
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

（法人番号）4021005006241 
山北町商工会 

実施期間 ２０１９年４月１日～２０２４年３月３１日 

目標 

中長期的な小規模事業者の振興のあり方について明確にし、山北町総合計画

と歩調を合わせた支援を実施していく。 

①既存企業の経営改善および若手経営者の育成支援 

②創業支援を通じた積極的な定住支援。 

③商業活性化に対する支援の実施。 

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 

調査結果を分かり易く解説し、町内の小規模事業者がいつでも活用で

きるように、分析した結果は本会ホームページに掲載し、管内経済動向

として広く管内事業者等に周知する。 

２ 経営状況の分析に関すること 

分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活

用する。 また、データベース化し事務局内部で共有し、経営指導員等の

スキルアップに活用する。 

３ 事業計画策定支援に関すること 

経営分析を行った事業者を対象に、強み・持ち味などを活かした、経

営を行うための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 

初めて事業計画を策定した事業者に対しては、当初、四半期に１回程

度実施状況の確認、必要に応じて修正等を行っていく。その後はチェッ

クリストを作成し、巡回訪問により進捗状況を確認。 

５ 需要動向調査に関すること 

小規模事業者が、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、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。 

６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

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、組み合わせて支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

７ 地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 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、活性化を推進できるようにする。 

連絡先 

〒258-0113 

住所 神奈川県足柄上郡山北町山北 1889-36 

 名称 山北町商工会  

 氏名 和田 道徳 

 電話番号 0465(76)3451 

 FAX 番号  0465(75)2128 

 メールアドレス m_wada@k-skr.or.jp 

 

mailto:m_wada@k-skr.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 

１ 目 標 

 

⑴ 山北町の概要（地域の現況及び課題）  

 

山北町は東京から西へ 80km、神奈川県の最西端に位置し、山梨県・静岡県と境を接する。面

積は 224.61km2で、神奈川県の自治体の中では横浜市や相模原市に次ぐ広さとなっている。町

域の大半は丹沢山地であり、丹沢大山国定公園に指定

されている。町のほぼ中央には丹沢湖があり、キャン

プやハイキングなどの行楽・観光のために、のべ人数

にして年間約 150万人以上訪れる。国道 246 号や御殿

場線など、主要な街道や鉄道路線は町の南部に集中

し、町域を東西に貫通しており、市街地もそれに沿っ

ている。 

山北町の歴史は古く、縄文時代中期の尾崎遺跡や平

安時代末期から戦国時代にかけての河村城跡、江戸時 

代の関所跡、用水堀など、先人たちの足跡や伝統文化は、今も私たちの生活の中に受け継が

れている。 

明治以降は、「小田原県」「足柄県」を経て、明治 9年（1876年）には「神奈川県」に編入

され、明治 22年（1889年）の町村制施行時には、10 の村に分かれていた。同年、東海道線が

開通し、箱根越えの要衝である山北駅ができると最盛期には鉄道員の人数が 700 人を超え、

“鉄道の町”として大変栄えたが、昭和に入り、丹那トンネルが開通、東海道本線から支線の

御殿場線となり、かつての賑わいは衰えていった。 

東名高速道路の渋滞ポイントとして知られる都夫

良野トンネルは山北町の都夫良野地区にある。現

在、町内に東名高速道路のインターチェンジはない

が、川西地区に第二東名の開通に伴いスマートイン

ターを建設中であり、開通後には町内にある諸渕工

業団地・平山工業団地等において新たな物流に期待

している。 

町は 2006年から始まった、ゆたかな自然を活か

した観光・町おこしのひとつとして、また地域に住む方々の健康増進に役立つ交流と活性の場

所として森林セラピー基地に認定されている。 

また、山北鉄道公園に静態保存されている蒸気機関車 D52-70号機を自力で動くよう整備され

ることをきっかけに地域資源としての活用についても検討が始まっている。 
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町の特産品の一つである「足柄茶」は、大正 12年の関東大震災により大きな被害を受けた山

村の産業復興策として、当時の足柄上郡清水村に導入され、幾多

の苦難を乗り越えて産地化されたことが始まりとされている。 

その後、新農山漁村建設総合対策事業や農業構造改善事業等の

施策が講じられるとともに、先覚者の熱心な指導と優れた環境条

件により生産が拡大し、昭和 40年代に入って県西北部、丹沢山麓

を中心として茶産地が形成された。 

現在では相模原市（旧津久井郡）、南足柄市、小田原市、秦野市、愛川町、山北町、松田

町、湯河原町、真鶴町、開成町、中井町、清川村でお茶が生産されており、総称して「足柄

茶」と呼ばれている。 

神奈川の丹沢・箱根山麓一帯は、その気候・風土がお茶栽培に最適で、特に「味と香り」に

優れたお茶が生産されている。「味と香り」の足柄茶として評判はいまや全国的となってお

り、「かながわブランド」をはじめとし 「かながわ名産 100 選」「本場の本物」に選定され、 

足柄茶の良さを各方面から認められている。 

   

 

面  積 224.61㎢  広がり 東西 23.0 ㎞ 南北 20.5㎞ 

人  口 10,724人  世帯数 3,903世帯 

事業所数 455事業所  従業員数 4,494人 

 

（平成 28年度版山北町統計書） 
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【山北町商工会を取り巻く現状と課題】 

 

山北町商工会の創立は昭和 36年 1月に会員数 314名で発足し、昭和 63年度には組織率 80.8%、

会員数 412 名となり、神奈川県内商工会の 1 位を獲得した。しかし、会員数は、平成 9 年の 434

事業所をピークに減少傾向が続き平成 30年 3月末時点においては、340事業所となっている。 

減少の主な理由は、事業主自身の高齢化による廃業と後継者不足による廃業で、今後もこの傾

向は続くと思われる。 

職員数は 5名でその内事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援担当職員 2名となっている。 

 

