
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 海老名商工会議所 （法人番号 1021005004933） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

【テーマ】 成長都市 海老名 ～ 大型店と共に生きる“共存共栄”を目指した小規模
事業者への伴走型支援 ～  （サブテーマ）「まずは“足元”から」 

地域の小規模事業者が大型店や大手企業にはない“個々の特色”に気付き、持続的

発展に向け“個々の戦略”をもって商売を成長させられるよう、地域の経済・需要動向

調査を活用し、「小規模事業者の数だけ特色と課題がある」に着目した支援を行う。 

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 
○市内 28 地区（丁目別 99 ブロック）の地区別人口・年齢・男女比等を分析し、

小規模事業者が活動拠点としている“足元”（地区）の把握ができるようデー

タ化する。  ※大型店との商圏の差別化を意識する。 

○「商品構成が地区の特性に合っているか」「ターゲットとしている年代がいる

か」「商圏拡大が期待できる地区はどこか」等、小規模事業者がいつでも検

証できる仕組みを構築し、販路拡大につなげる。 

２.経営状況の分析に関すること   
○「小規模事業者の数だけ特色と課題がある」に着目した支援を行う。経営分

析が雲の上の存在である事業者に対しては、身近な経営分析（入口）から

事業者自身の“気付き”を引き出し、事業計画策定の基盤づくりを行う。 

３.事業計画策定支援に関すること 
○補助金・融資・経営革新等に伴う事業計画策定の他、入口の経営分析から

“気付き”を得た小規模事業者に、明らかとなった課題に対する事業計画策

定支援を行う。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること 
○事業計画策定事業者には四半期に 1 度フォローアップを行うと共に、事業承

継、人材確保等小規模事業者が持続的に発展していくための、人材育成要

素についても積極的に支援を行う。 

 ５.需要動向調査に関すること 
○前述１を活用した創業並びに販路拡大支援として、J-Net21 にリンクした「業

種別支援システム」を新たに構築する。 

○システム稼働後に、実際に活用した事業者を中心に「顧客層や商圏の変化」

「売上・利益の変化」等に対するアンケート調査を実施する。 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
○商業系、工業系等「業種別」の販路開拓支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み     

○「商工フェア」「まちゼミ」を開催し、小規模事業者の魅力を PR する。 

○“共存共栄”策 として、大型店、大手企業とのコラボレーションを活用する。 
 

連絡先 

海老名商工会議所 経営支援部  〒243-0434 神奈川県海老名市上郷 485-2 

℡ 046（231）5865 Fax 046（231）0225 

URL:http://www.ecci.or.jp   e-mail info@ecci.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 

 

テーマ 

成長都市 海老名  

～大型店と共に生きる“共存共栄”を目指した小規模事業者への 

伴走型支援～ 

 

海老名商工会議所  
   昭和 36 年 1 月 5 日 海老名市商工会 設立 

   平成 12 年 4 月 3日 海老名商工会議所に移行 

     [会員数] 1,834 （平成 28 年 1 月 1日現在） 

     [地区内商工業者数] 3,728（平成 18 年事業所・企業統計調査より） 

      [組織率] 49.2％ 

     [会員業種割合] 商業 20％、工業 10％、建設・不動産業 23％ 

             サービス業 30％、飲食・環衛業 17％ 
           ※商業・サービス業・飲食業等商業系が 67％を占める。 

 神奈川県 海老名市 
   人口：129,906 人 世帯数：53,526 （平成 28 年 1 月 1日現在）   

 

 
・ 当地域は、2002 年（平成 14 年）商業施設『小田急ビナウォーク』がオープンして以降加速

度的に開発が進み、昨年 2015 年（平成 27 年）10 月には駅西口に『ららぽーと海老名』が

オープンし新たな「まち開き」が実現した。海老名駅周辺にはイオン、ダイエー、ビナウ

ォーク、マルイ、ららぽーとの５店が立地し、周辺他市に比べて大型店の集積度が高いこ

とが特徴となる。また、海老名市は鉄道 3 線が接続しており、新宿や横浜等都心へのアク

セスも良く、昨春さがみ縦貫道路の海老名～寒川北が開通したことにより、交通の利便性

はますます高まり、現在の人口約 13 万人が 2 年後の 2017 年（平成 29 年）には 13.5 万人

に増加することが予測されている。ビナウォークがオープンした 2002 年の人口 11.9 万人

と比べると、1.6 万人増加（113％）することになる。（※海老名市第四次総合計画より） 
※人口の推移については次ページに記載

 

・ 上記のように市が成長を遂げている中、小規模事業者は大型店進出のあおりを受け、元気
をなくしているのが現状である。この課題を解決していくためには、大型店を恐れるので

はなく、個店ならではの“足元”を見つめた事業展開、もしくは逆に大型店を活用した“共

存共栄”を目指していく支援が必要であると考える。交通の利便性を活かし周辺他市から

の集客力を誇れる大型店との差別化を図り、小規模事業者が地域を熟知し、地域に根差し

た事業を持続的に展開できるよう支援していくことを、海老名商工会議所「経営発達支援

事業」の目標とする。 
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<海老名市ならびに産業構造の現状> 
 

○海老名市人口推移                                              （単位：人） 

年(4/1 現在) 人口 年(4/1 現在) 人口 年(4/1 現在) 人口 

平成 12 年 117,218 平成 18 年 123,966 平成 24 年 128,157 

平成 13 年 118,463 平成 19 年 124,992 平成 25 年 128,531 

平成 14 年 118,911 平成 20 年 126,184 平成 26 年 129,193 

平成 15 年 120,220 平成 21 年 126,936 平成 27 年 129,397 

平成 16 年 122,419 平成 22 年 127,130 ↓ ↓ 

平成 17 年 123,960 平成 23 年 127,797 平成 29 年 135,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海老名市産業別事業所数推移 

年 総数 
卸・小売 

（商業） 

製造 

（工業）

建設 
（不動産含） サービス 飲食 その他 

平成 18 年 3,832 936 244 784 1,329 517 22 

平成 21 年 4,339 944 280 987 1,532 550 46 

平成 24 年 4,055 906 250 929 1,437 522 11 

 H18 年：「事業所・企業統計調査」 H21 年：「経済センサス基礎調査」 

H24 年：「経済センサス活動調査」 （資料「統計えびな平成 26 年版 産業別事業所数」） 

 

○市全体と会議所会員業種割合から見える特徴                  

 基準総数 
卸・小売 

（商業） 

製造 

（工業） 

建設 
（不動産含） サービス 飲食業 

海老名市データ 
（平成 24 年） 

4,044 件 
(その他除く) 

22％ 

(906 件) 

6％ 

(250 件) 

23％ 

(929 件) 

36％ 

(1,437 件) 

13％ 

(522 件)

会員業種割合 
(H28.1.1 現在) 

1,834 件 
20％ 

(354 件) 

10％ 

(186 件) 

23％ 

(428 件) 

30％ 

(551 件) 

17％ 

(315 件)

  ※会議所会員 工業には食品製造等、飲食業には環衛業（理美容・クリーニング）が含まれる。 

 

「工業・建設業系」に比べ、「商業・サービス業・飲食業等」商業系の割合が高いことが海老

名市の特徴と言える。（商業系業種割合 市全体：71％、会議所会員：67％） 

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H29

海老名市人口推移
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<海老名商工会議所の役割と課題> 
  

 （役割）「強い経済 ⇔ 地域の事業者が元気 ⇔ 地域活性化」 

 
   上記の矢印は双方向の意味を持ち、地域の小規模事業者が元気にならなければ、地域経

済も地域自体も元気にはならない。海老名の地域経済を支える小規模事業者の現状は、多

くの地域がそうであるように売上減少、経営者の高齢化、人材不足等多くの課題を抱えて

おり、さらには大型店進出のあおりを受け、需要の低下、顧客の減少等に悩まされている。

「交通の利便性が良く、大型店の集積度が高い。」「アド街ック天国」等テレビやメディア

にも取り上げられ、市は外部から注目を集めるまでになっているが、地域の成長はやはり

大企業、大型店の力に頼るものではなく、むしろ地域の小規模事業者が大型店や大手企業

にはない“個々の特色”に気付き、持続的発展に向け、“個々の戦略”をもって商売を成長

させるところにあると考える。 

 

[そこで、海老名商工会議所に求められる役割とは・・・] 
 ①小規模事業者が地域を熟知し、地域に根ざした事業を展開できるよう経済動向調査、

需要動向調査等を行い情報発信すると共に、その結果を小規模事業者支援に活用する。

（創業・第二創業支援にも活用する） 

 ②小規模事業者が持続的に発展できるよう、販路・需要開拓支援等売上や利益を確保す

るための支援ならびに事業承継・人材確保・人材育成支援に重点を置く。 

   ③経営分析・事業計画策定支援を充実させる。特に小規模事業者にとって、ある意味“雲

の上”的な存在である経営分析を、身近な理解しやすい分野から導入し、将来的には

小規模事業者が事業計画を基に“個々の経営戦略”を立て、商売に邁進できるよう事

業計画策定支援を強化する。 

   ④国・県・市による各種施策や補助金は、小規模事業者が活用してこそ本来の意味を成

すと考え、小規模事業者に対する各種施策の情報発信を強化する。 

   ⑤上記④により各種施策を普及させると共に、その施策に反映させてもらえるよう小規

模事業者が実際に抱える課題とニーズを行政に伝えていく。 

⑥大型店、大手企業との連絡を密にし、地域振興・地域貢献に対する企画提案等を行う。

    （“共存共栄”策の模索研究） 

 

