
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

大磯町商工会 

（法人番号 ）7021005006684 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

【重点項目】 

明治期から続く老舗企業と新たに起業した小規模事業者を積極的に支援 

１.４社連携協定の充実強化による中長期的な視野に立った課題解決の取り

組み①４社連携協定に基づき、行政及び支援機関連携のもと、事業所の課

題解決を行い、売上・利益の確保等、経営力の持続的発展を支援する。②

小規模事業者への中長期的な視野に立った事業計画立案を行う。 

２．地域資源を活かした観光客の誘客及び、地域活性化による商工業の振興

発展 

「大磯いち」を初めとした各種イベントを契機に、大磯町観光協会・JA・

漁協・近隣商工会等と連携し、観光客誘致を念頭に置いた地域ブランド強

化事業を推進する。地域資源である旧吉田邸リニューアルを成功体験とし、

地域資源も有効活用することにより、交流人口増を目指す。 

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 

(1)管内における「景気動向調査」の公表 

(2)公的機関等が公表する経済指標の活用 

２．経営状況の分析に関すること 

(1)伴走対象者に対しての経営分析の実施 

(2)支援機関連携による専門家の活用 

３．事業計画策定支援に関すること 

(1)事業計画策定セミナーの開催 

(2)老舗小規模事業者への伴走型事業計画策定支援 

(3)次代を担う若手経営者、起業者への伴走型事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1)経営指導員等による定期的・組織的なフォローアップ 

(2)創業者支援へのモニタリング 

５．需要動向調査に関すること 

(1)顧客・バイヤーアンケートによる需要動向調査 

(2)ICTを活用した需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（Ⅰ）商業・サービス業・観光業系販路開拓支援 

（Ⅱ）工業・建設業系販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

・港オアシス推進事業（６次産業推進、アンテナショップ立ち上げ） 

・地域連携事業（オープンガーデン事業、販路拡大に伴う交流事業） 

・新たな観光の核づくり事業（大磯町の価値観形成） 

・大磯ブランド開発事業（「大磯みかん」認知度向上計画） 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

連絡先 

大磯町商工会 【住所】神奈川県中郡大磯町大磯 927-12 

【TEL】0463-61-0871 【FAX】0463-61-3897 

【HP】http://www.shokonet.or.jp/oiso/ 

【E-mail】oisosci@gmail.com 
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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．大磯町の現状 
（１）地勢 

大磯町は、神奈川県の中央南部に位置し南は相模湾、北は高麗山や鷹取山をはじ
めとした大磯地塊の丘陵地帯で、北と東は平塚市、西は二宮町と境を接している。 
東西約 7.6㎞、南北約 4.1㎞のやや東西に長い形をしており、面積は 17.23㎢で、

市街地は国道 1号沿いの平坦部に形成されている。 
町の 65％を丘陵部が占め、気候は海岸沿いに流れる暖流の影響で温暖である。 
町の南部は平坦地で、国道 1 号（東海道）と海岸沿いに新湘南国道（西湘バイパス）

が走り、JR 東海道本線が国道 1 号と並走し、北部の丘陸地帯には国道 271 号（小田
原厚木道路）と JR東海道新幹線が東西に横断している。 
海岸線では定置網などの沿岸漁業が営まれ、商業は国道 1 号と県道 63 号（相模原

大磯線）沿いに発達している。農業は丘陸地帯でみかんの栽培が行われ、平坦地では
施設野菜や酪農が行われている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

面 積：17.23平方キロメートル  
人 口：31,516人 (平成 30年 7月１日現在) 

世帯数：12,597世帯(平成 30年 6月１日現在)  

従業者数：8,984人(平成 26年経済センサス)  

事業数 ：1,174事業所(平成２6年経済センサス)  

鉄道：ＪＲ東海道線   

   
（２）沿革 

大磯町は、相模湾や高麗山、鷹取山などの豊かな自然が暮らしの場に近接してお
り、自然的、歴史的、文化的に魅力のある町として発展してきた。 
徳川家康により、慶長 6年に東海道の宿駅制度が設けられた。大磯宿は元和 6年に

大名宿を始めたのが始まりとされ、東海道五十三次の品川宿から数えて 8 番目の宿
場町として大いに賑わいをみせた。 
明治に入ると宿場町は寂れ、往時の繁栄を失ってしまったが、明治 18 年に、初代

陸軍軍医総監の松本順の尽力により、我が国最初の海水浴場が照ヶ崎海岸に開設さ
れ、湘南発祥の地とされている。明治 2O 年には大磯駅が開設され、大磯に来遊する
人々が増え、さらに初代総理大臣伊藤博文が本町の自然環境を愛し、当地に居を構
えると、皇族の梨本宮をはじめ、大隈重信等政財界の名士、富豪の別荘が競って建
てられ、本町は日本有数の別荘地として、全国に名が知られるようになった。これ
ら立憲政治の確立に重要な役割を果たした先人の建物が集中して残っていることは
希有なことであり、一体的な空間として保存・活用を行い、後世に伝えていくこと
が求められている。 
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戦後は日本の復興を支えた吉田茂元総理（大磯町名誉町民）も、晩年を大磯で過ご
し、総理を辞してからも多くの政界人や文人が吉田邸を訪れた。昭和 29 年には、旧
大磯町と国府町が合併して現行の新大磯町が誕生した。高度経済成長のもと、当町
も昭和 41年の新湘南国道（西湘バイパス）、昭和 44年の国道 271号（小田原厚木道
路）の開通により道路が整備され、昭和 48 年からは住宅地開発が行われ、首都圏近
郊の住宅地として発展してきた。 
また、最近では、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が茅ヶ崎 JCTまで開通された

こと、鉄道網では湘南新宿ラインや上野東京ラインの開業により、北関東及び東北
方面へのアクセス利便性が向上している。 

   平成 2年に旧三井本家の三井八郎右衛門高棟の別荘が県立大磯城山公園として 
  開園され、平成 8 年には、作家として日本文学史上に数多くの作品を残した島崎  

藤村が、晩年を過ごした邸宅の一般公開がされた。また、「日本の渚百選」に選ば
れた「こゆるぎの浜」の照ヶ崎に、海水を求め丹沢より飛来するアオバトや、高麗
山の自然林は県の天然記念物となっている。 
現在では、先人たちが培ってきた歴史・文化、山と海に囲まれた自然などの豊か

な環境を、観光資源として活かすことにより、魅力あるまちづくりを進めている。 
 
（３）人口 

平成 30 年 6 月 1 日現在の大磯町の人口は、31,454 人である。人口は平成 23 年以
降、緩やかに減少が続いている。 
年齢別人口では年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）が減少し、老年

人口（65歳以上）が増加しており、平成 32年では 3人に 1人が高齢者となる予定で
ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）特産品等 
１）みかん（湘南みかん、湘南の輝き、湘南のかほり） 

みかんは、明治時代には既に大磯、二宮地区で栽培され、特にハウスみかんの 
「湘南の輝き」については、味、品質とも県内はもとより全国でもトップクラスの

折紙がつけられている。 
 

２）玉葱（湘南レッド） 
神奈川生まれの農産物である湘南レッドは、二宮園芸試験場で昭和 28 年改良され

た生食用玉葱で、鮮やかな赤紫色で水分も豊富なところからサラダ用に適し、主に
京浜市場等に出荷されている。特に二宮、大磯地区で栽培が盛んである。 

 
３）落花生 

日本の落花生栽培は、明治 4 年に大磯町の渡辺氏が横浜の南京町より種を持ち帰
り栽培したのが始まりと言われ、二宮、大磯、土沢地区を中心に相州落花生の地位
を築いてきた。 
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４）アジなどの鮮魚 

大磯町の漁業は、魚種の豊富な漁場に恵まれ、大磯の沖合いにある浅瀬「瀬の海」
や大磯近海の岩礁を住処や餌場とする魚が大磯を豊富な漁場にしている。 
当地域では主にサバ、アジが多く獲れ、特に大磯のアジは人気がある。 

 
（５）観光資源等 
１）大磯港（港オアシス） 

大磯港は、商業港と漁港の２つの機能を有する相模湾で最大の地方港湾である。 
平成 13年より、大磯港再整備について提言が行われ、平成 19年に大磯港活性化整

備計画（事業年度：平成 20 年度～平成 29 年度）をまとめ、平成 21 年に大磯町が大
磯港の指定管理者になるとともに、神奈川県と大磯町で「みなと振興計画（みなとオ
アシス）」に着手している。 
計画では、漁業区には漁協施設の整備が構想され、商港は大規模地震発生時の緊

急物資受け入れ港として位置付け、インフラの耐震化、港湾管理事務所の建替整備
などが構想されている。 
 

  ２）大磯いち 
みなと振興計画を受けて、大磯漁協は「めしや大磯港」、「港の直売所」を開業。

平成 22年より漁協と商業者、町民グループが連携して「大磯市（いち）」を開催。月
1回第 3日曜日に大磯漁港を会場に約 180の店舗が町内外から出店する。メディア露
出に伴い来場者が大幅に増えている。 
 

[大磯市の来場者数] 
 

年度 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 
来場者数 31,265 41,522 41,783 51,165 47,084 
平均数 3,473 3,774 4,178 4,651 5,231 

 
３）吉田邸再整備と明治１５０年公園整備事業 

明治以降、多数の政財界人が大磯町に別荘を構えた。「旧伊藤博文邸」、「旧吉田邸」
など、海浜の松林とともに保養地としての面影を今に伝えている。 
「旧吉田茂邸」は、彼の養父であった吉田健三が大磯で土地を手に入れた後に別荘を

建てたことが始まりであり、養父の没後に吉田茂 本人が邸宅を引き継ぎ、昭和 20年

には引き継いだ邸宅を本宅として晩年を過ごしたと言われている。もとの邸宅は、平

成 21 年に焼失したが、町民をはじめとした多くの方々の御厚意や寄付により平成 29

年 4月に再建され公開することとなった。当初の年間来場予定数を 3万人と見込んで

いたが、年間の実績では 10 万人を超え、予想をはるかに上回る結果となり、新たな

観光スポットとしてよみがえった。 

   平成３０年は、明治元年から起算して満１５０年に当たり、国土交通省では、神
奈川県や大磯町と連携し、旧伊藤博文邸（滄浪閣(そうろうかく)を中心とする歴史的
な建物群や緑地を一体的に保存・活用するため、「明治１５０年」関連施策として、
「明治記念大磯邸園」の整備を進めている（平成２９年１１月１２日閣議決定）。 

  他にも、「鴫立庵」、「島崎藤村邸」など、歴史と風格を持ち合わせた名所旧跡や、
左義長、国府祭、御船祭などの貴重な伝統・民俗行事など、豊富な観光資源を生かし
た身近な観光地として、個人・小グループ単位での日帰り旅行者が多く見受けられ
る。 
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大磯町都市計画説明会資料より H30.5 

