
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 横須賀商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

 

横須賀市は、神奈川県南東部の三浦半島の中心部に位置し、東京湾と相模湾に面して

いる人口 40 万人の中核市である。人口数は県内第 5 位だが、人口減少傾向にあり、高

齢化率も県内 4位と高い。戦後、第 2次産業の都市として成長したものの、大企業の市

外移転の影響に伴い衰退、現在、「卸売業・小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「建設

業」「生活関連サービス業、娯楽業」の 4産業が産業全体の 62.5%を占めている。 

  当所は、従来の金融・税務を中心とした小規模事業者支援を拡充し、専門家・関係機

関と密に連携した経営分析から経営計画策定、販路拡大支援等、経営計画に基づく伴走

型支援を充実させ、小規模事業者の経営課題を解決する“総合病院”としての経営支援

拠点化を目標とする。 

 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

「商工会議所 LOBO 調査」「景況調査」等に加え、地域内業種の経年変化を調査する「地

域企業動向調査」を実施。その結果を小規模事業者に提供する。 

２．経営状況の分析に関すること 

  小規模事業者の自主的な取組を積極的に支援し、各種セミナー・個別相談を通じ小規

模事業者の経営分析を専門家・関係機関と連携し年間 300 件の分析を実施する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  「経営計画作成セミナー」「ICT 活用計画作成セミナー」等による事業計画策定の啓
蒙や経営分析サポート企業の個別相談会により、経営計画策定支援を実施。また、商圏

を可視化した「商圏レポート」提供など年間 200 件の経営計画策定支援を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  トヨタ自動車東日本(株)名誉顧問(当所顧問)の内川晋氏の全面協力のもと業務改善
をサポートする「内川塾」、「事業承継」「ものづくり・商業・サービス補助金申請」セ

ミナー等、専門家・関係機関と連携し、年間 100 件の支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

地域飲食店と連携した消費者向けアンケート、大規模イベントにおけるアンケートに

より需要動向を調査。また、米海軍横須賀基地入札担当官ヒアリングや建設業等の企業

間取引における需要動向を調査。調査結果は小規模事業者に提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  “食”のビジネス商談会、受発注商談会、ネットショップ「おもてなしギフト」によ
る小規模事業者の地域産品販路拡大支援等、業種毎の新たな販路開拓に繋がる年間 200

件以上のビジネス・マッチングを促進。 

７．地域経済の活性化に資する取組 

  “食”の地域ブランドである「カレーの街よこすか」「地産地消ショップ」の更なる
拡大や着地型観光「すかたび」の推進、インターネットを活用した店舗情報の発信等、

関係機関と連携し、地域経済活性化に積極的に推進する。 

８．経営発達支援事業の円滑な推進に向けた支援力向上のための取組 

中小企業支援機関、地域金融機関等との情報共有と連携強化、専門家との OJT の実

施、自主研修会の開催により経営指導員等の資質向上を推進する。 

連絡先 

横須賀商工会議所  担当課：産業・地域活性課 

〒238‐8585  横須賀市平成町 2-14-4  

TEL:046-823-0402（ダイヤルイン）FAX：046‐823‐0401 

URL:http://www.yokosukacci.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．地域の概要 

（１）横須賀市の風土・地理 

横須賀市は、神奈川県南東部の三浦半島の中心部に位置し、東京湾と相模湾に面している中核

市である。横浜市が隣接自治体となっており都心部も通勤圏内であることから、戦後、ベットタ

ウンとして発展してきた。 

東京湾と相模湾に三方を囲まれた豊かな自然と 1年を通じ温暖な気候に恵まれており、農産物

収穫量は県内 3位、沿岸漁業漁獲量は県内第 1位と豊富な農水資源となっている。（平成 19 年神

奈川県統計、以降市町村単位の調査は行っていない。） 

 

（２）横須賀市の歴史的な背景と課題 

東京湾の入口に位置することから、1853 年の黒船来航以来、1865 年の江戸幕府による横須賀

製鉄所（造船所）の開設、1884 年の横須賀鎮守府設置等、日本の近代化における軍港都市とし

て発展。現在も、在日米海軍横須賀基地、海上自衛隊横須賀地方総監部、陸上自衛隊武山駐屯地・

久里浜駐屯地などの基地が置かれている。 

戦後、アメリカ文化発信の地として、音楽や“スカジャン”などのファッション等が大きな注

目を集め、現在でも市外からの来街者にとって軍港やドブ板通りに代表される米海軍人との交流

場所は、魅力的な素材となっている。 

平成 11 年 5 月にスタートした「カレーの街よこすか推進事業」は、歴史的素材を活かし旧日

本海軍で提供されていたカレーを現代に再現した地域経済活性化プロジェクトであり、スタート

から 15 年を経過し、横須賀は「カレーの街」として定着したが、新たな起爆剤としての取組が

急務となっている。 

 

（３）交通網と課題 

  国道 16 号線、国道 134 号を幹線道路とし、横浜横須賀道路（高速道路）は、横浜まで約 30

分で到着する利便性の高い高速道路となっている。 

しかし、三浦半島全体が三方を海に囲まれているため、他都市への迂回が困難であり、幹線道

路の国道 16 号線、国道 134 号は慢性的な渋滞が課題となっている。 

鉄道は、京浜急行線、JR 横須賀線の 2本により中心市街地から東京まで約 50 分で到着するな

ど、東京への通勤圏内として利便性の高い立地となっている。また羽田空港へも横浜横須賀道路、

京浜急行により直行可能となっている。 

また、横須賀市久里浜港から千葉県富津市金谷港間を約 40 分で結ぶ東京湾フェリーも運行し

ている。 

 

（４）人口の推移と課題 

  人口数は神奈川県内において横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市に次ぎ第 5位となっている。 

しかし、産業構造の変化、大手企業の撤退等の影響もあり、平成 4年 5月の 437,170 人を最高

に、現在は 406,787 人（平成 26 年 12 月末現在）と人口減少傾向にあり、高齢化率も神奈川県下

で 4位（平成 26 年 1 月現在）と高くなっている。2013 年には、転出超過が全国ワースト 1とな

った。 

 

（５）産業構造の推移と課題 

横須賀市内の事業所数は 13,410 事業所で県内事業所の 4.6%を占めている（平成 24 年経済セ

ンサス基礎調査）。 

戦後、造船業、自動車産業を中心とした第 2次産業の都市として成長してきたものの、大手造
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船企業や自動車製造企業の市外移転の影響に伴い第 2 次産業は衰退、平成 21 年度経済センサス

基礎調査と比較すると 1,208 事業所（8.3%）減少している。 

また、従業者数は 124,125 人であり、県内従業者の 3.7%を占めている（平成 24 年経済センサ

ス基礎調査）。 

これを平成 21 年度経済センサス基礎調査と比較すると 7,096 人（5.4%）減少している。 

(産業大分類別事業所数と従業者数とその構成比 単位：事業所、人) 

H24 H21 増減数 増減比(%) 

総事業所数 13,410 14,618 -1,208 -8.3 

第 1 次産業事業所数 20 25 -5 -20.0 

第 2 次産業事業所数 2,061 2,309 -248 -10.7 

第 3 次産業事業所数 11,329 12,284 -955 -7.8 

総従業員数 124,125 131,221 -7,096 -5.4 

第 1 次産業従業員数 258 592 -334 -56,4 

第 2 次産業従業員数 24,209 26,867 -2,657 -9.9 

第 3 次産業従業員数 99,658 103,762 -4,104 -4.0 

 

現在の産業別事業所数で見ると、 

最も多いのは「卸売業・小売業」3,269 事業所（構成比 24.4%）、次いで「宿泊業、飲食サービ

ス業」2,049 事業所（同 15.3%）、「建設業」1,559 事業所（同 11.6%）、「生活関連サービス業、娯

楽業」1,497 事業所（同 11.2%）となっており、この 4 産業で全体の 62.5%を占める状況となっ

ている。これは産業別従業者数を見ても同様な傾向で、4 産業で全体の 60.7%を占める結果とな

っている。 

また、従業員事業者規模別の事業所数の推移を見ると、従業員 10 人以下の事業所は、減少し

ており、特に 4人以下の事業所の減少は顕著である。（1991 年と 2012 年を比較すると 28%、3,145

事業所の減少となっている。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）横須賀市の名産品・地域資源と課題 
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  横須賀市、海上自衛隊横須賀地方総監部と連携し、明治時代に日本海軍の軍隊食として取り入