 （課題）「今までの支援に対する課題」 
   今まで海老名商工会議所が行ってきた小規模事業者に対する支援は、税務や融資を中心

とした、いわゆる“従来型支援”である。もちろんその後のフォローアップ支援は行って

いたが、支援の枠を更に広げられなかったと考えられる要因の 1つは「専門的な相談案件

に関しては中小企業診断士」との縦割り意識がどこかで働いていたこと。さらに、小規模

事業者への支援に関し、事業者を画一的あるいは同一視して“一括り”に考えていたこと

ではないかと考える。小規模事業者の特色は十人十色であり、強み弱みも違えば、現在抱

えている悩みや課題も違う。専門的な案件に関しては、確かに専門家の力を借りる必要が

あるが、入口の支援にあたってはその“入口”が複数存在することに、まずは焦点をあ 

てても良いのではないかと考える。 

 

以上を課題と認識し、10 年後には上記「海老名商工会議所に求められる役割」で掲げた支

援が当会議所の“売り”となり、小規模事業者が個々の戦略を持ち、大型店との“共存共

栄”による「強い経済」を作り出していけるよう支援していくことを目標としたい。 
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<課題解決の方針と具体的な目標> 

  

 （1）支援体制の強化 
   ①専門的な経営課題等に対する事業計画策定支援（補助金・融資・経営革新等） 

     小規模事業者ならびに創業者の専門的な経営課題に関しては、ミラサポや神奈川県

     よろず支援拠点等の専門家や関係諸機関と共に支援する。その際専門家の手法を学

び、経営指導員の資質向上を図ると共に、件数と経験を重ねることで商工会議所の

支援体制自体も強化する。 

      

   ②複数ある入口に対する経営分析支援（小規模事業者の実情とニーズにあった支援） 

     「小規模事業者の数だけ特色と課題がある」に着目した支援を行う。 

 

    たとえば･･･ 

     ●SWOT 分析で「強み/弱みとは何か？」を小規模事業者にいきなり質問しても「SWOT

って何？」となるのが現状である。人気商品や特色のあるサービスを持っていなく

ても、「常連客の家族構成や好みを知っている」「お中元やお歳暮には何が喜ばれる

かを知っている」といった“経験”が“強み”になることにまずは気付いていただ

くことが複数ある入口を見つけることになる。 

    たとえば･･･ 

●損益分岐点分析で「いくら以上売れば利益が出るのか」を理解していただく。そ

の入口から売上向上・経費削減等にまずは意識を向けていただく。 

 

 

     ※本計画を実施する 5 年間で、今まで経営分析が雲の上の存在であった小規模

事業者が、ただ商売をするのではなく経営分析の第一歩として“気付き”を得るた

     めの巡回指導を強化するものとする。（年間 600 件以上） 

 

      （目標）経営分析巡回 月 50 件×12 か月＝600 件以上  

 

 

 

③入口から入った後の支援（経営分析、事業計画策定につなげる支援） 

 

  経営分析の第一歩“気付き”を得た事業者に対して、次のステップでは（例）「強み

をどう活かすのか」「具体的な利益計画」等を考えていただく。小規模事業者が持続

的に発展していけるよう各事業者に合わせた切り口でステップを踏み、最終的には

事業計画策定につなげていけるよう支援並びにフォローアップを行う。 

 

 

※本計画を実施する 5年間で、上記入口から気付きを得た事業者の 50％以上が事業

計画策定に着手できることを目標とする。 

 

 (目標)気付きを得た事業者数 年間 100 社(想定)×0.5×5 年間＝250 社以上 
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（2）情報発信力の強化 
    

   もう一つ海老名商工会議所の課題として「情報発信力が弱い」ことがあげられる。 

   それを解決するために以下の方針を取り入れる。 

  

   ①本計画の柱である「経済動向調査」「需要動向調査」については販路拡大セミナー等で

   システムの操作方法と実際の活用法をレクチャーする。また随時個別相談を受けると共

に巡回において小規模事業者への普及をはかる。 

 

②国・県・市の施策・補助金等については、広報紙・ホームページでの周知だけでなく、

場合によっては専門家による職員勉強会を即座に開催し、職員が内容を熟知した上で巡

回により情報を発信する。（該当事業者の掘り起しを普段の巡回から心掛けておく） 

 

③入口から入って事業計画を策定した事業者や、事業計画を基に各種施策・補助金の認

定を受けた事業者の成功例を広報紙・ホームページ等に“生の声”として掲載し、経営

分析や事業計画策定が雲の上の存在ではないこと、「自分にも出来るかも！」という身近

なものとして認識していただけるよう PR を強化していく。 

 

④事業承継、人材確保・人材育成についても広報紙・ホームページ等に成功例を掲載し、

「あきらめない」「相談しよう！」の意識を高めていく。 

 

 

（3）中長期的目標（まとめ） 
  [本計画を実施する 5年間の目標] 

 

 

   ○新しく構築する「経済動向調査」・「需要動向調査」の普及と操作・活用法支援 

   ○経営分析・事業計画策定支援の啓蒙と策定事業者数の増加 

     ・経営分析 入口の“気付き”を得るための巡回強化（年間 600 件 目標） 

     ・事業計画策定事業者数 入口“気付き”事業者の 50％以上を目標 

                    （年間 50 社 5 年間で 250 社以上 目標） 

               補助金・融資・経営革新等に関する事業計画策定件数  

                  （年間 30 社以上 5 年間で 150 社以上 目標） 

   ○情報発信力の強化並びに成功事例の PR 

 

 

 

[本計画実施 10 年後の目標]（中長期目標） 

 

   小規模事業者から「痒いところに手が届く」「欲しい情報が手に入る」「事業計画 

は身近なもの」と感じてもらえる商工会議所を目指し、地域や需要の動向調査を 

基に経営分析、事業計画策定支援を「小規模事業者の経営戦略」に発展させ、大 

型店と“共存共栄”できる地域の基盤を確立する。 
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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 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】 
 

(サブテーマ) ～まずは“足元”から①～  
 

  ◇大型店進出を脅威とせず地域特性を最大限に活用した小規模事業者支援◇ 
 

海老名市内には 28 地区（丁目別 99 ブロック）があり、その地区別人口・年齢・男女比等を分析

し、小規模事業者がまずは自分が活動拠点としている“足元”（地区）の把握ができるようデータと

して会議所ホームページ等に掲載すると共に、巡回指導等で販路拡大支援に活用する。 

 

この調査の目的は、大型店進出に怯えるのではなく、大型店との商圏の差別化を意識し、足

元の“地域”を分析することで小規模事業者の商圏並びに販路拡大をねらうもの。 

過去にそのような分析調査をしたことがなく、今回実施することで文字通り「経営発達支援」のた

めの 1 アイテムとすることを目的とする。 

 

データの分析には、中小企業診断士・IT関連会社等と連携し、下記のような仕組みとすることを予

定している。 

 

① 28 地区（丁目別 99 ブロック）の年齢・男女別人口を調査。 
年齢は0歳～85歳以上までを5歳ごとに区切ったものとし、その地区に居住するユーザ

ー層を明確にする。なお、5 歳ごとのデータであるため、将来的な動向予測にも役立て

る。（マンション開発地域は 2年後追記、全市的には定期的（5 年毎）に更新予定） 

 

② このデータをその地区に立地する小規模事業者の商圏再検討につなげ、販路拡大支援
等に活用する。 

 
③ 具体的には、小規模事業者が「商品構成が地区の特性に合っているか」「ターゲットとして
いる年齢層がいるか」「他地域に商圏を拡大できないか」等、地区別ブロック別に検証でき

る仕組みを構築する。 

なお、この部分については「需要動向」にも連動するため、今後支援実績を蓄積し、

個社から地域にわたる多角的な分析ができるよう展開する。 

 

 

  ※イメージは次ページの通り。（現段階でのサンプルです） 
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なお、地域情報であるため「不正利用防止」を考慮し、会員ログイン画面を設ける予定で 

あるが、非会員事業所にも事前に周知し、新規ユーザー登録から利用できるものとする。 

 
  （※2015 年版「小規模企業白書」小規模企業振興のための 4つの目標①需要を見据えた経営の 

推進、④地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備に該当させる） 
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２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
 [総論的な考え方と方向性] 

小規模事業者の持続的発展に向け、前述の地域動向調査を最大限活用すると共に、経営

指導員の巡回・窓口相談・各種セミナーの開催等を通じて小規模事業者の経営分析を行

う。現状は各指導員による従来型支援が主であるが、今後専門的な課題等についてはよ

ろず支援拠点、ミラサポ、地域金融機関、中小企業診断士等と連携し、小規模事業者の

抱える経営上の悩みに対し一歩踏み込んだ支援を開始する。なお、連携する際の会議所

のスタンスは“顔の見える”地域の町医者として事業者に寄り添い、各種専門医（専門

家）と連携するスタイルを志す。 

 