 
４）オリンピック選手村（大磯プリンスホテル）による観光需要の期待 

2020 年東京五輪・パラリンピック大会組織委員会は、セーリング競技の選手村と
して大磯プリンスホテルを使用することを決めた。選手・コーチからなる 630 人規
模が滞在する。選手村が集まる東京・晴海地区以外に拠点を置く首都圏では唯一の
「分村」となる。神奈川県はこれをきっかけに、湘南地域の観光需要の押し上げもね
らう。 
 

 
大磯プリンスホテル 
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２．大磯町の産業の現状と課題 
（１）大磯町の事業所の動向 
  平成 26 年経済センサスによる事業所数は 1,174 事業所で、商工業者数は 1,066 事
業所、内小規模事業者数は 874 事業所（81.9％）である。業種別割合では、サービス
業が 460 事業所と一番多く、次いで 卸小売業 250 事業所、建設業 95 事業所、製造
業 53事業所である。  

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。 

 
 [大磯町の各産業の動向] 

（事業所数） 
 建設業 製造業 卸・小売 サービス その他 

H13 119 56 428 419 252 
H16 113 48 312 392 334 
H18 113 45 309 448 332 
H24 106 49 272 442 323 
H26 95 53 250 460 316 

（参考：大磯町統計） 
[商工会員の業種別分類] 

建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食。宿泊

業 
サービス業 その他 

11.2％ 4.7％ 3.4％ 21.2％ 9.0％ 22.7％ 27.7％ 
 
[会員事業所数] 
（事業所）                           H30.9.30現在 

H11 H16 H21 H26 H27 H28 H29 H30 
714 701 667 653 642 638 636 626 

 
下表は、大磯町が制定した総合計画における産業振興の内容である。商工業、及び
観光業の目指すべき姿が、下記のとおり示されている。 

 

個性と魅力と活力のあるまちづくり （出典：大磯町総合計画） 

活力と個性あふれる産業の振興 

第3節 商工業 

・小規模ながらも魅力と元気のある店舗が町内に点在し、町民の身
近なニーズに対応できる環境が整っている町。 
・地域のニーズや町民のアイデアから生まれたコミュニティビジネ
スが地域に根付き、活発に活動している町。 

資源を活かした特色ある観光の推進 

第1節 観光 
・町の歴史・文化や自然などの地域資源が活用され、特産品を活か
したブランド化等が進み、着地型の観光地として年間を通じて多く
の観光客が訪れている町。  
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（２）明治期から続く老舗事業所と次代を担う新規起業者層 
 大磯町では江戸期、明治期から続く老舗企業が点在している。経営状況も様々ではあ
るが、どの事業所も後世に受け継ぎたい大磯を代表する事業所である。 
 また、「大磯いち」を契機に小規模ながらも空き家、古民家をリノベーションし、おし
ゃれなセンスを持つ店舗もいくつか起業し頑張っている。 
 
＜明治期から続く老舗事業所＞ 

事業所名 創業 
国よし 享和３年 
井上蒲鉾店 明治１１年 
新杵 明治２４年 
大内館 明治３１年 
松月 明治３６年 
戸塚正商店 明治４１年 
大磯迎賓館 大正元年 

 
（３）４社連携協定の締結について 

大磯町商工会、大磯町、横浜銀行及び中南信用金庫は、中長期的な視野に立ち平成
29年 8月 25日、地域経済活性化に向け、連携・協力する協定を結んだ。これは、小規
模振興法施行を鑑み経営発達支援計画を視野に行政商工会金融機関が先行し連携体制
を整備したものである。これにより、伴走型支援の下地が整備されたと言える。 

 
３．大磯町商工会の課題と中長期的な振興のあり方について 
（１）当商工会の概要 

大磯町商工会は、昭和 35年に設立認可され、創立 57年を迎える。 
現在、会員数は 623事業所、組織率は 58.4％（平成 30年 7月 26日現在）であり、

地域唯一の総合経済団体である。職員数は 5人、事務局長 1名、経営指導員 2名、経
営支援担当職員 1名となっている。 

 
（２）当商工会の課題 
１）経営者の高齢化と後継者難 

   当商工会の把握する会員事業所管理データベースから抽出した会員事業所の年齢
別の表である（有効データ数３０４）。本データから会員事業所の５７．７％が６０
代以上を占めている。また、５０代以上の会員事業所のうち後継者がいる事業所は
７．８％しかいない。このことから小規模事業者の高齢化の進展と後継者難による
会員事業所の大幅な減少が予想される。 
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 ２）課題別相談体制からの脱却 

当商工会では、経営改善普及事業として経営課題解決に向けた相談支援を専門家
とともに推進してきた。しかしながら、案件ごとの課題解決に終始する傾向があっ
たため、事業所の持続的成長発展の支援に至らないケースが多く、中長期的な視野に
立った課題解決に取り組む必要がある。 

 
３）県内有数の観光のポテンシャルと熱意ある若手経営者層 

    上述の吉田邸を初めとした日帰り観光、大磯プリンスホテルを中心とした宿泊型
の観光、インバウンド客も視野に入れると、大磯町は鎌倉、箱根に続く観光地とし
てのポテンシャルを持つ地域であるといえる。こうした来町者をターゲットに据え
大磯の特産物をアピールし取引の拡大ならびに交流人口の増加を目指す必要があ
る。また、毎月第 3 日曜日に開催している「大磯いち」に出店する事業所には、地
元を大切に盛り上げようとしている若年層が少なからず存在している。次代を担う
若手経営者層を支援し、安定的な経営基盤を作ることの支援をすることが必要であ
る。 

 
（３）中長期的な小規模事業者の振興のあり方 
   上述の現状と課題を踏まえ、また大磯町総合計画を鑑み、今後１０年の当商工会

における小規模事業者の振興のあり方を以下の通りに整理した。 
 
 明治期から続く老舗企業と大磯で新たに起業した小規模事業者を積極的に支援 
 
１）４社連携協定の充実強化による中長期的な視野に立った課題解決の取り組み 

①上述の４社連携協定に基づき、行政及び支援機関連携のもと、課題解決型から
脱却し、事業所の持続的発展を促すため、伴走型による問題解決を行い売上・利益の
確保等、経営力の維持強化を支援する。 
②小規模事業者への中長期的な視野に立った事業計画立案及び実施フォロー 

小規模事業者への中長期的な視野に立った事業計画の立案を行う。立案した事業計
画の実施フォローについては、伴走的に行う。フォローアップ指導を組織的に行う
ことにより、売上増、利益増へと導く。支援機関連携による支援能力の強化を図
り、小規模事業者への持続可能な事業計画策定づくりの浸透を図っていく。 
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   伴走支援を実施していく中で事業承継の課題を抱える事業者については、事業引
継ぎ支援センター他支援機関と連携し、課題解決に向けて取り組んでいく。 

 
２）地域資源を活かした観光客の誘客及び地域活性化による商工業の振興発展 

大磯いちを初めとした各種イベントを契機に、大磯町観光協会・JA・漁協・近隣商
工会等と連携し、観光客誘致を念頭に置いた地域ブランド強化事業を推進する。 
地域資源である旧吉田邸リニューアルを成功体験とし、他地域資源も有効活用す

ることにより、交流人口増を目指す。大磯町イメージアップ事業や商業者を中心と
した事業者に対し伴走型支援を今後も継続的に展開し、交流人口および定住人口の
増加に繋げる。 

 
４．経営発達支援事業の目標及び目標達成に向けた実施方針（５年間） 
１）伴走型支援による事業計画策定支援の推進 
  ①明治・大正期から続く老舗小規模事業者の伴走支援６社 
  ②大磯へ移住・創業し創意ある小規模事業者の支援１２社 
  ③各種補助金等に採択された熱意ある小規模事業者の支援１２社 
 

４社連携を機能的に活用し、上記小規模事業者を優先的に支援し伴走型支援を精
力的に実施することにより、大磯の老舗企業との融合的な新陳代謝を促進させ、中期
的に管内の小規模事業者に対して、持続的な発展に向けた事業計画策定の重要性を
浸透させる。 
 

 ２）フォローアップ指導の充実強化による持続的経営の促進 
中期計画の策定、計画性のあるフォローアップ指導の体制の構築と実施 
伴走型による支援を実施し中期事業計画を策定した個社に対して、着実に実効性が

伴うよう組織的に計画性のあるフォローアップ指導の体制を構築し推進強化する。 
 
３）地域資源を活かした商品・サービス企画・開発支援 

地産地消の場として大磯港に商業施設を設置する「みなとオアシス」推進事業を推
進し、そこに提供する商品として大磯ブランド商品開発を行う。 
また、歴史資産を基にした明治１５０年記念事業を、国土交通省を中心に行う予

定となっているため、商品開発など地域活性化に向け努力する。 
地域ブランド力の強化による通年で訪れる観光客の誘客及び交流人口の増加を目

指す。地域のイベント（オープンガーデン事業等）に貢献し商業を活性化させる。 
 
４）地域資源を活かした大磯ブランド強化支援事業 

①新たな観光の核づくり事業 
平成２５年神奈川県は、横浜・箱根・鎌倉に次ぐ「新たな観光の核」候補地域とし

て大磯を認定した。大磯町、大磯町商工会、大磯町観光協会を始め、関係２２団体に
よる“大磯町新たな観光の核づくり推進協議会” （年４回）を立ち上げ、大磯町へ
の来訪を促すきっかけとなり、大磯町に“住みたい”と思う人を増やしていく事業
を行っている。 
観光の核づくり事業の一環として、女性部や商業部会における商品開発事業を推

進している。いままでは、生産者や事業者が独自で商品開発を行っていた。今後
は、商工会や大磯町役場、観光協会が連携し、生産者に対し商品の生産や認知度向
上等のサポートを行っていく。 
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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 31年 4月 1日～ 平成 36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】 

ICT 社会の浸透により、経済・需要動向を含め、手に入れたい情報を入手することは

容易となった。しかし、事業者の多くはビジネスにデータを活用しきれていないのが現

状と思われる。小規模事業者が環境変化に対応し、経営を継続する上で、地域の経済動

向を把握することは大変重要であるが、行政や各業界団体が公表する経済･市場･需要等

動向調査結果は、内容も多岐に亘り、必ずしも小規模事業者にとって利用しやすいもの

ではない。また、人的資源が不足している小規模事業者自らが膨大なデータの中から有

用なデータを活用することや調査を行うことは難しい状況である。 

 

(現状と課題) 

本会では、全国商工会連合会(以下「全国連」という。)の「小規模企業景気動向調査」、

日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)の「中小企業景況調査」、「全国小企業

月次動向調査」の活用以外に、町が公表している「大磯の統計」等の統計調査を参照し

ている。活用方法は、経営指導員等の巡回時の参考資料として必要に応じ利活用してい

る。 

ただし、全国連、日本公庫が行う調査は全国的なものであり、地域に特化したもので

はないため、大磯町地域における経済動向調査をわかりやすい形で事業所に提供・伝達

する必要がある。 

 

