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Ⅰ 平成20年度中小企業支援事業の基本方針 

 

横浜市では、これからの横浜を見据え、魅力ある都市づくりの視点で経済施

策を展開します。 
このために『豊かな市民生活を支える横浜経済の持続的発展』を基本目標に

据え、次の６つの考え方に基づいて施策推進を図ります。 
まず、1つ目として、 
依然として厳しい市内中小企業の経営環境の動きを注視するとともに、資金

供給の円滑化を中心とした「めまぐるしい経営環境の変化に的確な対応」を図

っていきます。 
次に、 
「経営革新に果敢に挑戦」し競争力を高めていこうとする中小企業に対して

総力を挙げて支援します。 
3つ目には、 
企業誘致や新産業の集積の一層の推進に加え、これまでの実績を活かし、既

存産業や市内中小企業との連携を強化し「企業誘致と市内経済への波及を生み

出す”好循環”」を誘導します。 
4つ目として、 
インド、中国などのアジア諸都市との連携を強化し、双方向での経済交流を

促進することにより、「急成長するアジアの力を横浜経済の活力」として横浜経

済の更なる発展につなげます。 
5つ目では、 
「開港 150周年を契機に地球の中で横浜経済を考える流れ」を作り出すため

に、より広い視野から施策展開を図るとともに、「未来志向型の企業行動の創造」

に向け、企業の成長・発展に不可欠な地球温暖化対策や地域・社会への貢献な

ど、これらの未来志向型の取組を積極的に支援します。 
6つ目には、 
民間企業、ＮＰＯ、大学、研究機関などとの連携・協働を推進し、行政がコ

ーディネート力を発揮することで、「多様な主体の力」を活かします。 
以上６つの考え方を中小企業支援に適用し、横浜経済の持続的発展を実現し

ます。 
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Ⅱ 実施体制 

 

１ 事業の実施体制 

   横浜市では、横浜市中小企業支援センターである財団法人横浜企業経営

支援財団（以下、「ＩＤＥＣ」という。）を企業支援体制の核として、横浜

商工会議所、さらには民間専門事業者を含めた支援組織と連携し、創業者、

ベンチャー企業、及び既存の商店街や製造業等の活性化に向けた支援を強

化するとともに、中小企業の多様な資金ニーズに対応し、経営安定化や経

営・技術革新の促進を目指します。 

 

 ２ 本支援計画で記載した連携機関 

  ・財団法人横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ） 

    URL: http://www.idec.or.jp/ 

  ・横浜商工会議所（Ｙ－ＣＣＩ） 

    URL: http://www.yokohama-cci.or.jp/ 

  ・横浜ベンチャーポート（ＶＰ） 

    URL: http://www.ventureport.jp/ 

  ・株式会社知財マネジメント支援機構（ＩＰＭＡＸ） 

    URL: http://www.ipmax.jp/ 

 

   ※本文中は略称で記載 
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Ⅲ 事業の概要（市が単独で行う事業以外は連携機関を記載） 

 

１ 中小企業の経営の革新及び創業の促進 

(1) 横浜型知的財産戦略推進事業（ＩＰＭＡＸ） 

「横浜型知的財産戦略推進計画（平成17年度策定）」に基づき、民

間と協働して設立した「㈱知財マネジメント支援機構」を中心に、

中小企業等の知的財産を活かした経営戦略の展開を支援することに

より、経営革新・新分野進出を促進し、中小・ベンチャー企業の成

長発展を推進します。今年度、新たに国との連携による支援の拡充

を図ることで、成功モデル企業の創出を目指します。 

主な事業内容としては、知的財産を活かした経営に対する取組状況を、

経営体制、製品の優位性、販売・営業力などの面から客観的に評価・格

付けを行い、一定以上の格付けを取得した企業を「横浜価値組企業」に

認定し、知財を活かした企業価値の向上と持続的な成長・発展を支援し

ます。また、知的財産を経営に活かすための知財戦略策定など、知的財

産活用にあたって企業が抱える課題解決のためのコンサルティング費用

を一部助成します。 

 

(2) 新技術・新製品開発促進事業（横浜版ＳＢＩＲ） 

市内中小企業による新技術・新製品開発を促進し、その事業化を支援

するため新技術・新製品開発にかかる経費に対する助成等の支援を行い

ます。 

   平成20年度は特に温暖化対策の技術開発を支援します。 

※ＳＢＩＲ （Small Business Innovation Research) 

 

(3) 産学連携支援事業（ＩＤＥＣ） 

   産業界と大学とのコーディネータである横浜市技術リエゾンプロデュ

ーサーを配置し、横浜市域をコアにした産学官による地域連携を推進し、

大学と企業のシーズ・ニーズのマッチングを図ります。 

  ア 技術リエゾン事業 

    20名のリエゾンプロデューサー活用し、市内企業と全国の意欲的な

大学とのリエゾン（仲介・橋渡し）を行います。また、科学技術振興

機構（JST）や知財マネジメント支援機構との連携により、大学シーズ

のブラッシュアップを行い、市内企業の活用を推進します。 
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  イ 共同研究ネットワーク支援 