 （具体的な内容） 

（1） 巡回訪問を強化すると共に、各種補助金申請、経営革新（第二創業）、事業承継等

に該当する小規模事業者をピックアップし、経営状況等を把握。各種専門知識を

有する専門家と連携することで、課題・コンセプト・実施の時期を明確にする。

なお、「景気が今一つで商売がはかどらない」という漠然とした言葉の奥に課題は

潜在化しており、SWOT 分析等において「何が課題であるのか」を絞り込むために、

小規模事業者への対応はコーチング手法(※)を意識的に取り入れる。 

 

《※コーチング（coaching）とは》 

人材開発技法の 1 つ。対話によって相手の自己実現や目標達成を図る技術であるとさ

れる。相手の話をよく聴き（傾聴）、感じたことを伝えて承認し、質問することで、相手（経

営者）の潜在的な意向、希望を引き出す手法。 

 

（2） SWOT 分析等により課題を抽出したところで、小規模事業者のコンセプトを確認し、

経営状況を把握すると共に、地域動向、業界動向等も合わせて分析し、課題解決

に向けた情報収集を行う。【指針③に連動】 

 

（3） 上記を基に、目標を更に明確化し「何をいつから実施するのか」実施計画を作成

する。【指針②に連動】 

 
[各論的な考え方と具体策] ～まずは“足元”から②～ 
総論については前述の通りであるが、現実的には中企業、大企業に比べて小規模事業者

は「経営分析」を活用出来ていないのが現状である。当会議所の基本的な考え方並びに

手法としては、小企業者も含めてまずは「わかりやすい」「基本的な」経営分析を加え

ていこうというもの。現状から一歩踏み込んで、小規模事業者に経営分析を身近なもの

として捉えていただくことをスタートとしたい。そこで、「小規模事業者の数だけ特色

と課題がある」に着目した支援を新たに開始する。たとえば、SWOT 分析の「強み」の

中には、商品構成や品揃えの豊富さ、人材、パソコンが強い、後継者がいる等“入口”

が複数あることに着目し、各小規模事業者が身近で理解しやすい分野の経営分析から着

手する。また、当会議所の強みである税務指導についても「損益分岐点分析」を取り入

れ「いくら以上の売上があれば利益が出るのか」を理解していただき、その“入口”か

ら売上向上・経費削減等に意識を向けていただく方向で支援を進めていく。身近な経営

分析から事業者自身の“気付き”を引き出し、次の事業計画策定ステージへステップア

ップさせることが狙いである。 
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 （新たな支援） 

～ たとえば税務指導を行う時に ～ 

 

  ◆税務指導 プラス１
ワン

 （対象：主に小企業者） 
当会議所は前身が商工会であり、個人事業者の所得税・源泉税・消費税の税務指導に長

年取り組んできた実績がある。（昭和36年商工会として設立以来54年間 税務指導継続）

やむなく廃業する小規模事業者は年々後をたたないが、新たに開業した事業者の開業相

談・開業手続き・記帳指導を継続して行うことにより、ここ十数年相談者が減少するこ

とはなく、決算申告指導に関しても毎年約 170 件とコンスタントな数字で推移している

のが当会議所の特徴である。 

 

※従来の“税務指導”にプラス１
ワン

 

  

「損益分岐点分析」をプラスする。  
 現状は決算申告の作成支援が主だが、決算書から固定費、変動費を計算し、下記の

ようなフォームで税務指導の最後に「損益分岐点」を説明。小規模事業者にいくら

以上売上げれば利益が出るのか把握していただき、経営分析の初めの一歩を踏み出

していただくと同時に、売上向上・経費削減等課題の提示と、目標額設定等利益計

画への意識付けをプラスする。 【指針①に連動】 

 

 

  売上高       ※損益分岐点売上高 

 - 変動費          ＝固定費/限界利益率 

 限界利益（限界利益率）   

   

 - 固定費       ※目標利益を達成する売上高 

 経常利益          ＝（固定費+目標利益）/限界利益率 

  

   ※5 年間で決算申告指導事業者（約 170 件）の分析を行うことを目標とする。 

 
 なお、経営状況の分析に関するまとめとしては、 
  ①専門的な経営課題に対する経営分析（補助金・融資・経営革新等） 

    SWOT 分析・財務分析・ABC 分析・商圏分析等、事業者の目的とニーズに沿った分析 

手法を活用し、専門的な課題等についてはミラサポ・よろず支援機関等と連携して 

支援を行う。 

     
  ②複数ある“入口”から入る身近な経営分析 
    ・何が強みかわからない                  (次の STEP) 

SWOT 分析 ⇒ パソコンが得意な後継者がいる(気付き)⇒ 広告・ネット販売？ 

    ・何が“売り”で何が“売れないのか”よくわからない     (次の STEP) 

ABC 分析 ⇒ 商品構成・在庫の確認(気付き) ⇒ 商品陳列・仕入の見直し？ 
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    ・その年の売上高にしか関心がない              (次の STEP) 

      損益分岐点分析 ⇒ 売上向上・経費削減に注目(気付き) ⇒原価率・営業利益率？

 

     以上のように、個々の事業者の“入口”を見つけ、身近な経営分析から“気付き”

を得て、次のステップへと進めていく。 

     なお、①②とも本計画の「経済動向調査」「需要動向調査」システムを随時活用する。

 

 小規模事業者・小企業者の経営分析に関する目標値            

支援内容 H27 見込 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

経営分析巡回件数(ﾋｱﾘﾝｸﾞ) 50 600 600 650 650 700 
経営分析件数 ① 30 40 50 55 60 70 
経営分析件数  ② 15 100 100 120 120 130 
経営分析件数 (①+②) 45 140 150 175 180 200 

※①＝補助金・融資・経営革新等に関する経営分析件数 

 ②＝”入口”から入る身近な経営分析件数（SWOT、損益分岐点等） 
※①+② 経営分析件数 5年間累計 845 件。指導員 1名あたり＠120 件以上を目標とする(指導員 7名) 

 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   
（1） 巡回時のヒアリング、事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催によ

り、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

（2） 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、経営革新、各種補助金申請
時等（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、創

業促進補助金 他）に事業計画・資金計画・利益計画の策定支援を行う。 

 

（3） “入口”の経営分析から“気付き”を得た小規模事業者に、明らかとなった課題
に対する事業計画策定支援を行う。 

 

  （4） 事業計画策定にあたっては、本経営発達支援計画により新たに導入する「経済動

向調査」「需要動向調査」システムを随時活用する。 

 

なお、当会議所の課題は、事業計画策定支援に関する実績が少ないことであり、その解

決策として「事業計画を作成しやすい“下地作り”」を通常の支援に取入れていく。 

 

[具体的に･･現行の支援をどう発展させていくか] 

 

◆中小会計要領に則した支援  

 
「中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）」とは、中小企業の実態に合わせて策

定された新たな会計ルールであるが、小規模事業者にあっては、まだまだその域まで達し

ていないのが海老名の現状である。当会議所では税務指導の中で弥生会計指導も行ってお

り、弥生会計＝中小会計要領を意識した支援を行っている。中小会計要領を取り入れるメ
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リットは①経営状況が把握できる財務書類が作成されるため、自社の経営判断を行うこと

ができる。②金融機関や取引先等からの信用力が高まる。③信用保証料率割引制度が受け

られる等であるが、①は今回当会議所が掲げているサブテーマ「まずは“足元”から」に

連動するものであり、また②は後述の金融支援にも結びつくものであるため、会計要領に

則した支援に力を入れていく。 

 
その前提として･･･税務指導を通じて「弥生会計」を導入する事業者数（目標値） 

 H27 見込 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

弥生会計 

導入事業者数 
21 25 30 30 35 40 

※5 年間で現導入事業者数の約 2倍にすることを目標とする。 

 
※当会議所は弥生会計㈱の「青色申告推奨会プログラム」に加入しており、バージョンアッ

プする毎に随時最新版を取得できることも強みとして活かしていく。 

 
   また、パソコンが苦手で会計ソフトに頼れない小規模事業者については、手書きの支援を

   行う。ほとんど“どんぶり勘定”というのが現状であるが、既存の現金出納帳、経費帳に

加えて「資金繰り表」の作り方を支援。入金欄、出金欄に先々の入出金予定を記入し、残

高欄で数か月先の資金繰りを確認。キャッシュフロー感覚と共に資金計画がいかに重要で

あるかを身につけていただくことからスタートさせる。また、棚卸しを含めた在庫管理や

前述の損益分岐点分析等を組合せ、経営感覚を養っていただくことで事業計画策定の基盤

（下地）作りをする。 

 

 

◆ 金融支援等 
当会議所は、日本政策金融公庫による金融相談会を毎月 1 回開催しており、マル経融資に

ついては推薦前に提出書類、確認事項等、別途相談と連絡を密にすることでスムーズな推

薦に結びついている。また、創業促進補助金等で連携している市内金融機関と共に、資金・

利益計画を含めた「事業計画策定支援」を行う。 

 
※経営発達支援計画が認定された際には公庫と連携し、『小規模事業者経営発達支援融資制度』

の事業計画・資金計画作成に積極的に取り組んでいく。 

 