（改善方法） 

今後は、大磯町地域における経済動向調査に定期的に実施・公表する。管内の小規模

事業者に絞り込んだ調査を実施することにより、小規模事業者に特化した資料を作成す

る。また、資料は当会ホームページ等で公開し、地域経済の現状把握と将来予測に役立

てる他、管内小規模事業者への支援事業や施策を推進するための基礎資料及び指標とし

て活用する。 

 

（事業内容） 

(1)管内における「景気動向調査」の公表（新規事業） 

４社連携の支援機関である中南信用金庫内にある中南信用金庫経営情報センターと連

携し、大磯町管内の景気動向分析し結果をホームページ等にて公表する。  

① 調査対象事業所は１５社（商業４社、製造業２社、建設業３社、サービス業６社）に

ついて、四半期毎に調査する。 

② 調査票は、現行のものを利用する。調査項目は前年同月比売上高、客単価、資金繰り

等25～33 項目。 

③ 調査集計を中南信用金庫経営情報センターに分析依頼をする。 

④ 結果をホームページにて公表する 

⑤ 大磯町の経済動向の他、中南信用金庫景気動向調査（南西部版：大磯町、二宮町、中

井町）、神奈川県商工会連合会景気動向調査結果（県下１９の商工会地区）も併せて

公表し参考指標としていく。 
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(2)公的機関等が公表する経済指標の活用 （既存事業改善） 

本会では、以前から行政や調査研究機関、業界団体等から需要・市場動向調査レポー

トの提供を受けているが、経営指導の現場で役立ててきたとは言い難い。今後は中小企

業庁の「中小企業実態基本調査」をはじめ、日本公庫や TKC が公表している小企業の経

営指標、民間シンクタンクによる業種別業界情報や、各種市場動向情報等を会報誌やホ

ームページで公表する他、報告書は経営指導員等が巡回時に管内の小規模事業者に情報

提供し経営改善に役立てる。 

○「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。 

 

○結果の活用・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。 

 

前述の手法で収集したデータを基に、小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を

本会で共有する。これらを日々の経営指導員等の相談業務に活用し小規模事業者の課題

解決を支援するとともに、本会が施策を立案・実施する際の拠り所とする。 

 

（目標） 

調査事業

名 
現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

景気動向

調査 
未実施 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

景気動向

調査実施

件数 

未実施 60 60 60 60 60 

ホームペ

ージ公表

回数 

未実施 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

大磯に 

大磯 

中 



 11 

公的経済

指標の活

用による

情報収集 

年１回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

 

２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

小規模事業者の持続的発展には、自社の経営状況の分析を行い、その結果を踏まえて

事業計画を策定することが重要であるが、大半の小規模事業者は過去の経験や感覚で経

営を行っており、自社の現状把握(PL/BS・資金繰り・在庫等)すら出来ていないケース

が少なくない。経営状況の分析により自社の現状を理解し、事業計画を策定･実施して

いくことの重要性を小規模事業者に訴える必要がある。 

 

（現状と課題） 

現在、小規模事業者が経営状況の分析を行う場面としては、①創業時における計画書

の作成 ②融資申込み時の審査 ③事業計画の策定 ④販路開拓支援 ⑤経営状況が悪化し

た際の経営改善がある。大半の小規模事業者が過去の経験や感覚で経営を行っており、

経営状況の分析を行うことの必要性を認識している事業者は少ない。また、必要に迫ら

れ分析を行う場合でも、自ら的確な分析を行うことが難しく支援が必要である。 

 

（改善方法） 

伴走型による小規模事業者の経営分析を実施することにより、数値面における自社の

強み・弱み等を客観的に把握していただき、個社の事業計画策定に役立てていく。 

経営状況の分析を行う小規模事業者の支援にあたっては、各種の調査・統計資料の活

用の他、中小企業基盤整備機構が提供する経営自己診断システム等の支援ツールを活用

する。さらに融資や補助金申請、経営改善等、精度の高い分析が求められる場面では、

中南信用金庫経営情報センター、よろず支援拠点等の地域支援機関や神奈川県商工会連

合会のエキスパート事業による連携により専門家派遣を実施する。 

（事業内容） 

(1)伴走対象者に対しての経営分析の実施（新規事業） 

  ４社連携を基軸として、支援機関連携の下、伴走型支援対象者に対して経営分析を実

施する。 

＜分析項目＞ 

Ａ．ＳＷＯＴ分析による内外経営環境の実態および経営課題を抽出するための経営分析 

Ｂ．売上高総利益率や営業利益率、経常利益率などの収益性の分析（経年度の期間比較

分析） 

Ｃ．当座比率、流動比率、自己資本比率などの長短期の安全性分析（経年度の期間比較

分析） 

Ｄ．売上債権や棚卸資産、固定資産などの効率性の分析（経年度の期間比較分析） 

Ｅ．必要があれば生産性や付加価値率など対象企業の状況に応じて対応 

Ｆ．経年度の期間比較分析に加えて、必要に応じた小企業等の経営指標（日本公庫、TKC）

などによる比較分析 

 

(2)支援機関連携による専門家の活用（既存事業改善） 

創業や第二創業、融資相談、補助金申請、販路開拓、経営改善計画など、具体的な目

的を持った小規模事業者を中心に、従来の経営安定特別相談室やミラサポ以外にも、公

益財団法人神奈川産業振興センター、よろず支援拠点等との連携や、税理士･中小企業
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診断士等の様々な専門家を入れることで、より幅の広い相談への対応と専門性の高い分

析を実現する。分析結果は小規模事業者が理解できるよう丁寧に説明し、正確な現状把

握を促し、必要な対策の実行に繋げていく。 

 

（目標） 

内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
経営分析実

施件数 
６件 ８件 ８件 ８件 ８件 ８件 

 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

多くの小規模事業者は事業計画の策定に慣れておらず、企業の使命である「経営理念・

経営ビジョン」「経営戦略」等事業の目標が明確でなかったり、リスクヘッジの考え方を

有していない、もしくは実行力が伴わない事業所が散見される。そのため、外部環境の

変化に対応できず、持続的な経営を堅持できずに経営状況を悪化させてしまう。そこ

で、事業計画策定の重要性を訴えることで意識付けを行う。需要を見据えた事業計画策

定支援及び実現に向けて、４社連携をはじめ、神奈川県・大磯町・中小機構等の公的支

援機関、地域金融機関等認定支援機関と連携、専門家のアドバイスも受けながら経営課

題を抽出し、小規模事業者の売上拡大・販路開拓を目指した事業計画策定の支援を行

う。 

 

（現状と課題） 

多くの小規模事業者は過去の経験や感覚で経営を行っており、事業計画を策定しそれ

に基づく経営を行うことの必要性を認識している事業者は多くない。また、事業計画を

策定する場合でも、小規模事業者は自社の強み、弱み、経営課題の把握が十分でないた

め、自ら事業計画の策定を完了させることは容易ではない。 

 

（改善方法） 

  ４社連携を基軸に老舗小規模事業者ならびに次代を担う若手創業者について事業計画

策定支援を実施する。PDCAサイクルを実施し、作成した計画が確実に売上増、利益増加

に結びつくよう伴走支援を実施する。 

管内の小規模事業者に事業計画を作成していただくため、日頃の巡回・窓口相談やセ

ミナー等において事業計画策定の重要性を周知する。限られた人数で多くの計画立案サ

ポートを行えるよう、４社連携を基軸に、よろず支援拠点等他支援機関の支援も求め

る。経営の重要性をより多くの小規模事業者に伝え、事業計画策定を目指す事業所の掘

り起こしを行う。また事業計画策定においては上記「１．地域の経済動向調査に関する

こと」、「２．経営状況の分析に関すること」、「５．需要動向調査に関すること」で

行う調査を踏まえて、小規模事業者の売上拡大・販路開拓に向けた、実現可能性の高い

計画書を伴走型支援で作成していく。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定セミナーの開催（既存事業改善） 

巡回・窓口を通じた事業計画策定意義や重要性の告知・ＰＲ活動や説明会等に加え、

事業計画作成セミナーを開催し、小規模事業者に向けて事業計画策定の意義・目的・有

効性、及び策定手法についての研修を行い、計画策定へ向けた動機づけと策定力の向上

を図る。 
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（２）老舗小規模事業者への伴走型事業計画策定支援(新規事業) 

明治期から続く老舗小規模事業者について伴走型支援を行う。経営状況も様々である

ため、持続的経営に資するための承継対策、伝統技術の継承、相続、雇用対策等個社ご

とに優先事項を整理し喫緊の課題から中長期を視野に事業計画を策定する。 

 

（３）次代を担う若手経営者、起業者への伴走型事業計画策定支援（新規事業） 

古民家をリノベーションし、おしゃれなカフェや素材にこだわったパン屋、ケーキ屋

などの創業が大磯いちの盛況を契機に増えつつある。創業間もなく、経営資源等も磐石

でないため、安定した固定客の確保等イベント等の連携も含めた形での事業計画策定支

援に取り組む。老舗事業者とのコラボレーションも視野に入れ、新旧合わさった形での

新しい大磯の町並み作りにも寄与していく。 

 

（４）事業承継に課題を持つ小規模事業者への専門家派遣(既存事業改善) 

  伴走支援者を中心に事業承継に課題を持つ小規模事業者に対して事業引継支援センタ

ー、よろず支援拠点等各支援機関と連携し中期的な視野から事業承継支援を推進する。 

 

 

過去に持続化補助金、ものづくり補助金等が採択された熱意ある小規模事業者につい

て、伴走型支援を実施していく。選定した小規模事業者については、意識も高く計画策

定についても一定のスキルを有していると思われる。これらの者については、経営革新

（第二創業）等にチャレンジして頂き、雇用拡大及び地域のにぎわい創出につながる事

業計画策定支援をしていく。 

 

（５）各種の制度利用時等における事業計画策定支援（既存事業改善） 

①小規模事業者持続化補助金申請書策定支援（既存事業改善） 

小規模事業者にとってマーケティング力強化や商品･サービスの企画開発、プロモー

ション、商談会等の活用による新たな需要の開拓は重要な経営課題の一つである。そこ

で本会では小規模事業者持続化補助金の申請書策定支援業務に注力することで、小規模

事業者の販路開拓に繋がる取組を強力に支援している。事業者を対象にしたセミナーを

受講したにも関わらず、申請書の作成が難しいと判断し申請をあきらめてしまう事業者

も多く存在する。今後は、セミナー受講者に経営指導員等が担当者として張り付き、計

画書の策定を手厚く支援することで、より多くの事業者が計画書策定･補助金申請を行

うことができるよう、支援を行っていく。 

 

