
経営発達支援計画の概要 

実施者名 小田原箱根商工会議所(法人番号５０２１００５００５６３０) 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日  

目標 

当地域は、神奈川県県西地域の中核となっている小田原市と国際観光地の箱根町の 2つの市・町に

またがるエリアで、高齢化、人口減少など地域を取り巻く環境は厳しさを増している。概ね 10 年

後の小規模事業者の発展を目指しているが、4年後の(2020 年)の東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催を最大の好機と捉え、国内外の観光客の取り込みや、交流人口・来街者人口の増加を図り、

地域産業・小規模事業者の活性化を推進していく。その好機を継続させながら 8割を超える小規模

事業者が共存する当地域で、豊かな自然や歴史・文化など観光資源を活かし、小規模事業者の持続

的経営を伴走して支援し経営課題の解決を目指していく。 

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【指針③】 

・日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査、企業景況調査、中心市街地流動客調査、県西地域経済動

向、他地域経済動向分析等を活用して、当商工会議所エリア・他地域の経済環境を把握し結果

を小規模事業者に提供していく。 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

・Ｗｅｂ上ツール「経営計画つくるくん」等を活用した財務内容の分析、セミナー参加者や巡回、

窓口相談者等に財務分析、経営分析の必要性を理解してもらい、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。 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・創業期・成長成熟期・事業承継期の事業者向け支援を行い、事業計画策定等に関するセミナー、

よろず支援拠点・経営革新等認定支援機関等と連携したゼミ＆個別相談会を開催し、小規模事

業者の掘り起こしを行う。 

・これまで各支援機関や金融機関がそれぞれ独自で実施してきた創業支援事業を効果的に連携さ

せることで“オール小田原箱根”での支援体制の構築に努める。 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・事業計画策定後に、国・県・市・町や金融機関、また中小企業基盤整備機構の支援策等情報提

供し利用促進を図る。 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

・経営指導員が巡回・窓口相談において、販売している商品又は提供している役務の需要動向に

関しての情報収集、整理、分析を行い、その情報を小規模事業者管理シートとして保有し需要

状況を把握・分析する。また、海外の需要動向については、ジェトロ横浜等と連携して情報提

供を行う。 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

・小規模事業者やものづくり事業者、地場産業事業者などの得意技を把握し、販路開拓を支援、

商工会議所のネット網の利用や物産展・見本市への出展支援を実施、小規模事業者のニーズに

合った受発注促進事業を実施する。 

Ⅱ．地域の活性化に資する取り組 

・賑わいを創出する各種イベントの開催支援、歴史・文化・自然・食・地場産品といった地域

資源、場所文化のＰＲと交流人口の拡大、外国人観光客の誘客と消費拡大に資するインバウ

ンドの推進、地場産業、小規模事業者における6次産業化を推進する。 

連絡先 

〒250-8567 神奈川県小田原市城内1-21 

小田原箱根商工会議所 中小企業相談部 ℡0465－23－1811 FAX0465-22-0877 

メールアドレス sodan@odawara-cci.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．当該地域の現状 