 

事業計画策定事業者数（目標値） 

 H27 見込 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

事業計画策定事業者数① 
（補助金・融資等） 

21 30 40 45 50 55 

事業計画策定事業者数② 
（入口“気付き”からの支援） 

5 50 50 55 60 65 

① + ② 合計 26 80 90 100 110 120 

①補助金・融資・経営革新等に関する事業計画策定事業者数 5 年間累計 220 社。 

②入口“気付き”から事業計画を策定する事業者数 5 年間累計 280 社。（ P.4③より 5年間想定 250 社以上） 

①＋② 事業計画策定事業者数 5年間累計 500 社。指導員 1名あたり＠70 社以上を目標とする。（指導員 7名）
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         ①補助金・融資・経営革新等に関する事業計画策定支援 

 
                    啓蒙・周知・誘導    (専門家とも連携) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ②入口から入る経営分析＆事業計画策定支援 
 

                巡  回        気付き 

                  

             ヒアリングに    ・次なる分析 

      より身近な経営    ・改善策 

      分析を実施      ・具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

  各事業計画策定後、全ての策定事業者に対し、定期的に四半期に 1度巡回し「当初のコン

セプトからズレていないか」「外部・内部環境が大きく変わっていないか」「目標に近づい

ているか」等進捗状況の確認を行う。 

また、計画が順調に進み「経営革新」につながる可能性や、計画の見直しを余儀なくされ

る場合は、再度専門家と同行して新たな伴走支援を開始する。 

 

事業計画策定支援を目指

す事業者の掘り起し 

事業計画策定の下地

作りを支援 

（会計・経営分析等） 

事業計画策

定セミナー 

＆ 

補助金申請

セミナー等 

個別相談会 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

第１STEP 第２STEP
第３STEP

事
業
計
画
策
定 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

新たに導入する「経済動向調査」「需要動向調査」システムを随時活用 

事
業
計
画
策
定 
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事業計画策定事業者数とフォローアップ回数（目標値） 

 H27 見込 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

事業計画策定事業者数① 

（補助金・融資等） 
21 30 40 45 50 55 

事業計画策定事業者数② 
（入口“気付き”からの支援） 

5 50 50 55 60 65 

① + ②＝合計 ③ 26 80 90 100 110 120 

フォローアップ支援回数

④ 
60 320 360 400 440 480 

※④フォローアップ支援回数 H28 年度より 1社につき四半期に 1回を目標とする。(③×4回) 

 

[入口からの“気付き”により事業計画を策定する小規模事業者の PDCA] 

 

 （入口）身近な理解しやすい項目から経営分析開始 

       “気付き”⇒「○○したい」 

 

  （P）そのために何をするか？何が必要か？（簡易版 事業計画策定） 

 

  （D）事業計画に沿って実行 

 

  （C）以前と何が違うか？何を達成できたか？ 

 

  （A）新たな“気付き”、修正 （繰り返し） 

 

  「経営分析は難しくない」「事業計画は必要だ！」 

 

※この PDCA を繰り返すことで、事業計画の内容を高め、将来的に個々の小規模 

事業者が“自分で作り上げた”“自社を成長させるための”「経営戦略」へと進化 

させることを目標とする。 

（大型店・大企業を脅威としない「地域に根差した独自戦略」の構築） 

 

 

なお、事業計画策定支援を行った事業者については、共有フォルダー上で管理を行い、全

経営指導員が「過程・対策・手法・結果」「PDCA」を確認できるようにする。 

（小規模事業者の PDCA に経営指導員が寄り添い、事業者と一緒に体験することで職員の 

経験値と資質向上も同時に図る） 

 

 

また、小規模事業者が事業計画に沿って持続的に発展できるよう、下記支援についても積

極的に取組むこととする。 

 

◆小規模事業者の事業承継＆労働対策推進事業  
  （※2015 年版「小規模企業白書」小規模企業振興のための 4つの目標③新陳代謝の促進に該当

させる） 
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・[事業承継等] 
当会議所は奇数月に経営セミナー、偶数月に労務セミナーを開催しており「事業承継」

他、小規模事業者が直面する題材をテーマとしている。セミナー後には中小企業診断

士、社会保険労務士、税理士等専門家による個別相談会を実施しており、今後も継続

的に支援する。なお、後継者不在問題についても今後ますます深刻化すると考えられ

るため、国の事業引継ぎ支援センターを新たに活用し支援する。 

（神奈川県は事業引継ぎ相談窓口＝(公社)神奈川県産業振興センター） 

 

・[合同就職説明会事業]（人材確保） 
新規卒業予定者並びに卒業後 3 年以内の方を対象とした企業と求職者の合同就職説

明会を年 1回開催し、小規模事業者の経営基盤強化に資する人材の確保を支援する。

（募集 40 社） 

 

「合同就職説明会」参加事業者数と就職者数（目標値） 

 

 H27 見込 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

参加事業者数 39 40 40 40 40 40 

求職者数 48 110 110 115 115 120 

採用企業数 5 8 8 10 10 12 

就職者数 6 15 15 18 18 20 

また、2015 年「中小企業白書」で発表された通り、小規模事業者の人材不足問題が

深刻となっていることから、人材確保並びに在職者を対象とした再就職支援、出向・

移籍相談については、公益財団法人 産業雇用安定センターと連携し、センターが行

っている人材マッチング事業を新たに活用する。 

 

・[新入社員研修会事業] 
小規模事業者単独では開催が難しい新入社員研修会を年 1回 4月に開催し、小規模事

業者の即戦力を育成する。 

新入社員参加者数（目標値） 

 H27 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

参加者数 21 35 40 45 50 60 

 

・[労働保険事務組合事業] 
小規模事業者に対し、労働保険の適用促進並びに雇用保険事業制度の周知を行い、小

規模事業者の制度活用を促進する。 

また、当会議所は「建設業一人親方労災保険」を取り扱っており、神奈川県内を対象

としているため、当会議所会員のみならず広く一人親方労災保険の普及啓発を目指

し、小規模事業者自身が安心して従事できる環境作りをする。 

 

労働保険受託事業者数並びに従業員数（目標値） 

 H27 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度
受託事業者数 109 115 120 125 130 135 

受託事業者従業員数 798 805 835 860 880 900 
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一人親方労災保険加入事業者数（目標値） 

 H27 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

加入事業者数 29 34 40 45 50 56 

※5 年間で加入事業所数を現状の約 2倍にすることを目標とする。 

 

※ これらの各種支援は会員のみならず、非会員にも巡回訪問等で周知し、小規模事業

者が持続的に発展できるよう、“体力強化”を図るものとする。 

 

 

 ５.需要動向調査に関すること【指針③】 
   小規模事業者が販売する商品または提供する役務（サービス）の需要動向を把握し、そ

   の情報を有効活用できるよう支援していくことが商工会議所の役割の１つと考えられる

   が、現状海老名はそのノウハウやシステムを構築していないことが課題である。 

 

   今回テーマとして掲げている「大型店と共に生きる」「足元を見つめた」事業展開には、

   1.の地域経済動向調査と需要動向調査を連動させて初めて具体的なシステムが構築され

   ると考える。 

 

動向調査については、基本ヒアリングで情報収集することからスタートするが、その内

容を整理・分析するため中小企業基盤整備機構が運営する中小企業ビジネス支援サイト

「J-NET21」を活用した新たな支援システムを構築する。 

 

    

【業種別支援システム】～海老名商工会議所ホームページ上に構築予定～ 
 

  《例： 売上目標設定までの流れ》 

 
             P.6～8 に掲載した「地域の経済動向調査」を活用 

              し、市内の商圏を設定。 

 

 

 

                 上記により地区の男女別、年齢別人口を調査。 

                （世帯数） 

 

 

                                具体的な業種を記した「業種分類一覧表」より 

                  例) 「ラーメン店」をクリックする ⇒ 

                「J-Net21 スタートアップガイド ラーメン店」へリンク

                 ⇒ ラーメン店業界の利用動向、利用頻度、潜在需要、 

今後の動向等を調査。 

 

                上記「スタートアップガイド」で平均購入額を調査。 

 

 

① 商圏を設定する 

② 商圏内の人口、世

帯を調査 

③ 商品・サービスを

選定する 

④ 商品・サービスの 
平均購入額を調査 
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                平均購入額×商圏内世帯数（もしくは人口） 

                ＝ 市場規模 

 

 

 

                売上目標 ＝ 市場規模×市場シェア（推定） 

 

 

 
   なお、この「業種別支援システム」は既存の事業者のみならず、「創業・第二創業」にも

   そのまま活用する。 

 

   また、海老名市は第 8回「産業競争力強化」の認定を受けるべく現在準備中であり、今

後は市内創業者を増やし、地域経済の更なる発展を目指すため、創業塾の開催を含め、

市の「総合戦略」とも連動させた仕組みを構築する。 

 

創業支援者数（目標） ※海老名市が H28 年度より認定されることを想定 

 H27 見込 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

創業塾参加者 - 50 50 50 50 50 

個別創業支援 10 15 15 20 20 25 

創業者数 4 10 10 11 12 14 

                             （創業塾定員 50 名） 
 
 

