
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

(法人番号) 
寒川町商工会（法人番号 ５０２１００５００１６６２）  

実施期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

目標 

中長期的な小規模事業者の進行のあり方を明確にし、寒川町総合戦略

基本目標に歩調を合わせ、支援の重点を下記３つにする。 

①小規模製造業者に対する継続的な支援の実施 

事業計画策定支援及びフォローを強化し、持続的発展を図っていく。 

②創業支援の積極的な実施 

創業者の創出を他機関とのネットワーク強化も図り推進する。 

③商業活性化に対する支援の実施 

 町全体の商業活性化も考え、個社の商品／サービスのあり方を支援する。 

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 

  地域固有の経済動向の情報を的確に収集・整理・分析を行い、四半

期に１回、地域内小規模事業者が活用できるよう提供していく。 

２．経営状況の分析に関すること 

 公開資料等から収集できるものとヒアリング等から収集すべき事項に

分け、経営指導員による巡回訪問・窓口支援の際に的確に情報収集し、

事業計画策定に役立つように分析・提供ができるようにする。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  事業計画の重要性について認識して貰い、策定に関心を持った事業

者個々の事業計画策定の経験状況に即した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 

  経営環境の激変もあり、事業計画の実施成果が見えるようになるま

で個々の事業者の状況に応じたきめ細かな支援を行っていく。 

５．需要動向調査に関すること 

  個社の現状の商品／サービスの改良・拡販に係る調査と新たな開

発・市場開拓に寄与する調査に分けて、支援対象に適合する調査を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  支援対象事業者の商品／サービスの需要開拓に即した支援のあり方

を踏まえ、商談会・展示会及びIT利活用等により需要開拓支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 地域の歴史・文化等を考慮しつつ、寒川神社を地域資源として捉え、

関係団体と連携しながら、情報や意識の共有をし、地域全体の活性化を

推進していく。 

連絡先 

寒川町商工会  

電話：0467-75-0185 FAX:0467-72-1224 

〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山 141-1 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1. 寒川町の概要 

寒川町は、人口 48,121人（平成 29年 10月 1日現在）で、東京まで１時間ほどの距

離で交通の利便性が高いことから、東京・横浜の通勤・通学圏として、また、のどかな

街並みと穏やかな気候により人口は微増している。 

首都圏から 50Km 圏内にあり、神奈川県の中央部を流れる相模川の河口から上流約

6kmの左岸に位置し、湘南地域の一角を占めている。町域の面積は、13.42平方キロメ

ートルで、東西 2.9km、南北 5.5kmと南北に長く、東は藤沢市及び小出川を隔てて茅ヶ

崎市に、西は相模川を隔てて平塚市・厚木市に、南は茅ヶ崎市に、北は海老名市にそれ

ぞれ接している。標高は約 5～27ｍで、おおむね平坦な地形で、頭部は相模野台地の南

西部に位置し、そのほかは相模川、小出川、目久尻川によって形成された沖積低地とな

っている。台地部分は宅地と畑が大部分を占め山林はわずかしか無い。                                                        
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  元々養豚・養蚕・主穀作物の栽培が盛んだったが、工場誘致政策を積極的に行い昭和

39年田端地区に工業団地 15haが造成完了したことにより、大手自動車関連メーカーを

はじめ、大企業の工場が存在し、神奈川県内陸工業地帯の中核を担って今日に至ってい

る。 

 鉄道は、大正 10 年に開業し砂利輸送に大きな役割を果たした相模鉄道は、昭和 19

年に国有化され相模線となり、平成 3年には電化された。 

JR 東海道線で東京駅から茅ヶ崎駅を経由し寒川駅まで約 1 時間 10 分で到着し、町

内に３駅ある為首都圏への通勤圏内でもある。 

道路は戦前に相模川へ架かった神川橋が昭和 28年に架け替えられ、県道や町道も昭

和 40年ごろから新設や舗装化などの整備が進み、平成 9年に湘南銀河大橋が開通し、

平塚市四之宮から寒川町田端間が結ばれて、流通も発展していった。 

平成 27年 3月にはさがみ縦貫道路（圏央道）が開通したことで、東名高速道路厚木

IC～寒川北約５分・5.4km、寒川北 IC〜海老名 IC 間約５分・6.2Km、海老名 IC～寒川

南 IC 間約８分・9.4Km とインターチェンジが町内に２箇所出来たことは大きな特徴で

ある。 

面   積：13.42平方キロメートル 

人   口：48,121人 

世 帯 数：19,258世帯(平成２9 年 10 月１日現在)                  

従業者数：22,271人(平成 28 年６月１日現在) 

事 業 数 :1,832事業所(平成２6 年経済センサス) 

鉄道：ＪＲ相模線 

寒川町 
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この圏央道を介して中央自動車道や関越自動車道、東名自動車道とのネットワーク

が強化されたことから、青梅市など東京都多摩地域や、川越市、東松山市など埼玉県 

中央部のほか、山梨県東部や静岡県の一部地域へ圏域が拡大し、県内外からより一層 

の集客が期待される。 

 インフラ面では非常に良くなっているが、寒川町人口ビジョンによると、人口は 

今後５年間は横ばいで 10年後には約 48千人から約 7百人減少と予想されている。 

また、ここ５年間での隣接自治体への大型ショッピングモール進出によって町内の

消費が町外へ流れている。 

寒川町への観光客は寒川神社への来訪者がほとんどを占め、年間 186 万人の参拝者

がある。（平成 27年神奈川県調べ） 

２.寒川町の産業の現状と課題 

平成 26年の事業所数は 1,832事業所で業種別割合では、サービス業が 780事業所と

一番多く、次いで小売業 264 事業所、製造業 242 事業所、建設業 234 事業所である。

（総務省 経済センサス調べ）。 

事業所数は減少傾向にあるが、構成比はほとんど変化していない。 

また、企業数については平成 21年 1,472社、平成 24年 1,428社、平成 26年 1,354

社で、減少傾向にある。  

【寒川町事業所数推移（業種別内訳）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （経済センサス調べ） 

  

小規模企業者の割合は下記の通りである。 

【平成 26年小規模企業者数推移（業種別内訳） 単位：人】出典：経済センサス 

 

 

 

 

 

建設業

13%

製造業

13%
卸売業

5%

小売業

14%

飲食

店・宿

泊業

11%

サービ

ス業

43%

その

他

1%
平成26年

平成21年 265 261 105 274 225 823 14 1,967

平成24年 232 232 94 254 202 793 13 1,820

平成26年 234 242 96 264 202 780 14 1,832

合計建設業 製造業 卸売業 小売業
飲食店・
宿泊業

サービス
業

その他
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業種別の売上高は、平成 24 年製造業 35,795.0 百万円と最も多く、次いで卸・小売

業 4,646.0百万円、建設業 4,506.0百万円となっている。（内閣府 リーサスより) 

製造業に関して一番の特徴は「生産年齢人口一人あたりの製造品出荷額が「11.23百万

円／人」となり、近隣の他市と比較して、工業地としての優位性があることが認められ

る。これは神奈川県内で１位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 出典：経済産業省「工業統計調査」平成 26年 

                 （注：平成 26年出荷額等を平成 27年 1月 1日 

                    生産年齢人口で除して算出） 

これは寒川町には大企業が多いことから製造品出荷額等も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種別の従業者についても、次表に示すように製造業が一番多い。   

【寒川町従業者数推移（業種別内訳 単位：人】 

 

建設業 製造業
卸売業・
小売業

飲食店・
宿泊業

サービス業 その他 合計

平成21年 1,608 9,442 3,097 1,684 6,843 219 22,893

平成24年 1,486 7,798 3,832 1,568 7,348 234 22,266

平成26年 1,344 8,542 3,058 1,490 6,675 320 21,429
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また、町内製造業の中小企業のうち本社機能があり、寒川町が基礎調査を実施した

企業 62社の企業経営者の年齢層を見ると平均は 58.8歳だが 60歳代、70歳代で 51.6%

を占めている。（平成 28年度 寒川町調査結果） 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業者の状況に関しては、「創業比率」を近隣自治体及び国・県平均値と比較すると、

低い数字となっている。（平成 26年経済センサスより） 

寒川町として、地域の新たな事業を創出していかねばならないということから、産

業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定、平成 27 年度に認定を受けた。 

さらに、平成 28年度に、特定創業支援事業の枠組みを見直し、創業相談窓口をより

強化することを狙いに、地域金融機関等も連携支援機関に取り込む変更申請が、平成

28年 12月に認定を受け、創業支援に一層の力を入れてきている。 

 

 

 

寒川町内　中小製造業者　年齢層分布

年齢層

３０代 3 企業

４０代 14 企業

５０代 12 企業

６０代 20 企業

７０代 12 企業

８０代 1 企業

合　計 62 企業
※産業振興課企業支援担当「企業カルテ」から抜粋

平均年齢 58.8 歳

※町内製造業の中小企業のうち本社機能があり、
基礎調査を実施した企業数
※大企業及び町内に本社がない企業は除く

企業数

３０代

5%

４０代

23%

５０代

19%
６０代

32%

７０代

19%

2%

寒川町内中小製造業者

年齢層分布

建設業

6%

製造業

40%

卸売業・小売業

14%

飲食店・

宿泊業

7%

サービス業

31%

その他

2%

平成26年従業者数

業種別割合
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寒川町の「寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（５カ年）においては、産業政

策面における基本目標を下記のように設定している。 

◎寒川町総合戦略基本目標１【地域全体で「さむかわ」の経済成長を支え、安定した

「しごと」を育みます】 

中小製造業の活性化を主な狙いとするエコノミックガーデニング（※）による支援

ネットワークの一部として、商工会は「きめ細やかな支援による経済規模の拡大と産

業集積の促進」を念頭に、小規模事業者が地域に根ざした事業を持続的に展開できる

ような支援を行っていく。 

 

 

 

 

 

◎寒川町総合戦略基本目標２【「さむかわ」を知ってもらい、新しい人の流れをつくり 

ます】 

「アピールポイントの発見・創出と発信力の強化」を念頭に、商工会は寒川町・寒川

町観光協会と連携し、「寒川神社を核とした観光振興に係る調査検討と観光事業の充実

及び観光イベントの情報発信」に「商業活性化」を関連づけて長期的なレベルで小規模

事業者を密接に絡めて消費拡大を狙う。 

 