当商工会議所は、小田原市と箱根町の２つの行政区をエリアとした商工会議所であります。 

（１）小田原市の概要 

小田原市は、神奈川県の南西部に位置し、市の中央を南北に流れる酒匂川に沿って足柄平野が広がり、市

の南西部は箱根連山につながり、東部は丹沢山塊から続く曽我丘陵となっている。また、南部は相模湾に面

し 4つの漁港を有し、鉄道 5路線が乗り入れる小田原駅周辺には、近隣の市町を商圏とし小田原駅を中心に

商業集積が形成されるなど、神奈川県西部の中核都市としての役割を担っている。 

歴史的には、戦国大名である北条氏の城下町で、また、東海道の宿場町として知られている。 

気候は四季を通じて温暖で、小田原ちょうちん、小田原漆器、寄木細工・木象嵌などの伝統工芸品と

梅干し、かまぼこ、干物、ミカンなどの農水産物を産出している。人口 20 万人弱を抱える地域である。

面積:  114.06k ㎡ 

人口:  194,045 人 

世帯数:80,920 世帯 

（平成 27 年 11 月 1 日現在） 

事業所数: 8,991 事業所 

従業員数: 93,492 人 

（平成 21 年経済センサス） 

鉄道:  東海道新幹線・ＪＲ東海道線・小田急線 

・大雄山線・箱根登山線 

 漁港: 小田原漁港・石橋漁港 

    米神漁港・江之浦漁港 

   （２）箱根町の概要 
箱根町は、神奈川県の南西部に位置し、北は南足柄市、東は小田原市、南は湯河原町、真鶴町の 2 市

2 町、西は静岡県と接している。箱根町の地勢は、富士火山帯に属する箱根火山によって形成される典

型的な複式火山で、その地形は複雑をきわめ、その中に河川・湖沼・草原を配した一大自然美を展開し

ている。 

箱根町は、江戸時代には東海道の宿場町、交通の難所として知られているが、その後は、観光ルート

が整備され、首都圏からアクセスに優れた温泉郷として年間 2,000 万人が訪れる、日本を代表する国際

観光地として発展している。 

面積:     92.86 k ㎡ 

人口:     12,750 人 

世帯数:    6,977 世帯 

（平成 27 年 6 月 1 日現在） 

事業所数:    1,403 事業所 

従業員数:   13,623 人 

（平成 21 年経済センサス） 

鉄道:  箱根登山線 

観光:年間  21,190 千人 

   宿泊   4,607 千人 

   日帰り 16,583 千人 
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（３）地域内の事業所割合 

当商工会議所管内の事業者数は、9,684 事業所、内小規模事業所 7,765 事業所となっており(平成 18

年神奈川県通達)、約 80％が小規模事業者として商業・工業・飲食・建設・交通運輸・工芸物産・サー

ビス業に従事している。小田原市の産業構造は、42％が卸・小売、飲食・宿泊業で、箱根は、卸・小売、

飲食店、宿泊業が 62％と両市町とも観光産業に偏った構造となっている。 

 

（４）小田原箱根商工会議所の概要 

創立は、昭和 21 年 10 月、会員事業所数 3,138(平成 27 年 3 月 31 日現在)の地域総合経済団体である。

組織率は 34.33％で平成 17 年(3,428 事業所)をピークに年々減少傾向となっているが、組織率 40％を目

指して活動している。職員数は、21 名(嘱託１名・パート２名を含む)、内補助対象職員は 11 名(部長・

経営指導員 8名・補助員 2名)となっている。 

 