れられた「カレーライス」を地域・観光振興の手段として全国的に PR すべくスタートした「カ

レーの街よこすか推進事業」は事業開始から 15 年を経過した。平成 26 年 3 月に実施された「全

国ご当地カレー知名度調査（調査実施元：カレー総合研究所）」では、「よこすか海軍カレーが全

国 1 位となるなど、「カレーの街よこすか」としてのブランドは定着しているが、新たな取組み

に乏しくマンネリ化している。また平成 21 年より米海軍横須賀基地から提供されたハンバーガ

ーのレシピに基づいた「ヨコスカネイビーバーガー」事業もスタートし、豊富な資源を活用した

地産地消の推進等、「食」による地域資源活用は進んでいるものの、「よこすか海軍カレー」「ヨ

コスカネイビーバーガー」に続く、地域資源を活用した新たな第 3の「食」の地域ブランド化が

進んでいない。このため、地産地消事業の推進による新たな「食」の地域ブランド化及び、「食」

以外の地域資源による地域ブランド化が不可欠である。 

 

２．地域の現状と課題 

 

（１）横須賀市の小規模事業者の現状と課題 

 ①小規模事業者数の推移 

事業所の構成を従業員規模別でみた場合、最も多いのは、「1人～4人」の 8,100 事業所（構成

比 60.4％）、次いで「5人～9人」の 2,646 事業所（同 19.7％）となっており、従業員 10 人未満

の事業所が全体の 80.1％を占めている。（平成 24 年経済センサス） 

横須賀市で約 84％を占める第 3 次産業内の小規模事業者の事業所数・従業員数の推移を見る

と、小規模事業者の事業所数、従業員数の減少傾向は著しい。 

 

  ②小規模事業者の課題 

  第 3 次産業における平成 26 年度の当所景気動向調査の年間動向を見ると、小規模事業者の課

題として「需要の低迷」「消費税率の引上げ」「過当競争」の 3項目が主要課題として挙げられて

いる。売上増の場合でも競争の激化に伴う販売単価の低下、販促費や人件費の高騰、材料費の高

騰などで、利益額の減少がかなり見受けられる。 

  

 ③会員企業（小規模事業者）からヒアリングした主な課題 

  ・経営計画の策定や計画に基づいた経営の重要性は理解しているが、日々の業務に追われ実施

出来ていない。 

・経営全般において売上/利益確保等、総合的に相談しアドバイスをもらえる人や機関が不足 

している 

  ・高品質、健康配慮等、顧客ニーズが多様化している中で、他社との差別化が出来ていない。 

 ・特にインターネットを活用した新たな販促活動に対応出来ていない。 

  ・大型店にはない専門スキルや独自性をもっているが、顧客に伝わらず顧客獲得に繋がってい

ない。 

  

３．横須賀商工会議所の役割 

（１）横須賀商工会議所の概要 

三浦半島地域の「核」となる地域総合経済団体である当商工会議所は、昭和 3 年 11 月に神奈

川県下 2 番目の商工会議所として発足。現在会員数 4,982 件(平成 27 年 3 月末現在)、39.9％の

会員組織率となっている。現在、当会議所は非会員への経営支援・サービスを徹底展開している。 

平成 27 年 3 月末現在、職員数は 30 人（臨時雇用職員 9人含む）で、経営指導員は 8名となっ

ている。 

 

（２）これまでの当商工会議所の取組と課題 

①小規模事業者の経営課題が多様化する中、支援の充実化を目的に、経営改善普及事業を中心
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とした金融・税務支援、国・県・市等の行政との連携による各種施策の普及・支援を展開してき

たが、経営環境の悪化、大手企業の撤退等による小規模事業者の減少に歯止めをかけることが出

来なかった。 

②地域における小規模事業者の要望を行政の施策に反映させるべく、要望活動を展開してき

た。しかし、意見集約として行うため、地域小規模事業者の支援に直結する要望とならない部分

もあった。 

③国の地域力連携拠点事業を始め、神奈川県における地域連携事業、横須賀市との連携事業等、

国・県・市と一体となった経営支援を展開。特に「ミラサポ」「よろず支援拠点」等における専

門家との連携により、小規模事業者が多角化する顧客ニーズに対応すべく支援を展開してきた。 

しかし、小規模事業者の経営に係る情報収集は一定の数となりつつあるが、その情報の職員及

び関係機関との共有や事業への反映はまだ十分と言えていない状況にある。 

④金融・税務を中心とした経営支援体制であったが、今までは相談案件に対する“点”の支援

になりがちであり、経営指導員等、職員は、総合的な経営課題を解決する深ぼりの経営改善支援

力が不足していた。 

⑤経営計画の基本となる小規模事業者の「強み」「弱み」等のコンセプトの策定支援は近年、

実施してきたものの、売上/利益拡大に向けた持続的経営計画策定支援までは至っていない。 

 

 （３）今後の当商工会議所の役割 

①小規模事業者の経営計画策定支援の徹底、及び経営計画策定後の伴走型支援の実施。また巡

回・窓口相談・セミナーでの各種施策の普及の再徹底。 

②地域小規模事業者の要望を的確に吸い上げ、その要望を国県市へ確実に伝え、支援に直結させ

る。 

③各種方策により一定の数となりつつある小規模事業者から収集・集約した情報を、職員や各種

連携機関で共有するとともに、小規模事業者へ提供し、更に次の事業へ反映させる。 

④職員・経営指導員の支援力を向上させ、“点”（金融だけ・税務だけ・施策伝達だけ）の支援だ

けでなく、小規模事業者の様々な相談に対して応じてゆく伴走型支援を行う。 

⑤「地産地消ショップ」や「カレーの街よこすか」等の地域活性化に資する既存事業に関して、

更なる登録を推進する。また、新事業である地域産品ネットショップ「おもてなしギフト（地域

産品をギフト化して全国に向けて販売するインターネット・ショッピング）」等への参加店舗の

促進を図る。 

 

上記①～⑤の役割を果たしていくことで、地域小規模事業者の満足度を高め、地域小規模事業

者になくてはならない「横須賀商工会議所」を作り上げていく。その結果、管内小規模事業者の

要望を解決していくことをめざす。更に上記の課題等を解決し、真に小規模事業者が必要とする

商工会議所であり続けるために、下記目標を設定する。 

 

４．小規模事業者振興の目標 

 

（１）横須賀産業ビジョン及び当会議所における重点項目 

横須賀市は 2011(平成 23)年度に「横須賀市基本計画」に基づく経済分野の計画として「横須

賀産業ビジョン 2011」を策定。この中で、「横須賀市の経済環境は大きな変革期を迎えている」

「市場の拡大が期待出来る分野へ重点的に投資する“成長戦略”が求められている」とし、資源、

特性を活かした分野による経済の活性化を図るとして、「観光産業」「シニア・マーケット」「地

産・地消」を成長分野として設定しているとともに、平成 26 年度に新たな産業振興として観光

を産業の柱とする「観光立市よこすか」を目指すことを目的とした「横須賀市観光立市推進条例」

を制定した。 

  この事を受けて当会議所は、成長分野をビジネスチャンスとして積極的に捉え、小規模事業者

の持続的発展支援を事業化してゆく必要があり、既存事業の改善を図る。 
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（２）小規模事業者の持続的経営支援に向けた中長期的な支援目標 

①今回の小規模支援法の改正を、商工会議所の体質改善と支援のあり方を体系化する契機として

捉え、経営指導員等の支援力の強化を目指す。 

 

②中期的に「経営発達支援計画」を年々バージョンアップさせ、従来の"点"の支援から、伴走型

による"線"の支援を徹底し、ひいては"面"としての総合的な小規模事業者の経営改善につながる

よう経営指導員の支援力を向上させる。 

 

③専門家・関係機関とのそれぞれの強みを活かした支援・情報共有・ネットワーク強化等、支援

体制を強化していく。 

 

④長期的に高度な支援人材の確保とあらゆるケースに対応できる経営カルテのデータベース化

と情報共有により、地域中小企業が抱える経営課題の"総合病院"としての拠点化を目指す。 

 

⑤経営計画を基にした伴走型による経営計画実施支援（専門家・支援機関連携を含む）の年間を

通じた支援体制の確立 

 

⑥「横須賀産業ビジョン 2011」にて、成長分野として設定された「観光産業」「シニア・マーケ

ット」「地産・地消」の観点を取り入れた経営計画策定支援を実施する。 

 

（３）関係機関との連携 

国、神奈川県、横須賀市、日本政策金融公庫、(公財)神奈川県産業振興センター、神奈川県信用

保証協会横須賀支所、(公財)横須賀市産業振興財団、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、地域商

店街、地域メディア、その他支援機関・専門家等と連携を強化、それぞれの支援機関の強みを活

かした小規模事業者支援を実現するため、定期的な情報交換会や研修会等を開催し、支援事例や

情報共有と連携強化を行う。また、それぞれのネットワークを活かし、更なる支援ネットワーク

を拡充し、密度の高い支援に繋げる。  
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 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】 