３．寒川町商工会の現状と課題 

このような地域の状況の中で、平成 29年 4月 1日現在の商工会員数は 936人で、業

種別割合を前述した町内の事業所割合と比較すると、飲食店の割合が若干高めである

が、「製造業」「建設業」の割合も高い。 

製造業については、「寒川町工業協会」が設立 40 年となり、協会の事務局を商工会

が受託していることから大企業含めた製造業の傾向を掴むことは出来ている。 

「商業活性化」は商店会を中心とした「小売業」「飲食店」イベントへの支援、Ｂ級

グルメを起爆剤とした「さむかわ棒コロッケによるまちおこし」、「寒川町特産品認定

事業」をここ６年間は力を入れて行って来た。しかし、マスコミ媒体への露出増など近

隣地区でのある程度の宣伝効果はあったが、今後は域外からの観光客を意識すること

※エコノミックガーデニングとは、地域経済を「庭」、地元の企業を「植物」に見立て、地域という土壌（資

源）を生かして、地元企業を大切に育てることにより地域経済を活性化する政策の考え方。地域経済コンシェ

ルジュ（中小企業診断士）による企業のライフステージや個別の経営状況等に応じた各種サポート支援を行

う。 
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が課題となる。 

 

 

                     【商工会員における小規模企業者が 

                    占める割合（業種別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、創業者支援においては、平成 27年度に寒川町と連携して「創業支援事業計画」

の認定連携創業支援事業者となっているが、今までは具体的な活動に至ってなく、改

めて、町と協調して一層力をいれて取り組むことが課題となっている。 

 

４．中長期的な小規模事業者の振興のあり方 

 小規模製造業者を積極的に支援 

寒川町の現状及び今後の経営環境変化を見据えて、寒川町が設定した「寒川町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を考慮し商工会は今後 10年間の寒川町の産業振興の在り

方を示す。 

具体的には、小規模製造業の活性化に向けて、事業意欲の高い小規模事業者を積極

的に支援する。経営者の高齢化等による廃業が増える傾向にあるなか、寒川町と商工

会は連携して円滑な承継等を支援し、町内企業の減少を極力食い止める。商業につい

ては消費者の購買動向の変化、消費者への商品の供給形態の変化、ライフスタイルの

変化を踏まえて商業者の持続的な経営の在り方について支援していく。 

同時に、寒川町に新たな活力を生みだす創業者を増やすための支援も積極的に行っ

ていく。 

また、現在は地域活性化に十分活用できていない寒川神社参拝者を観光客（買い物

客）として取り込むために、寒川町、寒川町観光協会、ＪＡさがみ、寒川神社等と連携

し、観光導線の確保を図りつつ、参道周辺及び町内商業者の活性化を支援していく。将

来的には、寒川神社を核とした観光拠点の創出を目指して、神社周辺用地の市街化編

入についても検討していく。 

 

５．経営発達支援計画の目標及び方針 

前項「４．中長期的な小規模事業者の振興のあり方」の実現に向けて、この５年間で

は寒川町基本目標に歩調を合わせ、達成するために支援の重点を３つの目標として下

記の通り事業を展開していく。 

 

 

建設業 98.3 ％
製造業 65.1 ％

卸売業・小売業 95.1 ％
飲食店・宿泊業 99.2 ％
サービス業 93.5 ％
その他 92.0 ％
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目標①小規模製造業者に対する継続的な支援の実施 

《数値目標：平成 30～34年度事業計画策定事業者累計 34事業者》 

【方針】寒川町産業の主力である小規模製造業者の活性化に向けて、事業計画策定支

援及び策定後の継続的な支援を行っていく。 

・事業計画を策定し、環境変化に対応できるようなフォローを通して小規模製造業者

が持続的成長を図れるようにする。なお、事業計画とは「経営革新計画の承認」「経

営力向上計画の認定」を狙いとする。 

・域内大企業並びに中堅企業からの新たな受注に向けて受け入れられる体制を作る。 

・前述のとおり、寒川町内の中小製造業者の経営者年齢は 60歳近いという経営者の高

齢化の現状を鑑み、第二創業及び円滑な事業承継を促していく。 

 その一環として小規模製造業若手経営者の経営能力向上を図り、同時に従来にない

新たな取組にチャレンジするきっかけづくりを目指し、寒川町と寒川町商工会は「さ

むかわ次世代経営者研究会」を平成 28年度より準備会を発足し、平成 29年 10月度

にスタートした。今後、会員企業の将来構想のイメージ形成を行い、その実現に向け

て、個別課題、共通課題を会員相互の意見交換を通じ解決することにより、若手経営

者の横のつながりを強化していく。 

・後継者が不在でやむなく廃業を考えている事業者に対しては、「神奈川県事業引継支 

援センター」、地域金融機関等と連携をしながら、地域内の事業継承ができるように 

支援を行う。 

 

目標②創業支援の積極的な実施 

《数値目標：平成 30～34年度事業計画策定事業者累計 17事業者》 

【方針】寒川町の産業競争力強化法に基づき認定された「創業支援事業計画」に基づ

き、寒川町の創業者の創出、創業者の持続的経営につながる支援を行う。 

なお、支援対象は、開業した創業者だけではなく、開業前の創業希望者、創業準備

者を含めて以下のように支援する。 

・創業希望者及び創業準備者に対しては、「ワンストップ相談窓口」「創業支援セミナ

ー」を通して、創業の動機づけ、事業の実現可能性を確認しながら、創業に向けて事

業計画の作成支援を行う。 

・開業した創業者に対しては、「ワンストップ相談窓口」及び巡回により、当初立てた

事業計画と実績とのギャップを確認しながら、今後の事業の円滑な経営に結びつく

ようにフォローを行う。また、「創業フォローアップセミナー」を開催し、創業者に

環境変化等の気付きをもってもらえるよう支援を行う。 

 

 目標③商業活性化に対する支援の実施 

《数値目標：平成 30～34年度事業計画策定事業者累計 9事業者》 

【方針】個々の商業者が環境変化に気づき、変化に適応しての事業計画策定の支援及

び策定後の継続的な支援を行う。 

・町民の期待する品揃え、サービスを提供し、近隣の大型ショッピングモールへ流れ

ている町民を「域内での購買」に結びつけられるよう支援する。同時に、寒川神社参

拝者等の域外からの見込み客のニーズ等にも応えられる品揃え、サービスを提供で

きるよう支援する。 
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これら新たな品揃え、サービスの創出に向けては、関係する商業者等の連携促進も

支援する。 

・中長期的には、域外からの十分活用できていない寒川神社参拝者を観光客（買い物

客）として取り込むための取組を寒川町及び関係諸機関と連携しながら進め、新た

な売上拡大を支援していく。 
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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 30年 4月 1日～平成 35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） 

個々の経営指導員が巡回訪問・窓口支援時、小規模事業者持続化補助金等の

支援の際に、手元に有る資料だけの情報提供にとどまっていた。今後は小規模

事業者の事業計画策定及び実施に役立つ地域経済動向に関する情報提供を行

う。 

なお、整理・分析したデータ類は、Web 上の所定のフォルダーに保存し、翌

年以降も必要に応じて利活用できるようにしておく。 

①小規模製造業者支援 
（目的） 

小規模製造業者の経営活性化及び事業計画策定に役立つ地域経済動向（首都圏・

神奈川県）を収集・整理・提供し、事業計画策定時及びフォロー時に役立てられ

るように支援する。 

（改善方法） 

寒川町の小規模製造業者の事業形態を考慮し、事業計画策定時及び事業実施に

必要と思える情報を適宜提供していく。 

また、地域の経済動向に加え、製造事業者向け支援施策、補助金情報も収集・

整理・提供をしていく。 

 

●「収集・提供する項目」「収集元」「収集項目」は下記の通りとする。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●整理・分析について 

    経営指導員が、上表に従い四半期毎に、事業計画検討時に使い易さを考慮して

情報を整理し、いつでも個々の事業者が使えるように一覧表にまとめる。たとえ
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ば、設備投資については関東管内の経済動向と神奈川県の経済情勢に出てくる

が、複合させて事業者が検討しやすい形で一覧表にまとめる。 

 ●活用・提供方法について 

  整理・分析された情報は商工会ホームページにて常時公開する。 

また個別対応時については個々の事業者状況に応じて経営指導員が適宜編集し

て情報提供を行う。 

 

②創業支援 

（目的） 

創業者の事業計画策定に役立つ地域経済動向（首都圏・神奈川県）を収集・整

理・提供し、事業計画策定時及びフォロー時に役立てられるようにする。また、

開業・廃業のデータから、参入する業種等選定の参考とする。 

（改善方法） 

寒川町の創業準備者、創業者の事業形態を考慮し、事業計画策定時及び事業実

施に必要と思える情報を適宜提供していく。 

また、地域の経済動向に加え、創業者向け支援施策、補助金情報も収集・整理・

提供をしていく。 

●「収集・提供する項目」「収集元」「収集項目」は下記の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●整理・分析について 

    経営指導員が、上表に従い四半期毎に、事業計画検討時に使い易さを考慮して

情報を整理し、いつでも個々の事業者が使えるように一覧表にまとめる。なお、

開業・廃業についての寒川町からのデータは、半期単位であり、これら複合させ

たデータ整理は半期ごととする。 

   ●活用・提供方法について 

  整理・分析された情報は商工会ホームページにて常時公開する。 

また個別対応時については個々の事業者状況に応じて経営指導員が適宜編集

して情報提供を行う。 
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③ 商業活性化に対する支援 

（目的） 

商業者の経営活性化及び事業計画策定に役立つ地域経済動向（首都圏・神奈川

県）を収集・整理・提供し、事業計画策定時及びフォロー時に役立てられるよう

にする。 

（改善方法） 

寒川町の商業者の事業形態を考慮し、事業計画策定時及び事業実施に必要と思え

る情報を適宜提供していく。 

 ●「収集・提供する項目」「収集元」「収集項目」は下記の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●整理・分析について 

    経営指導員が、上表に従い四半期毎に、事業計画検討時に使い易さを考慮して

情報を整理し、いつでも個々の事業者が使えるように一覧表にまとめる。 

 ●活用・提供方法について 

  整理・分析された情報は商工会ホームページにて常時公開する。 

また個別対応時については個々の事業者状況に応じて経営指導員が適宜編集

して情報提供を行う。 

（目標数値） 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

巡回訪問・窓口支援並びに小規模事業者持続化補助金申請等の支援の際に事業

者からヒアリングした内容及び決算書に基づき、簡易的な財務分析までは行って

いた。 

その時々の状況に応じた対応で該当個社の経営分析に役立つ体系的な情報収集

が出来ていなかった。 

今後は、巡回訪問・窓口支援時に事業意欲が高いと感じた事業者及び寒川町に

おける貢献度の高いと思える事業者を対象に、事業計画策定時及びフォロー時に

必要となる情報の収集及び分析を行う。 

 