②革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金 

製造業への経営計画作成支援はもちろんのこと、大磯町において比率の高い商業・サ

ービス業に向けても、申請をサポートする。革新的成長企業については、国内外のニー

ズに対応した新事業を創出するため、専門家と連携し、より精度の高い計画策定を実現

させる。数多くの補助金申請支援実績を有する本会指導員を中心に申請事業所への伴走

型支援を行う。 

 

 ③その他制度利用による計画策定支援 

創業相談、融資相談、補助金申請、販路開拓、経営改善計画など、具体的な目的を持

った計画策定においては、必要に応じ神奈川県商工会連合会の経営安定特別相談室の外

部相談員他、神奈川県よろず支援拠点と連携し、適宜専門家を入れることで、さらに精

度の高い計画策定を実現させる。 
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（目標） 

内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
経営計画作成

セミナー開催

数 
０回 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

経営計画作成

セミナー参加

者数 
０人 １６人 １６人 １６人 １６人 １６人 

老舗小規模企

業の伴走型支

援 
０社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

次代を担う小

規模事業者の

伴走支援 
３社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

 

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） 

策定した事業計画の進捗管理を小規模事業者が自ら行い、課題の把握・解決を行うこ

とは容易ではない。支援機関としての当商工会の体制としても積極的なフォローアップ

支援を実施しているとは言いがたい。神奈川県商工会連合会主催のエキスパート事業等

の制度利用事業所については、事業終了後１度のフォローアップが義務づけられている

が、それ以外では定期的に行っていない。今後は、事業計画の実現に向けて経営指導員

等がそれぞれの目標値を持ち組織的に伴走型で支援できる仕組みが必要となる。 

 

（改善方法） 

事業計画策定後は、計画策定に関わった本会の経営指導員等が連絡を密にし、計画策

定後のフォローアップを行う。また、その過程で顕在化した高度な課題に対しては、大

磯町小規模事業者支援チームを中心とした専門的な知識やノウハウを有する各支援機関

や提携金融機関等専門家と連携して解決を図る。 

 

（事業内容） 

(1)経営指導員等による定期的・組織的なフォローアップ（既存事業改善） 

これまでは、経営指導員等が個々の判断で行っていたフォローアップを、今後は指

導員毎の目標値に併せて巡回訪問を実施する。進捗状況の確認、報告等を組織的に行

うと同時に、改善策を一緒に考え、各種施策の活用やマッチング機会の提供等、課題

に応じた必要な支援を行う。フォローアップにより経営状況の把握ができることか

ら、2 年目以降は事業計画の進捗状況にあわせて、メールや電話によるフォローアッ

プを組み合わせ、継続的に支援を行う。事業計画の策定後に新たな経営課題や計画の

修正が必要になった際には、指導員が把握し、経営相談カルテなどを活用し職員同士の

情報共有を図る。また、 神奈川県商工会連合会や神奈川産業振興センター等に依頼し

専門家を派遣するなど、必要な指導・助言を行う。  

 

（2）創業者支援へのモニタリング（既存事業改善）  

創業・第二創業者に対しては上記に加え、創業後1 年間は少なくとも1 ヶ月に 1 度

の巡回訪問を実施し、事業の進捗状況を把握するとともに経営課題の解決 を図る。ま

た、資金繰りにも留意し、必要に応じて日本政策金融公庫や各金融 機関との連携を図

り資金調達を行う。  
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(3)専門家の活用、他機関との連携（既存事業改善） 

業種･業界特有の課題解決やマーケティング･IT 活用等機能に特化した専門的な支援

が必要な場合は、各支援機関や金融機関と連携を行う。具体的には神奈川県商工会連合

会のエキスパート事業やよろず支援拠点における専門家派遣制度を活用する。 

事業計画の策定を行い資金調達が必要となった場合は、低利融資である日本政策金融

公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する。ま た、事業計画策

定後に、国・県・県商工会連合会の行う支援策を周知 し、フォローアップを実施するこ

とで小規模事業者の持続的発展を図る。 

  

（目標） 

内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
フォロー

アップ事

業所数 

３件 ６件 ６件 ６件 ６件 ６件 

フォロー

アップ回

数 
１２回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 

 

５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

モノが足りない時代から、モノが溢れる時代になり、技術シーズ中心の生産ではな

く、ニーズを考慮に入れたマーケティング思考が重要になっている。技術面で優れてい

るだけでなく、顧客のニーズを的確に把握することが、小規模事業者の持続的経営にお

いて重要である。小規模事業者自身が提供する商品・サービスする際、その顧客である

消費者や取引先の需要動向を調査・分析し、将来予測を立てた上で事業計画を策定する

ことが必要である。  

また、本会が｢６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること｣における販路開拓

支援を実施していくうえでの事前準備をここで行う。 

 

（現状と課題） 

技術シーズはあるのに、ニーズが把握できておらず、それを活かしきれていない現状

がある。技術売上・利益の目標を達成し、企業の持続的発展を促進するために事前の需

要動向調査は不可欠であるが、その必要性と情報の集め方を理解している事業者は多く

ない。今後は、小規模事業者自身が需要動向調査の必要性を認識し、その手法を理解し

実施することが課題となる。 

 

（改善方法） 

大磯いちを初めとしたイベントや各種商談会においてアンケート調査を実施する。需

要動向調査は、共通項目、一般消費者、バイヤーの各視点から行う。そのために「１．

地域の経済動向調査に関すること」の調査結果を活用するほか、行政や公的機関、各業

界団体、地域の支援機関等から買い手のニーズを収集し、小規模事業者の販路開拓に役

立てる。 

（事業内容）  

（１）顧客・バイヤーアンケートによる需要動向調査（個社ブラッシュアップ支援） 

  （新規事業）  

地域における小規模事業者の販路開拓需要に寄与するため、「大磯いち」を始めとし
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た地域イベントや、神奈川県商工会連合会主催の「かながわ商工会まつり」や等ビジネ

スマッチング会や商談会、各種展示会などにおいて、個社が取り扱う商品・サービスを

「売る」・「宣伝する」だけ でなく、来場する消費者やバイヤーへのアンケート調査（１

商品毎に聞き取り調 査等20 名を想定）を実施して、得られた評価を収集し、支援対象

の事業者にその情報をフィードバックすることで今後の商品開発や改善に活かしてい

く。また、調査項目については、対象とする個別商品により異なるが、「商品に関する

こと」・「価格に関すること」・「販売方法に関すること」・「販売場所に関すること」

など主に商品政策に関することとし、消費者・バイヤーから率直な意見をいただくこと

で支援対象の事業者商品の改善や活発な新商品開発（特産品開発に役立てる。 

① アンケート調査項目について  

【調査項目例：共通】  

a. 味（良い・やや良い・可・やや悪い・悪い）  

b. 見た目（良い・やや良い・可・やや悪い・悪い） １３  

c. 価格（高い・やや高い・可・やや安い・安い）  

d. 内容量（多い・やや多い・ちょうど良い・やや少ない・少ない）  

e. 特徴（良い・やや良い・可・やや悪い・悪い）  

f. 商品の特徴と感じる点について  

g. 商品の改善点について  

h. ロイヤリティ度（勧める・やや勧める・やや勧めない・勧めない）  

i. a～e のそれぞれの理由について など  

【調査項目例：一般消費者】  

a. 住所・名前・性別・家族構成等の基本情報  

b. 来場目的  

c. 購入したいと思うか。  

d. どのような場所（スーパー・CVS・ネット通販）で購入したいか。  

e. 誰と食べたいか。または一人で食べたいか。など  

【調査項目例：バイヤー】  

a. 企業名・所属・役職・連絡先等の基本情報  

b. 希望取引条件（最低ロット数・返品可不可・リードタイムなど）  

c. 取引を行う上での要望。  

d. 安全・衛生体制、トレーサビリティ確保等の要件。など  

② 消費者向け・バイヤー向けアンケートの設計、配布・収集、分析・報告の方法につい

ては以下の通りである。  

a. 消費者向け・バイヤー向けアンケートの設計については、商工会が支援対象の事業者

と相談し、商品特性、アンケート対象等に合致した内容のアンケート設計を行う。  

b. アンケート配布・収集について、地域イベント等不特定多数の一般消費者を対 象と

する場合は、事業者と商工会職員等で会場に来場する一般消費者にアンケ ート用紙を配

布し、その場で記載。記載後、事業者と商工会職員でアンケート 用紙を回収する。商談

会等特定のバイヤーを対象とする場合は、商談を行う事 業者商談会用エントリーシート

やパンフレットとともにバイヤーにアンケート 用紙（返信用封筒含む）を配布。その場

でアンケート回答を依頼し、後日商工 会宛に郵送してもらう事でアンケート用紙を回収

する。なお、現在出展を予定 している多くの地域イベントや商談会・展示会で、その主

催者が来場者アンケート・バイヤーアンケートを実施するため、主催者にも事業者に対

するアンケート内容のフィードバックを依頼する。  

c. 収集したアンケートやイベント等主催者からのアンケート内容フィードバック 情報

については、商工会にて集計。専門家を活用し、集計したアンケート等情 報の分析と個
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別商品ごとに商品ブラッシュアップに向けた商品改善報告書を作成する。 

（2）ICTを活用した需要動向調査（既存事業改善） 

事業計画を策定した事業者や販路開拓に向けてビジネスマッチング会、展示会・商談

会に出店した事業者に対して、その事業者が販売する商品・サービスの 需要動向に関す

る業種別情報を、各種統計調査（政府統計の「j STAT MAP」総務省「リーサス」「家計

調査」、経済産業省「工業統計調査」「商業統計調査」など）や、書籍・新聞・ インタ

ーネット等から収集し、分析・提供する。  

また、販路開拓に向けて個別に高度な課題や要望が発生した場合、当地域内外の需要

動向に関する分析結果を専門家の活用等により、各種統計調査内容を分析し、個別支援

事業者に報告する。  

① 顧客アンケート調査で収集した情報については、支援対象の事業者の個別商品別に 

整理し、商品のブラッシュアップ資料として、活用しやすいエクセルのデータベースで

蓄積、個別に支援対象の事業者に提供する事で、支援対象者の個別商品・サービスの改

善に向けて活用を行う。消費者・バイヤーの意見を商品サービスに取り入れることで、

マーケットインの商品開発、顧客にとって価値の高い商品改善を支援 する。なお、各商

品・サービスブラッシュアップに際しては、販売促進・商品開発 の専門家による指導を

実施する。  

②業種別需要動向については、地域小規模事業者に広く活用できるように、当会ホーム

ページで公表するととも に、新規販路開拓を目指す小規模事業者の事業計画策定の基礎

資料とする。また、エクセル・PDF データとしてクラウド上に 保存し、窓口・巡回の相

談時にタブレット等でも閲覧・利用できるものとする事で、 当会小規模事業者支援の高

度化を図る。 

③高度な課題・要望があった場合は、商品別売上傾向や業界内の需要動向等について、

専門家を活用し各種統計調査等の分析を行う事で、個別商品等のブラッシュアップ支援

を行う。その他、事業計画策定のための外部環境資料や、策定した事業計画の変更・修

正にも活用する。（新規事業）  

（目標）  

小規模事業者の販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報の収集・分析を行

うことにより、当地域内外の消費者及びバイヤーの需要動向を正確に把握する。また、

得られた情報は、小規模事業者の事業計画策定や新商品・新サービスの開発に役立てる。 

（目標） 

内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
顧客・バイヤ

ーアンケート

需要動向調査 

実施事業者数 

未実施 ３ ３ ４ ４ ４ 

ICT を活用

した需要動

向調査事業

所数 

３ ３ ３ ４ ４ ４ 

 