経営発達支援計画の推進にあたり、事業計画策定支援等の裏付けとなる地域内の経済動向を定

点観測する。経済動向を分析・把握し、経営発達支援事業に反映させる。また、調査結果は、当

所ホームページ、会報、メールマガジン等を通じ、広く小規模事業者に提供してゆく。 

 

（現状と課題） 

・「商工会議所 LOBO 調査」による景況感等の毎月調査、「景気動向調査（独自調査）」「中小企業

景況調査」により、「売上」「採算性」「仕入単価」「従業員数」「業況」「資金繰り」等、4半期毎

の景況感・消費税増税への影響等の調査を実施している。結果は取り纏め景況レポートとして定

期に当会議所会報で公表しているが、調査結果をデータベースとした小規模事業者の経営分析支

援、経営計画作成支援、販路拡大支援、事業承継支援、経営革新計画認定支援等への活用・共有

と地域小規模事業者への情報提供が不十分となっている。 

 

（改善方法） 

①景況調査に管内業況に適合する当社独自の分析を加え、調査した結果を所内で経営指導員・職

員が所内ネットワークデータとして共有し、小規模事業者の経営分析支援、経営計画作成支援等

に活用実践する。 

②小規模事業者支援における当会議所の経営計画に反映すると共に、小規模事業者の持続的発

展、販路開拓等の売上向上・利益向上に繋がる具体的な施策支援について国・県・市等への要望

活動に反映する。 

③調査結果は、当会議所のホームページへの掲載、地域メディアへの情報提供により広く地域小

規模企業者へ提供する。 

④関係機関との情報交換会を四半期毎に年 4回開催し、地域の小規模事業者や地域全体の経済動

向の情報共有と情報交換を行う。 

⑤固定化しているアンケート項目について、より直接的に小規模事業者の課題や要望が抽出出来

るように見直しを図る。 

 

（事業内容） 

①商工会議所 LOBO 調査（日本商工会議所に対する調査協力）（既存事業改善） 

小規模事業者 5社を対象に毎月 1回実施。これまでは調査結果の活用をしていなかったが、新

たに調査結果については、経営分析、経営計画作成の参考データとして活用する。 

②景況調査（独自調査）（既存事業改善）【指針③】 

中小企業・小規模企業約 3,000 社を対象に 4 半期毎に年 4 回実施。回収 30％を目標数値とす

る。調査結果は会報により公表していたが、新たに当所ホームページ、メディアへの投込み等に

より広く小規模事業者に提供する。【指針③】 

③中小企業景況調査（中小企業整備機構に対する調査協力）（既存事業改善） 

建設業・製造業・卸売業・小売業・サービス業各 2事業所を対象に 4半期毎に年 4回実施。こ

れまでは調査結果の活用をしていなかったが、新たに調査結果については、経営分析、経営計画

作成の参考データとして活用する。【指針③】 
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④業種団体情報交換会（既存事業改善） 

市内約 40 の業種団体と連携した情報交換会を半期毎に年 2 回開催。現状では、各業界団体の

紹介等、異業種交流の場として実施しているが、新たに巡回による情報収集や各業界の抱える課

題や事業承継・経営革新認定の状況等を収集、必要に応じ専門家によるアドバイスやセミナー、

個別相談の開催等、現状を把握し経営課題解決のための一助とする。【指針③】 

 

⑤地域企業動向調査（新規事業） 

当会議所内に構築した地域の統計情報が網羅された「地理情報システム」と「地域内電話帳デ

ータ」により、毎年の事業所統計を活用し、すべての業種において増加した業種、改廃の激しい

業種等について年 1回調査。地域内における業種経年変化を把握する。【指針③】 

 

⑥目標 

景況調査に係る回収数値目標等は下記の通りとする。 
支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 
①LOBO 調査 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
②景況調査 10% 15% 20% 25% 30% 30% 
③中小企業景況調査 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
④業種団体情報交換会

開催回数 
年 1 回 年 2 回 年 2 回 年 2回 年 2回 年 2回 

⑤地域企業動向調査数 - 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
地域の経済動向調査結果による地域課題・特色をもとに、小規模事業者の持続的発展に向け、

経営指導員等の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催で小規模事業者の抱える問題点や課題を抽

出して、経営状況の分析を行う。対象者は、セミナー参加者・融資推薦先・専門相談利用者等、

約 300 社の小規模企業とする。経営状況の分析によって抽出された専門的な課題分析や特殊な課

題分析については、各種分野の専門家派遣と地域金融機関、よろず支援拠点等の関係機関等の連

携機関と共に連携を図り、より専門的な分析を行う。 

 

（現状と課題） 

経営指導員等による巡回・窓口相談の際のヒアリングにて得た経営情報を、経営指導員等が個

別支援に活用することはあるものの、当会議所内全体での情報共有や専門家・関係機関等での共

有・活用をすることはなかった。 

 

（改善方法） 

小規模事業者が自社の課題を認識し、課題解決に積極的に取組むことが重要であることから、

当会議所は小規模事業者の経営に積極的に関与し、小規模事業者自らの取組みを支援する姿勢を

基本として、経営状況を分析することで、課題の抽出と課題の共有が可能となる。そのうえで、

専門家・関係機関と連携し、情報の共有等を行い、経営指導員等が小規模事業者の経営に積極的

関与を行い、課題解決に向けた経営状況分析を行う。分析した小規模事業者の経営状況に関して

は、所内のグループウェアを活用したデータベースに登録。職員全員が共有するとともに、専門

家とも情報共有し、今後の小規模事業者の経営計画策定や伴走型支援の一助とする。【指針①】 

 

（事業内容） 

①セミナーによる経営状況の分析と専門家・関係機関との連携による情報共有（既存事業改善） 

経営分析に関するセミナーやインターネット活用セミナーにて“自社の強み”“ターゲット”
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“コンセプト”“他社との差別化”“商品・サービスの需要動向”等の経営状況をワークシートに

記入させ経営状況を収集。専門家・関係機関と職員にて共有し、今後の小規模事業者の持続的発

展の支援に繋げる。【指針①】 

 

②「経営計画つくるくん」の活用（既存事業改善） 

経営指導員・職員は小規模事業者の経営状況の分析にあたり、一部の経営指導員等が巡回・窓

口相談の際に得た経営情報をもとに独立行政法人中小企業基盤整備機構による「経営計画つくる

くん」の活用を行ってきた。 

新たに、経営発達支援事業に係る職員全員が「経営計画つくるくん」を活用すべく、所内での

活用を研修等により推進すると共に、「経営計画つくるくん」により分析したデータは、今後の

小規模事業者の経営計画策定支援の参考資料として用いる。【指針①】 

 

③専門家・関係機関との連携による経営状況の分析・情報共有（新規事業） 

巡回・窓口相談による企業の売上状況、資金状況、事業承継状況等、経営状況のヒアリングを

実施。地域の経済動向調査結果を参考としながら、専門家や地域金融機関等の関係機関と連携し、

小規模事業者の売上・資金繰り・財務状況等の経営状況等の分析を行う。分析結果は、所内のグ

ループウェアを活用したデータベースに登録し職員全員が共有するとともに、専門家とも情報共

有し、今後の小規模事業者の経営計画策定や伴走型支援の一助とする。【指針①】 

 

④目標 

経営分析に係る数値目標は下記の通りとする。 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 
①経営分析セミナー

参加者数 
200 250 300 350 400 450 

①インターネット活

用セミナー参加者数 
100 150 200 250 300 400 

②経営分析件数 250 300 500 550 600 650 
③経営指導員等によ

る巡回・窓口相談件数 
4,000 4,000 4,200 4,200 4,500 4,500 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
事業者が経営課題を解決するために、経営状況分析、需要動向調査等の結果を踏まえ、関係機

関・専門家・地域金融機関等と協議・連携し、小規模事業者の持続的発展を具体化するための事

業計画策定支援を行う。 

事業計画策定支援は、 

(1)経営計画策定意義の普及・啓蒙事業 

(2)企業毎の具体的経営計画策定支援事業 

の 2つのフェーズに分け実施する。それぞれの事業に関して、経営指導員・職員だけでなく、関

係機関・専門家・地域金融機関と連携して助言を行い、“自社の強み”“ターゲット”“コンセプ

ト”“他社との差別化”等の小規模事業者自身による整理・把握や、経営計画策定支援を進める。 

 

（現状と課題） 

小規模事業者にとって経営計画策定の必要性や重要性を普及・啓蒙し、小規模事業者の経営計

画策定及び経営革新承認を促進するため、「経営計画作成セミナー」「ICT 活用計画作成セミナ

ー」「ネットショップ計画作成セミナー」等の経営計画策定セミナーの他、「小規模企業持続化補

助金」対策セミナーによる経営計画策定支援を実施。更に専門家の個別相談をセミナーとセット

にし、経営計画策定支援を実施している。 

しかし、小規模事業者自身が地域の需要動向等を的確に把握出来ていないため、経営計画策定
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の具体化が不十分になってしまっている他、「経営革新」などの企業ニーズに沿った経営計画策