① 小規模製造業者支援 

（目的） 

  小規模製造業者の得意先別・商品別の売上高／限界利益等に関する経営情報

を決算書・公開資料及びヒアリングを通して収集し、その時々に発生する非定

型情報をプラスして事業計画策定に役立つように分析・提供ができるようにす

る。 

（改善方法） 

事業計画策定を目指す事業者に対しては、個社の支援に関するヒアリングを

行い、事業計画策定に必要な情報を収集分析し、提供してその活用方法を一緒

に考える。なお、経営実績に係るデータ収集が出来ていない場合はデータ収集

方法について仕組みづくりを支援し、２年目からは収集出来るようにする。 

（事業内容） 

◇収集方法 

 経営状況に関する下記の項目について資料等から収集できる項目とヒアリング

により得られる項目に分けて収集する。原則年１回。但し、後者については、

変化した情報について、その都度事業者から変化情報を連絡してもらうように

する。   

【収集する項目】 

◇決算書等及び会社案内・HP等の公開資料等からの収集項目 

・売上・利益の推移 

・キャッシュフローの推移 

・得意先別、商品別の売上高、限界利益の推移 

（得意先別、商品別に儲け度合いをつかむことが重要である。） 

 ・生産性（従業員１人あたりの売上高）の推移 

 ・設備の保有状況など 

◇ヒアリング項目 

・事業所の経営理念、社長の思い（３～５年先のありたい姿） 

・ありたい姿の実現に伴う経営資源（強み等）の状況 

・経営者の年齢 

・後継者の有無 

・事業計画の有無  
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・社員数の変化 

・技術動向 

・受注活動に関わる情報 

・クレーム情報 

・特許出願情報 

・情報システムの整備状況 

・経営する上での悩み・問題点 

・強み（「なぜ、今、このような経営環境にも拘わらず今まで顧客（得意先） 

は、自社に注文をくれていたのか」など具体的な事実で確認する） 

なお、事業者からのヒアリングにおいては、巡回訪問・窓口支援において、

その時々の支援対応者によるバラつきの出ないよう、情報整理のための【ヒ

アリングリスト】を作成し、整理・分析方法を一定にする。 

◇分析方法 

・分析項目としては、最低限行う「損益分岐点分析」「決算書からの財務分析（収   

益性・安全性・生産性）」「キャッシュフロー分析」に加えて「得意先別、商品

別の売上高、限界利益」、「生産性（従業員１人あたりの売上高）」などに関す

る分析も行い、活用しやすいように整理する。 

・分析にあたっては、全国商工会連合会の経営分析システム（もしくは経済産

業省のローカルベンチマーク）も利用する。 

・更に高度な分析（新規事業への参入の為等）が必要な場合は、神奈川県商工

会連合会の専門家派遣の利用や寒川町地域経済コンシェルジュ（中小企業診

断士）へ相談する。 

◇活用方法  

  ・個社別にデータを分析・整理し、地域の経済動向調査、需要動向調査（外部

環境調査）と組み合わせて事業計画策定時及びフォロー時に活用する。 

 

② 創業支援 

創業支援については、開業した創業者だけではなく、開業前の希望者含めて

経営状況の分析をする。なお創業者の区分については、中小企業白書での３つ

の分類に基づき、起業希望者、起業準備者、起業家に分けるが、本論では、起業

を創業に読み替え記述する。起業家は、創業者とする。 

 

Ａ：起業希望者 

起業に関心があり、起業したいと考えているが、現在具体的に準備を行っ

ていない者 

Ｂ：起業準備者 

起業したいと考えており、現在起業に向けて具体的な準備を行っている者 

Ｃ：起業家 

起業を実現した者 

（目的） 

創業希望者に対しては、主として創業の動機付けに結びつくような情報をヒ

アリングし、内容を確認しながら創業してみようという動機付けに結びつくよ
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うな情報提供をする。 

創業準備者に対しては、事業計画策定に関わる情報をヒアリングし、事業の

実現可能性を確認しながら創業に結びつくような情報提供をする。 

創業者に対しては、決算書・関連資料及びヒアリングを通して事業状況に関

連する情報を収集し、その時々に発生する非定型情報をプラスして事業計画策

定に役立つように分析・提供ができるようにする。 

（改善方法） 

創業希望者、創業準備者、創業者とそれぞれの段階でヒアリング項目が異な

ることに留意し、創業者については、事業計画策定を念頭に置いて必要な情報

を収集分析し、提供してその活用方法を一緒に考える。 

 （事業内容） 

◇収集方法 

 経営状況に関する下記の項目について業績にかかる情報も含めてヒアリングを

中心に収集する。原則年１回。但し、１年以上経過している創業者からは決算

書等からも収集する。   

 【収集する項目】 

◇決算書等からの収集項目（創業者からのみ収集） 

・売上・利益の推移 

・得意先別、商品別の売上高、粗利益（限界利益）の推移 

◇ヒアリングの項目 
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なお、創業希望者・創業準備者・創業者からのヒアリングにおいては、窓口支

援に重点をおいて、寒川町と共有している創業支援カルテ等を用いてその時々の

支援対応者によるバラつきが出ないようにし、整理・分析方法を一定にする。 

また、寒川町が行っている「特定創業支援事業」にて作成した「特定創業支援

事業チェック表」のチェック項目についても考慮する。 

◇分析方法 

創業希望者に対しては、創業動機、創業したいという事業内容とのギャップ等

を分析し、創業の可能性を確認しながら創業したいと思えるような情報を整理す

る。 

創業準備者に対しては、ターゲット顧客の妥当性等事業実現の可能性の熟度を

分析し、事業計画策定に結びつくような情報を整理する。 

創業者に対しては、当初立てた事業計画と実績とのギャップを分析しながら、

今後の事業の円滑な経営に結びつくような情報を整理する。 

◇活用方法  

創業希望者に対しては、創業したいと思える情報を対話を通して納得してもら

えるように情報提供をしていく。 

創業準備者に対しては、事業実現の確度を対話を通して確認していきながら事

業計画策定に結びつくように情報提供をしていく。 

創業者に対しては、計画と実績とのギャップを再確認していきながら、今後の

事業の円滑な経営に結びつくように情報提供をしていく。 

 

③ 商業活性化に対する支援 

（目的） 

顧客を考慮した商業者の商品別／サービス別の売上高・粗利益(限界利益)な

どに関する経営情報を決算書・公開資料及びヒアリングを通して収集し、その

時々に発生する非定型情報をプラスして事業計画策定に役立つように分析・提

供ができるようにする。 

（改善方法） 

事業計画策定を目指す事業者に対しては、個社の支援に関するヒアリングを

行い、事業計画策定に必要な情報を収集分析し、提供してその活用方法を一緒

に考える。なお、経営実績に係るデータ収集が出来ていない場合はデータ収集

方法について仕組みづくりを支援し、２年目からは収集出来るようにする。 

（事業内容） 

◇収集方法 

 経営状況に関する下記の項目について資料等から収集できる項目とヒアリング

により得られる項目に分けて収集する。原則年１回。但し、後者については、

変化した情報について、その都度事業者から変化情報を連絡してもらうように

する。   

【収集する項目】 

◇決算書等及び HP等の公開資料等からの収集項目 

・売上・利益の推移 

 ・顧客別、商品別／サービス別の売上高、粗利益の推移 
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・視認性（看板等）など、 

◇ヒアリング項目 

・事業所の経営理念、社長の思い（３～５年先のありたい姿） 

・ありたい姿の実現に伴う経営資源（強み等）の状況 

・経営者の年齢 

・後継者の有無 

・事業計画の有無  

・商品動向やライフサイクル 

・特長及び他社製品・サービスとの違い 

・来店者・顧客情報（来店者の町外か町内かの区分、客層など） 

・品揃えに対するこだわり（小売業） 

・売れ筋・死筋情報（小売業） 

・メーカーの新製品情報 

・（お客様からの）新規相談・要請の傾向 

・経営をする上での悩み 

・強み（「なぜ、今、このような経営環境にも拘わらず今まで顧客（得意先） 

は、購入してくれていたのか」など具体的な事実で確認する） 

なお、事業者からのヒアリングにおいては、巡回訪問・窓口支援において、

その時々の支援対応者によるバラつきの出ないよう、情報整理のための【ヒア

リングリスト】を作成し、整理・分析方法を一定にする。 

◇分析方法 

・顧客別、商品別／サービス別の売上高・粗利益を決算書及びヒアリングを通

して推移等を収集し、事業計画策定及びフォロー時に役立つように分析・情

報提供を行う。 

  ・分析にあたっては、全国商工会連合会の経営分析システム（もしくは経済産

業省のローカルベンチマーク）も利用する。 

・更に高度な分析（新規事業への参入の為等）が必要な場合は、神奈川県商工

会連合会の専門家派遣の利用や寒川町地域経済コンシェルジュ（中小企業診断

士）へ相談する。 

 ◇活用方法  

 ・個社別にデータを整理し、地域の経済動向調査、需要動向調査（外部環境調  

査）と合わせることによって事業計画策定時及びフォロー時に活用する。 

（目標数値） 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

 「小規模事業者持続化補助金」「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援

事業補助金」「創業補助金」「融資のための資金計画」などの利用をする時に事 

業計画策定の支援を行ってきている。 

各種補助金や融資等申請の用途以外に事業計画策定をする事業所がほとんど

ないのが現状である。事業計画策定が大切であるという意識へ変えて貰うため

のセミナーから具体的な中長期視点での事業計画を策定して貰えるような啓蒙

活動が必要であり、事業計画を策定し、持続的な成長に繋げていくことが課題

となる。 

 

① 小規模製造業者支援 

（目的） 

 小規模製造業者の強み・持ち味などを活かした、攻めの経営を行うための事

業計画策定支援を行う。 

（改善方法） 

事業計画策定支援においては、まず事業計画の重要性について認識してもら

うための「事業計画策定啓蒙セミナー」及び巡回訪問・窓口支援を通じて行う。

事業計画策定支援においては、事業計画の重要性について認識してもらえた事

業者に対して「事業計画策定セミナー」及び巡回訪問・窓口支援を通じて行う。 

（事業内容） 

「２.経営状況の分析」に応じ、事業計画策定に関心を持たれた事業者に対し

ては、経営状況分析に、地域経済動向、需要動向調査による情報も加えて収集・

分析されたデータを軸に、次頁の「事業計画策定手順」に従い事業計画を策定

していく。  

なお、手順の推進においては、下記の事項に留意する。 

・「社長の思い」（進むべき方向「ありたい姿」）を描くところからスタートす

る。 

・「ありたい姿」の具体化においては、市場、競合環境等の外部環境と当該企

業の強み・持ち味に着目して行う。その上で、事業領域の対象とする顧客・

市場、商品／サービスを特定する（事業領域は複数も可）。 

・取り組むべきと思える課題・方策については、体系的に整理した上で、重

要と思える課題・方策を数個選び、次のような視点で優先順位付けを行う。 

◇評価の視点：緊急度、重要性、効果性、投資効果性 

その際に、従来事業の延長にあるものと新規に取り組む事業を切り分け

て検討することも大切である。 

   また、昨年７月に制定された「中小企業等経営強化法」に基づく「経営力向 

上計画」及び従来からの「経営革新計画」も念頭に置き、進める。 
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 ＜事業計画策定の手順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二創業は事業承継を踏まえての事業展開と解釈し、第二創業支援に伴う事