なお、2015 年（平成 27 年）10 月ららぽーとオープンに伴う駅西口開発の一環として、

昨年 8月に㈱リコーがレンタルルームやシェアオフィス、コワーキングスペースを完備

した「RFH(リコーフューチャーハウス)」を開設。市内初のインキュベーション施設で

あ 

ることから、同社と連携し、創業希望者に施設の有効活用、オフィスへの入居相談等、

大手企業とコラボレートした支援を行っていく。（今回のテーマ:“大型店”を“大手企

業”に読み替え、大手企業の協力を活用した小規模事業者支援に連動させる） 

 

 

 

 

 

 

※需要動向調査については、この「業種別支援システム」を稼働させた上で、実際に 

活用した事業所を中心に「顧客層や商圏の変化」「売上・利益の変化」「改善すべき点」

「追加を希望する項目」等についてアンケート調査を行い、その結果を基にシステムを

バージョンアップさせると共に、未活用事業者に対して活用事例を広く PR する。 

⑤ 商圏内の市場規模 
を調べる 

⑥ 自社の売上目標を 
計算する 
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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】 
    

各業種ごとに販路開拓支援を行う。 

 （事業内容） 

  商業・サービス業・飲食業系 （市全体業種割合 71％） 

 

(1)新システムの導入と活用法をレクチャーする「販路拡大セミナー」の実施
 今回テーマとして掲げている「大型店との“共存共栄”を目指した小規模事業者への伴 

走型支援」を実現させるため、地域経済動向調査の分析結果と、需要動向調査の一環と

して構築する「業種別支援システム」の操作方法、活用法を具体的にレクチャーする「販 

路拡大セミナー」「個別相談会」を開催する。なお、会員への周知と共に非会員事業所に

も周知し、専門家による全体「セミナー」と同時開催する「個別相談会」を年 2回、その他 

巡回時等に経営指導員が個別に対応、普及をはかる。 

 

（目標）当初5年間で、市内商業系（商業・サービス・飲食業2,865社）の約20％（580社）

以上の活用を目標とする。 

 

(2)「小規模事業者持続化補助金 実戦セミナー」の実施 
 「小規模事業者持続化補助金」を販路開拓の機会と捉え、補助金公募に向けたセミナー

と個別相談会を開催する。セミナーの内容は、実際に採択・不採択となった 2 つの事例 

（事業所名削除、事業者に了解を得たもの）を基に、「着眼点の違い」「“持続化”が意味 

するところ」「何を主体とし、どうストーリーを作るのか」等具体的でわかりやすい内容にす 

ると共に、“持続化”から一歩進んで“経営革新”につながる案件も発掘し、伴走型支援に

つなげる。セミナーは専門家講師によるものとし、事業者向けセミナーの前に経営指導員

向け勉強会を開催しセミナー・相談会後の巡回指導等で個別対応が行えるようにする。 

 

（目標）海老名商工会議所が支援する持続化補助金の採択率を、現状の 38％から 50％

     以上にすることを当面の目標とする。（全体の持続化補助金採択率 約 40％） 

 

(3) 特産品の推奨とインターネットショップの活用 
当会議所は特産品 3団体（酒販、食肉、菓子）を有しており、現在も「えびとくねっと」 

（www.ebitoku.net）でPR販売を行っている。現状は会議所が注文を受けて事業者につな

ぎ、振込と代金引換から支払方法を選択する旧式の受付方式になっているが、今後は事

業者の直接受注やカード決済方式も加えた新たなシステムを構築し、売上アップに貢献 

する。また、特産品を「ふるさと納税」の対象商品とすること等を海老名市に提案する他、 

横須賀商工会議所が実施している「おもてなしギフトショップ」に参画し、特産品の販路拡

大につなげていく。（www.yokosukacci.com/service/detail/58/1） 

 

※横須賀商工会議所「おもてなしギフトショップ」には特産品の他、全国展開を視野に入

れる商品・製品を持つ事業者を発掘し、５品目を出品することを当面の目標とする。 

 

 

(4) カードを活用した集客事業と商業系ポイントカードの検討 
集客事業の一環として“大型店・チェーン店とは異なる付加価値”がついた商業系の
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「全市的ポイントカード」の導入についても検討する。ポイント特典としては、特産品プレ

ゼントや地元商店で使えるお買物券との交換等が現状では考えられるが、今回のテー

マ「大型店との“共存共栄”」の視点から、個店でのカード利用が大型店等既存カード

のポイント加算とコラボレートできないか等、新たな視点にたった集客方法を中・長期的

に検討する。（長野県佐久市の「佐久っ子 WAON カード※1」岩手県盛岡市の

「MORIO-J カード※2」他、メジャーな既存カードと地元商店会が連携している先進事例

の研究からスタートさせる） 

 
※1「佐久っ子 WAON カード」・・・イオングループと岩村田本町商店街加盟店が提携したカー

ド。WAON のお支払いで佐久っ子ポイントと WAON ポイントのダブルポイントがたまる。

（iwamurada.com/sakukko/） 

 

※2「MORIO-J カード」・・・地域共通ポイント「MORIO-J ポイント」と WAON の 2 つのサービスを

1 枚のカードにしたもの。両方のポイントがダブルでたまる。 

         (morio-j.com/shop/49/) 

 

今回の経営発達支援計画は「大型店との“共存共栄”」をテーマにしているため、商業系の記述 

がメインとなっているが、他業種に対する販路開拓支援は次の通りとする。 

 

工業系 （市全体業種割合 6％ ） 

 

  工業系事業者への支援にあたっては、製品（商品）、技術のターゲットが「BtoB」なのか「BtoC」な

  のか「行政関係とのつながり」を求めているのかを確認し、各事業者のターゲットとニーズに焦点 

を合わせた支援とする。 

 

（1）出展関係 
7 年前より開催している「県央ものづくり交流会※1」（展示会）等工業系製品の更なる PR

と事業所同士のマッチングを図る。また海老名市の展示会出展に関する補助金制度と

活用法を事業者に周知すると共に、各事業者のターゲットを見極め「テクニカルショウヨ

コハマ※2」「湘南平塚テクノフェア※3」等県内各展示会への積極的な参加を支援する。 

 

 

[BtoB、行政とのつながりをターゲットとする出展先] 
※1「県央ものづくり交流会」･･･大和市・海老名市・座間市・綾瀬市と各地域の商工会議所・商 

工会で構成する県央ものづくり交流会実行委員会が主催している製造業を中心とした展示・交 

流会事業（後援：神奈川県、公益財団法人神奈川県産業振興センター、ジェトロ横浜 協賛：市

内金融機関、協力：一般社団法人神奈川県発明協会、一般財団法人日本規格協会、日本政 

策金融公庫）製品展示の他、弁理士、大学教授等による講演会を実施。 

 

     [BtoB をターゲットとする出展先] 
※2「テクニカルショウヨコハマ」･･･神奈川県下最大の工業技術、製品総合見本市。 

主催：(公財)神奈川県産業振興センター、(一社)横浜市工業会連合会、神奈川県、横浜市 

 

          [BtoB、BtoC、商業・サービス業系の出展先] 
※3「湘南平塚テクノフェア」･･･産学公の連携強化と業界の枠を超えた情報の発信、収集、交流

を広範囲に展開し、技術、製品の販路拡大、ビジネスチャンスの創出と地域産業の振興を図る 

ことを目的とする。 
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主催：平塚商工会議所、主管：湘南平塚テクノフェア実行委員会 

 

    （2）技術支援等 
海老名市には「神奈川県産業技術センター」があり、技術に関する相談、依頼試験、技

術系の機器利用、製品開発・商品化の支援を行っている。現在会議所では毎週水曜日

に開催される「知的財産相談会」の周知協力を行っているが、工業系企業の「新たな需

要の開拓」という視点にたち、今後は同センターとの連携を更に強化していく。出展やマ

ッチング後の技術相談、商品開発、また同センター内には経営革新を支援する「かなが

わ中小企業成長ステーション」が入っていることから、点と点をつないで需要の開拓に結

びつける面的支援ができる体制の構築を目指す。 
 

    （3）マッチング等 
      市内工業系企業の発展と技術の向上を目的として、当商工会議所工業部会内で初めて

工業系企業による技術・製品紹介等情報交換を実施したところ、年間で 6 件のマッチン

グが成立した。今後は全国展開もさることながら、顔の見える地元での商談、マッチング

数も上向きになるよう支援していく。（上記「産業技術センター」のメニューも活用する） 

 

 

（市内 工業系企業同士のマッチング事例） 

 ネジ製造会社の廃棄ネジを反射板製造会社が引取り、自社の技術を応用し

て子ども向け雑貨製品を開発、商品化。両社とも新たな利益を産み出した。

 

  

    （4）各種補助金申請に関する支援 
         「ものづくり・商業・サービス業革新補助金」等、補助金公募に向けたセミナーと個別相 

談会を開催する。セミナーは専門家講師によるものとし、ケースに応じて産業技術セン 

ター、ミラサポ等の支援を並走させる。また、事業者向けセミナーの前に経営指導員に 

対する勉強会を開催し、セミナー・相談会後の巡回指導においても対応できるようにす 

る。 

 