定支援が出来ていない。【指針②】 

 

（改善方法） 

従来の「経営計画策定セミナー」等については、経営状況分析、需要動向調査等の観点を加え、

分析結果や地図データを用いて商圏を可視化する「商圏レポート」等を提供し、経営計画策定を

より具体化させる。また、新たに「経営革新認定」にむけた経営計画策定等、企業のニーズに沿

ったセミナー・個別相談を開催し、経営計画策定関連事業の充実化を図る。創業・第二創業支援

における経営計画策定支援に関しては、地域金融機関等の関係機関や専門家と連携した経営計画

策定支援を行う。【指針②】 

 

（事業内容） 

① 経営計画策定セミナー・個別相談会（既存事業改善） 
経営計画策定に意欲を示す小規模事業者に対し、経営計画策定セミナーや個別相談会により”

自社の強み””ターゲット””コンセプト””他社との差別化”等の小規模事業者自身による

整理・把握の支援を行う。また地図データを用いて商圏を可視化する個社毎の「商圏レポート」

を提供。個別に「商圏レポート」に基づいた需要動向等を加味し経営計画策定支援を実施する。

【指針②】 

   

②創業・第二創業(経営革新)支援（既存事業改善） 

地域における起業を促進することを目的に、日本政策金融公庫、神奈川県、（公財）神奈川県

産業振興センター、横須賀市、（公財）横須賀市産業振興財団、かながわ信用金庫、湘南信用金

庫等と連携して実施している。「創業セミナー」、シニア層の第二創業を促進する「土曜経営相談

サテライトステーション」等により、現状は年 1回の創業セミナー・個別相談会での創業ノウハ

ウ提供を行っているが、今後は、年間を通じ、職員や専門家・地域関係機関と連携し、創業・第

二創業に対応する経営計画策定支援を目的としたセミナー・個別相談会を実施するとともに、

国・県・市等の助成金情報や地域の創業に関する成功事例の提供、継続的な経営計画策定支援等

に繋げる情報を提供してゆく。【指針②】 

   

③「経営革新」対策セミナー（新規事業） 

    経営課題を解決し、事業計画策定を行い、「経営革新認定」に向けた、小規模事業者が新たな

経営戦略策定のための目的に沿ったセミナー・個別相談会を実施する。【指針②】 

   

④目標 

  経営計画策定に係る数値目標は下記の通りとする。 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度
       
①経営計画策定セミナー

参加者数 
300 400 500 600 700 850 

①個別相談参加者数 63 100 120 140 160 200 
①営計画策定支援数 - 200 200 220 250 300 
②創業に係るセミナー参

加者数 
18 50 70 100 120 150 

②創業相談数 30 130 150 200 220 250 
③「経営革新」対策セミ

ナー参加者数 
- 50 100 150 200 250 
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４．経営計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

小規模事業者が経営計画に基づいた成長戦略を実施し、収益力・集客力の向上を目的に 6か月か

ら 1年間に亘り、専門家を含めた伴走型支援を行ってゆく 2つの伴走型集中支援プロジェクトを

実施する。また、経営計画策定に伴う必要な融資支援に関しては、日本政策金融公庫・地域金融

機関等と連携し、適切な融資支援を行い、小規模企業の持続的発展支援を実施する。 

 

（現状と課題） 

  トヨタ自動車東日本(株)名誉顧問（当所顧問・元副会頭）の内川晋氏の全面協力のもと、企業

の経営計画に基づいた経営改善を行う 1年間に亘る集中支援プロジェクト「内川塾」を実施して

いるが、伴走型の実施支援に関しては進捗管理やチェック体制が不十分であった。また、当所事

業である地域産品をギフトとして全国に向けて販売するインターネット・ショッピング「おもて

なしギフト」の出店小規模事業者に対しての売上向上に向けた伴走型支援が行われていなかっ

た。また、小規模事業者が事業に必要な融資支援については、日本政策金融公庫・地域金融機関

等と連携し、積極的な融資支援を行ってきたが、融資後の経営計画進捗フォロー等は一部に限ら

れていた。 

 

（改善方法） 

  既存事業の「内川塾」に関しては、伴走型支援として参加企業に対して経営指導員等が定期的

に（月 1 回）面談し、PDCA サイクルに沿って企業の改善目標に係る進捗の確認や、積極的なア

ドバイスを行ってゆく。また、新規事業として「おもてなしギフト」の出店小規模事業者に対し、

売上を上げてゆくために必要な、具体的ノウハウの提供を 6か月に亘り行う集中支援プロジェク

ト「ヨコスカ・テイキング・オフ（ネットショップ編）」を実施する。また、小規模事業者が持

続的に経営計画を遂行すべく、「事業承継」「ものづくり・商業・サービス補助金申請」対策セミ

ナー・個別相談会を開催し、経営計画に基づく事業推進を支援する。小規模事業者の融資支援に

ついては、引き続き日本政策金融公庫・地域金融機関等と連携し、適切な融資支援を実施する。

また、セミナー参加企業、融資先企業等の経営計画に基づく進捗を巡回・窓口相談等で確認する

とともに、専門家派遣等を実施し、伴走型支援の充実化を図る。 

 

（事業内容） 

①日本政策金融公庫・地域金融機関等との連携（既存事業改善） 

経営計画策定に伴う必要な融資支援については、日本政策金融公庫・地域金融機関と連携し適

切な融資支援を行うと共に、小規模事業者が持続的経営における設備投資が必要な場合は、日本

政策金融公庫（国民生活事業）の平成 27 年度から創設される「小規模事業者経営発達支援融資

制度」を積極的に活用し、小規模事業者の持続的発展支援を支援する。【指針②】 

 

②「内川塾」（既存事業改善） 

トヨタ自動車東日本(株)名誉顧問(当所顧問)の内川晋氏の全面協力のもと、内川氏が大手企業

の改善活動の第一人者として長年培った経営改善ノウハウを小規模事業者の観点から指摘し改

善を行う 1 年間に亘るプロジェクト。新たに支援にあたっては、毎月、経営指導員等が、PDCA

に沿った企業の改善目標に係る進捗を確認しアドバイスを実施、職員の OJT の場としても活用す

る。【指針②】 

 

③「ヨコスカ・テイキング・オフ（ネットショップ編）」（新規事業） 

小規模事業者の経営計画に基づきネットショップ活用を支援する集客力・収益力向上プロジェ

クト。当所のインターネットを活用したインターネット・ギフトショップ「おもてなしギフト」

出店小規模事業者に対し、売上を上げてゆくために必要な企業の「強み」や商品の差別化・魅力
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等を専門家と連携支援し、ネットショップ運営に具体的なノウハウの提供を行う。【指針②】 

 

④「事業承継」「ものづくり・商業・サービス補助金申請」対策セミナー・個別相談会（新規事

業） 

  経営計画策定後に必要となる「ものづくり・商業・サービス補助金」申請や事業承継の具体化

等、小規模事業者が経営計画策定後に必要となる助成金対策セミナー・個別相談会を実施する。

特に高齢化の著しい横須賀市域では、「事業承継」対策は喫緊の課題であるため、年間を通じた

相談窓口の開設を行う。 

 

⑤経営指導員等によるフォローアップ体制の充実化（新規事業） 

  セミナー・個別相談による経営計画策定後の小規模事業者を対象に経営指導員等の巡回・窓口

を中心とした助成金情報等の情報提供や経営計画進捗確認を強化。月 15 社に対し、経営計画の

進捗確認、助成金活用、専門家派遣等を含めたフォローアップを実施する。 

 

⑥目標 

  経営計画策定後の実施支援に係る数値目標は下記の通りとする。 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度
②テイキングオフ参加

企業数 
- 5 10 15 20 30 

③内川塾参加企業数 8 10 12 15 18 20 
④事業承継等対策セミ

ナー参加者数 
- 30 50 100 150 200 

⑤経営指導員等による

フォローアップ 
- 100 150 200 250 300 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
個社の需要動向に関する調査においては、商業・サービス業の小規模事業者における消費者の

需要動向調査と建設業関連小規模事業者を対象とした企業間取引における需要動向調査を実施

する。当会議所のサービス事業である「地産地消推進店」、インターネット・ギフトショップ「お

もてなしギフト登録店」、米海軍・海上自衛隊と取引実績のある小規模事業者に協力を依頼。消

費者ニーズの把握、企業間取引における需要動向などを調査する。調査・分析結果は職員・専門

家・地域金融機関と共有するとともに、調査結果を当会議所のホームページ等で広く情報を提供

する。 

 

