＲ、各種情報提供、各媒体でのＰＲ他
・かながわ信用金庫 平松廣司理事長 神奈川県横須賀市小川町 7 番地 046-826-1515
ビジネスマッチング、創業・起業支援、統計・調査資料の提供、融資他
・湘南信用金庫 石渡卓理事長 神奈川県横須賀市大滝町 2 丁目 2 番地 046-825-1212
ビジネスマッチング、創業・起業支援、統計・調査資料の提供、融資他
・日本政策金融公庫横浜支店 鏡宝代志事業統轄 神奈川県横浜市中区山下町 89-6（プライムタワー
横浜） 045-201-9912
ビジネスマッチング、融資他
・公益財団法人神奈川産業振興センター 小林 賢理事長 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川
県中小企業センタービル 4 階〜6 階 045-633-5000
よろず拠点による専門家派遣他
・神奈川県中小企業団体中央会 森洋会長 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川県中小企業セン
タービル 9 階 045-633-5131
ビジネスマッチング
・独立行政法人中小企業基盤整備機構 高田坦史理事長 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル
ビジネスマッチング、専門家派遣他
・ＮＴＴ東日本−南関東 横須賀支店 標千利支店長 神奈川県横須賀市若松町 3-1-6NTT 横須賀別館
ﾋﾞﾙ 1 階 0120-454621
Ｗｉ-Ｆｉ整備、外国人向けＨＰによるＷｉ-Ｆｉ事業所のＰＲ他
・在日米海軍横須賀基地 神奈川県横須賀市楠ケ浦町
米海軍横須賀基地勤務の外国人に対するＰＲ他
・三浦ブランド商品認定事業者協議会 石毛清雄会長 神奈川県三浦市三崎 2-22-16 三浦商工会議所
内 046-881-5111
三浦ブランド商品として認定された商品の販売及びバイヤーとの商談他
・（協）三浦市商店街連合会 岩野匡史理事長 神奈川県三浦市三崎 2-22-16 三浦商工会議所内
046-881-5111
空き店舗対策、創業者・第二創業者等に関する支援
・京急観光㈱ 東京都大田区大森北 6-12-17 四宮浩取締役社長 03-5767-9715
市内事業所を活用したツアーの実施他
・（一社）三浦市観光協会 石毛浩雄会長 神奈川県三浦市南下浦町上宮田 1450-4 046-888-0588
希望する小規模事業者の選定及び観光 PR に関する支援
・みうら漁業（協） 鈴木 清代表理事組合長 神奈川県三浦市三崎 5-12-5 046-881-7261
水産物資源の提供及び魚介類に対する知識の支援
・三浦市農業（協） 出口吉男代表理事組合長 神奈川県三浦市初声町入江 260-1 046-888-3145
農産物資源の提供及び農産物に対する知識の支援
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連携体制図等
① 地域資源活用事業

目
標
地域資源活用事業所の販路開拓・拡大及び地域経済の活性化
かながわ信用金庫

神奈川県
三浦市

三浦商工会議所

湘南信用金庫

ミラサポ

日本政策金融公庫

神奈川産業振興センター

中小企業基盤整備機構
三浦ブランド商品

県中小企業団体中央会

認定事業者協議会

みうら漁業（協）

三浦市農業（協）

② 観光資源活用事業

目
標
地域資源活用事業所の販路開拓・拡大及び地域経済の活性化
ＮＴＴ東日本−南関東

神奈川県

横須賀支店
三浦市

三浦商工会議所
かながわ信用金庫

京急観光㈱
ミラサポ
神奈川産業振興センター

日本政策金融公庫
在日米海軍横須賀基地

三浦市観光協会

県中小企業団体中央会

（協）三浦市商店街連合
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③ 商店街、商店の活性化と観光資源化事業

目
標
商店街、商店の販路開拓・拡大及び地域経済の活性化
ＮＴＴ東日本−南関東

神奈川県

横須賀支店

三浦商工会議所

三浦市

かながわ信用金庫
京急観光㈱

日本政策金融公庫

ミラサポ
神奈川産業振興センター

在日米海軍横須賀基地

三浦市観光協会

県中小企業団体中央会

（協）三浦市商店街連合会

④ 創業・事業承継支援事業

目
標
創業及び第二創業者、事業継続支援
かながわ信用金庫
（協）三浦市商店街連合会
湘南信用金庫
ミラサポ

三浦商工会議所

神奈川産業振興センター
県中小企業団体中央会
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日本政策金融公庫