    横浜産学リエゾン会議（市内等理工系大学・研究機関による産学連

携事務局会議）を中心に、大学の先端技術に触れる産学交流サロンの

開催や大学と企業が連携して行う共同研究推進体の編成を支援するこ

とにより、研究開発助成の獲得につなげます。 

 

(4) 連携等マッチング・コーディネート推進事業（ＩＤＥＣ） 

   新たな産業分野である「組込み技術産業」へのビジネス創出支援の場

を提供するべく、昨年度に引き続き専門展示会「組込み総合技術展」に

出展するとともに、ＩＴ企業間やものづくり企業とのネットワーク促進

を図ります。 

 

 (5) ベンチャービジネス支援事業（ＶＰ） 

企業支援の専門ノウハウと機動性に富む民間事業者と連携して、先進

的・創造的な活動を通じて世界を舞台に活躍するグローバル戦略を持つ

ベンチャー企業や、環境・福祉・教育分野等における社会的課題に対し

ビジネスの手法で解決に取り組む組織や人の創出・育成に取り組むこと

で、既存産業の活性化と横浜経済の持続的な発展を図ります。 

 

(6) ビジネスプラン事業化支援事業（ＩＤＥＣ） 

   横浜で事業展開を図る新商品や新事業、新分野創出などのビジネスプ

ランを全国から募集し、事業化に向けたアドバイスや資金調達・販路開

拓等の支援を行うことで創業間もないベンチャー企業の成長発展を促進

します。 

 

(7) コミュニティビジネス支援事業（ＩＤＥＣ） 

生きがい、働きがいを生み出し、豊かな地域社会を形成するため、地

域のニーズや課題に対応した事業をビジネスの手法を用いて行う「コミ

ュニティビジネス」を支援します。 

ア 経営総合サポート事業 

    コミュニティビジネスの起業家・事業者を対象として経営全般にわ

たる相談に随時応じるほか、域内の支援機関との連携による支援や必

要に応じて専門家を活用するなど、充実した相談・支援や情報提供等

を行います。 
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イ コミュニティビジネス金融支援事業 

    コミュニティビジネス事業者への資金供給を促進するため、民間金

融機関融資と連携し、事業評価を行うとともに、融資の事前・事後を

通じて経営支援を行います。 

ウ チャレンジコミュニティビジネス支援事業 

    コミュニティビジネスでの企業や新事業展開を促進するため、ビジ

ネスプランを募集し、優秀なプランについて必要経費の一部を助成し

ます。また、応募プランについては、必要に応じて専門家を活用した

経営支援を行います。 

 

２ 中小企業の経営基盤の強化 

 (1) 関係機関による窓口等相談 

  ア 専門家相談等事業（ＩＤＥＣ） 

   (ｱ) 窓口等相談事業 

    ａ 窓口法律相談 

      定例的に弁護士による相談窓口を設け、中小企業者からの多様

な相談に応じます。 

     ｂ エキスパート面談 

      財団に登録する民間の専門家が中小企業者と直接面談を行うこ

とで、経営課題の解決につなげます。 

     ｃ オンライン相談 

      Ｅメールにより相談案件を受付け、財団に登録する専門家が回

答します。 

   (ｲ) 経営コンサルティング事業 

     経営革新を進め、経営の向上を図る中小企業者等が抱える課題に

対し、民間専門家を継続的に派遣し、適切な診断・助言を行う。 

     派遣専門家：弁護士、弁理士、公認会計士、中小企業診断士等 

 

イ 中小企業成長・発展支援事業（ＶＰ） 

企業支援の専門ノウハウと機動性に富む民間事業者と連携して、中

小企業の成長・発展に必要となる様々なスキルの習得をセミナーや個

別相談、交流会等を通じて実施します。 

 

   ウ 横浜商工会議所中小企業相談事業（Ｙ－ＣＣＩ） 

商工会議所中小企業相談所（市内８箇所）が行う市内小規模企業を
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対象とした経営改善普及事業、中小企業地域ワンストップ経営相談事

業、人材養成のための各種研修・講習会等の事業及びその他地域の中

小企業の活性化に資する事業にかかる経費について補助を行います。 

 

  (2) 人材育成等の支援 

  ア 商店街後継者育成事業 

若手経営者や将来の商店街リーダーの育成を目指し、体系的で実践

的な研修を実施します。 

 

  イ ものづくり人材育成支援事業 

ものづくりの担い手となる人材の育成及び、市内中小製造業におけ

る技術人材の確保に向けた支援を行います。 

 

  ウ 技術力向上支援事業 

市内中小製造業の技術課題解決のため、民間の技術アドバイザーの

派遣、表面処理技術に関する技術相談指導や試験分析、デザインに関

する相談指導や提案、技術革新に向けた連携の推進を行います。 

 