業計画策定は上述の手順と同様と考え推進する。 

その際の留意点は、「社長の思い」（進むべき方向「ありたい姿」）の設定の際

に、後継者と同じ方向を向いているのかを確認することが重要である。 

経営者と後継者の思いのギャップが出ないように配慮しながら進めることに

留意する。 

この第二創業を円滑に行うための後継者育成については「さむかわ次世代経

営者研究会」を活用する。なお、「さむかわ次世代経営者研究会」は小規模製造

業若手経営者の経営能力向上を図り、同時に従来にない新たな取組にチャレン

ジするきっかけづくりを目指す研究会であり、年 10 回程度開催を予定してい

る。 

 なお、より専門性が求められる分野においては、神奈川県商工会連合会の専

門家派遣の利用や寒川町地域経済コンシェルジュ（中小企業診断士）の支援を

仰ぐ。 

 

出典：中小企業診断士　高島利尚レジュメより

（１）企業の進むべき方向の設定

（２）外部環境の調査・分析 （３）内部環境（資源）の調査・分析

（４）戦力分析（事業領域の分析）

（５）環境変化の予測

（６）事業領域の明確化

（７）経営戦略課題の検討

（８）重要戦略課題の設定

（９）実現方策の検討

（１０）経営戦略構想書の作成

（１１）中長期計画の策定
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②創業支援 

（事業計画策定支援においては、創業準備者も相当するが、以下、創業者だけ

を対象に記述する） 

（目的）  

  創業者に対する支援は、創業者の強い思いを確認しながら、着実に歩を進め

ていけるように、経営の持続化に向けての円滑な事業計画策定支援を行う。 

（改善方法） 

 常設の窓口を設け、寒川町の「創業支援事業計画」に基づく支援体制とも連

携しながら、状況に応じたきめ細かな支援をできるようにする。 

（事業内容） 

・事業計画策定の手順については、上述の手順と同じように進める。なお、当 

初は「（6）事業領域の明確化」部分に力を入れる。 

・事業計画策定の重要性の啓蒙、創業に向けての動機付け等に関しては、先の 

「経営状況の分析」で記述した創業希望者、創業準備者も含め、「ワンストッ

プ相談窓口」「創業支援セミナー」「創業フォローアップセミナー」を通して行

う。 

・「ワンストップ相談窓口」については、既存事業を強化すると同時に、今後は

寒川町との連携を強化し、情報を共有するために共通のフォーマットを作成

し、寒川町地域経済コンシェルジュ（中小企業診断士）が対応しても、経営

指導員が対応しても円滑な支援ができるように協調する。 

 

 

 

 

 

 
              （寒川町創業支援事業計画書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  （寒川町創業支援カルテ）  （相談内容及び特定創業支援事業受講履歴管理表）                   
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・創業者が策定する事業計画書（ビジネスプラン）については、日本政策金融公 

庫のフォーマットも参考にしながら、寒川町地域経済コンシェルジュ（中小企

業診断士）と協調して作成支援していく。 

  支援にあたっては、特に次の点に留意する。 

 創業者の多くは、事業領域の明確化において、単に自分がやりたいことが前

面に出過ぎ、お客様のことが欠けていることが多い。ターゲット顧客をしっか

りと定めることが重要である。 

ターゲット顧客の検討に当たっては、寒川町産業振興課が導入した「商圏分

析システム（MieNa）」レポートや、町が保有する情報を活用し支援を行う。 

 ・創業支援は寒川町と相互交流を行いながら、一体感を持って展開していく。 

 

③商業活性化に対する支援 

（目的） 

 商業者の特長を考慮しこれからの環境に適応させ、持続的経営に結びつく事

業計画策定支援を行う。 

（改善方法） 

事業意欲の高い「２.経営状況の分析」を行った商業者について、支援対象時

間を今まで以上に考慮し、巡回訪問及び窓口支援を通して計画が策定できるま

で支援を行う。 

（事業内容）  

・事業計画の策定手順については、前述の手順と同じように進める。特に商業

者については、「２．経営状況の分析」の際にヒアリングした商品情報や他社

と比較しての優位性等と消費者の購買動向の変化、消費者への商品の供給形

態の変化、ライフスタイルの変化等の外部情報を加味し事業計画策定を支援

する。 

第二創業は事業承継を踏まえての事業展開と解釈し、第二創業支援に伴う

事業計画策定は上述の手順と同様と考え推進する。 

なお、より専門性が求められる分野においては、神奈川県商工会連合会の

専門家派遣の利用や寒川町地域経済コンシェルジュ（中小企業診断士）の支

援を仰ぐ。 

 

（目標数値）  

 小規模製造業者と商業活性化の事業計画策定事業者数は、「２.経営状況の分

析」を行った事業者がすべて事業計画策定までにはいかないことも考えられる

ために、経営状況の分析を行った事業者の２／３とし、年度内に策定できる事

業者数は、策定にとり書かる時期のバラツキを考え、取組事業者の１／２とす

る。なお、平成 31年度以降は、前年度事業計画未策定事業者も加えることを前

提とする。創業者については、経営分析を行った事業者は事業計画策定をする

ものとする。なお、初めて事業計画を策定する事業者の策定支援期間は、1年と

する。 
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 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

   補助金等申請時に事業計画を策定した後のフォローアップ等はほとんど実 

施できていない。小規模事業者はＰＤＣＡサイクルを回すという習慣や経験が 

圧倒的に不足しているが、変化の激しい時代故フォローアップが大切になる。 

①小規模製造業者支援 

（目的） 

  小規模製造業者が策定した事業計画が着実に実施できるよう伴走型支援を実

施する。なお、「３.事業計画策定支援」で事業計画を策定したすべての事業者

を対象とする。 

（改善方法） 

   対象事業者の今までの事業計画策定の経緯なども考慮し、対象者・対象業種 

等しっかりと切り分けて継続的に事業計画策定後のフォローアップを行う。 

（事業内容） 
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・事業計画策定後は、巡回訪問などで、実施状況を確認する。 

・初めて事業計画を策定した事業者に対しては、当初半年間は月１回実施状況

の確認、必要に応じて手直し等を行っていく。その後はチェックリストを作成

し、四半期に１回の巡回訪問で進捗状況の確認を行い、伴走型支援を徹底す

る。 なお、事業者からの問い合わせ等に関しては、適宜対応する。 

 また、フォロー期間は原則３年とし、２年目は、四半期単位、３年目は半期

単位とする。 

・過去に事業計画の策定経験のある事業者に対しては、四半期に１回とする。 

 フォロー期間に関する考え方は、同様とする。 

・フォローにあたっては、寒川町産業振興課企業支援担当と情報共有をしなが 

ら、一緒に行う。 

・問題点や専門的な課題がある場合は、各連携機関と相談し、神奈川県商工会

連合会の専門家派遣や寒川町地域経済コンシェルジュと問題解決にあたる。 

なお、想定した経営環境に大きな変化が発生した時には直ちにフォローする

体制は作っておく。 

②創業支援 

（目的） 

創業者が策定した事業計画が着実に実施できるよう伴走型支援を実施する。

なお、「３.事業計画策定支援」で事業計画を策定したすべての事業者を対象と

する。 

（改善方法） 

   対象者・対象業種等をしっかりと切り分けて継続的に事業計画策定後のフォ

ローアップを行う。 

（事業内容） 

・創業者については事業計画を初めて策定する方が多いことから、随時メール

等でのフォローと最低でも月１回の面談を通して実施状況を確認し、支援し

ていく。 

事業内容が落ち着いてきた段階から四半期に 1回として、フォロー期間は原 

則３年とし、２年目は、四半期単位、３年目は半期単位とする。 

・当初の目論見と異なる事象が発生するケース（例：資金面、競合品の出現な 

ど）が多いので、状況に応じたフォローアップが必要となる。 

・フォローにあたっては、寒川町産業振興課企業支援担当と情報共有をしなが 

ら、一緒に行う。 

・問題点や専門的な課題がある場合は、創業支援事業計画でうたっている「創

業支援ネットワーク」の連携機関と協調し、神奈川県商工会連合会の専門家

派遣や寒川町地域経済コンシェルジュと問題解決にあたる。なお、想定した

経営環境に大きな変化が発生した時には直ちにフォローする体制は作ってお

く。 

③商業活性化に対する支援 

（目的） 

商業者が策定した事業計画が着実に実施できるよう伴走型支援を実施する。

なお、「３.事業計画策定支援」で事業計画を策定したすべての事業者を対象と
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する。 

（改善方法） 

 ・事業計画策定後は、巡回訪問などで、実施状況を確認する。 

・初めて事業計画を策定した事業者に対しては、当初半年間は月１回実施状況

の確認、必要に応じて手直し等を行っていく。その後はチェックリストを作

成し、四半期に１回の巡回訪問で進捗状況の確認を行い伴走型支援を徹底す

る。 

・過去に事業計画の策定経験のある事業者に対しては、四半期に１回とする。 

・フォローにあたっては、寒川町産業振興課企業支援担当と情報共有をしなが

ら、フォローを行う。 

なお、フォロー期間は原則３年とし、２年目は、四半期単位、３年目は半期

単位とする。 

・問題点や専門的な課題がある場合は、各連携機関と相談し、神奈川県商工会

連合会の専門家派遣や寒川町地域経済コンシェルジュと問題解決にあたる。 

なお、想定した経営環境に大きな変化が発生した時には直ちにフォローす

る体制は作っておく。 

（目標数値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

 従来は、小規模事業者が提供する商品／サービスに対して、「売りたいモノを

売る」というときに都度支援するだけであった。需要動向を調査するという考

え方が薄く、情報収集・分析、手段、活用方法を定めておらず、提供できるデー

タも無かった。 

また、事業者自身「売れるモノ・サービスを作る」という視点に欠け、顧客で

ある消費者や取引先の需要動向・顧客ニーズを知る必要性や情報の集め方を理

解していないことが多かった。 

今後、地域小規模事業者が提供する商品／サービスに関する需要動向を定期

的に調査分析し、わかりやすい形にして適宜提供する。なお、調査分析したデ

ータ・情報は、Web 上の所定のフォルダーに保存し、翌年以降も必要に応じて

利活用できるようにしておく。 
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①小規模製造業者支援 

 （目的） 

   小規模製造業者が、既存事業の拡充、新たな販路開拓や新商品の開発に活か

せるような顧客ニーズ、市場動向等を把握し、提供することで、事業計画策定

時及びフォロー時により効果的に活かせるようにする。 

 （改善方法） 

 個社支援を行う小規模製造業者の販売する商品／サービスを調査対象とする

場合と特定個社の商品／サービスを対象とせず、業種別・品目別といった少し

大きな単位で調査するものの切り分けをして調査する。調査結果については、

前者は、個社の既存顧客の深耕、既存商品／サービスの拡販等に、後者は、既

存事業の拡充の検討、新商品開発等を考える事業者にも役立たせていくように

する。 

（事業内容） 

個社の商品／サービスについての調査は、既存顧客に対する調査、展示会等

を通しての見込客等に関する調査に分けて行う。既存の商品／サービスにこだ

わらず、支援対象事業者の強みを活かしての新たな販路開拓、新商品開発につ

ながるような調査は、域内の活性化にもつながる域内大手企業との取引の可能

性促進、既存企業からの新たな要請、展示会等を通しての関連市場の状況、国

の施策情報等について行う。 

 