（課題並びに目標）  

直近の「平成 26年度補正（第 2次申請）」支援実績 2件（平成 25年度は 3件）と、もの

づくり補助金に対する支援件数が少ないことが現状の課題である。 

補助金に対する情報提供、上記セミナー等を通じて、補助金申請該当事業者の掘り起

しを行うと共に、支援件数 5件以上を当面の目標とする。 

 

 

 建設業系 （市全体業種割合 23％） 

 

海老名市では地域経済活性化や市内事業者の育成、住宅環境の向上を目的として、

市民に対し「住宅リフォーム助成事業」を実施しており、登録企業によるリフォームが対

象となることから、これを受注機会の拡大と捉え、小規模事業者に事業を周知すると共

に「登録」を推奨していく。 

（海老名市「平成 24 年度経済センサス活動調査」による不動産業を含む建設業事業

社数 929 社 内、不動産業を除く建設業 395 社」） 
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（目標） 登録事業者数 H27 年 7 月現在 299 社（全建設業の 75％） 

         ⇒ ５年間で全体の 90％超（360 社以上）の登録を目標とする。 

 

登録事業者は海老名商工会議所ホームページ上に掲載、各企業のホームページとリン

クさせることにより、詳しい企業情報をリフォーム希望者に提供し、受注へとつなげる。 

      （IT 相談会でホームページ作成についても個別に支援を行う） 

 

      海老名市等と連携し、不動産業も含めた建設系助成金事業や空き店舗対策等に関す 

      る“事業者向け”説明会を開催し、受注機会の拡大に多くの事業者が参画できるように 

      する。 

 

全業種 

商品・製品の展示会等に出展する際、海老名市より助成される「海老名市中小企業振

興支援事業」を周知、活用を促進する。 

 

毎月開催している IT相談会で、ネット販売等販路拡大につなげる IT知識と手法の習得

を支援する。合わせてネット利用上の注意点についても周知すると共に、トラブルに巻き

込まれないよう必要に応じて法律相談会の併用を指導、バックアップ体制を充実させる。

(※2020 年 e-コマースが 20 兆円規模に拡大すると予見されていることへの対応策) 

 

 Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み     
 

 Ⅰ.地域活性化事業 
地域産業の掘り起しや各種技術の紹介、地域産業・商品・製品の PR を目的として開催し

ている「商工フェア」を毎回レベルアップさせ、地域経済活性化に繋げるイベント事業

とする。また、農業とのコラボレーションを図り農商工連携事業としても推進していく。

  （※2015 年版「小規模企業白書」小規模企業振興のための 4つの目標③地域経済の活性化に資
する事業活動の推進に該当させる） 

  

（事業内容） 

商工フェア   
（1） 商業系は「物販」、飲食系は「出店」、サービス業・建設業系は「パフォーマンス」や「相

談」、工業系は「製品展示」や「技術紹介」等全業種が自由に出展。一般消費者に対し

てアイディアを駆使した独自 PR を行えるイベントとする。 

 

 

（2） 大企業や大型店に比べて単独では発信しにくい小規模事業者の「CSR」をイベントの中

に取り入れ来場者に対し発信していく。売り上げの一部を年末助け合い運動等に寄付

する方法で社会福祉に貢献する。 ※「CSR」･･･企業の社会的責任 

 

 

（3） 上記を実施するにあたり、「コーズマーケティング」を提案する。出展企業は単に売上の

一部を寄付するだけではなく、マーケティング手法を駆使して売上の向上を図る。 
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《コーズマーケティングとは・・・》 
特定の商品を購入することを社会貢献に結びつけるマーケティング手法。 

アメリカの「自由の女神修復」を掲げアメリカン・エキスプレス社がカード利用を推奨

したことが始まりと言われている。他にもボルビック社の“１L for 10L”が有名。「商

工フェア」は出展商品購入やサービス利用ごとに 10 円（例）等を社会福祉協議会「年末

たすけあい運動」に寄付する形を取り入れている。 

(※上記手法により昨年度初めて実施したところ、来場者である地域住民より共感が得られ、 

昨年実績 5時間のイベントで 16 万円強を社会福祉協議会に寄贈した) 

 

(4) 海老名市農業活性化事業組合と当会議所飲食環衛業部会が連携し、海老名産地大豆

（津久井在来種）を使用した味噌を製造。商工フェアで農商工連携事業として味噌汁無 

料配布等会議所事業を PRする。 

 

※農商工連携事業については、製造物の「商品化」や「味噌を活用した料理コンテスト」等、 

今後更に地域経済活性化につながる内容を検討する。 

 

（5）上記(1)～(4)により“大型店とは一味違う小規模事業者の魅力”をイベント上で PR する。 

 
（目標） 

商工フェアを活用した小規模事業者の PR 

 H27 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

出展社数(社) 47 60 65 80 80 80 
来場者数(人) 20,000 28,000 30,000 32,000 32,000 34,000 

 

 

 
まちゼミ（新規事業予定） 

大型店にはない“親しみやすさ”と“対面でのコミュニケーション”により、小規模事

業者の魅力を最大限に引き出し、個店への集客力を高めることを目的として「まちゼミ」

を開催する。「魚のさばき方」「お出かけ前の簡単ヘアアレンジメント」「洋服の選び方」

「保険見直し Check」等各店を教室とし、プロの技術を消費者に教えるゼミ形式とする。

実施期間は 1か月程度を予定。海老名商工会議所は「まちゼミ」の設定、個店 PR とゼミ

内容を全市的に周知し、小規模事業者の魅力を発信する。 

 

 

（目標）まちゼミを活用した小規模事業者の PR ※H28 年度からの開催を予定 

  

※ 実施 3年後に 1店当たり平均来場者数を 15 名にすることを目標とする。 

  

 H27 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

参加店数(社) - 30 40 50 60 60 
来場者数(人) - 300 500 750 900 1,000 
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大型店との“共存共栄”策 ～まずは“足元”から③～ 

 

 

Ⅰ.大型店との“共存共栄”策① （調査内容＆データの活用） 

当会議所が今回テーマに掲げた「大型店との“共存共栄”を目指した小規模事業者への

伴走型支援」を実現させるには、足元を見つめた地域並びに需要動向調査の分析が必要

不可欠であり、中小企業診断士、IT 関連会社と調査、データ更新を定期的に継続させる。

また、調査・分析結果を実際の小規模事業者支援につなげるため、その活用法や運用法

をレクチャーする実用的な「販路拡大セミナー」「個別相談会」を開催する。 

 

 

大型店との“共存共栄”策② （大型店との連携） 

当会議所には外部団体として市内大型店有志による「海老名市大型店連絡協議会」（協議

会会員店舗 7 店）が存在し、各店長による情報交換会を年 5回程度開催している。市内

大型店は現在地域に根ざした営業を目指しており、イオン、マルイを中心に各店イベン

ト開催時に、地場産品の販売や大型店内スペースを個店に提供する試みを始めており、

“共存共栄”のベース作りが起動しつつある。今後は小規模事業者に大型店舗内スペー

スを活用した出展機会を PR していくと共に、大型店連絡協議会との連携を強化してい

く。（海老名駅西口「ららぽーと」も大型店連絡協議会に加入勧奨予定） 

 
《海老名市大型店連絡協議会 構成員》 

海老名駅東口･･･イオン、ダイエー、小田急ビナウォーク、マルイ 

相鉄線さがみ野駅･･･相鉄ローゼン、ライフ（相鉄ビルマネジメント） 

海老名市北西部･･･くろがねや   以上 7店 

                     H28 年 1 月 1 日現在 

 

 

大型店との“共存共栄”策③ （市内在勤者の取込み） 

大型店や大企業の進出は、イコール市内在勤者が増加することであり、商工フェアやま

ちゼミ等での個店 PR、合わせて魅力ある個店や商品、サービスの発信をすることにより、

大型店・大企業の従業員が昼休みや仕事帰りに地元の個店を利用する機会が増えるよう

その仕組みを考案する。 
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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み 
 

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 

 
各地商工会議所、商工会、ミラサポ、よろず支援拠点等と連絡を密にし、支援手法、ノウ

ハウ等について情報交換を行い、当会議所支援能力の向上を図る。 

 

具体的には・・・ 

●当会議所の「弱点」克服に対する取組み 
当会議所は事業計画策定を含む「経営革新」「補助金申請」に関する実績が少ないこと、

商業系以外の支援経験が少ないことが課題＝弱点であることから、実績のある商工会議

所、商工会、他の支援機関に経営指導員を派遣し、「情報の入手方法」「具体的支援方法」

「フォロー体制」等について情報交換を行いノウハウを勉強する。 

 

   ●販路開拓支援に関するネットワークの構築 
地域の動向調査については各地域の特性により異なるが、「新たな需要の開拓に寄与す

る事業」については共通の取組み課題となることから、どのような販路開拓支援に取組

んでいるのか認定会議所の計画を参考にさせていただくと共に、業種割合等同規模の商

工会議所や、当所と同じく商工会から商工会議所へ移行した会議所の経営指導員と交流

し、支援手法の情報交換を行う。⇒ネットワークとして活用 

 