[会員数推移]                             〈単位：人〉 

S36 S45 S50 S55 S63 H9 H12 H17 H25 H30     

314 298 287 318 412 434 424 415 350 340    

 

  

 工業関連の総製造品出荷額等は、平成 22年の 37事業所・39,589百万円から 4年後の平成 26

年には事業所数に変化はないものの製造品出荷額等 61,871百万円（156.2%）と伸びている。 

 これには、2つの工業団地の造成が完了し、企業誘致が進み新たに化学工業が進出してきたこ

とと、従来ある食品製造業が 155.6%と伸びを示していることに起因していると考える。 

 一方、商業関連は平成 16年から平成 26年の 10年間に商店総数が 30%減少し、100事業所と

なっているが、年間販売額は 970,300万円と 119%の伸びを示している。この内訳であるが、卸

売業が 223%伸びているのに対し、小売業が 25%減少している。 
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【事業所数 10年の推移】 

  建
設
業 

製
造
業 

卸
売
業 

 

小
売
業 

不
動
産
業 

飲
食
宿
泊 

 

生
活
関
連

サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他 

合 

計 

平成 18 年 60 51 122 38 50 29 125 475 

平成 26 年 59 55 125 38 49 31 138 495 

平成 28 年 60 58 114 34 47 28 114 455 

増 減 0% 13.7% △6.6% △10.6% △6.0% △3.5% △8.8% △4.2% 

製造業を除いて、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。 

（平成 28年度版山北町統計書） 

 

①工業振興については、就労の場の確保や、財政基盤の確立を目指し整備し、町が整備し

た諸渕工業団地、平山工業団地の企業誘致がほぼ完了し、丸山山頂部への企業誘致も決定

している。 

平成 24年 9 月に実施した町民アンケートから工業は、「町を豊かにするためにも、先端産

業の誘致など工業の振興を積極的に進めてほしい」が最も多く、６割を超えていることから、

今後も環境との共生に配慮しながら、新たな工業用地の確保や企業誘致を積極的に山北町と

推進していくとともに既存企業の経営の近代化への支援も必要である。 

 

②商業振興については町民生活の利便性を高め、商業の振興を目指して、山北町商品券の発

行を行っており、山北駅周辺の賑わいを創出するため、夕市を開催するとともに、朝市の開

催を支援している。 

また、岸地区（原耕地）内に大型商業施設がオープンし、誰もが暮らしやすい町を実現す

るためには、生活の利便性を高めるための身近な商業サービスの役割がますます重要になる

ため、商業の活性化のためには、空き地や空き店舗の有効活用や商店の自助努力、他産業と

の連携による特産品の開発・販路拡大などが課題である。 

なお、町民の買い物先は、食料品の場合、山北町外の足柄上郡内が最も多く、衣料品の買

い物については、小田原市への流出が約４割を占め、日用雑貨は、山北町外の足柄上郡内が

約５割を占めている。「山北駅周辺に大規模なスーパーがあったほうがよい」との声が多い。  

このように町民が足柄上郡内、もしくは小田原市に流出していることに加え、町外へ移住

したい理由に「交通・買い物において不便」と回答。町内における買い物の利便性の向上。   

つまり、町外への流失に歯止めをかけることも課題である。 

 

③観光の振興について、山北町は豊かな自然や温泉、河村城跡などの歴史・文化財や豊富な

観光資源を有し、首都圏近郊の観光レクリエーションの場になっていますが、近年、観光入

込客数は減少傾向にある。 

観光資源の活用・整備は、河村城址歴史公園、山北駅周辺の魅力づくりなどの歴史と自然

にふれあう事業を進め、健康や自然志向などの観光レクリエーションのニーズを踏まえ、さ
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らに豊かな観光資源を生かした観光レクリエーションの場と機会を充実。エコツーリズムな

どの新しい観光への取り組みも図りながら、魅力ある観光の振興を推進していく必要があ

る。 

また、三保ダム・丹沢湖を活用し、その周辺の整備とともに、富士山の“世界文化遺産”

登録を契機に、山北町内において関東の富士見百景に選ばれた地点が２つあり、富士山を観

光資源として活用していくことが求められているなど、近隣市町と連携し広域的観点からも

連携していくことが課題となっている。 

 

〇年間入込み観光客推移                       （単位：人，千円） 

 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

延観光客数 

延宿泊客数 

日帰り客数 

観光客消費額 

1,176,406 

70,976 

1,105,430 

856,427 

1,621,136 

73,434 

1,547,652 

893,234 

1,593,952 

71,058 

1,527,904 

852,915 

1,639,387 

62,477 

1,636,910 

782,543 

1,599,897 

59,565 

1,540,332 

679,912 

商工観光課:観光地入込み観光客調査 

 

当地域商工業者については、東名高速道路・国道 246 号を利用して都心まで 80キロ圏内

にあり、利便性から工場が他の地区に比べ多い。 

 平成 28年の事業所の総数は 455事業所（農林業等含）で業種別割合では、小売業 114事

業所、サービス業 68事業所、製造業 58事業所、建設業 60事業所である。 

（企業統計調査 経済センサス調べ）。 

経済センサスによる山北町の商工業者数 

  商
工
業
者 

建
設
業 

製
造
業 

卸
売
業 

小
売
業 

飲
食
宿
泊 

 

サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他 

小
規
模 

事
業
者 

平成 21 年 460 69 51 17 114 61 74 74 381 

平成 26 年 446 59 55 20 104 47 103 58 358 

増減 △14 △10 4 3 △10 △14 29 △16 △23 

 