１）個社の主要顧客に対して、商品／サービスの改良に繋げるために、現商品

／現サービスに対する評価や要望等をヒアリングするように支援する。その際、

ヒアリング調査項目の設定、調査方法、集計・分析についても支援する。 

  ＜調査項目＞ 

現製品／現サービスに対する評価や要望等のヒアリングする項目について

は、個別に決める。なお、項目の設定については、商工会も一緒に検討する。 

（例：一般機械器具製造業であれば、機能／性能、安全性、デザインなど。） 

  ＜調査対象・調査方法・調査数＞ 

個社が主要顧客に対して、面談もしくはメールで個別に問い合わせる。 

調査数は、それぞれ個社の商品／サービスと主要取引先の取引内容に応じて

設定する。 

＜調査頻度＞ 

   必要に応じ実施（最低２回以上）。  

＜活用方法＞ 

調査した内容を踏まえて、当社の商品／サービスの改良計画を策定できるよ

うに支援する。 

 

２）個社の現商品／サービスの改良品・新商品／サービスの販路開拓のために

相応しい展示会を探し、展示会出展を支援する。具体的には、ブース来訪者か

ら次のような調査項目を収集し、需要動向の把握に活かす。 

  ＜調査項目＞ 

   来訪目的、展示物に対する評価、購入見込。 
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   （例：一般機械器具製造業であれば、展示会への来場動機、類似機械使用に

おける要望、購入決定の要件など。） 

＜調査対象・調査方法・調査数＞ 

自社のブースに来てくれた方全員に面談でヒアリングを行う。 

（調査目標数：30名） 

＜調査頻度＞ 

  １回／年 

  ＜活用方法＞ 

展示物に対する評価は商品の改良に活用、購入見込については受注活動に活

用。 

 

３）寒川町内の大企業（３頁参照）からの新規受注の可能性を確認するために、

アンケート調査実施を支援する。具体的には、経営指導員が、個々の事業者が

期待する受注内容と保有する強み、設備等を確認しながら調査内容を決めてい

く。 

  ＜調査項目＞ 

域内の小規模製造業者へ発注可能性の要件、拡大傾向の商品、新商品開発の

動向等。 

  ＜調査対象・調査方法＞ 

寒川町内の大企業 13 社に対して（３頁参照）、経営指導員が個々に用意した

ヒアリングシートに基づきヒアリングで行う。  

＜調査頻度＞ 

１回／年（６月ごろ） 

＜活用方法＞ 

調査結果を支援対象企業の特長に合せて整理し提供する。 

 

４）新商品開発／サービスのネタを集めるために、個社への主要顧客を含む顧

客からの引合情報を、収集・分析することを支援する。 

なお、引合情報の収集、整理、分析方法については、個別に経営指導員が個

社の状況応じて決めていく。 

＜調査項目＞ 

引き合い情報（受注に至っていない情報を含む） 

＜調査対象・調査方法・調査数＞ 

主要顧客に対して、メール、電話、納品時の口頭等での引き合い情報を都度記

録する。収集できたもの全数を対象。 

＜調査頻度＞ 

引合情報を得られる都度、個別に記録し、個社で１回／月整理して、四半期に

１回、商工会も参加して合同で検討会を開催する。 

 ＜活用方法＞ 

引き合い情報を分析し、新商品開発／サービスのネタになりそうなものを自社

の特長・連携先を考慮して新商品開発の可能性を検討する。 
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５）競合・類似する商品／サービスの売れ行きに係る動向を見るために、展示会

にて、他社ブースの情報を収集・分析することを支援する。 

 他社ブースを見る視点については、展示会の状況等も勘案して確認項目を一緒

に考える。 

 ＜調査項目＞ 

競合・類似する商品の状況、どのブースに人が集まっているか、花形商品は何

か等。 

 ＜調査対象・調査方法・調査数＞ 

個社が出展している展示会で、事業者自身が意識しブースを訪問し、情報収集

を行う。 

（調査目標数:20） 

＜調査頻度＞ 

１回／年 

＜活用方法＞ 

競合・類似する商品／サービスへの関心状況による情報の収集結果を、今後の

販路開拓、新商品開発／サービスの活用検討を支援する。 

 

６）新市場開拓・新商品／サービス開発の方向性を決定するために、国の施策情

報等から成長分野等の情報を収集・分析することを支援する。 

＜調査項目＞ 

「中小企業白書」、「産業構造審議会活動報告書」、次年度の「中小企業庁の予算概

要」等に加え、例えば今年度であれば、「関東経済産業局戦略プログラム２０１７」、

「地域未来投資促進法等の施策」から、支援対象企業に関係しそうな情報。 
＜調査対象・調査方法・調査数＞ 
 経営支援担当職員が、各報告書から関連する項目を抽出し、報告書間の関連も

意識して、整理する。 
＜調査頻度＞ 

 １回／年（毎年９月ごろ） 

 ＜活用方法＞ 
整理された情報を説明会等により、周知すると同時に、個社単位で関連する部

分をより詳細に示しながら、今後の新市場開拓・新商品開発の検討に役立てる。 

 
 ②創業支援 

（目的） 

   創業者が、事業展開する上で求められる需要動向に係る情報を適宜提供して 

いけるようにする。 

 （改善方法） 

創業者向けの需要動向調査は、個別情報の違いはあるが、原則①小規模製造

業者支援、③商業活性化に対する支援と同様である。 

なお、得られた情報の活用に係る支援は都度よりきめ細かに行う。 

また、上述の調査に加えて、寒川町の創業支援事業計画において謳われてい

る創業者の事業の周知と販売機会の創出等を狙いとしての「寒川町産業まつり」
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への出展支援においては、下記の調査を行う。 

さらに、立地の検討を行う場合の商圏分析については、「商圏分析システム

（MieNa）」を用いて支援する。 

（事業内容） 
１）（「寒川町産業まつり」にて）自社商品／サービスに関する認知度、評価を知

るために行う来場者アンケート調査を支援する。その際、アンケート調査の調査

項目の設定、調査方法、集計・分析についても支援する。 

＜調査項目＞ 

認知度、価格、良い点・悪い点、その他。  
＜調査対象・調査方法・調査数＞ 
自店ブース来訪者全員に調査用紙を渡してアンケート調査を実施する。 
（調査目標数:50 人） 

＜調査頻度＞ 

１回／年 

＜活用方法＞ 
今後の事業展開において、ターゲット客に喜ばれる商品／サービスを提供で

きるように活かす支援を行う。 

 

２）創業時におけるエリアマーケティングに必要な商圏情報を調査し、立地の検

討、今後の方向性の検討材料にするために、商圏分析を支援する。具体的な支援

方法は、寒川町産業振興課へ同行して期待する情報の収集をできるよう一緒に考

え、作業を行う。 

＜調査項目＞ 

寒川町の経済指標、町丁目単位での居住者数・世帯数、年代構成、労働力、富裕

度、消費生活に関する購買力等。 
（町丁目単位とは、町丁目を中心とした半径 500m、１km、３km の商圏） 
＜調査対象・調査方法＞ 
寒川町産業振興課が導入した「商圏分析システム（MieNa）」を使用させて貰い 

各種情報を収集・提供する。 
＜調査頻度＞ 

  都度 
＜活用方法＞ 

創業者の立地を検討する際、広報する際の参考情報として提供し、より適切

な地域、効果的な広報に役立つよう支援していく。 
※MieNaレポート(ミナレポ)は、（株）日本統計センターの ASPサービス「市場

情報評価ナビ(MieNa)」で提供する商圏分析レポートで、人口・世帯データや消

費支出・購買力データ、富裕層データ等のあらゆるデータを駆使し、指定した

地域の評価を行うものです。 

 

③商業活性化に対する支援 

（目的） 

域内（町内）の住民が期待する品揃え、サービスに係る情報を収集すると同
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時に、寒川神社参拝者等の域外からの見込み客のニーズ等を収集し、提供する

ことで、個社の事業計画策定時及びフォロー時に効果的に活かせるようにする。 

（改善方法） 

域内（町内）住民に関して、個社単位での顧客ニーズに関するアンケート等

による調査、域外からの見込客に対して、見込み客が寒川町に期待すること等

についてのアンケート調査結果を踏まえ、品揃え・サービスの見直し、新たな

品揃え・サービスにつながるように支援する。さらに、関係する商業者が連携

し、新たな商品／サービスの創出につながるようにする。また、販路拡大に向

けての商圏の見直しについては、寒川町が用意している「商圏分析システム

（MieNa）」を活用する。 

（事業内容） 

１）自社の商品／サービスをより充実させ、売上拡大に結び付けていくために、

自社の商品／サービスの評価、ニーズを知るために行う自社の来店者アンケート

調査を支援する。その際、アンケート調査の調査項目の設定、調査方法、集計・

分析についても支援する。 

＜調査項目＞ 

価格、良い点・悪い点、商品／サービスが顧客のニーズと合致しているか、新

たに揃えて欲しい商品／サービス等。 
 ＜調査対象・調査方法・調査数＞ 

来店した顧客に、個社自ら調査用紙を渡して記入して頂く。 
（調査目標数:100 人） 
＜調査頻度＞ 

 ２回／年（１週間、１か月間など期間を特定して実施） 

 ＜活用方法＞ 
ターゲット客に喜ばれる商品／サービス（域外の大型ショッピングモールの商

品と比較しての優位性の高い品揃え等）をできるように支援する。 
 

２）域外からの来店者の購買動向をつかむために、ＪＡわいわい市（直売）来店

者へのアンケート調査実施を支援する。アンケート調査の調査項目の設定、調査

方法については、ＪＡわいわい市担当者と経営指導員が協議して決める。 

＜調査項目＞ 

  居住地域、来店手段、来店者の年齢層、性別、購入品等、 
＜調査対象・調査方法・調査数＞ 
 来店した顧客に、商工会が調査用紙を渡して記入して頂く。 
 （調査目標数:100 人） 
＜調査頻度＞ 

 １回/四半期（1週間程度の期間を特定して実施） 

 ＜活用方法＞ 
域外顧客ニーズや動向情報を踏まえて、個社の品揃え、新サービス等へ活かせ

るよう支援する。 
  
３）域外からの来訪者が、寒川町に期待する情報をつかむために行う寒川神社来
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訪者アンケート調査を商工会が実施して、その結果を今後の品揃え、新サービス