   ●他の支援機関との意見交換 
各種セミナーで講師等として来所される各支援機関に当会議所が作成した「経営発達支

援計画」の概要を説明し意見交換を行う。⇒支援計画の向上 

 

 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 
   

 Off JT （Off the job training） 

中小企業大学校研修には各指導員年間 1回以上参加することとし、その他日本商工会議所

等が開催するセミナーにも積極的に参加する。また神奈川県商工会議所連合会と当会議所

独自の資格奨励制度により、経営指導員はじめ一般職員のレベルアップを推奨する。（奨

励金制度対象資格：中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者、日

商簿記、日商販売士 他 ※海老名商工会議所「自己啓発奨励金支給内規」による） 

 

「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」「創業促進補助

金」他、各種補助金申請が始まる前に、各連携先より講師を招き、職員勉強会を開催する。

 

 

OJT （On the job training） 

ミラサポやよろず支援拠点、各種専門家と同行する際には、“顔の見える”地域の町医者

として事業者と専門家をスムーズに繋ぐと共に、専門家（専門医）の技術・手法・フォロ

ーアップ等を積極的に習得する。なお、実際の支援案件については、全指導員が「過程・
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対策・手法・結果」を共有し、模範となる成功事例の勉強会を行う。 

 

若手経営指導員については、ベテラン指導員や専門家に同行する等、チームで小規模事業

者を支援することを通じて、指導・助言内容・情報収集方法を学ぶなど、OJT により伴走

型支援の手法習得を図る。 

 

なお、非会員への巡回についても若手とベテラン職員 2名を 1組とし、ベテランのノウハ

ウを学ぶと同時に、一般職員は経営支援に関する手法を習得する。 

（ペア年間最低巡回数 非会員 100 件） 

 

※ペアは数年ごとにローテーションし、結果的に職員一人一人が「若手⇒中堅⇒ベテラン」

の成長過程をたどれる形にする。 

 

会議所事業を把握・発展させるためには、一般職・経営指導員の両方を経験した職員を増

やすことが全体のレベルアップにつながるため、適宜配置転換を実施し、小規模事業者に

全員が携わる機会を創出する。 

 

 

※なお、小規模事業者のコアの課題を抽出するため、職員には「コーチング手法」

の習得を推奨する。（P.9 に記載） 

 

 

 

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、本計画の事業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 事業の評価・検証を行うため「評価委員（仮称）」として外部有識者を発掘する。条件は
海老名市在住もしくは市内で事業を営む者、事業経験者（非会員）等 4～5名とする。 

（構成員等詳細は未定） 

 

② 評価委員会（仮称）開催前に、産業競争力強化・“まち・ひと・しごと創生”等、市の「総
合戦略」とも連動しているか確認を行い、市の担当課並びに三役会・常議員会等で事業

の“内部評価”を実施する。 

 

③ 評価委員会に上記“内部評価”の結果を報告し、改めて“外部評価”として「事業の実
施状況」「成果の確認」「見直しの必要性」等、評価・検証をお願いする。 

 

④ 評価委員による事業の成果・評価については「評価シート」を作成し、項目ごとに 5 段
階のポイントによる点数制にすると共に、結果を海老名商工会議所ホームページで計画

期間中公表する。 

 

⑤ 事業の成果・評価・見直しについては三役会・常議員会へ提出し承認を受けると共に、
見直しが必要とされた項目については、各種専門家・連携諸機関と共に再構築する。 
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  評価委員による評価方法（案） 

 

 
【評価・検証の項目（案）】 

① 販路開拓支援（地区別人口・年齢・男女比較等分析データの活用） 
② 創業・業種別支援（J-NET21 を活用した業種別支援システムの活用） 
③ 税務、金融、補助金申請等、経営分析・事業計画策定に関する支援 
④ 地域経済活性化事業（商工業振興・にぎわいの創出） 

 

 

【評価・検証の内容（案）】※上記①～④各項目につき最高 4点×6項目＝24 点 
  a.計画書に則した支援になっているか 

  b.成果が期待できるか（実現性があるか） 

  c.支援の手法が会議所（職員）の一方的な目線になり過ぎていないか 

  d.支援方法が小規模事業者の目的や趣旨から外れていないか 

  e.小規模事業者のニーズに合致するか 

  f.PDCA を回せているか 

 

 ※評価シートは 0～4 点の 5 段階方式とし点数が高いほど評価が高いこととする。

（①～④  各項目の最高点は 24 点） 

 

 

     《評価シート（案）》            評価委員名       

 a b c d e f 計 

①         

②         

③         

･･･         

 ※初年度はシステム構築期間となるため、2年目終了時点で各評価委員の得点総合

計を評価委員数で割った点数が 6点以下（25%以下）の項目は「見直し」とする。

 

 ※ホームページへの公表は項目ごとの平均得点と主なコメント等シンプルでわか

り易い評価形式とする。 

 

    

※その他、評価・検証方法、メンバーについては適宜検討する。 
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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 
 ◎経営発達支援事業の実施は経営指導員並びに経営支援職員を中心として行うが、非会員 

への事業周知等、一般・臨時職員も含め全職員で対応する。 

 

                  専務理事  
 
              事務局長 兼 経営支援部長 1 名 
 

 
               経営支援部 10 名              
 

 
    経営支援 1課    経営支援 2課           総務課 

     5 名         5 名              4 名 
   （内 指導員 4名）    （内 指導員 3名）      会員管理・会計他 
     経営支援      地域振興 

 

  経営発達支援事業 
   事務局長 兼 経営支援部長 （1名） 
 

  （経営指導員数）経営支援部 経営支援 1課（事業計画策定・分析等経営支援）4名 

          経営支援部 経営支援 2課（セミナー・地域振興）3名 （小計 7名） 

                                 

  （経営支援職員）経営支援部 経営支援 1課（補助）1名 

          経営支援部 経営支援 2課（広報含む補助）2名 （小計 3名） 

 

                                                              

  一般事業並びに支援内容周知 
         総務課 一般職員 3名、臨時職員 1名     （小計 4名） 
 

合計 15 名 

  

 

（２）連絡先 
   海老名商工会議所 経営支援部 

   〒243-0434 神奈川県海老名市上郷 485-2 

   Tel 046-231-5865  Fax 046-231-0225 

      ホームページアドレス URL: http://www.ecci.or.jp 

      e-mail  info@ecci.or.jp 
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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 千円） 

 平成 28 年度 
(28 年 4月以降) 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額  96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

 

経営支援特別会計 

一般会計 

（総合振興費） 

（商工業振興費） 

（中小企業支援事業費） 

（広報活動事業費） 

（地域活力創出事業費） 

66,500 

29,500 

7,000 

12,400 

900 

4,000 

5,200 

66,500

29,500

7,000

12,400

900

4,000

5,200

66,500

29,500

7,000

12,400

900

4,000

5,200

66,500 

29,500 

7,000 

12,400 

900 

4,000 

5,200 

66,500

29,500

7,000

12,400

900

4,000

5,200

（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 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 

（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。 

 

（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 

 

《地域の経済動向調査・経営分析を活用した支援》 

 
① 【地域の動向調査＆分析】 ※事業計画策定支援 

  市内 28 地区(99 ブロック)の年齢・男女別等動向調査＆分析･･･中小企業診断士 

  上記の WEB 構築･･･IT 関連会社 

  上記を活用した販路拡大･･･中小企業診断士、ミラサポ、よろず支援拠点 

 

②【税務関係】 ※事業計画策定支援 
  所得税・消費税（決算申告含む）・源泉税（年末調整含む）に関する支援 

 損益分岐点等財務分析･･･税理士（大和地方税理士会） 

   

③【金融支援】 ※事業計画策定支援 
  創業支援、マル経融資、事業計画＆資金繰り計画作成支援･･･海老名市、日本政策金融 

公庫、市内金融機関 

 

④【中小会計要領】 ※事業計画策定支援 
  中小会計要綱に沿った会計支援･･･中小企業基盤整備機構、弥生会計㈱ 
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⑤【セミナー、相談会】 ※事業計画策定支援 
  各種セミナー（補助金申請、売上アップ、事業承継他）、相談会（法律、金融、IT、 

労務、知的財産活用 他）支援･･･セミナー会社、中小企業診断士、弁護士、税理士、 

神奈川県産業技術センター、発明協会、神奈川県中小企業団体中央会、神奈川県産業振興 

センター 

  

《人材に関する経営支援》 

 
⑥ 【事業承継関係】 
中小企業診断士・税理士・社会保険労務士 

後継者不在による事業承継相談･･･事業引継相談窓口（神奈川県産業振興センター） 

⑦【労働対策推進事業】 

  （人材確保） 

  合同就職説明会開催･･･海老名市、かながわ労働センター県央支所、厚木ハローワーク 

  企業間の人材マッチング･･･公益財団法人 産業雇用安定センター 

  新入社員研修会･･･セミナー会社 

  （労働保険関係） 

ひとり親方をはじめ小規模事業者の労災、雇用保険関係を支援･･･厚木ハローワーク、 

労働保険事務組合、社会保険労務士 

 