 【地域の魅力を高める活力あるまちづくり】 

…山北町第 5次総合計画（平成 26～35年度）の概要－抜粋… 

 

 ① 活力と魅力ある農林業の振興 

高齢化の進展に伴う就業者の減少により、遊休農地や十分な管理がされていない森林が増

えています。このため、農林業の担い手の育成や生産基盤の充実を図るとともに、都市住民

との交流などにより付加価値の高い特色ある交流・観光農業の振興を図ります。 

また、水源の森林づくりや多様な森林利用を進めるほか、消費者が安全で安心できる畜産

業の振興を図ります。 
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② 自然環境など地域の資源を生かした魅力ある観光の振興 

山北町の持つ豊かな自然等の観光資源を生かし、多様な観光レクリエーションの場と機会

を創出し、観光ネットワーク化を進め、魅力ある観光の振興を図ります。 

また、山北町観光協会と連携して、観光情報を広く発信するとともに、特色あるイベントの

充実を図ります。 

 

③ 地域の活力を創る商業の振興 

山北駅・東山北駅の周辺整備を進め、空き店舗の有効活用や他産業との連携により、町民の

生活利便を高め、利用客で賑わう商業の振興を図ります。 

また、山北町商工会と連携して、山北ブランドの認定や農林業などと連携した特産品の開

発等により、商業の活性化を図ります。 

 

④ 優れた資源を生かした鉱工業の振興 

環境に配慮した先端産業など企業誘致等を積極的に行うとともに、企業の経営改善や地場

産業の育成を図ります。 

また、自然環境の保全等に配慮した秩序ある砂利採取と適切な山砂利採取跡地利用の検討

を行います。 

 

⑵ 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

 

 社会情勢の変化の速度がこれまで以上に速くなることが予想されるなか、商工会は山北町が

策定した「山北町第５次総合計画」を考慮し、今後 10年間の産業振興のあり方を示す。 

 

商工会は既存企業の経営改善や地場産業の育成を支援。財政基盤の確立を目指すための経

営計画作成支援を行い、企業経営の安定を促進し、インターネット等を活用した町内企業の

宣伝強化していく。 

「山北町第５次総合計画」にある町の定住化対策により、人口減少に歯止めがかかれば、

既存企業の財政基盤を安定させ、就労の場の確保ができれば、町内人口の増加になるととも

に、消費人口の増加となるため、生活利便を高め、利用客などで賑わう商業の振興につなが

っていくと考える。 

そして、商工会では山北駅・東山北駅の周辺の商業者に自助努力を促し、空き店舗の活用や

他産業との連携などによる商業活動の支援を行い、経営計画に基づく商業経営の安定を促進す

るとともに、農林業や観光業と連携した特産品の開発など、商業の活性化を図り、山北ブラン

ド認定制度を運用して特産品の販路拡大に努めていく。 
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⑶ 経営発達支援事業の目標及び目標達成に向けた方針 

 

前項「５ 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、今後、５年間では

「山北町第５次総合計画」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

次の通り事業を展開していく。 

 

目標①  

既存企業の経営改善および若手経営者の育成支援 

【方針】 

山北町の産業活性化に向けて、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に定期巡回等により、小規模事業者が持続的

成長を図れるようにする。 

山北町内の経営者（高齢化）の現状を鑑み、若手経営者の経営能力向上を図る。同時に従来

にない新たな取組みとして、都市住民との交流などにより付加価値のある交流を深め、空き店

舗等を活用した新たなチャレンジをするきっかけづくりを目指す。 

そして、企業の将来的なイメージの形成を行い、その実現に向けて、個別課題、共通課題と

うについて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と

ともに都市住民の定住化にも結びつける。 

 

目標② 

創業支援を通じた積極的な定住支援 

【方針】 

「山北町第５次総合計画」を考慮し、定住化対策の一つとして、町内での創業者の創出お

よび誘致を行い持続的経営につながるように支援を行い、町の人口増による賑わいに結びつ

ける。 

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

めて次のように支援する。 

創業希望者及び準備者に対しては、「相談窓口」「創業支援セミナー」等を通して、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。 

開業した者に対しては、「相談窓口」及び巡回等により、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。 
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目標③ 

商業活性化に対する支援の実施 

【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、サービスの提供等について検討し、町外への流出している町民を

「域内での購買」に結びつけられるよう支援する。 

同時に入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。 

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丹沢湖地区の観光宿泊客（買い物客）を

取り込むための取組を山北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。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

⑴ 経営発達支援事業の実施期間（2019年 4月 1日～2024年 3月 31日） 

 

⑵ 経営発達支援事業の内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

 

２ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

⑴ 現状と課題 

当商工会では経営指導員による巡回訪問・窓口相談で事業者からの事業景況状況聞き取

りを行ってきたが、特定の事業所に偏る傾向が見られるため、管内全体の経済動向を知る

には情報の偏りがあった。また、各種の経済動向調査結果（神奈川県商工会連合会の調査

等）を合わせて用い、経済動向の把握に努めてきた。 

しかしながら、管内経済動向の変化をもたらす要因（地域高齢化、管内・近隣地域での

公共事業の動向、近隣内外地域の大型店の動向、静岡県の景況）等について事前に収集

し、管内経済に与える影響を予測するまで至っていなかった。 

 

⑵ 事業内容 

管内の経済動向、関連する経済動向指標を調査・分析することにより、地域の特性や弱

点・課題等を明確にし、業種・業態ごとの実態を把握する。 

 