の検討への活用を支援する。 

＜調査項目＞ 
 居住地域、来訪手段、来訪者の年齢層、性別、目的、寒川町に欲しいお店・商

品／サービス等。 
＜調査対象・調査方法・調査数＞ 

来訪者に、商工会が調査用紙を渡して記入して頂く（一部寒川町観光協会の

協力を仰ぐことも考える。） 
（調査目標数:100人） 

＜調査頻度＞ 

・イベント時：正月三が日、七五三、流鏑馬など 

・平常時：平日・日曜祝日 

＜活用方法＞ 
域外来訪者のニーズや動向情報を踏まえて、個店の品揃え、新サービス等への

活用と関係する商業者間の連携による新商品／サービス開発に活かせるよう支

援する。 
 

４）販路の再確認、販路拡大に向けての商圏の見直し等のために、エリアマーケ

ティングに必要な商圏情報を収集し、商圏分析を支援する。具体的には、寒川町

産業振興課へ同行して、期待する情報の収集をできるよう一緒に考え、作業を行

う。 

＜調査項目＞ 

寒川町の経済指標、町丁目単位での居住者数・世帯数、年代構成、労働力、富裕

度、消費生活に関する購買力等。 
（町丁目単位とは、町丁目を中心とした半径 500m、１km、３km の商圏） 
＜調査対象・調査方法＞ 
寒川町産業振興課が導入した「商圏分析システム（MieNa）」を使用させて貰い 

各種情報を収集・提供する。 
＜調査頻度＞ 

  都度 
＜活用方法＞ 
個々の商業者の販路の再確認、販路拡大に向けての商圏の見直し等をする際に

活用できるよう提供し、支援者が一緒に分析を支援する。 

   
５）寒川町民の購買動向をつかむために、寒川町ｅマーケティングリサーチ制度

を利用し調査することを支援する。商工会が、調査項目の設定を行い、寒川町ｅ

マーケティングリサーチ制度を利用しての調査を依頼し、その調査結果を今後の

品揃え、新サービスの検討への活用を支援する。 

＜調査項目＞ 

町内での購入商品／サービス及びその購買動機、域外での購入商品／サービス

及びその購買動機、町内商業に対する意見等。 
＜調査対象・調査方法・調査数＞ 



- 30 - 
 

寒川町在住・在勤者の登録したｅモニターに対し、インターネット配信した

アンケート調査をＰＣ、スマホで回答してもらう。 
（調査目標数:200 人） 

＜調査頻度＞ 

１回／年 

＜活用方法＞ 
寒川町民に喜ばれる商品／サービスを提供できるように（域外の大型ショッピ

ングモールの商品と比較しての優位性の高い品揃え等をできるように）支援す

る。 

※寒川町ｅマーケティングリサーチ制度は、町内在住、在勤、在学の 16歳以上

で、日本語でインターネットやメールが利用可能な人が対象となり、町のホー

ムページからモニター登録を申請し、町のアンケート調査に回答する制度。 

 

（目標数値） 
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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） 

商工会では、今まで、展示会・商談会への出展支援ができていなかった。また、

ＩＴ利用に関するセミナー、全国商工会連合会 SHIFT システムを利用した「無料

ホームページ作成セミナー」を年に１度開催し、ホームページやＳＮＳに関する

意識付けを行って来た。しかし、ホームページを作成している事業者は 50％未満

と見ている。 

今後は、小規模事業者の現商品／サービスの需要促進・創造及び新たな市場ニ

ーズに応える商品／サービスの提供ができるよう各事業を実施し、支援していく。 

 

 ①小規模製造業者 

（目的）  

ターゲット客及びターゲット客のニーズをしっかりと捉え、強みを活かした売

れる商品／サービス作りと、同時にそれら商品／サービスの需要開拓に結びつく

支援を行っていく。 

（改善方法） 

 対象とする商品／サービスが、既存顧客の要請に応えてきたのか、需要動向調

査での情報等を踏まえ、改良すべき事項などを明らかにししたうえで、商品／サ

ービスのブラッシュアップ支援を行う。 

その上で、それら商品／サービスの需要開拓に向けて、展示会・商談会への出

展、ホームページ作成、プレスリリースなど、その事業者に合う方法を見極め、

組み合わせて支援していく。 

（事業内容） 

  経営状況分析を実施した事業者及び今後事業計画策定の可能性がある事業者

を対象として、以下の支援をしていく。 

１）売れる商品／サービスづくり支援（既存事業拡充） 

上記支援対象者に加え、事業計画策定事業者及び「さむかわ次世代経営者研究

会」メンバーで事業計画を策定していない事業者も含め、「売れる商品／サービス」

になるようブラッシュアップ支援をしていく。 

需要動向調査での情報等を踏まえ、それぞれ個社のターゲット客を再確認し、

ターゲット客のニーズの変化の把握、競合・類似する商品と比較しての優位性確

保のポイント、環境変化及び今後の予測情報等を考慮して、それぞれ個社の強み、

経営者の思いなども確認していきながら進めていく。新たな経営資源を必要とす

る場合は産学連携、産々連携も視野に入れて支援する。 

検討にあたっては、必要に応じて専門家の支援も仰ぐ。 

支援する頻度は、全体見直しは、個社あたり、1回／年とし、適宜進捗確認は行

っていく。 

 

２）各種展示会・商談会への出展支援（既存事業拡充） 

 近隣地域や県内で行われる展示会、マッチング会、商談会の情報をしっかりと

商工会が捉え、個社の商品／サービス等に合致した展示会の紹介とターゲット客

の関心をひく展示方法などの支援を行う。 
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 最初から、単独での出展が困難な場合もあるので、「神奈川県商工会連合会」「湘

南広域行政協議会」の共同ブース出展を足掛かりに支援を進めていく。 

 展示会の出店促進に向けては、寒川町の展示会出展費用の一部を補填する「販

路拡大等事業補助金」の活用を図る。 

なお、従来から出展支援を行ってきた下記の展示会については、出展実績のあ

る企業からの状況確認と主催者の今後の進め方等を考慮し、より高い効果に結び

つくような支援を引き続き行う。 

A：「ビジネスマッチング with かながわ８信金」（出展目標：２企業、商談成立

目標数１件） 

（内容：受注・サプライヤー企業から提出されたエントリーシートをもとに、

事前に発注・バイヤー企業によって商談先を選定のうえ、商談会を開催） 

※平成 29年度実績は、発注・バイヤー企業 129社、受注・サプライヤー企業

404社、合計 1,152件の商談が実施された。寒川町の事業者の出展は、発注企

業２社、受注企業２社。 

B：「テクニカルショウヨコハマ」（出展目標：３企業、商談成立目標数２件） 

（内容：神奈川県下最大の工業技術、製品総合見本市） 

※平成 28年度実績は、出展者数 635社・団体、出展小間数 468小間、同時

開催・「平成 28年度 受・発注商談会（横浜会場）」「かながわビジネスオーデ

ィション 2017」寒川町の事業者の出展は、１社。湘南広域都市協議会の共同

ブースに継続出展中で需要開拓に成功。 

 

３）ホームページ、ソーシャルメディア等の活用支援（既存事業拡充） 

・ターゲット客からのヒット率を上げることを狙いに、検索すると思われるキ

ーワードの考慮、ブログ、動画、ＳＮＳ等と連動させたホームページ作りを

支援していく。 

ホームページをまだ立ち上げていない事業者向けには、全国商工会連合会

の「ＳＨＩＦＴ」（簡易ホームページ）等を利用してのホームページ作成支援

を行う（年間７件）。また、寒川町で立ち上げている「PRレポート」との相乗

効果が得られるように考慮する。 

 ※PRレポートは、寒川町エコノミックガーデニング推進事業における販路開

拓支援の一環で、企業の得意技や製品をまとめたもの。 

・事業者の IT利活用に向けての気づき、リテラシー向上に向けては、従来から

年１回行っている IT セミナーに加えて、IoT 実践企業事例などその時々の状

況に応じてのセミナーも行っていく。 

・ホームページの作成促進に向けては、寒川町のホームページ作成を支援する

「販路拡大等事業補助金」を活用する。 

 

４）地域マスコミへのプレスリリースの活用支援（新規事業） 

寒川町が行っているプレスリリースの活用の仕方について、商工会が支援対

象事業者を対象に、効果的な文章作成方法等の勉強会を開催し、積極的な利

用を促進していく。（年間２件） 
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②創業支援 

（目的）  

創業者それぞれの事業領域を確認し、当該事業の商品／サービスの需要開拓

に結びつくような支援を行う。 

（改善方法） 

創業者がターゲットとする客の再確認とターゲット客のニーズを需要動向調

査での情報等を踏まえ、確認した上で「売れる商品／サービス」になるようブ

ラッシュアップ支援を行う。 

その上で、それら商品／サービスの需要開拓に向けて、展示会への出展、ホ

ームページ作成、プレスリリースなど、その事業者に合う方法を見極め、組み

合わせて支援していく。 

（事業内容） 

創業者だけでなく、創業準備者も対象として、下記支援をしていく。 

１）売れる商品／サービスづくり支援（既存事業拡充） 

ターゲットとする客の再確認とターゲット客のニーズを需要動向調査での

情報等を踏まえ確認し、競合・類似する商品と比較しての優位性を確保でき

るようなブラシュアップ支援を行う。 

検討にあたっては、必要に応じて専門家の支援も仰ぐ。 

支援する頻度は、随時。 

 

２）寒川町産業まつりへの出展支援（既存事業）  

・創業者向けの展示会支援は、当面寒川町の創業支援事業計画にて記載されて 

いる「寒川町産業まつり」へのブース出展の支援に止める。 

・来場者に知ってもらうことに注力をした展示・デモ等を行えるよう効果的な

ディスプレイ方法等について支援する。 

・支援対象創業者の選定においては、商品／サービスの完成度をみながら決め

ていく。 

 

３)ホームページ、ソーシャルメディア等の活用支援（既存事業拡充） 

・ホームページの立上については、全国商工会連合会の「ＳＨＩＦＴ」（簡易ホ

ームページ）等を利用してのホームページ作成支援を行う。（年間３件） 

・ネット販売等を行う事業者など業態に応じて、専門家の支援も適宜行ってい 

く。 

・事業者の IT利活用に向けての気づき、リテラシー向上に向けては、従来から

年１回行っている ITセミナーに加えて、IT利活用の成功事例などその時々の

状況応じてのセミナーも行っていく。 

・ホームページの作成促進に向けては、寒川町のホームページ作成を支援する

「販路拡大等事業補助金」を活用する。 

 

４）きぎょう（企業＆起業）情報交換会への参加支援（既存事業） 

湘南エリア（藤沢・茅ヶ崎・寒川）のビジネス交流会への参加支援を行う。自

社 PRから名刺交換まで、双方向での人的交流を図るのが目的である。 
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参加企業に対しては、事前に経営指導員が自社 PR方法についてアドバイスを