《需要動向調査に関する経営支援》（業種別・創業・第二創業 等） 

 
⑧ 【業種別＆創業支援関係】 ※事業計画策定支援 

  業種別支援システム･･･中小企業ビジネス支援サイト「J-Net21」 

  創業塾並びに開業手続き、創業融資等に関する資金繰り相談･･･海老名市、中小企業 

診断士、日本政策金融公庫、金融機関 

  SOHO、インキュベーション施設紹介等･･･㈱リコー（RFH リコーフューチャーハウス） 

  創業設備導入支援･･･神奈川県産業振興センター 

 

⑨ 【第二創業・経営革新関係】 ※事業計画策定支援 
  第二創業・経営革新相談支援（販路開拓）･･･かながわ中小企業成長ステーション、 

中小企業診断士、ミラサポ 

 

《地域経済活性化に関する連携》 

 
⑩【地域振興】 

  商工フェア＆まちゼミを通じて小規模事業者の出展等を PR･･･海老名市、新聞会社、 

  タウン誌、地元 FM 局 

農商工連携事業･･･海老名市農業活性化事業組合 

⑪【大型店との共存共栄】 

大型店内スペースを活用した小規模事業者の出展支援並びに従業員の個店利用等 

･･･海老名市大型店連絡協議会 
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連携者及びその役割 

◇海老名市 市長 内野 優 氏 

 〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬 175-1 ℡ 046(231)2111 

 （役割）①産業競争力強化認定を含む創業支援 

     ②海老名市制度融資等金融支援 

     ③合同就職説明会共催並びに市内周知（広報） 

     ④地域振興事業（商工フェア・まちゼミ）他、会議所事業支援、市内周知（広報） 

     ⑤「海老名市中小企業振興支援事業」等、展示会出展企業に関する助成 

⑥「住宅リフォーム助成事業」等、受発注機会の提供 

 

◇海老名市農業活性化事業組合 組合長 金子 武男 氏 

 〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬 175-1 ℡ 046-231-2111 

 （役割）①農商工連携事業（海老名産地大豆を使用した味噌造り指導） 

 

◇神奈川県産業技術センター 所長 大塚 康男 氏 

 〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉 705-1 ℡ 046（236）1500 

 （役割）①製品開発支援 

     ②特許等知的財産相談 

③経営革新相談 

 

◇かながわ中小企業成長ステーション チーフマネージャー 田中 純氏、小板橋 美絵子氏 

 県央地域（大和・海老名・綾瀬）担当 髙橋 慶成 氏 

 〒243-0435 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2F 

℡ 046（235）5620 

 （役割）①経営革新支援 

 

◇公益社団法人神奈川県産業振興センター（KIP） 理事長 小林 賢 氏 

 〒231-0015 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 5F 

 ℡ 045（633）5201 

（役割）①よろず支援拠点による相談事業、専門家派遣他 

    ②創業支援（創業促進補助金、設備導入支援等）に関する相談、講師派遣 

    ③事業承継（事業引継相談窓口） 

    ④工業系出展関係（テクニカルショウヨコハマ） 

 

◇神奈川県中小企業団体中央会 会長 森 洋氏  

 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上長 5-80 神奈川県中小企業センタービル 9F 

  ℡ 045（633）5131 

 （役割）①ものづくり・商業・サービス革新補助金等に関する相談、講師派遣 

 

◇独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 高田 坦史 氏 

 〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル ℡ 03(3433)8811 

 （役割）①中小企業会計要領セミナー 講師派遣 ②ビジネス支援サイト「J-NET21」活用 

 

◇日本政策金融公庫 厚木支店 支店長 渡邉 博樹 氏 

 〒243-8575 神奈川県厚木市中町 3-11-21 明治安田生命厚木ビル ℡ 046（222）3315 
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 （役割）①マル経融資、創業融資等金融支援 

②小規模事業者経営発達支援融資等に関する事業計画・資金計画作成支援（認定後）

③金融セミナー講師派遣、金融相談会 

 

◇神奈川県信用保証協会 厚木支所 支所長 原田 啓二 氏 

 〒243-0018 神奈川県厚木市中町 4-16-21 プロミティあつぎビル 6F 

  ℡ 046（221）0633 

 （役割）①金融セミナー講師派遣、金融相談会 

 

◇八千代銀行 県央事業法人室 室長 加藤 広昭 氏 

 〒242-0016 神奈川県大和市大和南 1-4-4 ℡ 046（261）3241 

 （役割）①ものづくり・商業・サービス革新補助金関連支援 

     ②補助金関係セミナー講師派遣、個別相談 

◇八千代銀行 海老名支店 支店長 室 憲一 氏 

 〒243-0432 神奈川県海老名市中央 1-11-14 ℡ 046（233）8393 

 （役割）①創業促進補助金「創業・新事業支援についての覚書」締結金融機関 

     ②補助金関係セミナー講師派遣、個別相談 

 

◇平塚信用金庫 理事長 石崎 明 氏 

 〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町 11-19 ℡ 0463（24）3070 

 （役割）①創業促進補助金「創業・新事業支援についての覚書」締結金融機関 

     ②補助金関係セミナー講師派遣、個別相談 

 

◇公益財団法人 産業雇用安定センター 神奈川事務所 所長 宇山 秀明 氏 

 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町 6-68-1 横浜関内地所ビル 3F 

  ℡ 045（680）1231 

 （役割）①小規模事業者の雇用確保 人材マッチング事業 

 

◇NPO あつぎみらい２１ 理事長 小泉 誠二 氏 

 〒243-0036 神奈川県厚木市長谷 1248-3 ℡ 046（248）6847 

（役割）①小規模事業者持続化補助金等各種セミナー、講習会 講師派遣 

    ②各種補助金申請等 作成支援 

    ③合同就職説明会 開催協力 

    ④当商工会議所 職員研修 

 

◇ジャイロ総合コンサルティング株式会社 社長 西村 伸郎 氏 

 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 3-43-2 山名ビル 2F  ℡ 03（3808）2241 

 （役割）①地域動向調査、市内 28 地区の人口・年齢・男女比分析 

②創業塾、各種セミナー講師派遣 

 

◇株式会社日本コンピュータ開発 社長 森山 憲次 氏 

 〒140-0013 東京都品川区南大井 6-24-9 興産大森ビル ℡ 03（3761）6650 

 〒243-0432 神奈川県海老名市中央 2-4-8（ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ）℡ 046（234）7066 

 （役割）①各種動向調査データの WEB 構築（当商工会議所ホームページ） 

②IT セミナー講師派遣、IT 個別相談 
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連携体制図等 

《地域の経済動向調査・経営分析を活用した支援体制図》 
                    ※○数字は別表 4「連携する内容」に記載の数字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《人材に関する経営支援体制図》 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種補助金申請関係 
小規模事業者持続化補助金･･･NPO 法人等 

ものづくり補助金･･･神奈川県中小企業団体中央会 

創業促進補助金･･･神奈川県産業振興センター 他 

海老名商工会議所 

事業計画策定支援 

②税務＆④中小会計支援 

税理士、中小企業基盤整備機構、 

弥生会計(株) 

③金融支援 

日本政策金融公庫、市内金融機関、

海老名市 

⑤セミナー・相談会 

セミナー会社、IT 会社、弁護士、中小

企業診断士、県産業技術センター 他 

小規模事業者 

①動向調査・分析 

中小企業診断士 

（Web）IT 関連会社 

①を活用した販路拡大 

中小企業診断士、ミラサ

ポ、よろず支援拠点 等

海老名商工会議所 

⑥事業承継関係 
中小企業診断士・税理士・社会保険労務士、 

事業引継ぎ相談窓口（神奈川県産業振興センター）

⑦労働対策推進事業（人材確保） 
合同就職説明会＆人材マッチング 

（海老名市、かながわ労働センター県央支所、厚木ハローワ

ーク、産業雇用安定センター） 

小規模事業者 

 

新入社員講習会 
       （セミナー会社） 
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《需要動向調査に関する支援体制図》業種別・創業・第二創業 等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《地域経済活性化に関する連携》商工フェア＆まちゼミ体制図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海老名商工会議所 

事業計画策定支援 

⑧創業支援関係 
(創業塾) セミナー会社、中小企業診断士 

(資金繰り相談)  

  海老名市・公庫・市内金融機関 

(創業促進・設備導入支援) 

  神奈川県産業振興センター 

小規模事業者 

⑨第二創業＆経営革新（販路拡大） 
(第二創業) 中小企業診断士 

(経営革新) 中小企業診断士、 かながわ中小企

業成長ステーション、 よろず支援拠点（神奈川県

産業振興センター）、ミラサポ 等 

⑧株式会社リコー（RFH リコーフューチャーハウス） 
 SOHO、インキュベーション施設入居相談 
   大手企業とのコラボレーション 

 

① 動向調査・分析を 

有効活用 

中小企業ビジネス支援サイト

J-Net21 を有効活用 

⑪海老名市大型店連絡協議会 
大型店舗内スペースを活用した小規模事業者の出展支援 ＆ 従業員の個店利用等 

小規模事業者 出展 

海老名市 

会議所事業 補助 
海老名市農業活性化事業組合 

農商工連携 

メディア 

新聞各社、タウン紙、

地元 FM局、事業 PR 

海老名商工会議所 

商工フェア＆ 

まちゼミ事業開催 

 

共存共栄 
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