① 経済動向調査の手段と手法 

 巡回訪問・郵送等により、全国商工会連合会が定めている「小規模企業景気動向調査実

施要領」に基づき、独自調査として、業種別に管内小規模事業者へ四半期に１回調査し、

前年同期、全国版及び神奈川県版と比較してどのように変化しているか調査を行う。調査

項目は以下のとおり。 

 

②調査項目 

売上高 営業利益 経常利益 資金繰り 仕入価格 販売価格 雇用人員 就業者年齢 

公共事業案件 推移 設備投資  

 

③ 収集したデーターや調査回収したデーターを管内経済動向調査(業種別・全業種)として

まとめる。情報の分析は経営指導員や委託する専門分析機関等と共に実施する。その際、

管内小規模事業者構成比を考慮し建設業５件、製造業５件、卸・小売業５件、飲食・宿泊

業３件、サービス業５件、その他２件、合計 25件からヒアリングによる景気/経済動向を

レポートする。 
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④ 山北町商工会の経営指導員等は、国内の動向等をより身近に感じるために、職員全員で

集計・分析を実施する。 

 

⑶ 成果の活用 

情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、管内経済動向として広く管内

事業者等に周知する。 

また、経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする 

 

⑷ 目 標 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査回数 － ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

公表回数 － ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

３ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

⑴ 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。 

 

⑵ 事業内容 

①小規模事業者の持続的発展に向けて、経営分析を行う事業者を掘り起こすため、商工会主催

による「経営分析セミナー」や地域の経済動向調査対象事業所及び経営指導員等の巡回・窓口

相談を通じて事業意欲が高いと感じた事業者を 10社選定して財務分析を中心とした経営分析

を実施していく。 

 なお、「経営分析セミナー」については、年に 3回開催し、経営状況を分析する重要性等を

啓発し、実際に行う手法やその指針の持つ意味を理解していただく。そのうえで、可能な限り

自社のデーターを使った実践的なセミナーを行う。 

また、告知方法は商工会のホームページ、広報紙等を活用して会員・非会員問わず参加者を

公募する。 

 

②経営分析の内容 

【対象者】 セミナー等を通じて事業意欲が高いと事業者を 10社選定 

 

【分析項目】「財務分析」と「ＳＷＯＴ分析」を行うため次の項目について収集する。 

◇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
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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  ・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。 

 

【分析の手段・方法】 

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や経済産業省の「ローカルベンチ

マーク」、中小機構の「経営計画つくるくん」等のソフトを活用し、経営指導員が分析を行

う。 

なお、大幅な改善が必要となった事業者については重点的な個社支援をしていくとともに、

神奈川県商工会連合会の専門家派遣を活用し相談する。 

 

⑶ 成果の活用方法 

分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。  

また、データベース化し事務局内部で共有し、経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

⑷ 目 標 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

セミナー開催回数 － 3回 3回 3回 3回 3回 

セミナー参加人数 － 20人 30人 30 人 30 人 30 人 

経営分析件数 2 10件 10 件 10 件 10 件 10 件 
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４ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

⑴ 現状と課題 

「小規模事業者持続化補助金」「融資のための資金計画」などの申請をする時に事業計

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。 

 

⑵ 支援に対する考え方 

経営分析を行った事業者を対象に、強み・持ち味などを活かした、経営を行うための事

業計画策定支援を行う。 

また、持続的発展のためには、事業計画策定が必要不可欠であることを啓蒙普及すると

伴に、策定に必要な情報の提供を行っていく。その上で個社指導へと結びつける。 

そして、専門的な課題が表出した際には、神奈川県商工会連合会、地域金融機関、神 

奈川産業振興センター（よろず支援拠点）等の各種支援機関と連携し、小規模事業者 

の抱える経営上の課題や悩みに対して丁寧に支援していく。 

その後、事業計画を策定した小規模事業者に対して経営指導員等が巡回訪問等を実施

し、進捗状況の確認を行うと伴に、事業計画に基づく経営のＰＤＣＡが計画通りに遂行し

実現できるように支援する。経営者の目標達成に対する意欲の維持や、後継者対策等も含

めて持続的発展できるよう、融資制度をはじめ諸施策を活用してフォローアップを実施し

ていく。 

 

⑶ 事業内容 

 【支援対象】 経営分析を行った事業者を対象に掘り起こしを行う。 

 【手段・手法】 

①経営の課題解決や経営の向上、持続化補助金などの補助事業の申請には、事業計画書策定

が必要であることから訴求するセミナー等の開催により事業計画書策定を目指す。  

 

②事業計画書策定に取り組む小規模事業者に対して、策定から実施まで経営指導員等が伴走

型支援を行う。なお、専門的な知識が必要な小規模事業者支援については、神奈川県商工会

連合会などの支援機関と連携して専門家派遣事業などを活用して、小規模事業者と専門家を

つなぐコーディネーターとして事業計画書策定から実施まで伴走型支援を行う。 

 

③事業計画書策定支援中に、経営革新につながる可能性があった場合、神奈川県商工会連合

会などの支援機関と連携して経営革新認定を目指す。 
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④創業希望者や第２創業（経営革新）、事業承継の相談時には、地域の経済動向調査に関す

る情報提供や取り扱う商品・サービス等の需要動向調査に関する情報提供を行い、事業計画

書策定から実施まで経営指導員等が伴走型支援を行う。 

 

⑤本会に限らず他の支援機関が行う創業塾や経営革新研修の参加を相談者に促し、創業希望

者や第2創業、事業承継者の知識向上を図り、事業計画書策定の支援を行う。 

 

⑷ 目 標 

31年度は初めての試みとして、セミナーの内容および事業者への支援方法等について精査

する必要性があることが考えられるため5件とし、その後、件数を増やしていく。 

 

 

 

 

    

   

５ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

⑴ 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。変化の

激しい時代故フォローが大切になる。 

  

⑵ 事業内容 

小規模事業者が策定した事業計画が着実に実行できるよう伴走型支援を実施する。 

なお、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し、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を行う。 

また、事業計画策定後は、巡回訪問などで、実施状況を確認する。 

 

①経営指導員等は、事業計画策定を目指す小規模事業者で策定を促したすべての事業者を 

対象に巡回訪問及び窓口相談対応により、事業計画の目標と実績の差異を４半期ごとの頻度で

確認して、目標の達成に向け事業者が事業内容の改善方法を立案・実施するにあたっての支援

を行う。目標達成小規模事業者には、更なる高度な目標を設定し支援していき、目標未達成小

規模事業者には達成のための改善方法や、目標見直しの支援を実施する。 

 

 

内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

セミナー開催回数 － 2回 2回 2回 2回 2回 

セミナー参加人数 － 10人 10人 10人 10人 10人 

事業計画書策定事業者数 － 5件 6件 7件 7件 7件 
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項目 指導の方向性 

売上 ・既存取引先受注減：既存新規または新市場開拓 

・新規取引先開拓遅れ：社長のモチベーションの維持をサポート、社員

の士気の向上をサポート、営業進捗状況の確認等 

売上原価 ・適正人件費の確認並びに生産性の助言 

・原料の仕入先交渉進捗や代替原料の可能性等の助言 

・製造時原料ロスの確認等 

販売管理費 ・売上に繋がる費用か否かの確認により、繋がらない場合は削減の助言 

 

②事業計画の進捗状況確認を通じ、明らかになった課題について、経営指導員等では対応が

困難な高度な課題に迅速に対応すべく、神奈川県商工会連合会や（公財）神奈川産業振興セ

ンター（よろず支援拠点）等専門家派遣制度を利用し支援する。 

 

③事業計画に基づき、日本政策金融公庫・小規模事業者経営発達支援融資制度をはじめとす

る融資制度を活用し、事業計画の円滑な実施を促す。 

 

④円滑な事業承継についても、①の視点を支援すると共に、先代の良い部分を取り入れつ

つ、後継者が新たな経営をスタートしやすいよう支援していく。 

・若手後継者に対し、資質向上のために研修機会の充実を図る。 

・事業計画の進捗管理の際、若手後継者の積極的関与を促す。 

・若手後継者に対し、経営革新支援制度等、施策活用を推進し、成長の動機づけを行う。 

・後継者不在の事業者に対しては、事業譲渡も含めた相談を行い、専門的支援を必要とする

場合は（公財）神奈川産業振興センター（神奈川県事業引継センター）へ協力を依頼。 

 

⑶ 目 標 

・初めて事業計画を策定した事業者に対しては、当初、四半期に１回程度実施状況の確認、必

要に応じて修正等を行っていく。その後はチェックリストを作成し、半期に１回の巡回訪問に

より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、適宜対応していく。 

・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回実施状況を確認する。 

・新たな問題点や専門的な課題があった場合は、各連携機関と相談し、神奈川県商工会連合会

の専門家派遣等を活用し、問題解決にあたる。 

また、想定した経営環境に大きな変化が生じた時には直ちにフォローする。 

 

※初めて事業計画を策定した事業者に対しては、当初、四半期に１回程度としているが、実質

的にはセミナー開催後から始まるため、初年度は下半期に 1社 2回を想定している。 
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 ※32年度より次のような計画となる。 

 32 年度 （31年度残 5×2回）＋（32年度新規 6×4回）＝34回 

33 年度 （33年度新規 7×4回）＋（31年度ﾌｫﾛｰ 5×2回）＋（32年度ﾌｫﾛｰ 6×2回）  

34 年度 （34年度新規 7×4回）＋（33年度ﾌｫﾛｰ 7×2回）＋（32年度ﾌｫﾛｰ 6×2回） 

35 年度 （35年度新規 7×4回）＋（34年度ﾌｫﾛｰ 7×2回）＋（33年度ﾌｫﾛｰ 7×2回） 

※35年度以降も随時支援を継続していく。 

 

 

 

 

６ 需要動向調査に関すること【指針➂】 

 

⑴ 現状と課題 

需要動向調査はおこなっておらず、経営指導員等の巡回・窓口相談での聴き取りにより

需要の動向を確認しているが、収集される情報には限界がある。そのため、新たな需要開

拓等の支援には活用されていない。また、管内の小規模事業者は自社の販売する商品や提

供する役務に対して、客観的にどれだけ必要とされているかを知る機会が少ないのが実情

である。 

 

⑵ 事業内容 

既述の通り、山北町商工会を取り巻く地域課題を踏まえた上で、管内の事業者に有益な

需要動向を調査する必要があり、小規模事業者が、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。 

 

【サンプル数】①夕市・D52フェスティバルの来場者 50名  

②山北町産業まつりの来場者 100名 

【調査手段・手法】 

①10月に開催され御殿場線の山北駅を中心に南北で同時開催される

イベントであり、「鉄道の町山北 D52フェスティバル」は、山北町の

D52 を紹介し、鉄道に親しんでもらえるイベントであり、「やまきた

夕市」は、JR山北駅周辺の山北駅前商店街に 30店舗が出店して開

催。来場者は例年 1,000人前後となっている。 

 

②「山北産業まつり」は、毎年 11月の中旬に行われ、町の特産品の販売や産業の発展の様子な

ど近隣の人に広く知ってもらうお祭りで、商工、農業、林業あわせて 30店が出展。JR御殿場

線山北駅すぐ近くの山北鉄道公園にて開催され、町民の踊りの披露もありエネルギーと活力に

内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

フォロー対象事業者数 － 5社 11社 18社 20社 21社 

フォロー頻度（回数） － 10回 34回 50回 54回 56回 
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あふれている。来場者は例年 6,500人前後となっている。 