（現状と課題） 

  現状、需要動向調査に関しては、全く行っていない。 

 

（改善方法） 

  商業・サービス業の小規模事業者における消費者の需要動向調査と建設業関連小規模事業者を

対象とした企業間取引における需要動向調査を実施する。調査・分析結果は職員・専門家・地域

金融機関と共有するとともに、調査結果を当会議所のホームページ等で広く公表する。 

 

（事業内容） 

① 地産地消推進店約 200 店舗と連携し、消費者向け需要アンケート調査を実施する。（新規事
業） 

近年は、「地産地消」をキーワードとして事業展開を行う店舗が増加してきたことから、消費者

ニーズ、近距離観光での店舗活用状況等の調査・分析により、「地産地消」による需要動向の把

握を行う。【指針③】 
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②大規模イベント等における観光客向け需要動向調査（新規事業） 

年 1回開催される「よこすかカレーフェスティバル」等の大規模イベント開催時において、観

光客・来場者に向けた需要動向調査を実施する。また、市内小規模事業者で観光客の訪れる機会

の多いアンテナショップにおいても観光客向けの需要動向調査を実施し、「横須賀に訪れる頻度」

「居住地」「目的」「予算」などを調査する。【指針③】 

 

② インターネット・ギフトショップ「おもてなしギフト」における消費者動向調査（新規事業） 
当所の事業である地域産品をギフトとして全国に向けて販売するインターネット・ギフトショ

ップ「おもてなしギフト」における商品注文データに基づく、商品別・時期別・価格別における

消費者の需要動向を調査・分析する。分析結果は、今後の商品開発の参考として企業に提供する。

【指針③】 

 

④在日米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部調達担当者ヒアリング（新規事業） 

在日米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部調達担当者に対し、米海軍並びに海上自

衛隊の建設・物品調達入札に係る現状についてヒアリングを実施。入札希望事業者等に入札動向

の情報を随時提供する。【指針③】 

 

⑤在日米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部取引事業者アンケート（新規事業） 

在日米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部との取引実績のある建設業関連小規模事

業者約 50 社に対し、企業間取引における需要動向アンケート調査を実施。建設関連業における

ニーズ等を把握する。【指針③】 

 

⑥受発注商談会参加企業アンケート（新規事業） 

年 1回開催される製造業を中心とした受・発注商談会参加の小規模事業者に対し、企業間取引

における需要動向アンケート調査を実施。建設関連業におけるニーズ等を把握する。【指針③】 

 

需要動向調査で把握した結果は、経営指導員等の巡回・窓口相談、専門家や関係機関と共有し、

相談等における情報提供を行うとともにホームページ、会報等を通じ広く提供する。 

 

⑦目標 

需要動向調査に係る数値目標は下記の通りとする。 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 
①地産地消アンケート

調査数 
- 200 250 300 350 400 

②カレーフェスティバ

ル等アンケート調査数 
- 500 600 700 800 1,000 

③おもてなしギフト注

文数調査 
- 300 400 500 550 600 

④米海軍等担当官ヒア

リング 
- ＊米海軍、海上自衛隊の調達担当者にヒアリングを実施 

⑤建設業関連アンケー

ト調査数 
- 50 60 80 100 120 

⑥受・発注商談会参加企

業アンケート調査数 
- 50 60 80 80 100 
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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） 

業種毎にマッチング・商品販売等を実施しているが、三浦半島地域内におけるマッチング等が

主となっていたため、販路拡大効果も限定的であった。 

 

（改善点） 

関係機関、地域金融機関、行政、地元専門家等と連携し、「横須賀産業ビジョン 2011」の成長

分野として設定している「観光」「シニア」「地産地消」を主なテーマとして、需要動向調査結果

に伴う、観光客の取込み、新規顧客の獲得等、小規模事業者の売上確保を目的としたビジネス・

マッチング、展示会等による販路開拓を支援する。また、小規模事業者が苦手としているネット

ショップ支援による売上確保も実施する。 

 

(各種事業) 

①“食”と”シニア”のビジネス・マッチング商談会（既存事業改善） 

よこすか葉山農業協同組合と連携し、小規模事業者と地域農林水産業者のマッチングを促進。

新たなサービスの開発、販路開拓を支援する。今までは地域におけるマッチングを推進してきた

が、今後は新たに大手百貨店のバイヤーを招きマッチングを図り、地域外における新たな販路開

拓に繋がるマッチング及び、バイヤーによる商品開発支援を実施する。また、シニア・マーケッ

ト層に向けた「健康」「低カロリー」等の観点を加味した商品開発支援や市内のシニア・マーケ

ットを対象に市内シニア団体等と連携した商談会も開催する。【指針④】 

 

②海上自衛隊横須賀地方総監部入札説明会（既存事業改善） 

小規模事業者を対象に、海上自衛隊・米海軍における入札参加資格登録から入札・契約等に関

わるノウハウを提供する入札説明会を実施し、年間を通じ入札から契約までを伴走型で支援し入

札を促進してきた。今後、入札説明会にて、新たに需要動向調査で取纏めた入札に係る調査結果

を小規模事業者に提供し、入札促進及び応札にむけての具体的な情報提供とアドバイスを実施す

る。【指針④】 

 

③受発注商談会（既存事業改善） 

横須賀市、(公財)神奈川県産業振興センター、(財)横須賀市産業振興財団、かながわ信用金庫、

湘南信用金庫と連携し、製造業を対象に、発注企業と受注企業が一堂に会し、個別商談により新

規取引先の開拓及び情報収集を目的とする「受発注商談会」を開催、製造業のビジネス・マッチ

ングを促進。受注側・発注側ともに全国の参加企業と商談を行うことにより、ビジネスネットワ

ークと新たな取引先の拡大を支援してきた。今後、新たに受発注相談会参加企業の成功事例を共

有するセミナー及び交流会を開催し、具体的な受発注に繋がるノウハウを提供する。【指針④】 

 

④産品開発とインターネット・ギフトショップ“おもてなしギフト”の運営（既存事業改善） 

日本商工会議所・全国の商工会議所と連携し、小規模事業者の製造・販売する地域産品をギフ

トとして全国に向けて販売するインターネット・ショッピングサイト”おもてなしギフトショッ

プ”(http://store.shopping.yahoo.co.jp/omotenashigift/)は、小規模事業者の苦手とするイ

ンターネット販売を、事業者が商品登録・受注管理・入金管理等をすることなく、手間なく参加

できるインターネット・ショップとして運営してきた。今年度は、新たに全国の消費者に向けた

販路拡大支援として、TV・ラジオ等を活用した商品プロモーションと年間を通じたネット広告を

実施、売上拡大を図る。また、シニア・マーケット向け開発商品も取り纏め、おもてなしギフト

ページにて特集として取り扱う。併せて、全国の商工会議所・商工会に向けた事業参画を推進し、

全国で 150 の商工会議所・商工会の参加、出店企業 350 社を目指す。【指針④】 



１４ 
 

（おもてなしギフト全体図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（おもてなしギフト参加商工会議所 ＊横須賀除く）（H26 年度末） 

(北海道)小樽・恵庭・札幌  (岩手県)釜石・宮古 (宮城県)塩釜・石巻 (福島県)会津若松 (新潟

県)加茂 (千葉県)柏・市川・松戸・茂原・市原 (茨城県)水戸 (栃木県)小山 (神奈川県)三浦・

厚木 (静岡県)浜松・袋井・掛川・静岡 (長野県)伊那・諏訪・松本・佐久 (岐阜県)多治見・中

津川・土岐・瑞浪・恵那 (香川県)高松 (島根県)松江 (熊本県)荒尾 (佐賀県)伊万里 (福岡県)

相馬 (宮崎県)日南 （37 商工会議所） 

 

⑤地域メディア等を活用したプロモーション支援（既存事業改善） 

小規模事業者の店舗を紹介し、地域メディアを通じて市内全戸配布を行っている「よこすか元

気情報」(年 2回夏・秋 230,000 部)の発行等、メディア活用も積極的に展開し、小規模事業者の

プロモーションを支援している。今後は新たに、小規模事業者と地域メディアをマッチングする

「地域メディア交流会」を開催し、メディア関係者による売れる商品の見せ方やキャッチコピー

の付け方等のノウハウを提供してゆく。【指針④】 

 

⑥おもてなしギフト出店者による展示会の開催（新規事業） 

おもてなしギフトの商品販売拡大を目的に、全国からの出店者による百貨店等における展示即

売会を隔月年 6回開催。対象者は一般消費者とし、お中元・お歳暮等のギフト活用を促進する。

大手百貨店と連携することにより、プロモーション効果も高く、一般消費者の注目度も高まり、

ギフトショップの売上増加による小規模事業者の売上拡大を見込む。【指針④】 

 