  エ ＩＴ産業人材育成・活用促進事業 

    ＩＴ産業において課題となっているＩＴ技術者不足に対応し人材育

成や人材確保等にかかる取組みを推進します。 

 

  オ 産業人材育成事業 

横浜経済全体の成長・発展を担う中小企業のリーダーを対象として、

マインドの醸成やネットワーク作りを図るため、横浜市立大学エクス

テンションセンター専門講座「みなとみらい次世代経営者スクール」

を実施します。 

 

カ 無料職業紹介事業「ジョブマッチングよこはま」 

横浜市の施策を活用して事業展開を図る企業を、人材確保の面から

支援するため、無料職業紹介事業「ジョブマッチングよこはま」を実

施します。 

 

 

 



8 

(3) 中小小売商業の振興支援 

ア 商店街と個店の経営支援事業 

商店街の活動方針や事業計画策定のほか、それを実現するためのソ

フト事業や「こだわりの逸品」づくりを進め、商店街の魅力向上等を

図ります。 

(ｱ) 商店街の経営支援事業 

来街者等の調査を実施するとともに、ビジョンや活動方針等の作

成を支援します。 

(ｲ) 個店の経営支援事業 

既存店舗への経営診断等を実施するとともに、商店街での開業希

望者への事業計画の作成を支援します（適在あきんど開業支援事業）。 

 

  (4) 国際ビジネスの支援 

  ア 国際ビジネス支援事業（ＩＤＥＣ） 

   (ｱ) 横浜発グローバルビジネス推進事業 

     国際ビジネスに関心を持つ横浜企業に対して、個別相談、セミナ

ー・商談会の開催を通じて支援を行い、アジアについては横浜企業

の関心の高いベトナム、インドに焦点を当て交流を推進します。ま

た、交流基盤の拡充のためアジアを対象にした産学連携、欧米経済

機関との先端産業交流を実施します。 

    ａ 国際ビジネス相談事業 

    ｂ アジア経済交流事業 

    ｃ 中小企業国際ビジネス推進事業 

    ｄ 国際地域間ネットワーク事業 

   (ｲ) 中国経済交流事業 

     中国に関心を持つ横浜企業のビジネス支援を目的として、企業商

談会、展示会出展、視察団派遣などのイベントを主催するほか、最

新かつ適切な情報提供を行うために、セミナー・情報交換会を開催

します。これらのイベント・情報提供事業を円滑に遂行するため、

上海市政府をはじめとした中国地方政府・経済関係機関とのネット

ワーク形成・協力関係構築を図り、横浜－上海経済技術交流事業等

の相互交流事業を実施します。また、グローバル展開著しい台湾と

の交流も深め、台湾・横浜両地域間のビジネスを促進します。 

    ａ 中国経済交流事業 

    ｂ 都市間交流事業 
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    ｃ 中国産業クラブ運営事業 

    ｄ 上海事務所運営事業 

    ｅ 台湾経済交流事業 

 

  (5) その他経営基盤の強化を目的とした事業 

ア 横浜型地域貢献企業支援事業（ＩＤＥＣ） 

社会や地域を意識し、積極的に社会・地域貢献を果たす企業活動の

促進を図るため、障がい者雇用、子育て支援、環境活動など、社会的

事業に積極的に取り組んでいる企業・団体等を一定の基準の下に「横

浜型地域貢献企業」に認定するとともに企業PR・各種メリットの付与

等を通じて企業価値の向上及び持続的成長を支援します。 

 

  イ 産業活性化資金融資事業（ＩＤＥＣ） 

    市内中小企業団体等が取り組む、地域コミュニティの核となるよう

な商店街及びコミュニティビジネス事業、また工業団地、共同施設等

の整備や企業誘致促進のためのインフラ整備、並びに市が定める重点

産業発展に資する事業や特定協約団体が実施する経営改善支援事業な

どに政策的資金融資を行い、中小・中堅企業の経営革新及び横浜経済

の持続的発展と活性化を図ります。 

 

３ 中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化 

 (1) よこはま・ものづくり防災促進事業 

   市内中小製造業の防災力の向上に向けて、防災対策や被災後に事業を

継続するための計画（ＢＣＰ）作成などに対する意識啓発を図ります。 

 

(2) 中小企業経営安定事業 

経営の悪化に苦しむ中小企業を支援するため、経営相談、経営安定診

断、転ばぬ先の杖診断等を実施するとともに、一度事業に失敗した経営

者の再チャレンジを支援する「再挑戦支援事業」を引き続き推進します。 

   また、近年中小企業経営者の高齢化が進む一方で後継者の確保が難し

くなっている中、市内中小企業の事業承継を支援するため、横浜弁護士

会が中心となった公認会計士・中小企業診断士等の専門化グループとの

ネットワークにより、「事業承継ネットワーク支援事業」を開始します。 

 

 


	届出文.pdf
	平成20年度横浜市中小企業支援計画.pdf
	平成20年度支援計画別紙.pdf