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】 

グローバル化による経済環境変化の中、小規模事業者がこれまで蓄積してきた強みと

地域に存在するチャンスを活かし、事業計画に基づく経営推進と、自ら取組む新たな販

路拡大戦略により、売上や利益を確保し、自立した持続的経営の実現を支援する。ここ

では、支援策を商業・サービス業・観光業系および工業・建設業系に分け記述する。 
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（Ⅰ）商業・サービス業・観光業系販路開拓支援 

（現状と課題） 

地域高齢化による地域経済後退および需要低下に直面している当地の商業･サービス

業系小規模事業者は、顧客の支持を得て選ばれる個店づくりを実現する必要がある。ま

た、新たな需要取り込みのため、域外も含めた販路開拓を進める必要がある。 

しかし、小規模事業者自ら新たな販売促進を行うことは難しいため、これまで本会と

しては店内の商品陳列やチラシ作りから、インターネット･SNS による販売促進までを

支援するプロモーション支援事業を行ってきた。また、販路開拓を目指す事業者を対象

に、地域コンビニエンスストアへの出品や近隣地域で行われる各種イベントの催事出店

を通して販路拡大支援を行ってきた。 

プロモーション支援事業における課題は、小規模事業者自身が変革への意識レベルを

高め、人手・時間・資金・情報源等リソースの乏しさを、販売促進ノウハウ習得でカバ

ーすることである。 

 

（改善方法） 

①プロモーションスキルを持った専門家を派遣することで、販売促進ノウハウを提供

する。 

②経営指導員等が小売業等に売れ筋商品の特性や、売価設定等の需要調査を行い、需

要に即した商品開発支援を行う。専門的な知識が必要な場合は、適切な専門家を派遣す

る。 

③よろず支援拠点等外部専門家からバイヤー経験や販路開拓支援経験のある人材をア

ドバイザーとして派遣。その経験や人脈等を活かし、開発した商品を欲する消費者にタ

イムリーに販促できるよう支援する。 

 

（事業内容） 

(1)個店プロモーション支援事業（既存事業改善） 

当会は消費者や会員間・企業間ネットワークの中枢を担うＨＵＢ(ハブ)の役割を担っ

ていく。個店自らが、インターネットや SNS を活用して、より多くの優良顧客を集客す

るため店内の商品陳列やチラシ作りから動画等による販売促進などが出来るよう支援す

る。セミナー、店舗診断、ワークショップ、成果報告会を通じて小規模事業者がプロモ

ーションノウハウを獲得できるよう支援する。 

また、各分野に適した専門家を派遣して、実店舗を実際に見ることで選ばれるお店づ

くりを総合的（マーケティング、商品陳列、接客指導等）に支援し、参加店舗の売上高

向上を目指していく。 

 

(2) 催事出店による販路拡大支援事業 

①出店準備支援（既存事業改善） 

販路開拓のために大都市圏での催事出店を希望する事業所を取り纏めて催事出店を行

う。参加店舗に対しては、催事出店に際して売場づくり・接客セミナー等を開催し、出

店に向けての準備段階からの支援に努める。 

具体的展示会 

・「むらからまちから館」全国商工会連合会主催 

・「全国物産展」全国商工会連合会主催 

・「神奈川県みやげもの市場 in羽田」神奈川県商工会連合会 

②「新たな観光の核づくり」による販路拡大支援事業（既存事業改善） 

神奈川県では、横浜・箱根・鎌倉に次ぐ「新たな観光の核」候補地域として、城ヶ島・
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三崎地域（三浦市）、大山地域（伊勢原市、秦野市、厚木市）、大磯地域（大磯町）の

３地域を認定し、海外にも強力に発信できる"新たな観光の核づくり"を進めている。 

大磯町、観光協会等と戦略部会を開き、“大磯町の目指す姿：スローライフが似合う

「国際的観光保養地」”を推進する中で、地場商業の発展を目指す。 

具体的には、神奈川県下最大の朝市となった「大磯市」に引き続き地元商店をエント

リーさせる。また、観光イベントと地元商店がタイアップし、パブリシティを行うなど

引き続き地元商店の知名度向上活動を行う。 

 

【新たな観光の核候補地域のパンフ】【大磯市パンフ：神奈川県下最大の朝市】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大磯コミュニティカフェ手帳】 

 

大磯の魅力と商店を掲載している。 
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（Ⅱ）工業・建設業系販路開拓支援 

（現状と課題） 

当所の工業・建設業者は大磯町としても新たな誘致政策を行っていないこともあり、

年々減少傾向にある。本会ではこうした状況の中、小規模製造業者が今後も国内で安定

した経営を続けていくには、｢差別化｣｢高付加価値化｣への転換が不可欠であることを、

事業を通して啓発し、それに気づき、転換を図ろうと果敢に挑戦する意欲的な事業者の

需要開拓支援を行ってきた。 

しかしながら、これまでの支援は小規模製造業者の売上高の増加や利益の確保に結び

つくまでの間、長期にわたり一貫支援するものではなかった。また、それぞれの施策が

必ずしも小規模製造業者の視点から効果の検証がなされておらず、利用しやすさを意識

したものでもなかった。課題としては、小規模製造業者が利用しやすい機会をどのよう

に提供し、受益に結びつく支援ができるかにある。 

 

（改善方法） 

現在、本会が取組んでいる事業について、小規模製造業者の需要開拓という視点で再

構築し、小規模製造業者が参加しやすいよう機会提供をさらに進め、その効果を数値目

標で管理･検証していく。また、小規模製造業者が新たな需要開拓のために行う｢プロモ

ーション｣｢販路開拓｣のそれぞれのフェーズで事業者を支援する施策を用立て、双方の

事業の連動を図ることで売上高の増加･利益率上昇の確保までを一貫して支援する体制

を構築する。具体的には、(1)内部環境の把握および強みの PR、 (2) 外部環境の把握お

よび顧客へのアプローチ、(3)販売すべき商品およびターゲット市場の選定、(4)商品・

サービス PRおよび技術向上支援 の４つの販路開拓の課題にあわせた支援を行う。 

 

（事業内容） 

(1) 内部環境の把握および強みの PR 

優れた製品や技術を保有する小規模事業者であっても、単独では従来取引のない完成

品メーカーに対し、新たな取引開始に至るまでには非常に困難が伴う。そればかりか自

社の優れた製品や技術を紹介提案する機会さえ、与えられていないのが現実である。製

品やサービスの質の高さを証明するために企画〜製造〜販売までのプロセスの”こだわ

り”を見えるようにし、顧客の「信用・信頼」を獲得することで、新規顧客の獲得を目

指す。ホームページ等で強みを内外部問わず周知する支援を行う。 

 

(2) 外部環境の把握および顧客へのアプローチ 

全国商工会連合会等公的団体主催のマッチングサイト活用【技術マッチング】 

（既存事業改善） 

経営資源が限られている小規模事業者にとって、取引先を新規に獲得する費用を捻出

することができない。中小機構主催のマッチングサイト Rincrossing（リンクロッシン

グ）等を活用し、経費をかけずに技術を売り込む支援を行う。J-GoodTech（ジェグテッ

ク）は、ニッチトップやオンリーワンなどの優れた技術・製品を 有する日本の中小企業

の情報をウェブサイトに掲載し、国内大手メーカーや海外企業に つなぎます。ニッチ

トップやオンリーワンなど優良なものづくり中小企業情報から、経営指導員による分析

結果を踏まえ、当地域の優れた製品を保有する小規模事業者に声をかけ、小規模事業者

の積極的なサイト活用を促していく。 

 

(3)販売すべき商品およびターゲット市場の選定 

～販路開拓アドバイザーの活用【完成品マッチング】（新規事業） 
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よろず支援拠点を活用して、中小企業の販路開拓支援を展開している。具体的には、

新たな販売先の紹介で、アドバイザーのメンバーが先ずは製品を評価したうえで、それ

を求めてくれそうなユーザーを探し出し、マッチングさせるというものである。 

 

(4)商品・サービス PRおよび技術向上支援（既存事業改善） 

技術向上支援については、４Ｓ活動を中心に業務効率を上げるため、出来る限り製造

業の工場にすぐに赴くことが出来る経営指導員を中心に指導を行う。ムリ・ムダ・ムラ

を排除し、従業員が安全な環境の中で精度の優れた製品を開発・製造できるような環境

作りに努める。希望に応じ、ＩＳＯなどの国際標準規格を取得サポートも行い、内外に

品質の良さをアピールする。 

 

（目標） 

(1) 商業・サービス業・観光業系販路開拓支援 

内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
個店プロ

モーショ

ン事業所

件数 

10 12 12 12 12 12 

商談会等

支援件数 
3 5 5 5 5 5 

 

（Ⅱ）工業・建設業系販路開拓支援 

内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
内・外部

環境の把

握および

販路開拓

支援件数 

2 3 3 3 3 3 

技術向上

支援件数 
0 2 2 2 2 2 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域の概要で前述の通り大磯地域は、商業、サービス業および観光業が盛んな地域で

ある。個社支援を強化する一方で、大磯の商業、サービス業および観光業の産業構造を

中心から複合化しバランスのとれた発展をするよう、地域の活性化を図ることは大磯町

にとっての大きな命題である。中でも、小規模小売事業者が係わりの深い観光サービス

関連の発展は、当地域の活性化に不可欠なものであり、本会としても関係団体と問題意

識を共有し力を合わせた取り組みを行う必要がある。また、大磯町の強みである港湾資

源活用については、「大磯港みなとまちづくり協議会」等のまちづくり組織とともにさ

らに支援を深めていく。 

本会としては、（Ⅰ）歴史・観光に関した商品･サービス企画･開発支援、（Ⅱ）地域

ブランド構築および発信、(Ⅲ)地域活性化させることが役割となる。 

そこで、「地域経済の活性化に資する事業活動の推進」を図る観点から、本会は、①

総合的な施策に関しては神奈川県や大磯町、②地域観光推進では大磯町、大磯町観光協

会、新たな観光の核づくり推進協議会、③農商工連携支援では、JA、大磯町漁協と連携

する。地域資源を活用した新たな地域特産品開発や新たな観光資源の発掘においては、
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商業部会やその他部会の取り組みを通して観光振興を含めた地域のブランド化を図る。 