⑦目標 

新たな需要開拓に寄与する事業に係る数値目標は下記の通りとする。 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

①ビジネス・マッチング商

談会参加企業数 
25 40 50 60 80 100 

②入札説明会参加企業数 81 100 120 150 180 200 

③受発注商談会によるマッ

チング成立企業数 
35 50 70 80 100 120 

④おもてなしギフト参加商

工会議所数 
39 50 70 100 120 150 

⑤おもてなしギフトへの出

店企業数 
54 150 300 400 500 600 

⑥おもてなしギフト展示会

出店者数 
- 30 50 80 80 120 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

（現状と課題） 

人口流出問題に取り組むプロジェクト「新生・横須賀実践フォーラム」事業を中心に、横須賀

市、地域商店街、地域業種組合、お母さん業界新聞横須賀支部等と連携し、「自慢出来る横須賀」

「夢が持てる横須賀」「働き甲斐がある横須賀」の 3 つをテーマに、市内建設業・製造業で働く

若者をピックアップし、大学生・専門学校生等に向けたパンフレットとして取り纏めた「モノづ

くり情熱人」の発行や、市内企業で働く女性の目線で地域を活性化させることを目的とした「女

子ミーティング」の開催等、市民目線で地に足のついた事業による地域経済活性化事業を展開。

「カレーの街よこすか推進事業」においては、「よこすか海軍カレー」が 2014(平成 26)年に「全

国ご当地カレー知名度調査:カレー総合研究所調査」において、全国ご当地カレー第 1 位となり

「食」による地域ブランドの確立に努めた。また、日本商工会議所の地域力活用新事業∞プロジ

ェクトを利用し、市民のみが知る横須賀ならではの特色を活かした旅を演出する「すかたび」の

実施等、様々な地域振興事業を活用し地域ブランド化を促進してきた。 

しかし、それぞれの事業は賑わいの創出等に関して、一定の効果を得たものの、関係機関との

意識共有が不足しており、連携した効果検証や事業連携等は限定的となっている。 

 

（改善点） 

「観光」「シニア」「地産地消」を主なテーマに、「点」ではなく、年間を通じた賑わい作りと

小規模事業者が積極的に関与出来る仕組み作りとして、横須賀市、地域商店街、地域金融機関を

始めとする関係機関並びに地域活性化専門家と連携した「横須賀地域活性化ミーティング」を新

たに設置し、地域における関係者間での意識の共有を図ると共に、地域経済の活性化、地域ブラ

ンド化等の方向性について検討を図る。 

 

（事業内容） 

①「地産地消ショップ」の見直しと拡大（既存事業改善） 

横須賀市と連携し、飲食店を中心とした「地産地消ショップ」の取組を更に拡大。現状の登録

店舗 229 社を 500 社とし、関東近県から日帰り観光客の誘客を拡大する。 

 

②カレーの街よこすか推進事業（既存事業改善） 

横須賀市と連携し、明治時代に日本海軍の軍隊食として取り入れられた「カレーライス」を地域・

観光振興の手段として、日本海軍の鎮守府であった「横須賀鎮守府の地 横須賀」を発信の地と

して全国的に PR すべく、「カレーフェスティバル」を始め、「カレーの街よこすか推進委員会」

（事務局：横須賀市）、「カレーの街よこすか事業者部会」（事務局：当所）イベント・広報等、

各種事業を積極的に展開してきた。今回、新たに海上自衛隊の艦船にて食されているカレーのレ

シピを基に市内 22 の飲食店が再現する「海上自衛隊カレーイベント」を実施。地域の新たな賑

わい作りを行う。これにより「カレーの街よこすか」登録企業を現状の 72 社から 150 社と拡大

し、地域経済の活性化に寄与する。（海上自衛隊横須賀地方総監部が広報支援） 

 

③「まちゼミ」「横須賀ちょい呑みフェスティバル」（既存事業改善） 

店舗スタッフが講師となり、プロならではの専門的な知識と情報、コツを受講者(=客)に無料で

提供する少人数制の「まちゼミ」で店の存在や特徴を知ってもらうと共に、店のファン創りを勧

め、個店と商店街の活性化による産業振興を図ってきた。今回、新たに各商店街による自主的な

「まちゼミ」の開催・運営による商店街自主活動の充実化を支援する。また、商店街を中心とし

た飲食店の小規模事業者が、各店自慢の酒やつまみを味わってもらい店舗のファンになってもら

うことを目的とした「横須賀ちょい呑みフェスティバル」も実施してきたが、近年、地域毎で「ち

ょい呑み」を企画する飲食店も増えてきたことから、新たに各商店街や飲食店と連携し、全市的
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に自主的な「ちょい呑み」を開催・運営すべく、ノウハウ提供等を行う。これにより「まちゼミ」

「ちょい呑み」の参加店舗 276 社から 500 社とし、地域毎に特色のある賑わいを創出する。 

 

④地域生活者の観点で”旅”を企画する「すかたび」の実施（既存事業改善） 

地元の生活者こそが楽しめるコンテンツ、地元の生活者が発信源となり、地域に密着した旅行

事業者をはじめとする事業者、団体等と協力し誘客する観光こそが、真の「着地型観光」であり、

「すかたび」はこうした考え方に立脚したプロジェクトである。「観光業から発想する観光」で

はなく、「生活者から発想する観光」として市民のみが知る場所を”旅”として演出し実施、「横

須賀への旅=すかたび」というブランド化を図る。 

平成 25～26 年度に地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトを活用し、モニターツアーを実施。

好評を博したことから、新たにノウハウを民間の事業者に提供し、平成 27 年度より横須賀の新

たな近距離観光の核として民間企業が年間を通じ展開してゆく。 

 

⑤地域企業情報サイト「横須賀一番」による情報発信の強化（既存事業改善） 

横須賀市内の商業・サービス業を中心とした小規模事業者をインターネットで紹介するサービ

ス。飲食店を中心に登録店舗は「地産地消ガイド」により紙媒体でも紹介。新たに飲食店以外の

事業所の PR を目的とした「ショップガイド」も作成し、小規模事業者の活性化を図る。 

 

⑥外国人向け情報発信事業（既存事業改善） 

在日米海軍横須賀基地、横須賀市と連携し、在日米海軍横須賀基地在住の外国人に地域小規模

事業者の利用促進をするため、英語で企業を紹介するインターネットサービス。 

在日米海軍横須賀基地在住の外国人は、知らない店を利用することが少なく、口コミで店舗を利

用していたため、当所と在日米海軍横須賀基地が連携し、横須賀市内店舗を取り纏めた Web サイ

ト「英語版横須賀一番」(http://www.sukaichi-e.com/)とカタログで紹介し、在日米海軍横須賀

基地内の要所に設置。外国人の誘客による産業振興の活性化を図る。小規模企業は自社で英語に

よるメニュー作成や英会話等が困難なため、当所がサポートし、外国人の誘客による売上向上を

支援する。新たに地域 FM 放送で登録店舗を紹介する「Yokosuka English Information」をスタ

ートさせ、外国人の店舗利用を促進する。 

 

⑦横須賀地域活性化ミーティングの実施（新規事業） 

横須賀市、地域商店街、地域金融機関を始めとする関係機関並びに地域活性化専門家と連携し、

地域経済の活性化を目的とした各種事業の検証・提案等を図る「横須賀地域活性化ミーティング」

を四半期毎に年 4回開催する。地域における関係者間での意識の共有を図り、地域経済の活性化、

地域ブランド化等の方向性について検討を図る。検討した内容については、新規事業の立案、既

存事業の改善に反映する。 

 

⑧新たな観光土産等のブランド化促進（新規事業） 

横須賀市、地域商店街、地域金融機関を始めとする関係機関並びに地域活性化専門家と連携し、

「地産地消」を始めとした「食」によるブランド化推進の他、「軍艦」「軍港の街」としての歴史

的資産を活用した観光土産等のブランド化を推進し、新たに観光みやげコンテストの実施など、

小規模事業者の観光への取り組み支援と観光客への消費を喚起する。 

 

⑨地域商店街・飲食店との連携による「地域交流の輪」事業の推進（新規事業） 

商店街・地元飲食店と連携し、地元企業と地域商店街・飲食店のマッチングを目的とした「地域

交流の輪」事業を展開。会社の会議を飲食店の開店前の時間を利用して行うなど、地元企業の地

元飲食店での会合・懇親会を促進する。1 商店街毎に約 15 店舗の参加を見込み、参加店舗を取

り纏めたパンフレットを作成。地域金融機関、地域企業への配布を行う。 
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⑩目標 