行い、より自社の「強み」をアピールできるよう工夫する。 

これにより、マッチング成果の向上を図る。年に１度開催する。 

③商業活性化に対する支援 

（目的）  

域内（町内）の住民向けの新たな需要開拓支援と域外からの客に対する需要

開拓支援とに分けて支援方法を考える。また、集客を考えたとき、個店支援だ

けではなく、客からみての関連商品／サービスの充実も図れるよう支援してい

く。 

前者に対しては、近隣の大型ショッピングモールでの品揃えを考慮し、域内

住民の期待する品揃えをできるような支援を行う。後者に対しては、寒川神社

参拝者等の域外からの見込み客の期待するお店、品揃えなどの拡充支援を行う。

特に後者については、面的支援を考慮する。 

（改善方法） 

域内（町内）の住民向けについては、需要動向調査での情報等を踏まえ、改

良すべき事項などを明らかにしたうえで、商品／サービスの見直し、周知方法

に関する支援なども行う。 

 寒川神社参拝者等の域外からの見込み客に対しては、需要動向調査での情報

等を踏まえ、改良すべき事項、新たに取り組むべき事項などを明らかにしたう

えで、店づくり支援、品揃え支援、地域資源を活用した商品／サービスづくり

支援も行う。また、マップも用意する。 

 両者に共通する新たな魅力づくり、寒川町事業者の新たな事業参入促進も進

めていく。 

両者共通の周知方法等に係るホームページ作成、プレスリリースなどについ

ては、その事業者に合う方法を見極め、組み合わせて支援していく。 

（事業内容） 

  経営状況分析を実施した事業者及び今後事業計画策定の可能性がある事業者

を対象として、以下の支援をしていく。 

１）売れる商品／サービスづくり支援（既存事業拡充） 

域内住民向け商品／サービスを提供する事業者に対しては、需要動向調査

での情報等を踏まえ、域内住民の期待する品揃え／サービスを提供できるよ

う、調達ルートの見直しも含め支援していく。 

域外からの見込み客対応においては、需要動向調査での情報等を踏まえ、

商品／サービスの見直しだけでなく、店の視認性などの改善も含めて支援し

ていく。 

検討にあたっては、必要に応じて専門家の支援も仰ぐ。 

支援する頻度は、随時。 

 

２）「まちゼミ」の開催支援（域内向け新規事業） 

 域内の住民向けにそれぞれ個店の商品／サービスに関する認知度を高めても

らい、売上拡大に結び付ける「まちゼミ」の開催支援を行う。 

 「まちゼミ」とは商店街の店主などが講師となり、プロならではの専門的な
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知識や情報、コツを無料で地域住民に提供するゼミナールであるが、持続・

継続できるような仕組みを構築する。 
新規事業なので、検討にあたっては、専門家の支援を仰ぎ、域内事業者の意

識を高め、積極的に参加するよう啓蒙する。 

開催頻度は、年１回。 

 

３）「寒川町特産品認定制度事業」を基盤としたＰＲ事業の拡充支援（域外向け

既存事業拡充） 

「寒川町特産品認定制度事業」とは、寒川町内で事業を行っている事業者及

び団体が、町内で製造または栽培している商品（農産物含む）や寒川町産の

材料を使用している商品に対し、一定の基準に適合するものを特産品として

寒川町特産品認定制度運営委員会が認定する制度である。 

 改めて、寒川町特産品認定制度運営委員会の関係者間において、本事業を

見直し、拡充を行い、域外からの見込み客に寒川町の自慢できる商品／サー

ビスを認知してもらいさらなる需要拡大に結び付けるようにする。 

域外の見込客に対する周知については、寒川町観光協会との連携を強化し、

来訪者向けマップの見直し等も行う。併せて、スマホで簡単に検索できる仕

組みづくりの支援も行う。 

 「寒川町特産品認定制度事業」の見直しについては、平成 30 年度から行

い、認定は、年１回行う。 

 「スマホでの検索システム」は、平成 31 年度に着手する。なお、マップの

改廃は都度行っていく。今後は、この制度を活用しながら、特産品に該当し

なくても、広く寒川町の商品として認知されている商品に対して、一定の基

準に適合するものを推奨品として認定することにより、認定事業者を増やし、

町内外への PR等を積極的に行う。（年間２回 PR月間を実施） 

   

４）寒川町産業まつりへの出展支援（既存事業） 

商工会は、寒川町、ＪＡさがみと一緒に、町産業を広く町民に紹介し、町産

業の発展を図ることを狙いに行っている「寒川町産業まつり」について、商業

活性化の目的に沿い、より有効活用できるように具体的に考えていく。 

・個社の商品／サービスの拡販に向けての有効活用 

・域外からの見込み客への寒川町商業の魅力周知 など。 

 なお、ブース展示方法、効果的なチラシ・パネルの作成等については都度

支援する。 

 

５）ホームページ、ソーシャルメディア等の活用支援（既存事業拡充） 

・個社の商品／サービスの周知を狙いとしたホームページを、全国商工会連

合会の「ＳＨＩＦＴ」（簡易ホームページ）等を利用してのホームページ作

成支援を行う。（年間３件） 

 その際、以下の点についても支援を行う。 

 ・検索されやすいワードの選定 

 ・見やすいレイアウト 
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 ・商工会ホームページへのリンク など 

同時に、ターゲット客、商品／サービスによっては、スマホを意識した立

ち上げ支援も行う。 

・SNS等のソーシャルメディア、動画等の活用においては、成功例を示しなが

ら一緒に考えていく。 

・消費税軽減税率対応等含めた POS レジシステムの活用については、セミナ

ーによる啓蒙と個別対応で推進する。 

・ネット販売等を行う事業者など業態に応じて、専門家の支援も適宜行って

いく。 

・事業者の IT利活用に向けての気づき、リテラシー向上に向けては、従来か

ら年 1 回行っている IT セミナーに加えて、IT 利活用の成功事例などその

時々の状況応じてのセミナーも行っていく。 

・ホームページの作成促進に向けては、寒川町のホームページ作成を支援す

る「販路拡大等事業補助金」を活用する。 

 

６）地域マスコミへのプレスリリースの活用支援（新規事業） 

寒川町が行っているプレスリリースの活用の仕方について商工会が支援対

象事業者を対象に、効果的な文章作成方法等の勉強会を開催し、積極的な利

用を促進していく。（年間２件） 

 

７）「かながわ商工会まつり」「神奈川みやげもの市場」への出展支援 

 神奈川県商工会連合会が主催するイベントである「かながわ商工会まつり」

「神奈川みやげもの市場」への出展については、今までに成功している事業

等を参考に、商業活性化の目的に沿ってより効果が出るよう、神奈川県商工

会連合会とも協議しながら検討していく。 

 具体的検討については、別途神奈川県商工会連合会と協議する。 
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（目標数値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 
 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 
  ＜地域活性化事業＞ 

 （現状と課題） 

従来の地域活性化事業は、単発のイベントが中心で地域活性化のテーマが定 

まっていないという問題があった。尚かつ、寒川町や寒川町観光協会、商店会 

やポイントカード団体が主体となっているイベントについて、その意義を考え 

ることもなく、過去からの流れに従い単に支援してきたに過ぎなかった。その 

ため、「地域全体を活性化する」という考え方が不足していた。 

今後は、小規模企業支援を含めた地域経済活性化に係る関係機関が互いに地

域経済活性化支援のあり方を共有しながら活性化を推進できるようにする。 

（改善方法） 

 商工会単独ではなく、寒川町、寒川町観光協会、寒川町工業協会、湘南信用

金庫、平塚信用金庫、静岡中央銀行等の地域金融機関、ＪＡさがみ等と今後の

地域活性化について各機関が考えるあり方につき、機会有るたびに意見交換を

行い情報の共有を行う。地域経済活性化については、見方が異なる故、イベン

ト企画等においては、事前に十分思いの摺合せを行い実施していくようにする。       

今後は、地域の歴史・文化等を考慮しつつ地域全体としての活性化に繋げて

いくことも必要である。 

 （事業内容） 

・関係団体との情報や意識の共有を行う等、地域活性化（地域全体の現状や課 

題、今後の方向性）についての意見交換を行うために協議会等の開催で検討 

を行っていく。具体的には、平成 27年度に異業種交流会の一環として実施 

した「まちづくりに関する意見交換会」を年１回以上関連機関と協力して開 

催する。 

 なお、個々のイベントについては、関係機関による実行委員会を設け、互い

に協調しあい実施していく。 

  ・寒川神社を「地域資源」とすることについては、寒川町、寒川町観光協会と 

協力して、申請に向けて最大限の努力を行っていく。 

  ・寒川町は全国でも最大規模の縄文時代竪穴式住居跡遺跡が数カ所あるが、 

観光資源として有効活用されていない。今後は、寒川町、寒川町観光協会と 

協力し「地域全体を活性化する」という考え方を踏まえながら数年以内に方 

向性を決定する。 

・「目標 ２.寒川町の産業の現状と課題」で記述したように大規模製造業含め

て製造業の強い町である。大企業も属する「寒川町工業協会」を軸に、地域

経済活性化に向けて、寒川町、湘南信用金庫、平塚信用金庫、静岡中央銀行、

等地域金融機関、ＪＡさがみとも密な連携を図りながら各種の取り組みにチ

ャレンジしていく。 
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Ⅲ経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（現状と課題） 

「藤沢商工会議所」、「茅ヶ崎商工会議所」と個別に連携事業を組むことがあ 

るが、「湘南地域２市１町」の広域な枠組みの中で、寒川町における取り組み 

が薄くなっていた。 

また、金融機関との連携については湘南信用金庫と平成 26年 2月 28日に地 

域経済の更なる発展を期して「業務連携・協力に関する覚書」を締結している。 

業務連携の内容は、①業務連携に関する具体的な方策に関する事項、②寒川町 

における経済情報・中小企業などに関する事項、③両者が実施する個人事業主 

及び中小企業者向けセミナー等に関する事項、④その他目標達成に向けて必要 

な事項について双方が協力・対応していくこととしている。 

  しかし、具体的な活動はこれからである。 

当商工会は事業計画策定を含む「経営革新計画作成」「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弱点である。 