これらの活動を通して事業に係わる小規模事業者が持続的発展をするよう良好な環境

を整備する。 

 

（現状と課題） 

発達支援計画策定に先立ち、地域商業自立促進調査分析事業調査で行った分析結果か

ら、地元住民ならびに観光客からも商店の利用が減少傾向にあるということが分かっ

た。 今後人口減や観光客の減少も想定され、より一層厳しい状況に向かっていくと考

えられる。 今後地元住民並びに観光客にも利用してもらうため、 商品力のある商材、 

またそれらが集積することで魅力的なエリアにしていくことが必須である。 

以上を考慮して課題を以下の 3点にまとめた。 

 

1   「地域性」「オリジナル」「新鮮な地産品」 

2    エリアマネージメント  

3   新規出店者を受け入れる為の支援 

 

（改善方法） 

現状の課題を踏まえ、解決の方向性を示す。大磯の地域性や観光性を活かした町の魅力

創出を目指す以下の 2点の方向性を提案する。 

（1）ここでしか買えないが集積するエリア作り 

駅と港の間に「オリジナル」「手づくり」の店鋪兼住居の集積エリアを設定する。特に

空き家・空き店舗が多い下町エリアを重点に設定。大磯市に出店するクラフト作家など

をターゲットに、彼らのオリジナル商品を扱う店鋪を集積させる。店鋪だけでは成り立

ちにくいため、小規模店舗と住居を兼ねた店鋪群となるよう。 

また狭いエリアに集積させることでエリアのブランディングをはかる。幸い大磯町は

チェーン店が少ないことから、独立店鋪の集積地としてブランディングを行っていくこ

とが必要である。 

 

（2）「新鮮」「地産品」を下支えする仕組みづくり 

大磯港であがる水産資源を町内に供給していく加工施設利用者アンケートからも「オ

リジナル」「地産品」「新鮮」などを求めていることがわかる。 大磯は海のイメージも強

く、水産資源も豊富だが現状では地産の水産資源を町内店鋪に直接供給していく仕組み

がない。 これには港に近いエリアにてあがった魚を 1 次加工し供給していく施設が必

要である。またクラフトに比べ飲食店の出店ニーズが少ないが、水産資源を活用する店

鋪を育てる為に同時チャレンジショップ的な店鋪を設け、一定期間育てたら町内に移植

する仕組みも検討する必要がある。大磯は地産品が買える、食べられるまちとしてのエ

リアブランディングをしながら、エリアで戦えるまちに育てていくことが必要である。 

これらを改善するために、以下の支援活動を行っていく。 

 

（Ⅰ）歴史・観光に関した商品･サービス企画･開発支援 

（事業内容） 

(1)港オアシス推進事業（新規事業） 

大磯町は、海水浴発祥の地である。また、湘南発祥の地でもある。商工会としては、

６次産業化を推進し、港から採れる水産資源を活かし、商業者への売上高向上、販路拡

大をサポートする。その一環として、大磯町等と連携しながら国土交通省主導の「みな

とオアシス」事業の認定を目指す。 
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みなとオアシス制度は、みなとにおいて人々の賑わいや交流を創出するみなとの施設

のうち、一定の要件を満たす施設を「みなとオアシス」として国土交通省が認定・登録

し、国がその広報活動を支援することにより、みなとの施設の利用促進を図り、みなと

を核とした地域住民の交流促進や観光の振興を通じた地域の活性化に資するものであ

る。制度を活かし、施設にアンテナショップ立ち上げ、会員の商品を置くことにより、

売上貢献をサポートしていく。 

   
「みなとオアシス」制度の概要図       明治１５０年イベントのイメージ 

 

 さらに、立憲政治の確立に貢献した先人との関わりにより、大磯が注目をされている。

平成３０年度から明治１５０年イベントが今後、国土交通省を中心に行う予定となってい

るため、商工会関連イベントとして注目し、商品開発など地域活性化に向け努力する。 

 

 

(2)地域連携事業（既存事業改善） 

・オープンガーデン事業 

大磯町は、元内閣総理大臣吉田茂を始め歴代要人の別荘があったことから庭園文化が根

付いている。商工会では、このような地域資源を活かし、大磯町のオープンガーデンホー

ムがお庭を公開する「大磯オープンガーデン事業」を行っている。 

事業の１イベントとして、県立城山公園で行う即売会にて大磯町主要店舗が「城山マル

シェ」として出店を行う。 

また、来場者の方にマチナカのお花の香りと共に大磯町内のカフェで「くつろぎのひと

とき」をたのしんでいただく「アフタヌーンティー」事業を引き続き行う。オープンガー

デンに参加している店舗に期間限定で「オリジナルメニュー」を提供いただき来町者から

ご好評を得た。出店者の売上および知名度向上にも繋がっており、事業者からも好評を得

ていることから、出店者を増やすなど事業の発展的継続のためサポートを引き続き行う。 
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「城山マルシェ」           「城山マルシェ」チラシ 

 

 

   
                    「アフタヌーンティー」事業 
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「大磯オープンガーデン事業」写真 

 

 

・販路拡大に伴う交流事業 

平成２５年度より、「相模湾沿岸の新たな観光資源開発事業」として、地域資源に着目

した、「体験型」「交流型」の新しい観光事業開発の可能性を探るプロジェクトを行った。 

本プロジェクトでは商工会を中心に、港湾施設・漁港を有している葉山町・大磯町・真

鶴町の３商工会が連携し、それぞれの地域資源の発掘と相模湾を横断的に連動させること

で新たな観光事業の開発を多面的に検討した。 

引き続き、３商工会で連携を行い、販路拡大に伴う交流事業を行っていく。 

下記の資料は、真鶴町の真鶴龍宮祭、葉山町のビッグハヤマ・マーケットの資料であ

る。大磯町の大磯市を含めた商工業者への販路創出に力を入れる。 
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真鶴龍宮祭           ビッグハヤマ・マーケット 

 

 

（Ⅱ）地域ブランド事業 

 (事業内容) 

(1)新たな観光の核づくり事業（既存事業改善） 

（大磯町の価値観形成） 

平成２５年より、神奈川県では、横浜・箱根・鎌倉に次ぐ「新たな観光の核」候補地域

として、城ヶ島・三崎地域（三浦市）、大山地域（伊勢原市、秦野市、厚木市）、大磯地

域（大磯町）の３地域を認定された。海外にも強力に発信できる"新たな観光の核づくり"

を進める中で、大磯町、大磯町商工会、大磯町観光協会を始め関係２２団体による“大磯

町新たな観光の核づくり推進協議会” （年４回）を立ち上げた。 

大磯町の観光は、大磯町への来訪を促すきっかけとなり、大磯町に“住みたい”と思う

人を増やしていくことを目指す。この取り組みを進める中、静かで瀟洒（しょうしゃ）な

町を望んでいる、という町民の方の声も届いていることから、大磯町にある地域資源を改

めて見つめ直した。 

結果、大勢の人が一度訪れるだけの一過性の観光ではなく、【大磯に来ると楽しくゆっ

くりとした時間を過ごせる】、【大磯を気に入ってもらった方がリピーターとなるような

観光を目指す】、という方向性を打ち出した。その為には、まず町民の方々に、大磯町の

地域資源を改めて見つめていただき、この町に住んでいるという豊かさを再認識しながら

“大磯町を楽しむ”ことから始めることが必要ではないかと考え、この取り組みの一環と

して、“大磯町の楽しさ”に求めるコンセプトと「９つの価値観」を下記図の通り策定し

た。このコンセプトと価値観を大事にしながら“大磯町を楽しむ”観光を創造していく。 
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“大磯町の楽しさ”に求めるコンセプトと「９つの価値観」イメージ図 

 

 

前述した、“大磯町の楽しさ”に求めるコンセプトと「９つの価値観」に基づき、「オー

プンガーデン事業」や「港オアシス事業」推進について企画および運営方針等を計画する。 
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(2)女性部・商業部会等による大磯ブランド開発および商品化事業（新規事業） 

  かつて大磯はミカン栽培の北限と言われていたが、温暖化の影響で大消費地東京に最

も近い栽培適地になっている。一例として、「ミヤガワ」と言う小粒の薄皮品種は甘さ

だけでなく、みかん本来の酸っぱさもしっかりとあり、とても美味しいみかんとなって

いる。年間生産量は、７６トン（H27ＪＡ湘南みかん選果場取扱量）に達し、神奈川県内

でも５位に相当する量を生産されている。 

このように歴史および大きな生産量を誇る「大磯みかん」ではあるが、いままでは、

生産者や事業者が独自で商品開発を行っていた。今後は、商工会や大磯町役場、観光協

会が連携し、生産者に対し商品の生産や認知度向上等のサポートを行っていく。 

 よろず支援拠点にもサポートを依頼し、主に効率のよい広報について指示を仰ぐ。 

 大磯町商工会の会員になっている果樹農園を中心に、商品開発や商品提供を促し、 

地域ブランドを確立していく。 

 

(Ⅲ)地域活性化事業 

（事業内容） 

(1)空き家・空店舗活用事業（新規事業） 

  大磯町として、定住人口を増やす取り組みをしている。大磯町都市建設部都市計画課

開発指導係では、「おおいそ空き家の相談窓口」を設置し、空き家の所有者や近隣住民

からのご相談を受けている。 

  空き家対策には、問題のある空き家の除却と、まだ活用し得る空き家の有効利用とい

う二つの方向性がある。商工会としては、まだ活用し得る空き家の有効利用に力を入れ

る。空き家を活用した起業を促すなど地域活性化が見込まれる。 

  前述の通り、商工会では、大磯町で事業を行いたいと考える方からアンケートを行

い、事業を行う上で、利用したい支援内容を調査した。結果は、下図の通り、資金援助

や不動産の情報提供が上位を占めた。 
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結果を踏まえ、商工会としても、空店舗対策として都市建設部都市計画課と連携し、

店舗併用住宅や店舗誘致に力を入れる。具体的には、都市建設部都市計画課から相談が

合った場合、店舗の採算が合うかどうか、マーケティング診断や補助金の申請、場合に

よっては、融資相談を受け付ける。 

計画立案サポートを行い、中長期的視点に立ち、店舗リフォームや転用時の金融面等

サポートを行う。（大磯町としてリフォーム補助を今後検討している。） 

 