①・②を通じて来場される町内外の方々に出店している支援対

象事業者が販売する商品／サービスを調査対象として来場者等

から生の声が聴けるような調査を行う。 

 あわせて、専門家チーム等による支援対象事業者の強みを活

かした新たな販路開拓、新商品開発につながる調査を実施し、

双方の調査結果を専門家と経営指導員等による分析を行う。 

 

 

【調査項目】 

 取扱商品について（価格・見た目・パッケージ・味等） 

 消費者ニーズ・来場目的・地域に求めるもの 等 

 

【分析結果の活用】 

 支援対象事業者・専門家・経営指導員等とのワーキンググループを立ち上げ、分析結果を活

用し、2つのイベントにて調査することにより、客層や開催時期の違い等による比較検討をし

て既存事業の拡充、新商品開発等検討を行い域内の活性化につなげていく。 

 

⑶目 標 

 

 

７ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

⑴ 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、商工会が推奨している、全国商工会連合会 SHIFT システムの利用によるホーム

ページ作成事業者の登録はわずかである。 

 

⑵ 事業内容 

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な事業を実施。ターゲットとなる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

に結びつくように支援を行い、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

内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

調査対象事業者数 
① － 5社 5社 5社 5社 5社 

② － 5社 5社 5社 5社 5社 
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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確にし、商品／サービス

のブラッシュアップ支援を行う。 

その上で、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、組み合わせて支援する。 

 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） 

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に、「売

れる商品／サービス」になるよう神奈川県商工会連合会の専門家派遣等を活用し、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、個社の客層を再確認し、ターゲットとなる客のニーズの

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動

向を考慮して、それぞれ個社の強み、経営者の思いなども踏まえて進めていく。新たな経営資

源を必要とする場合は産学連携等、様々な連携を視野に入れて支援する。 

また、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、個社あたり、1 回／年とし、適宜進捗確認は行う。 

 

②マスコミへのプレスリリースの活用支援 

プレスリリースの活用方法について、小規模事業者を対象に、効果的な文章作成方法等のセ

ミナーを開催、積極的なマスコミ等の活用を促進し、売り上げ増を目指して支援していく。 

 

③グルメ＆ダイニングスタイルショーおよびテクニカルショウヨコハマ等への出展支援 

近隣地域や県内で行われる展示会、商談会の情報を商工会が捉え、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を必要に応じて専門家の意

見を仰ぎながら支援する。 

最初から、単独での出展が厳しい場合は「神奈川県商工会連合会」等の共同ブース出展を足

掛かりに展示会・商談会の活用方法等を実践的に学び、支援していく。 

なお、商業・工業に適した見本市として、商業向けにはグルメ＆ダイニングスタイルショ

ー、工業向けにはテクニカルショウヨコハマへの出展を隔年ごとに交互に支援する。 

グルメ＆ダイニングスタイルショーは、食卓を切り口に、新しいマーケットとライフスタイ

ル・食文化を創造し、食と食の関連雑貨・知識・ノウハウを集約、これからの新しい売り方・

アイテムが一堂に会する見本市であり、春と秋に東京では東京ビックサイト開催でされてお

り、約 25,000名（海外来場者含む）の来場者が見込める見本市である。 

 また、テクニカルショウヨコハマは、神奈川県下最大級の工業技術・製品に関する総合見本

市であり、多方面の分野からの来場者(約 35,000名)があり、広範囲にわたる工業技術・製品

の情報発信、収集、交流が見込める見本市である。 
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④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） 

ターゲットとなる客層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、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）等を利用してホームページ作成・利活用方法について支援する。 

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、従来から行っている IT 

セミナーに加えて、実践的な企業事例など状況に応じたセミナーも開催していく。 

 

⑶ 目 標 

 ①売れる商品／サービスづくり支援 

 

 

 

 

②マスコミへのプレスリリースの活用支援 

 

 

   

 

③グルメ＆ダイニングスタイルショー・テクニカルショウヨコハマ等への出展支援(BtoB) 

 

 

 

 

 

④ホームページ、ソーシャルメディア等の活用支援（BtoC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

支援対象事業者数 － 5社 5社 5社 5社 5社 

支援回数 － 10回 10回 10回 10回 10回 

    内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

セミナー開催回数 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

参加者数 － 10人 10人 10人 10人 10人 

  内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

出展見本市 － GDS TY GDS TY GDS 

出展者数 － 3社 3社 3社 3社 3社 

成約成立件数 － 1件 1件 2件 2件 2件 

  内 容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

セミナー開催回数 － 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

参加者数 － 10人 10人 10人 10人 10人 

売り上げ増／社 － 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

８ 地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

⑴ 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、山北町や山北町観光協会、商店振興会等の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。 

 

①山北駅周辺魅力づくり委員会 

山北町商工観光課職員、観光協会長、山北駅前商店振興会長、商工会商業委員長、専門家（中

小企業診断士）等のメンバーにより「山北駅周辺魅力づくり委員会」を組織し、レトロな街並

み等を地域資源とし、テーマを定めた集客イベント開催により賑わいの創出を図る。 

山北町には、商店街と言われる所は１箇所しか無く、中元･歳末の売り出しと夏祭りは定期的に

行われている。 

 