今後は、関連支援機関との協調関係をより強くし、地域活性化と同時に小規

模事業者の持続的発展に寄与していく。 

（改善方法） 

・寒川町、寒川町観光協会、寒川町工業協会、地域金融機関、ＪＡさがみ等の町

内の支援機関に限らず、経営発達支援事業の円滑な実施に向けて求められる

事項については、近隣の商工会、商工会議所、神奈川産業振興センター、よ

ろず支援拠点、日本政策金融公庫、中小企業基盤整備機構などとも連携して

解決に向けて取り組む。特に寒川町とは、以前にも増して協調関係を強化し、

事業ごとに支援を求める内容を整理し、日ごろから機会あるごとに接触を意

識的に行うようにする。 

・近隣の「藤沢商工会議所」「茅ヶ崎商工会議所」と小規模事業者支援に関する 

情報交換会を年１回実施する。内容は、それぞれの経営発達支援計画におい 

て効果があった取り組み、事業者支援の成功事例・失敗事例、それぞれの商 

圏における事業者の交流についてのノウハウなどの情報交換を行う。 

・「座間市商工会」「綾瀬市商工会」は、製造業会員が多く工業系支援に定評が 

ある。「情報の入手方法」「具体的支援方法」「フォロー体制」等について機会 

をみつけ年 1回以上情報交換を行い製造業支援に関するノウハウを勉強す 

る。 

・地域金融機関（湘南信用金庫、平塚信用金庫、静岡中央銀行）とは「引継ぎ 

センター対応」「創業支援」等について、寒川町も交えての年１回以上の定 

例会を行い、日ごろ収集した情報交換を行う。 

・日本政策金融公庫厚木支店はマル経融資の窓口であり、県央地域の情報を 

持っている。年２回の融資相談会以外でも密接な関係を保ち、小規模事業者 

への支援を強化していく。また、創業支援においても創業融資はもとより、創

業セミナーにも協力してもらう。 

・専門性が求められる案件については、寒川町地域経済コンシェルジュ、神奈

川県商工会連合会、神奈川産業振興センター、よろず支援拠点、中小企業基



- 40 - 
 

盤整備機構などの専門家派遣を通して、支援ノウハウ向上を図る。 

 

２．経営指導員の資質向上等に関すること 

 ①経営指導員等の支援能力の向上と仕組み 

（現状と課題） 

経営指導員２名が H21 年 4 月に任命されたこと、経営支援担当職員３名が採

用３年以内という経験の短い状況の中で、十分なコミュニケーションが取れた

活動になっていなかった。小規模企業から求められるワンストップ対応、事業

計画書策定支援等を確実に遂行するために OJT、Off-JT で資質向上を図るよう

にしていく必要がある。（※昨年度までは経営指導員３名であったが１名が人事

異動中で２名となっている。） 

（改善方法） 

小規模事業者への記帳指導・税務指導といった従来の経営指導に加え、経営 

発達支援計画（１～６）に記載した事項を着実に遂行していけるよう、改めて 

個々の経営指導員の現状を確認した上で、今後さらなる支援能力向上が求めら

れる事項を明らかにする（経営指導員の中小企業大学校受講履歴は次頁表のと

おりである）。 

その上で、支援能力向上が求められる内容、達成時期を考慮して、それぞれ 

の職務内容等も勘案しながら支援能力向上計画を策定する。 

OJTにおいては、ワンストップ対応、事業計画書策定支援等の対応の都度、気

になる点を職員間で相互に意見交換、理解し合い、より高い専門性が求められ

る内容等については、寒川町地域経済コンシェルジュ等に支援を仰ぎ、能力向

上に努める。 

Off-JTにおいては、商工会が行うセミナー含めて個々の能力向上に必要と思

えるセミナーに参加するが、主として中小企業大学校の研修を活用する。 

なお、中小企業大学校研修には、職員全員が年間１回以上必ず参加している。 

経営指導員２名については、事業計画策定支援に必要な分野の研修を漏らすこ

となく受講し、経営支援担当職員３名についても、積極的に研修に派遣する。     

経営指導員全員が受講した「経営革新計画の策定」（次頁表中太字◎部分）につ

いては、経営支援担当職員の受講も計画しており、事業計画策定の基本的な考

え方を習得する。   
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また、経営支援担当職員も含めて、各種資格に対して積極的に取得するよう 

に進めている。特に簿記２級取得（経営指導員２名は取得済）は必須として、 

まずは財務分析力を身につける。 

全国商工会連合会が推奨している経営支援マネージャーは経営支援担当職員

も含めて２年以内に全員が取得出来るように義務づける。 

なお、経営指導員等の資質向上等についてはキャリアアップ計画を作成し実行

する。 

 ②支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 

 従来は、都度必要と思えるときにミーティング等を行ってはきた。しかし、

個々の経営指導員が伝えたいと思わない限り、ミーティングは持たれなかった。 

今後は、「勉強会」を月に１回開催し、経営指導員・経営支援担当職員全員が

参加し、それぞれが月内で得た情報・ノウハウを個々に発表しあい共有する。 

中小企業施策等の説明会等に参加して得られた情報については、関連資料の

回覧、必要に応じてのミーティングを持ち共有していく。 

また、円滑なワンストップ対応を図っていけるようにするため、相談対応メ

モ等の充実も図り、互いに共有できるようにもする。それにより、個々の対応

方法の均一化も図る。 

特に、事業計画書策定支援に関しては、チームを組んだ専門家も交え、都度

それぞれのチームで計画書を策定した後に、相互にブラッシュアップを図る。

その上で一つにまとめ上げることによって、職員全体で事業計画書策定のノウ

ハウの習得と情報を共有する。 

研修レジュメや使用した参考書籍を書棚の特定箇所に整理し、誰でも閲覧を 

することが出来るようにする。また資料についてはＰＤＦ化して共有サーバー

に保存していつでも見ることが出来るようにする。 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画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

ＰＤＣＡサイクルを回し評価・検証を行う。 

①寒川町、寒川町地域経済コンシェルジュ（中小企業診断士）と事業の実施状

況と成果について、４半期に 1回程度進捗確認と評価を行う。 

②外部有識者（中小企業診断士等）、寒川町、神奈川県商工会連合会などで構成

する経営発達支援計画評価委員会を設置し、事業の実施状況、成果の評価・

見直しなどを行う。（毎年４月下旬に開催） 

③事業の成果・評価・見直しについては、寒川町商工会理事会へ報告を行い、 

承認を受ける。（毎年５月に開催） 

④寒川町商工会理事会で承認を受けた後、５月下旬に開催する「総代会」へ提 

出・報告する。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果については、総代会で報告後、寒川町商工 

会ホームページ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 29年 10月現在） 

（１）組織体制 

 ◎経営発達支援計画の実施は、支援グループ１名の経営指導員を中心に伴走型支援を 

担当する。 

業務グループ１名の経営指導員は地域の経済動向調査、需要動向調査などを担当す 

る。 

  事務局長・経営支援担当職員は、経営指導員と情報共有を行い、側面支援や業務支 

援のサポートを担当する。特に「創業支援のワンストップ窓口」については初期の 

対応を行い、経営指導員への橋渡しをしっかり行う。 

 【役員】 

   会長１名、副会長２名、理事 20名、監事２名 

 【組織】 

   事務局長      １名 

   経営指導員     ２名（支援グループ１名、業務グループ１名） 

   経営支援担当職員  ３名（支援グループ２名、業務グループ１名） 

   臨時職員・派遣職員 ２名 

 

 

（２）連絡先 

 〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山１４１－１ 

 寒川町商工会 

電話：0467(75)0185 FAX：0467(72)1224 Mail：samukawa@k-skr.or.jp 

ＵＲＬ：http://www.shokonet.or.jp/samukawa 
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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 30年

度 

(30年 4月 

以降) 

平成 31年

度 

平成 32年

度 

平成 33年

度 

平成 34年

度 

必要な資金の額 1,700      2,200      2,200 2,200 2,200 

 

経営発達支援

事業費 

 

地域振興事業 

 

 

1,500 

 

200 

 

2,000 

 

200 

 

2,000 

 

200 

 

2,000 

 

200 

 

2,000 

 

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 

国補助金、県補助金、町補助金、会費、手数料、受託料収入 

 

 

（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 

・経営状況の分析 

・事業計画策定支援 

・第二創業 

・創業支援 

・事業計画策定後の実施支援 

・需要動向調査 

・新たな需要の開拓に寄与する事業 

・地域経済の活性化 

・支援ノウハウ等の情報交換 

・経営指導員等の資質向上 

・事業の評価及び見直しをするための仕組み 

 

連携者及びその役割 

・神奈川県 産業労働局産業部中小企業支援課 

（地域の経済動向調査、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、新たな需要の開拓 

に寄与する事業、地域経済の活性化） 

     代表者：知事 黒岩 祐治 

住所：神奈川県横浜市中区日本大通 1 

・寒川町 環境経済部 

（地域の経済動向調査、経営状況の分析、事業計画策定支援、第二創業、創業支援、需

要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域経済の活性化、支援ノウハウ等

の情報交換、事業の評価及び見直し） 

代表者：町長 木村 俊雄 

住所：神奈川県高座郡寒川町宮山 165 

・神奈川県商工会連合会 

（地域の経済動向調査、経営状況の分析、事業計画策定支援、第二創業、創業支援、 

事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域 

経済の活性化、経営指導員等の資質向上、事業の評価及び見直し） 

     代表者：会長 関戸 昌邦 

     住所：神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル 

・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

（事業計画策定支援、第二創業、創業支援、事業計画策定後の実施支援、需要動向調 

査、 

新たな需要の開拓に寄与する事業、支援ノウハウ等の情報交換、経営指導員等の資質 

向上） 

代表者：理事長 高田 坦史 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル 

・公益財団法人 神奈川産業振興センター（略称ＫＩＰ） 

 神奈川県事業引継ぎ支援センター（ＫＩＰ内） 

    （事業計画策定支援、第二創業、創業支援、事業計画策定後の実施支援、支援ノウハウ 
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等の情報交換） 

     代表者：理事長 北村 明 

     住所：神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル 

・神奈川県よろず支援拠点 

    （事業計画策定支援、第二創業、創業支援、事業計画策定後の実施支援、新たな需要の 

開拓に寄与する事業、支援ノウハウ等の情報交換） 

     代表者：チーフコーディネーター 山﨑 隆由 

     住所：神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル 

・一般社団法人 寒川町観光協会（需要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業地域経済 

の活性化） 

     代表者：会長 村松 正喜 

     住所：神奈川県高座郡寒川町岡田 1101-5 フジタビル 1Ｆ 

・日本政策金融公庫厚木支店 

（地域の経済動向調査、創業支援、事業計画策定後の実施支援、需要動向調査、新たな 

需要の開拓に寄与する事業、地域経済の活性化） 

     代表者：支店長 西口 安弘 

住所：神奈川県厚木市中町 3-11-21 

・湘南信用金庫寒川支店 

（地域の経済動向調査、創業支援、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域経済の活 

性化、支援ノウハウ等の情報交換） 

     代表者：支店長 豊田 敏樹 

     住所：神奈川県高座郡寒川町岡田 112 

・平塚信用金庫寒川支店 

（創業支援、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域経済の活性化、支援ノウハウ等の 

情報交換） 

     代表者：支店長 大城 芳裕 

     住所：神奈川県高座郡寒川町岡田 1092-2 

・静岡中央銀行寒川支店 

（創業支援、新たな需要の開拓に寄与する事業、地域経済の活性化、支援ノウハウ等の 

情報交換） 

     代表者：支店長 菅生 靖隆 

     住所：神奈川県高座郡寒川町倉見 482-3 

・ＪＡさがみ寒川支店 

    （需要動向調査、新たな需要の開拓に寄与する事業地域経済の活性化、支援ノウハウ

等の情報交換） 

     代表者：支店長 横山 昌和 

     住所：神奈川県高座郡寒川町岡田 246-1 
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連携体制図等 
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