(2)インターネットを活用した情報発信事業（既存事業改善） 

  商工会では２７年度、ホームページをあらたに刷新した。ホームページ「Shift」の構

築に取り組む。ホームページおよびフェイスブックとリンクする形で事業所ホームペー

ジを紹介し、需要の取り込みを行う。 

  ホームページ内の事業者情報も貴重なデータベースとして位置づけ、BtoB および

BtoCのマッチングに役立てる。 

 

（目標） 

内容 現 状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
空き家・

空店舗情

報発信・

相談 

2 2 2 3 3 4 

インター

ネットを

活用した

情報発信

事業数 

43 45 47 49 51 53 
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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 

本会が、地域における小規模事業者の最も身近な支援機関として、経営発達支援計画

を実施するに当たり、他の支援機関との連携強化を図ることでこれまで持ち得ないノウ

ハウを補完･強化し、小規模事業者への支援力を引き上げる。 

 

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) 

大磯町内及び周辺部の商工会･商工会議所、支援機関･金融機関及び専門家･行政等との

定期的な連絡会議は既に実施しているが、各機関の事業の報告が中心であった。 

これら機関と連携して小規模事業者の動向、支援策やノウハウ等の情報交換を行うとと

もに、金融・創業・ものづくり・農商工連携・海外展開・創業・経営革新等の支援力向上

を図るために、必要な支援機関とそれぞれの強みを提供し合う事で、地域として実質的な

効果があがるよう支援事業を実施する。 
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(事業内容) 

（１）商工会関係機関との情報交換（既存事業改善） 

本会が所属する中地区経営指導員協議会（平塚商工会議所・秦野商工会議所・伊勢原 

市商工会・二宮町商工会・大磯町商工会の経営指導員） 

優良小売店舗審査会（伊勢原市商工会・寒川町商工会・二宮町商工会・大磯町商工会の経 

営指導員）・（計年２回開催）において、情報交換の時間を新設し、支援ノウハウ、支援

の現状あるいは連携事業についてなど情報交換を行う。 

また、神奈川県商工会職員協議会資質向上部会主催の事例研修会（年１～２回開催）にお 

いて、支援ノウハウ、支援の現状あるいは共通課題の抽出や広域連携事業の模索など今後

の展開などについての意見交換を行い、伴走型支援の現状と今後について情報交換を行

う。具体的には金融、税務、労務、記帳機械化、各種共済推進と手数料、創業、経営革

新、第二創業、ものづくり、農商工連携、ブランド、ご当地グルメ、ゆるきゃら、地域の

イベント手法等々、各支援機関の強みを提供しあうことで、地域として実質的な効果があ

がるよう支援事業を実施する。 

 

(2) 大磯町・金融機関との連携による創業支援【創業支援力の強化】（新規事業） 
本年度、大磯町産業観光課により「産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連

携創業支援事業者による特定創業支援事業」の認定を受ける準備が進められている。認定

されしだい、本商工会を中心に創業支援会議を開催し、起業支援ノウハウ、支援状況等に

ついての情報交換を基に、創業･起業に関する一貫性のある支援事業を積極的に行う。 

 

(3) 神奈川県よろず支援拠点等との連携（既存事業改善） 

「神奈川県よろず支援拠点」のコーディネーターと連携し、事業計画作成、販路開拓手

法等のセミナー開催等、小規模事業者に適切な解決方法を提案する。 

 

(4)信用保証協会、金融機関との連携【創業･経営改善支援力の強化】（既存事業改善） 

起業者の創業に向けた取組み及び小規模事業者の自主的な経営改善努力に対して、本会

および大磯町に本店を構える中南信用金庫が協力して支援を推進する。起業者や小規模事

業者の同意の下、各機関のそれぞれの強みを生かしながら、創業及び経営相談、事業計画

等の策定支援や専門家派遣制度を活用した支援を実施する等、起業者や小規模事業者がそ

の地域で経営を持続的に行うためのサポート体制を構築するとともに、事業計画に基づい

た経営の推進の啓蒙を行う。 

 

(5)税理士会との連携【税務指導の強化】（既存事業改善） 

税務関連のノウハウ豊富な東京地方税理士会平塚支部と連携し、記帳指導を中心に所得

税や相続税など様々なシーンで連携を行う。個人事業者を中心に確定申告に関連した相談

に対応するためにノウハウ共有・支援を進めて行く。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

小規模事業者が事業計画に基づいた経営を進めるためには、支援の最前線に立つ経営指

導員等一人ひとりの経営に関する知識や情報力、目利き力などを備えたマンパワーによる

指導力に頼るところが多い。そのため経営指導員等一人ひとりの支援能力の底上げは急務

である。 

特に経営分析、需要分析、販路開拓、需要調査の活用法・需要拡大策、経営改善提案な

どの経営発達支援を進めるためには、経営指導員等として充分な知識が必要である。経営
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指導員等はより充実した経営発達支援が進められるよう専門家と連携できる知識の習得ス

キルの向上が求められている。 

併せて施策情報、経済動向、支援事業などの情報共有の徹底を町および金融機関等と情

報共有する仕組みの再構築が必要である。これらの課題解決に対し組織として、経営指導

員等の支援能力の向上を計画的に進めていく。 

 

（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・需要分

析、販路開拓といった経営発達支援においては、経営指導員等はより専門的な知識の習得

が求められている。そのため OJT と OFF-JT の組み合わせにより、小規模事業者が事業計

画に基づいた経営を進めることができるノウハウを習得するための団体・個別研修を行

い、経営指導員等のスキルを向上させ、対応の差が生じないようにする。また、多くの指

導依頼を少人数でこなす必要があるため、すべての相談に対応できるよう経営革新・創

業・事業計画策定・経営分析等、目的別に段階的研修を行う。 

また、組織内において経営指導員等間で支援ノウハウや成功事例を共有できる仕組みを

構築する。施策情報、個々の事業者に対する支援状況も共有し、経営指導員等個人が有す

るノウハウや情報を組織の財産として保有していく。これにより、事業者に対する情報提

供を円滑に行うとともに、支援のバラつきを解消し事業者の本会に対する満足度･信頼度

を高める。 

 

（事業内容） 

■団体研修 

(1)県連･全国連・日商主催研修会への参加【専門的支援能力の強化】（既存事業改善） 

⇒対象者：経営指導員・経営支援担当職員 

神奈川県商工会連合会が主催する経営指導員･経営支援担当職員を対象とした研修会、

並びに全国連・日商が主催する階層別･目的別のセミナーに参加すると共に、研修内容に

ついては勉強会等を通じ本会で情報共有する。 

 

(2)中小企業大学校専門研修への参加【専門的支援能力の強化】（既存事業改善） 

⇒対象者：経営指導員 

経営発達支援計画事業を進める中で求められる、小規模事業者が必要とする各種需要動

向や販路開拓支援に関する知識の習得に関しては、中小企業大学校が主催する課題別の専

門研修に、経営指導員を参加させることで、現場における支援能力の向上を図ると共に、

研修内容については本会で情報共有する。情報共有については、研修内容を必要な職員に

対しレクチャーをした上、資料を共有サーバに蓄積し、いつでもデータを確認できること

とする。 

 

（例） 

【テーマ(案)】 【講 師(予定)】 

◆経営改善系 

経営改善計画の策定支援 神奈川県よろず支援拠点 

財務改善計画の策定支援 神奈川県信用保証協会「保証ホットライン」 

記帳・税務指導・改正税法のポイント 東京地方税理士会平塚支部 

◆経営発達支援系 

事業計画作成支援の方法 本会職員または必要に応じて専門家・機関 

経済動向調査の共有と活用方法 中南信用金庫 
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■個別研修 

(1) 全国商工会連合会 WEB 研修の受講【基礎的支援能力の強化】（既存事業改善） 

⇒対象者:経営指導員・経営支援担当職員 

小規模事業者の高度化･多様化するニーズに対応し、創業･経営革新につながる提案型指導

ができるように、全国商工会連合会が主催実施する、WEB 研修(全国統一演習研修事業)を

指導員･経営支援担当職員が受講する。全国統一のカリキュラムによるインターネット上

での研修により、経営指導における専門化や資質向上に必要な知識を習得し、経営支援力

を高めることを目的とする。 

(2)資格取得の奨励【自己啓発と意識改革】（既存事業改善） 

⇒対象者:経営指導員・経営支援担当職員 

「資格取得奨励規程」を活用し、日商等が実施する簿記検定・販売士検定の受講等を奨励

するとともに、経営指導員等が一層参加しやすい環境・体制を目指して奨励制度の見直し

を進める。 

■情報・支援スキル共有 

(1)作成書類の保存およびノウハウの共有【支援スキルの組織財産化】（既存事業改善） 

⇒対象者:経営指導員･経営支援担当職員 

経営指導員等個々に蓄積しがちな成功事例や支援手法などを、将来に向け組織の財産とし

て保有･共有していくために、成功事例や支援ノウハウをデータ化する。具体的には、ノ

ウハウ･スキルを有する経営指導員等が支援書類をスキャニングし、本会ネットワーク上

に置いた新たに設ける専用フォルダに保存することで、全職員が必要な時にパソコン上で

検索･閲覧できるようにする。 

 

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･

検証を行い、PDCA サイクルにより見直しを行うと共に、結果については地域の小規模

事業者が常に閲覧出来るよう本会のホームページにより公表する。 

(1) PDCAサイクルの励行 

発達支援計画の事業ごとに４半期毎達成度合いを確認すると共に、更なるステップア

ップに向けてヒアリングを実施する。結果について、指導員等で検証し次の四半期の指

導方針を決定する。 

 

(2) 理事会等による評価、見直し及び方針の承認 

本会理事会により、四半期ごと、事業の実施状況･成果の評価について検証を行い、

見直し案の提示を行う。その決定事項に基づき方針の承認を得る。  

 

(3)外部有識者による評価及び見直し 

大磯町および税理士等による外部有識者の評価組織により、毎年度、事業の実施状

況･成果の評価について検証を行い、見直し案の提示を行う。 

 

(4)事業の成果、評価及び見直し結果の公表 

地域の小規模事業者が常に閲覧出来るよう事業の成果･評価･見直しの結果を本会のホ

ームページ 

(http://www.shokonet.or.jp/oiso/)で公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 
（平成 30年 10月現在） 

（１）組織体制 

大磯町商工会 総会員数 640名 

＜役員＞会長 1名  副会長 2名 

    理事 15名 監事 2名 

＜職員＞事務局長 1名 

    経営指導員 2名 経営支援担当職員 1名 

    臨時職員 2名 

 

（２）連絡先 

  大磯町商工会 

  〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯 927-12 

  TEL：0463-61-0871  FAX：0463-61-3897 

  URL：http://www.shokonet.or.jp/oiso/ 

  E-mail：oisosci@gmail.com 

 

 
 

（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） 
 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 1,900 1,900 2,210 2,210 2,360 

 

Ⅰ.経営発達支援事業 

２．経営状況の分析に関

すること 

（セミナー開催） 

（専門家の活用） 

４．事業計画策定後の実

施支援に関すること 

（専門家の活用） 

 