（５）当該地域を取り巻く環境と課題 

小田原市の環境 

定住人口は減少傾向にあり、中心市街地の商業集積も低迷するなど、地盤沈下が進んでいる。 

昭和 30 年（1955 年）の国勢調査で約 11 万人であった人口が、年々増加し続け、平成 7年（1995 年）

の国勢調査では 20 万人に達し、平成 11 年（1999 年）の 200,587 人をピークに減少に転じ、以後は、緩

やかな減少傾向を示している。 

近年、小田原の中心市街地は、平成 5 年以降に大型店の郊外への進出をきっかけに中心市街地の空洞

化と小規模事業者の高齢化に伴う事業廃業等の増加により、商店街の形成が成り立たなくなり、中心市

街地の一部は、空地の増加と共に人通りも少ない寂れた商店街となってきている。 

併せて小田原においては、廃業率が開業率を上回っている状況となっている。（21 年～24 年経済セン

サス神奈川県 開業率 2.1％ 廃業率 6.5％ 小田原市平成 19 年度調査 開業率 3.4％ 廃業率 4.2％）

課題  

 １．中心市街地の空洞化と小規模事業者の高齢化に伴う事業廃業等の増加 

２．商店街維持対策 

３．小田原駅を中心に商業・観光をはじめとする交流人口・来街者人口増加対策 

４．商業・観光を中心とした活性化策の充実 

５．創業支援策の充実 

対策 

上記課題 1.～4.に対して 

小田原駅を中心に商業・観光をはじめとする交流人口・来街者人口を増やすことであり、城下町おだ

わらという歴史の背景から商業を中心とした活性化策の充実が今後の対策として挙げられる。 

① 小田原駅周辺魅力向上 ②小田原城の魅力向上と周辺整備 ③なりわい体験の常設プログラム化 

④交通手段の充実による観光めぐり ⑤動画等による地域ＰＲ ⑥市内宿泊促進等小田原市が進めて

いる「持続可能な市民自治のまち」の実践を目指す小田原市総合計画「おだわら TRY プラン」とタイ

アップし、合わせて市の地方版総合戦略に商工会議所の意見を盛り込んでもらうよう独自に商工会議

所版地方総合戦略の作成し小田原市に提出した。 

上記課題 5.に対して 

安定した創業を創出していくことが必要不可欠であり、①ビジネスマッチング事業 ②人材マッチ

ングネットワーク事業 ③創業支援、後継者育成支援等新たな事業を展開して行く。 

開業率を高めるためにも従来展開している創業相談、インキュベーション施設への協力、ビジネス

マッチング事業のほか、創業のノウハウを順序立てて行う創業塾の開催や宅建協会の協力による空き

店舗情報の充実、専門家と同行しての開業予定地の現地診断など実施し、小田原・箱根の地において
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創業しやすい環境を整えていく。 

 

箱根町の環境 

箱根町の定住人口は、昭和 40 年の 23,462 人をピークに年々減少し、平成 27 年 7 月時点で 12,940

人と 45％減となっている。 

また、箱根は、観光・娯楽の多様化に伴う競争の激化とリーマンショック以後の経済環境の悪化に

より、企業等が保有していた保養所施設の撤退が増加、更には大手資本による宿泊施設の台頭により

地元企業からの仕入が減少するなど非常に厳しい状況となっている。 

平成 27 年 5 月に大涌谷噴火レベル２、6月末レベル３の発動により、観光客が急減、箱根全山にお

いて全ての業種で売上減少となり零細企業にとっては、未曾有の出来事で非常に厳しい経済状況とな

っている。昨年 11 月に噴火レベル１となったが、観光業で成り立っていた箱根の事業所においては、

今回の箱根大涌谷火山活動による自然災害により企業体力が著しく低下している状況の中で観光客の

誘致が喫緊の課題となっている。 

課題  

１． 人口減少に伴う地元住民の消費減少と宿泊施設の変化による小規模事業者の抜本的な改善(販路

開拓)等 

２．観光客の誘客問題 

対策 

１．人口減少により、生鮮三品を扱う商店の減少となり、周辺地域のスーパー、コンビ二の台頭によ

り小売店の消費者ニーズが減少している。そのような状況の中で小規模事業者持続化補助金等に

より、新たなニーズを発掘し、販路開拓支援を行っていく。 

２．箱根町では、全国有数の国際観光地であることから、受け入れのためのハード整備やホテル・旅

館・土産店・飲食店などのおもてなし向上プログラムを構築する。具体的には、（オリ・パラ）連

絡会(別表４ 4-7)と連携した情報共有、勉強会開催による語学の習得、Wifi 整備による管内情

報発信及び充実、国内免税店のノウハウや設置支援など進めていき、受入体制を諸団体と連携し

ながら構築していく。 

 

小田原市と箱根町の関係と課題 

当地域（小田原市・箱根町）は、海・山などの豊かな自然、歴史や文化など観光資源に恵まれ、小

田原は、国際観光地箱根の玄関口として箱根町と行政を超えた経済環境が構築されている。 

観光客誘致のための様々な観光行事を小田原・箱根で取組み（大文字焼き、鳥居祭り、大名行列、

北条五代祭り、ちょうちん夏祭り他）、年間 2,500 万人前後の観光客が訪れているものの、都市間競争

や外国人観光客誘致への取組みが万全でないこと等により厳しさは増してくるものと思われる。 

課題 

１． 海外からの日本へ来る外国人観光客も平成 26 年は 1,300 万人を超え、当地域においても 2020 年

の東京オリンピック・パラリンピック開催までに外国人観光客誘致が当面の課題となってくると

思われる。 

２． 今回の大涌谷火山活動により、箱根と小田原の商工業者への影響が如実に現れたことが、自然を

観光としている当地域の経済活動にこれ程の影響が出るとは想定していなかった。 

対策 

１．当商工会議所は、現在 2020 年東京オリ・パラ開催の機会を好機と捉え、地域活性化や観光振興な

どを当地域で共有することを目的に、当所、小田原市、箱根町、小田原市体育協会が発起人とな

り 65 団体参画による東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会（別表４．4-7）を

立ち上げ、多くの団体との連携、情報共有により小規模事業者への情報提供や販促等の支援と商
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工会議所事業の推進を行っていく体制を作った。 