山北駅前商店振興会が中心となって実施している「や

まきた夕市」は、現在 9年目を迎え商店街のイベントと

して定着してきている。 

「やまきた夕市」は、町外からの来場者も多く、主な

顧客としては子育て世代の若いママ、勤め帰りのサラリ

ーマン、登山帰りのハイカー、観光地からの帰りで列車

やバス待ちの観光客の方々などである。 

商工会は、地域住民への周知、広報誌掲載、イベント企画のサポート、地元間伐材を使った

木製ベンチや販売ワゴンを製作、貸与し、統一した雰囲気作りの支援をしている。今後はテー

マを定め、商店振興会等に提案をし、協力を得ながら町や関係団体等との仲介的立場を果たす

パイプ役となって取り組んでいく。 

 

②山北Ｄ５２会 

丹沢湖を活用した誘客の仕組みとして、花火大会、丹沢湖マラソン、

もみじ祭り、カヌーマラソン等のイベントを継続するとともに、新たな

取り組みとして、町の機運の高まりを受け、山北駅前商店振興会の店主

10 名により「山北Ｄ５２会」が組織され、山北町鉄道公園にて長さ 12m

の線路で定期的に整備運行を行なっている。 

D52 形蒸気機関車をさらに 100m延伸し、全長 120m区間で運行を行な
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うための募金活動が開始された。そこで、山北町や観光協会等とも連携の上、Ｄ５２という地

域資源を活かした観光入込客数の増加を図るとともに、関連商品の開発や販路開拓等に商工会

として積極的に支援し、夕市との連携を図り、さらなる地域の活性化を推進する。 

 

③商店街復活プロジェクト（仮称） 

 山北町では、少子高齢化の進行や他地域への転出などから人口が減少しており、新たな定住

者を確保していくことが課題となっています。 

 若者世代の定住人口を確保するため山北駅周辺に町営住宅の整備、駅利用者・居住者の利便

性及び商店街の活力向上を目指した商業施設整備、安全な歩行者環境を図るための道路整備の

3つのプロジェクトを段階的に進められています。 

今後、基本計画の具体化に向け町・地域住民･商店街等を活用した町営住宅の PFI事業や商業

施設の立地可能性など事業の詳細な検討がされていく中で、活力が低下している商店街の再生

につながるような支援やイベント等の企画を支援していくことにより、活力を取り戻せば、駅

利用者や居住者の利便性が高まり、定住人口増加に貢献できる。 

 

 

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。 

 

⑴ 現状と課題 

日本政策金融公庫小田原支店管内の商工会(８)商工会議所(３)で組織された「小企業等経

営改善資金貸付推薦団体連絡協議会」が年 2 回開催されその場において情報交換等を行って

いる。 

その中で地域小規模事業者の多様なニーズに対応するための広域的な情報交換を行ってい

るものの、各会の業務に追われ広域的な事業に手が付けられていない状態である。 

 

⑵ 事業内容 

小規模事業者を支援するために、県、町、金融機関、観光協会・ＪＡ（農協茶業センター）

等と連携を今まで以上に密にすることによって、地域経済や需要動向、支援や助言の成功事例

等々を広域的に把握し、支援ノウハウ等の情報交換を行うことで、小規模事業者が抱えている

諸問題を円滑に支援していく。 

 

①小企業等経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会 

小企業等経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会は、日本政策金融公庫小田原支店管内の商

工会(８)商工会議所(３)で組織されており、年 2 回の小規模事業者経営改善貸付事務連絡協

議会が開催され、ここでは、管内経済動向や小規模事業者に対する金融、創業、経営支援の現

状、課題、今後の取組みについての情報交換を行うことにより当地域における小規模事業者へ
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の支援及び地域振興に向けた支援力向上を図る。また、日本政策金融公庫小田原支店担当者に

よる年 2 回の金融相談窓口や管内事業所への同行巡回等により、金融専門家による融資手法

等の支援ノウハウの習得を図る。 

 

②県西地域中小企業支援ネットワーク 

県西地域中小企業支援ネットワークは神奈川県信用保証協会と小田原箱根商工会議所が中

心となり、県西地域の金融機関（横浜銀行・さがみ信用金庫 他）・関係機関（商工会・商工

会議所 他）や県西地域自治体等の 35機関・団体が連携し、中小企業者を地域ぐるみでサポ

ートを促進する取組みであり、「ネットワーク会議」を開催し、経営支援や再生支援に必要な

情報の共有を図る。 

また、参加機関・団体等と協力しながら各種セミナー等を通じ情報共有することにより支援

能力の向上を図る等、県西地域の振興、地場産業の発展等に向けた取組みを実施。  

 

２ 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

⑴ 現状と課題 

経営指導員２名、経営支援担当職員２名が小規模企業から求められる対応、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

が、職員数が少ないため研修時間の確保が困難なところがある。 

 

⑵ 事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

 経営指導員は、商工会連合会が開催する経営指導員研修会、県西地区経営指導員研修会（２

市８町の経営指導員対象）、全国連が主催する経営指導員等Ｗeb 研修事業、足柄上地区（１

市５町）商工会連絡協議会が開催する役職員研修会等、専門的な相談内容に対応する為のスキ

ルアップおよび独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する中小企業支援担当者等研修に

参加。加えて平成 27年度から県西地域中小企業支援ネットワークの構築により、広域的かつ

専門的な研修会やセミナーに出席し、多くの事例を学ぶことによる支援ノウハウの習得に努

め、学んだことを職員間の知識として共有する。 

経営支援スタッフ（経営支援担当職員）も、中小企業大学校への派遣をはじめ、商工会連合

会等が主催する資質向上研修会に参加してスキルアップに繋げる努力を惜しまず小規模事業

者への支援能力向上を図る。 

 

 ②ＯＪＴ制度の導入 

神奈川県商工会連合会が実施するスーパーバイザー事業を活用し、小規模事業者の経営改

善を図るとともに専門家に同行して指導方法や助言内容、情報収集手段などのノウハウを習

得し支援能力の向上を図る。 
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 ③職員間の定期ミーティングの開催 