６．新たな需要の開拓に

寄与する事業に関するこ

と 

商業・サービス業・観光

業系販路開拓支援 

（催事出店による販路拡

大支援事業） 

・工業・建設業系販路開

拓支援 

 

400 

 

（150） 

（250） 

 

 

（0） 

 

500 

 

 

 

 

（400） 

 

 

 

 

400 

 

（150） 

（250） 

 

 

（0） 

 

500 

 

 

 

 

（400） 

 

 

 

 

450 

 

（150） 

（300） 

 

 

（0） 

 

550 

 

 

 

 

（450） 

 

 

 

 

450 

 

（150） 

（300） 

 

 

（0） 

 

550 

 

 

 

 

（450） 

 

 

 

 

450 

 

（150） 

（300） 

 

 

（0） 

 

550 

 

 

 

 

（450） 
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（外部環境の把握および

顧客へのアプローチ） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に

資する取組 

（Ⅰ）歴史・観光に関した

商品･サービス企画･開発

支援 

（地域連携事業） 

（Ⅱ）地域ブランド事業 

（商業部会等による大磯

ブランド開発および商品

化事業） 

 

(Ⅲ)地域活性化事業 

（インターネットを活用

した情報発信事業） 

 

 

（100） 

 

 

 

 

500 

 

 

（500） 

0 

（0） 

 

 

 

500 

 

（500） 

 

 

（100） 

 

 

 

 

500 

 

 

（500） 

0 

（0） 

 

 

 

500 

 

（500） 

 

 

（100） 

 

 

 

 

560 

 

 

（560） 

100 

（100） 

 

 

 

550 

 

（550） 

 

 

（100） 

 

 

 

 

560 

 

 

（560） 

100 

（100） 

 

 

 

550 

 

（550） 

 

 

（100） 

 

 

 

 

560 

 

 

（560） 

200 

（200） 

 

 

 

600 

 

（600） 

 

 

（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･町補助金･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。 
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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 
神奈川県･大磯町･公的支援機関･地域機関･協力機関と連携し、小規模事業者の自主的な

経営改善及び経営発達計画に対し連携して支援を実施し、小規模事業者がその地域で経

営を持続的に行うためのサポート体制を構築する。 

（具体的な連携事項） 

経営改善支援･経営革新･創業支援･事業再生･事業承継･経済動向調査他 
連携者及びその役割 

1 行政 
・大磯町役場 町長 中崎 久雄 
 住所：中郡大磯町東小磯 183  TEL：0463-61-4100 
 連携項目：1-Ⅰ 2-Ⅰ-① 2-Ⅰ-② 2-Ⅱ-① 2-Ⅱ-② 2-Ⅲ-① 3-Ⅰ 3-Ⅲ 
 連携内容：経営発達支援事業の内容すべてについて、連携を行う。 

      大磯町地域の経済動向をまとめた資料「大磯の統計」に関与。商工業者に 

      有益となるような情報を収集し、事業者の経営戦略立案や地域活性化 

に資する事業に役立てる。商工業に関する会議や情報交換会には積極的 

に参加する。 
地域経済の活性化に資する取り組みについても、密に連携を行いなが 

ら地域貢献を行う。支援ノウハウ等の情報交換も順次行っていく。 

 

・神奈川県庁 県知事 黒岩 祐治 
 住所：神奈川県横浜市中区日本大通 1  TEL：045-210-1111 
 連携項目：1-Ⅰ 2-Ⅰ-① 2-Ⅲ-① 3-Ⅲ 

連携内容：国、県等の施策を活用し、事業所の事業計画を策定する。地域経済の活 
性化に資する取り組みについても、連携を行いながら地域貢献を行う。 

 

2 地域団体 
・大磯町観光協会 会長 大倉 祥子 
 住所：神奈川県中郡大磯町大磯 878-1  TEL：0463-61-3300 
 連携項目：2-Ⅰ-① 2-Ⅰ-② 2-Ⅱ-① 

連携内容：主に地域経済の活性化に資する取り組みについて、連携を行いながら地 
域貢献を行う。 

 
・湘南農業協同組合（JA 湘南・湘南農協）大磯支所 代表理事兼組合長 宮﨑一美 
 住所：大磯町月京 6-7  TEL：0463-71-2511 
 連携項目：2-Ⅰ-② 2-Ⅱ-② 
 連携内容：特産品開発等における農商工連携や地域経済活性化の取り組みで連携を 
 行う。 
 
・大磯町漁業協同組合 組合長 加藤 孝 
 住所：神奈川県中郡大磯町大磯 1398  TEL：0463-61-0940 
 連携項目：2-Ⅰ-① 2-Ⅰ-② 
 連携内容：特産品開発等における農商工連携や地域経済活性化の取り組みで連携を 
 行う。 
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3 その他支援機関 
・神奈川県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 山﨑 隆由 
 住所：横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル 5 階 
 TEL：045-633-5071 
 連携項目：1-Ⅱ 1-Ⅲ 1-Ⅳ 1-Ⅴ 2-Ⅱ-② 2-Ⅲ-② 3-Ⅰ 
 連携内容：事業者に対し、伴走型支援を行うべく、経営課題解決や創業支援に向け 
 たワンストップでスピーディな対応を行うため連携する。 

 
・神奈川県信用保証協会 藤沢支店 支店長 内海 正明 
 住所：藤沢市藤沢 607-1 藤沢商工会館 4F 
 TEL：0466-23-0792 
 連携項目：2-Ⅲ-① 
 連携内容：事業者に対し、伴走型支援を行うべく、経営課題解決や創業支援に向け 
 たワンストップでスピーディな対応を行うべく、必要に応じて金融面で連携する。 

 
・神奈川産業振興センター 理事長 北村 明 
 住所：横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル 5 階 
 TEL：045-633-5071 
 連携項目：1-Ⅱ 1-Ⅲ 1-Ⅳ 1-Ⅴ 2-Ⅱ-② 3-Ⅰ 
 連携内容：事業者に対し、伴走型支援を行うべく、経営課題解決や創業支援に向け 
 たワンストップでスピーディな対応を行うため連携する。 

 

4 金融支援機関 
・中南信用金庫 理事長 鈴木 豊 
 住所：中郡大磯町大磯 1133-1  TEL：0463-61-2615 
 連携項目：1-Ⅰ 1-Ⅳ 2-Ⅱ-② 2-Ⅲ-① 3-Ⅰ 
 連携内容：事業者に対し、伴走型支援を行うべく、経営課題解決や創業支援に向け 
 たワンストップでスピーディな対応を行うべく、必要に応じて金融面で連携する。 
 「景気動向調査」作成に協力し、管内小規模事業者の現状把握と課題の抽出を行う。 
 
・(株)日本政策金融公庫 小田原支店 支店長 久保 幸一 
 住所：小田原市城内 1-21（小田原商工会館ビル)  TEL：0465-23-3175 
 連携項目：1-Ⅳ 2-Ⅱ-② 2-Ⅲ-① 3-Ⅰ 
 連携内容：事業者に対し、伴走型支援を行うべく、経営課題解決や創業支援に向け 
 たワンストップでスピーディな対応を行うべく、必要に応じて金融面で連携する。 
 

5 広域連携商工団体 
・葉山町商工会 会長 栁 新一郎 
 住所：三浦郡葉山町堀内 1883-3  TEL：046-875-2810 
 連携項目：2-Ⅰ-② 
 連携内容：地域の特産品開発を進めると共に、各種機会を捉えて販路開拓を行い、 
 商工業の基盤強化を図ることにより、地域経済を活性化する。 
 
・真鶴町商工会 会長 藪田 徹也 
 住所：足柄下郡真鶴町真鶴 1875-6  TEL：0465-68-0033 
 連携項目：2-Ⅰ-② 
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 連携内容：地域の特産品開発を進めると共に、各種機会を捉えて販路開拓を行い、 
 商工業の基盤強化を図ることにより、地域経済を活性化する。 
 

6 近隣商工団体 
・二宮町商工会 会長 古澤 有三 
 住所：中郡二宮町二宮 1156-4  TEL：0463-71-1082 
 連携項目：2-Ⅰ-② 3-Ⅰ 3-Ⅱ 
 連携内容：地域の特産品開発を進めると共に、各種機会を捉えて販路開拓を行い、 
 商工業の基盤強化を図ることにより、地域経済を活性化する。 
 
・伊勢原市商工会 会長 髙橋 宏昌 
 住所：伊勢原市伊勢原 2-7-31  TEL：0463-95-3233 
 連携項目：2-Ⅰ-② 3-Ⅰ 3-Ⅱ 
 連携内容：地域の特産品開発を進めると共に、各種機会を捉えて販路開拓を行い、 
 商工業の基盤強化を図ることにより、地域経済を活性化する。 
 
・平塚商工会議所 会頭 常盤 卓嗣 
 住所：平塚市松風町 2-10  TEL：0463-22-2510 
 連携項目：2-Ⅰ-② 3-Ⅰ 3-Ⅱ 
 連携内容：地域の特産品開発を進めると共に、各種機会を捉えて販路開拓を行い、 
 商工業の基盤強化を図ることにより、地域経済を活性化する。 
 
・秦野商工会議所 会頭 佐野 友保 
 住所：秦野市平沢 2550-1  TEL：0463-81-1355 
 連携項目：2-Ⅰ-② 3-Ⅰ 3-Ⅱ 
 連携内容：地域の特産品開発を進めると共に、各種機会を捉えて販路開拓を行い、 
 商工業の基盤強化を図ることにより、地域経済を活性化する。 
 

7 商工団体 
・神奈川県商工会連合会 会長 関戸 昌邦 
 住所：横浜市中区尾上町 5-80 中小企業センター10 階  TEL：045-633-5080 
 連携項目：2-Ⅰ-② 2-Ⅲ-② 3-Ⅰ 3-Ⅱ 3-Ⅲ 
 連携内容：経営発達支援事業全般を円滑に進める上で連携は不可欠であり、販路開 
 拓や専門家派遣等の連合会主催事業を活用することで小規模事業者への支援を効果 
 的に進める 
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連携体制図等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①行政 
・大磯町役場 
・神奈川県庁 

 

商工会 

②地域団体 
・大磯町観光協会 
・ＪＡおおいそ 
・大磯町漁協組合 

⑦商工団体 
・神奈川県 
商工会連合会 

③その他支援機関 
・神奈川よろず支援拠点 
・神奈川県信用保証協会 
・神奈川産業振興センター 

⑥近隣商工団体 
・二宮町商工会 
・伊勢原市商工

会 
・平塚商工会議

 

 

⑤広域連携商工団体 
・葉山町商工会 
・真鶴町商工会 

④金融支援機関 
・中南信用金庫 
・(株)日本政策 
金融公庫 
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