地域経済活性化事業に係る数値目標は下記の通りとする。 

 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

①地産地消ショップ登録数 229 250 280 300 400 500 

②カレーの街よこすか登録

事業者数 

72 80 90 100 120 150 

②カレー関連イベント数 18 20 20 23 23 25 

②カレーイベント来場者数 54,000 56,000 56,000 60,000 63,000 65,000 

③まちゼミ等参加企業数 276 300 350 400 450 500 

③まちゼミ等参加者数 4,500 4,500 4,800 4,800 5,000 5,000 

④すかたび開催数 1 3 5 8 10 12 

⑤横須賀一番登録店舗数 697 700 700 750 750 750 

⑥外国人向け情報発信登録

店舗数 

97 100 110 120 120 120 

⑧観光みやげコンテスト登

録商品数 

- 20 50 70 100 120 

⑧地域交流の輪参加飲食店

数 

- 15 30 45 60 80 

 

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） 

現状において、当所が主催する支援機関との連絡会議は三浦半島地域の商工会議所・商工会連

絡会議に留まっている。 

 

（改善方法） 

新たに神奈川県・横須賀市を始めとする関係機関・専門家・金融機関等との連絡会議を新たに

設置し、地域における小規模事業者の持続的発展に向けた情報共有と検証を実施する。 

 

（事業内容） 

①各地商工会議所との連携（新規事業） 

（１）インターネット・ギフトショップ「おもてなしギフト」に参加している商工会議所（全国

37 会議所）を対象として年 1 回、新たに「連携会議」を設置。経営計画支援ノウハウ、ネット

ショップ支援ノウハウ、小規模事業者の現状と課題、ネット販売動向等、意見交換と情報共有を

行う。 

 

（２）三浦商工会議所、藤沢商工会議所他、神奈川県下商工会議所と連携し、「経営発達支援事

業」に係る情報交換会を年 4回程度定期的に開催。支援状況・課題等について共有し、各々の経

営発達支援事業に活用する。また、現在開催している「神奈川県下商工会議所インターネット活

用研究会」においても情報交換の時間を設定し、意見交換と情報共有を行う。 

 

③ 県・市等自治体等との連携（新規事業） 
神奈川県、横須賀市との連携により地域経済活性化事業に係る情報交換を年に四半期毎に年４回

程度行い、地域経済活性化事業についての連携を図る。 
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③他支援機関との連携（新規事業） 

(１) 日本政策金融公庫、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、(公財)神奈川県産業振興センター、

(公財)横須賀市産業振興財団等と連携した年 3回の「定期連絡会議」において、地域小規模事業

者の動向、支援ノウハウ等の情報交換を行うとともに調査結果を元とした経営分析・経営計画策

定支援・販路開拓支援・資金調達支援等、支援の充実化を目的とした協議も実施する。 

 

(２) 神奈川県信用保証協会横須賀支所と連携した三浦半島支援ネットワークの実施 

  三浦半島地域の行政・商工会議所・商工会・金融機関とのネットワーク連絡会議を四半期毎に

年に４回程度行い、地域課題の共有や事例共有、情報交換を実施する。 

 

④専門家との連携（新規事業） 

(１)地域で活躍する外部有識者(経営コンサルタント・ICT コンサルタント・企業再生士・中小

企業診断士・税理士・ネットショップコンサルタント等)の専門家連携し、四半期ごとに年 4回、

「連絡会議」を開催し、小規模事業者の現状と課題、支援事例の共有、経営分析・経営計画策定

支援・経営革新承認・事業承継・販路開拓支援等、情報交換会を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 
（現状と課題） 

日本商工会議所、神奈川県商工会議所連合会、中小企業大学校等が主催する研修の参加に加え、

「伴走型支援」をテーマに年間を通じた 1回 5時間の独自研修会を年間 6回企画。経営指導員等

が 20 時間程度の研修参加を義務付け、経営発達支援に係る支援能力を向上させてきた。 

（独自研修会による支援能力の向上研修会） 

・商圏分析レポートを活用した企業の経営戦略支援 

・ソーシャルメディアの活用によるリスクマネジメント 

・事業承継支援のポイント 

・経営計画作成・経営革新承認・事業承継等、課題解決力向上に向けた支援の在り方 

 

(改善方法) 

今回新たに、経営計画策定支援能力の向上、課題解決能力の向上、事業承継支援能力の向上、経

営革新認定承認力の向上というテーマを加え、研修会、OJT、所内 WG、事例の所内グループウェ

アへのデータベース化により職員の資質向上を計る。 

 

（事業内容） 

① 専門家と同行による伴走型支援 OJT の実施 
セミナー・個別相談会や「内川塾」「足元商圏実践塾」を始めとした収益力向上の集中支援プ

ロジェクト等、常に専門家との連携事業が実施されていることから、若手経営指導員を中心に専

門家との同行による OJT を実施、専門家のノウハウや支援を学ぶ。また同行により蓄積された事

例・ノウハウは、所内会議での発表やカルテデータ等への記載により、全職員で所内情報共有シ

ステムや所内会議により共有し支援能力の向上に努める。 

 

② 職員等の支援力向上を目指した所内 WG の設置 
  小規模事業者の持続的発展を目的とした経営指導員等の資質向上を所内全体で推進すること

を目的とした「地理情報システム活用 WG」を設置。商圏分析能力の向上を目的に、専門家の指

導を仰ぎながら、四半期毎に年 4回程度、商圏分析ノウハウの充実化と共有化、OJT 等による伴

走型支援能力の向上を図る。また、小規模事業者のプロモーション支援の在り方や小規模事業者

の情報発信支援力の向上を目的とした「広報 WG」を設置、2か月に１回、年 6回程度実施する。 
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③ノウハウや事例のデータベース化による共有 

学びえたノウハウや参考となる事例等については、事例集として取り纏める他、グループウェア

にてデータベース化し、組織内で常時、閲覧可能な状況とする。また支援の際に集めた「ユーザ

ーボイス」についてもグループウェアにてデータベース化し共有すると共に、各種事業に反映す

る。 

 

④金融支援・税務支援力の向上 

金融・税務支援については、日常的に所内で情報共有するとともに、日本政策金融公庫・税務署

等と連携し、情報収集並びに資質向上のための研修会を実施する。また平成２７年度から創設さ

れる「小規模事業者経営発達支援融資制度」についても、小規模企業の持続的発展支援のための

重要な融資制度として積極的な活用を実践する。 

 

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・検証を行う。 

 

①地域で活躍する外部有識者(経営コンサルタント・ICT コンサルタント・起業再生士・中小企

業診断士・税理士・ネットショップコンサルタント等)の専門家による評価・検証会議を開催し、

各事業の実施状況、成果の評価・検証・見直し案の提示を行う。 

 

②かながわ信用金庫、湘南信用金庫等、地元金融機関と連携した「定期連絡会議」において、各

事業の実施状況、成果の評価・検証・見直し案の提示を行うと共に、調査結果を元とした経営分

析・経営計画策定支援・販路開拓支援・資金調達支援等、支援の充実化を目的とした協議を実施

する。 

 

③(公財)神奈川県産業振興センター、(公財)横須賀市産業振興財団等の支援機関との定期連絡会

議を開催し、各事業の実施状況、成果の評価・検証・見直し案の提示を行うと共に、調査結果を

元とした経営分析・経営計画策定支援・販路開拓支援・資金調達支援等、支援の充実化を目的と

した協議を実施する。 

 

④神奈川県、横須賀市との連携により地域経済活性化事業に係る各事業の実施状況、成果の評

価・検証・見直し案の提示を行うと共に、それぞれの地域経済活性化事業の推進状況・連携・活

性化事業についての連携を図る。 

 

⑤役員会となる正副会頭会議・常議員会にて、各事業の実施状況、成果の評価・検証・見直し案

の提示を行う。 

 

⑥インターネット活用支援事業については、現在連携している外部有識者(ネットコンサルタン

ト)と連携し成果の評価・検証・見直し案の提示を行う。 

 

⑦地域メディアと連携した「地域メディア交流会」において、地域経済活性化計画に係る事業の

進捗・成果・評価・見直しの結果について報告。成果の評価・検証・見直し案の提示を行う。 

 

⑥事業の進捗・成果・評価・見直しの結果について報告書として取り纏め閲覧出来るように設置す

るとともに当所会報、当所 Web サイト(http://www.yokosukacci.com)にて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 

（27 年 1 月現在）

（１）組織体制 

・経営発達支援事業は、産業・地域活性課経営指導員等 10 名を中心として、情報企画課 6

名を交え実施。産業・地域活性課課長が取り纏めを行う。 

・専務理事、事務局長、各課長による管理職会議では、プロジェクト・チームからの報告

を受け、事業検証・アドバイス等を行う。 

・外部有識者で構成された評価・検証会議において、小規模事業者の現状と課題、支援事

業の効果検証等を行い、支援実績の評価と支援計画の見直し提案を行う。 
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横須賀商工会議所全体組織 