 参加した広域的かつ専門的な研修会やセミナーにおいて通じ学んだことを職員会議等で発表

する機会を設け、職員間で共有できる環境づくりを行う 

 

 ④データベース化 

 全職員が巡回、窓口相談で小規模事業者への的確な指導、助言ができる体制を行うために職

員一人一人の支援能力が求められるので、職員が受講した研修や情報収集方法等のノウハウに

ついて職員間で共有するとともに必要に応じ研修資料の共有やデータベース化を行う。 

 また、研修会やセミナーにおいて通じ学んだこと（資料ファイル）を共有できるようにデー

タベース化をはかる。 

 

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。 

 

⑴ 山北町、中小企業診断士等に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

と評価をいただく。 

 

⑵ 山北町、中小企業診断士の外部有識者のほか、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） 

 

⑶ 事業の成果・評価・見直しについては、山北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） 

 

⑷ 山北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。 

 

⑸ 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、山北町商工会広報等で公表。 
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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 

（2018 年 11月現在） 

⑴ 組織体制 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

          

 

                                                                     

                                             

 

 

 

事務局長       和田道徳        経営発達支援事業担当 

   経営指導員      和田貴浩 石渡千春   経営発達支援事業担当 

   経営支援担当職員   唐牛彩花 杉山優希   経営発達支援事業補助 

 

※経営発達支援計画の実施は、２名の経営指導員を中心に伴走型支援を行うとともに、地域

の経済動向調査、需要動向調査などを実施する。 

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

ポートをする。 

 

⑵ 連絡先 

住所 神奈川県足柄上郡山北町山北 1889-36 

 名称 山北町商工会  

 氏名 和田道徳 

 電話番号 0465(76)3451   FAX番号   0465(75)2128 

 メールアドレス m_wada@k-skr.or.jp 

 

会長(1) 

 

監事(2) 

 

 
理事会／副会長(2)理事(18) 

 

事務局長 

 

経営指導員(2) 

 

 
経営支援担当職員(2) 
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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） 

 2019 年度 

(2019 年 

6月以降) 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

必要な資金の額 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

 

経営発達支援計画等説明会 

事業計画作成セミナーの開催 

小規模事業支援施策説明会 

経営課題解決個社支援 

経営分析個社支援 

販路開拓支援（商談会等出展） 

   （ＩＴ活用販路開拓支援） 

地域活性化セミナー等の開催 

会議費・通信費・消耗品費等 

50 

300 

50 

500 

200 

1,000 

500 

300 

100 

 

50 

300 

50 

500 

200 

1,000 

500 

300 

100 

 

50 

300 

50 

500 

200 

1,000 

500 

300 

100 

 

50 

300 

50 

500 

200 

1,000 

500 

300 

100 

 

50 

300 

50 

500 

200 

1,000 

500 

300 

100 

 

（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 

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 他 

（採択されない場合は神奈川県商工会連合会、公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP）等

の専門家派遣制度の活用により調達の予定）、自己財源 

 

（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 

1 経営発達支援計画等説明会における講師選定・派遣等 

2 事業計画作成セミナーにおける企画調整、講師選定・派遣等 

3 小規模事業支援施策説明会における企画調整、講師選定・派遣等 

4 経営課題解決個社支援における企画調整、アドバイザー選定・派遣等 

5 経営分析個社支援における企画調整、講師選定・派遣等 

6 販路開拓支援における企画調整、アドバイザー選定・派遣等 

7 地域経済活性化に資する取り組みにおける連携 

8 経営発達支援事業の評価・改善提案 

連携者及びその役割 

①神奈川県県商工会連合会、会長 関戸昌邦 横浜市中区尾上町 5-80 

情報提供、具体的、実践的なアドバイス指導を行う専門家と連携を図ることで小規模事業者に対し適

切な助言、提案。 

 

②神奈川県中小企業支援課 知事 黒岩祐治 横浜市中区日本大通り 1 

 経営改善支援及び事業評価・改善提案 

 

③山北町商工観光課 町長 湯川裕司  足柄上郡山北町山北 1301-4 

 経営改善支援及び事業評価・改善提案 

 

④公益財団法人神奈川産業振興センター、理事長 北村 明 横浜市中区尾上町 5-80 

創業、金融、技術、経営、人材育成、立地、販路開拓等課題別の支援施策。 

 

⑤独立行政法人中小企業基盤整備機構、理事長 高田坦史 東京都港区虎ノ門 3-5-1 

起業、資金調達、海外展開支援等。 

 

⑥神奈川県よろず支援拠点  理事長 北村 明 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

各事業における企画と講師選定・派遣、個社支援のアドバイザー選定・支援、事業評価・改善提案 

 

⑦日本政策金融公庫小田原支店 支店長 硯見 仁  神奈川県小田原市城内 1-21 

 経営改善に必要な資金支援、事業評価・改善提案 
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⑧横浜銀行山北支店 支店長 日下 勉  足柄上郡山北町山北 1890 

 経営改善支援及び経営改善に必要な資金支援、事業評価・改善提案 

 

⑨さがみ信用金庫山北支店 支店長 山岸弘明 足柄上郡山北町山北 1850  

経営改善支援及び経営改善に必要な資金支援、事業評価・改善提案 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

商 

工 

会 神奈川県商工会連合会  

神奈川県   山北町 

神奈川県よろず支援拠点   

中小企業基盤整備機構 

  

日本政策金融公庫小田原支店   

横浜銀行 山北支店 

さがみ信用金庫山北支店 

小規模事業者 

連携 連携 

支
援 
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