(役 員) 

 

 

 

(事務局) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

横須賀商工会議所 〒238-8585 神奈川県横須賀市平成町 2-14-4 

Web サイト：http://www.yokosukacci.com 

Mail：ycci@yokosukacci.com (代表メール) 

電話番号：産業・地域活性課 046-823-0402(ダイヤルイン) 

電話番号：情報企画課 046-823-0421(ダイヤルイン) 

 

 

会頭 1 名、名誉会頭 1名、副会頭 4名、専務理事 1名 

議員 90 名(うち常議員 30 名、監事 3名) 

・事務局長 1名(専務理事が兼任) 

・総務渉外課 5名 

（経営発達支援事業推進担当課） 

・産業・地域活性課 15 名（経営指導員数 8 名、1 名補助員、4 名がジョブカード推

進専門職員、1名が臨時職員） 

・情報企画課 9名(臨時職員 2名、専任職員 2名) 
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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27年度 

(27年4月以

降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 195,619 195,619 195,619 195,619 195,619

 

 
・産業振興費 

・経営支援事業費 

・小規模企業専門

指導費 

・経営資源強化支

援事業費 

 

 

 

104,450 

88,358 

1,124 

 

1,687 

104,450

88,358

1,124

1,687

104,450

88,358

1,124

1,687

 

104,450 

88,358 

1,124 

 

1,687 

104,450

88,358

1,124

1,687

（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 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、各種事業収入、受託事業収入 

 

 

（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 

 4-1 

連携する内容 

・経営状況の分析と共有 

・経営計画策定支援セミナー、個別相談会の実施 

・需要動向調査結果の共有 

連携者及びその役割 

・（公財）神奈川県産業振興センター 理事長  蛯名 喜代作 氏 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 TEL: 045-633-5000 

（役割） 

神奈川県内の小規模事業者の動向、支援状況等の意見交換、専門家の派遣等、地域における小規模事

業者支援の充実化。 

（連携の必要性） 

神奈川県内を統括し、支援実績・事例を多く抱え、県内企業情報や専門家とのネットワークも広く多

岐に亘ることから、そのノウハウを活用し、支援の充実化を図ると共に所内における支援力向上にも

繋げる 

（地域金融機関） 

・かながわ信用金庫 理事長 平松 廣司 氏 

〒238-0004 横須賀市小川町 7 TEL:046-826-1515 

・湘南信用金庫 理事長 石渡 卓 氏 

〒238-8616 横須賀市大滝町 2-2 TEL:046-825-1212 

（役割） 

地域における小規模事業者に係る情報の共有と分析。 

（連携の必要性） 

地域における小規模事業者の状況を把握しているため、よりよい支援に繋ぐことが出来る 

 

連携体制図等 
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4-2 

連携する内容 

・創業・第二創業(経営革新)支援 

・受発注商談会 

連携者及びその役割 

・（公財）神奈川県産業振興センター 理事長  蛯名 喜代作 氏 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 TEL: 045-633-5000 

（役割） 

神奈川県内の支援状況等の意見交換、専門家の派遣等、小規模事業者支援の充実化 

（連携の必要性） 

神奈川県内を統括し、支援実績・事例を多く抱え、専門家とのネットワークも広く多岐に亘ることか

ら、そのノウハウを活用し、支援の充実化を図ると共に所内における支援力向上にも繋げる 

・神奈川県 横須賀三浦地域県政総合センター 所長 水田 豊人 氏 

〒238-0006 横須賀市日の出町 2-9-19 TEL:046-823-0210 

（役割） 

神奈川県内に向けた幅広い参加者の募集と創業支援 

（連携の必要性） 

横須賀での起業予定者・商談会参加者への周知、支援と事業の推進 

・横須賀市 市長 吉田 雄人 氏 

〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町 11 TEL:046-822-4000 

（役割） 

起業・商談を望む市民・企業への広報支援 

（連携の必要性） 

横須賀市内における事業の周知徹底と事業の推進 

・（公財）横須賀市産業振興財団 理事長 小池 克彦 氏 

〒238-0041 横須賀市本町 3-27 ベイスクエアよこすか一番館 3階 TEL:046-828-1631 

（役割） 

創業支援における起業予定者のコーディネート。工業系事業所に対する支援 

（連携の必要性） 

起業、経営革新、事業承継、企業再生等の工業系事業所に対する支援の充実化を図る 

・日本政策金融公庫 横浜支店 国民生活事業 事業統括 鏡 宝代志 氏 

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 89-6 プライムタワー横浜 TEL:045-201-9912 

（役割） 

起業予定者に対する資金調達計画等、ビジネスプラン構築におけるアドバイス 

（連携の必要性） 

小規模事業者や創業企業への事業資金融資に係る相談・申込を円滑に行うため 

（地域金融機関） 

・かながわ信用金庫 理事長 平松 廣司 氏 

〒238-0004 横須賀市小川町 7 TEL:046-826-1515 

・湘南信用金庫 理事長 石渡 卓 氏 

〒238-8616 横須賀市大滝町 2-2 TEL:046-825-1212 

（役割） 

起業予定者に対する資金調達計画等、ビジネスプラン構築におけるアドバイス 

（連携の必要性） 

地域における小規模事業者の状況を把握し、よりよい支援に繋ぐことが出来る 
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連携体制図等 
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4-3 

連携する内容 

経営計画策定後の実施支援に伴う融資支援 

 

連携者及びその役割 

・日本政策金融公庫 横浜支店 国民生活事業 事業統括 鏡 宝代志 氏 

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 89-6 プライムタワー横浜 TEL:045-201-9912 

（役割） 

小規模事業者、起業予定者等に対する資金調達計画等、ビジネスプラン構築におけるアドバイス 

（連携の必要性） 

小規模事業者や創業企業への事業資金融資に係る相談・申込を円滑に行うため 

 

（地域金融機関） 

・かながわ信用金庫 理事長 平松 廣司 氏 

〒238-0004 横須賀市小川町 7 TEL:046-826-1515 

・湘南信用金庫 理事長 石渡 卓 氏 

〒238-8616 横須賀市大滝町 2-2 TEL:046-825-1212 

（役割） 

小規模事業者、起業予定者等に対する資金調達計画等、ビジネスプラン構築におけるアドバイス 

（連携の必要性） 

地域における小規模事業者の状況を把握し、よりよい支援に繋ぐ 

小規模事業者や創業企業への事業資金融資に係る相談・申込を円滑に行うため 

 

連携体制図等 
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4-4 

連携する内容 

・“食”の名刺交換会 

・「地産地消ショップ」の見直しと拡大 

連携者及びその役割 

・横須賀市 市長 吉田 雄人 氏 

〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町 11 TEL:046-822-4000 

（役割） 

① 地域内生産者と小規模事業者のマッチング支援 
② 地産地消ショップの拡大に向けた戦略共有と広報支援 
（連携の必要性） 

各事業を連携することで横須賀市内における事業の周知徹底を図り、事業の普及が可能となる。 

 

連携体制図等 
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4-5 

連携する内容 

新たな観光土産等のブランド化促進 

 

連携者及びその役割 

・横須賀市 市長 吉田 雄人 氏 

〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町 11 TEL:046-822-4000 

（役割） 

地域経済活性化に係る事業の共有、実施、広報支援 

（連携の必要性） 

各事業を連携することで横須賀市内における事業の周知徹底を図り、多くの市民に事業の普及が可能

となり、多くの市民に賛同・共有頂ける事業の構築が可能となる 

（地域金融機関） 

・かながわ信用金庫 理事長 平松 廣司 氏 

〒238-0004 横須賀市小川町 7 TEL:046-826-1515 

・湘南信用金庫 理事長 石渡 卓 氏 

〒238-8616 横須賀市大滝町 2-2 TEL:046-825-1212 

（役割） 

地域経済活性化に係る事業の共有、実施、広報支援 

（連携の必要性） 

地域に根付く金融機関との連携により、より地域性を持った戦略推進が可能となる。また、地域にお

ける小規模事業者の状況を把握し、よりよい支援に繋ぐことが出来る 

 

連携体制図等 
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4-6 

連携する内容 

「カレーの街よこすか」を全国に PR し、ブランド定着を図る 

連携者及びその役割 

 
・横須賀市 市長 吉田 雄人 氏 

〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町 11 TEL:046-822-4000 

（役割） 

地域経済活性化に係る各種事業を効果的に市民に普及させるための広報支援 

「カレーの街よこすか」推進に係る全国に向けた広報、イベント企画・運営 

（連携の必要性） 

各事業を連携することで横須賀市内における事業の周知徹底を図り、多くの市民に事業の普及が可能

となり、多くの市民に賛同・共有頂ける事業の構築が可能となる 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 