２．今回の大涌谷火山活動をふまえて、「小田原・箱根の観光ビジョンづくり」を議論し、従来の観光

にとらわれない観光のあり方を調査研究する。 

 

（６）小田原箱根商工会議所の使命と役割 

使命 

小田原箱根地域の総合経済団体である当商工会議所は、国・県・市等の行政と小規模事業者が多数

を占める地域企業を結ぶパイプ役である。 

国・県・市・町等が実施する小規模事業者のための各種支援施策を理解・普及させるとともに、ニ

ーズや課題などを行政に繋げ、行政が立案・実施する施策等に反映させる使命が要求されている。 

 「議論して、行動して、結果を問う商工会議所。 小田原・箱根の元気を発信します。」をスローガ

ンに地域商工業者の先導役として小規模事業者のライフステージに合わせたきめ細かい伴走型支援を

着実に実行することで、需要開拓や業績向上等に寄与し、域内小規模事業者の成長・持続的発展を目

指す。 

現状 

これまでの経営支援は、小規模事業者からの相談に対して、税務や融資、労働相談等、内容ごとに

対処療法的に対応する経営支援が主であったが、さらに一歩踏み込んだ伴走型支援を行うことが当会

議所としての今後の課題である。 

地域経済を支える小規模事業者は、需要の低下、売上の減少、経営者の高齢化による事業承継等の

課題に直面しており、経営を持続的に行うための支援や施策が必要であり、事業計画の策定・実施・

フォローアップなど、今まで以上に小規模事業者に寄り添った経営サポートが求められている。 

さらに「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」「商工会及び商工会議所による小規模事業者の

支援に関する法律の一部を改正する法律（小規模支援法）」が制定・改正される中、当商工会議所は、

数多くある地域の認定支援機関や中小企業支援機関の中核となるべく努力を重ね、小規模事業者を面

的に支援する体制を構築するため、地域の支援機関におけるリーダーシップの発揮が求められている。

 

（７）課題解決の方針と目標 

域内事業所の80％を占める小規模事業者は、域内経済を支える重要な役割を果たしている。地域経

済の真の発展のためには、小規模事業者の力が様々な分野で発揮され、地域内外取引・地域内消費の

拡大による循環によって市内産業を活性化させることが不可欠である。そこで、前述のような本市・

町の現状と課題を踏まえ、次の３点を基本方針として経営発達支援事業を行う。 

 

＜課題解決の方針＞ 

(1)支援体制の強化 

今までの小規模事業者に対する支援は、金融や経営一般といったアドバイス的支援で、対処療法的

の支援で終わってしまっていたケースを見直し、地域経済活力の源泉である小規模事業者発展のため

伴走型による支援を行う。 

それには、小規模事業者が抱えるニーズや課題を的確に捉えるとともに、経営指導員の資質向上や

情報共有など支援体制の再構築を図り、事業者に適した総合的な支援策を提供する。 

 

(2)地域資源の活用と地域内循環型経済の推進 

当地域は、商業・工業・農業・水産業・観光のバランスのとれた産業都市で、県西地域が持つ地域

ポテンシャルは高いが対外的にアピールが少なく、十分に地域資源を活用できていない。 

そこで、地元産のものを使った商品開発を農商工連携のもとで行うとともに、地域内取引・地域内
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消費の拡大による循環により地域経済の活力を見出すため地域内受発注を促進していく。 

 

(3)専門家の活用と関係支援機関との連携強化 

小規模事業者や創業者の事業計画策定支援においては、経営指導員のみでなくミラサポや神奈川県

よろず支援拠点等の専門家を活用しながら、事業計画策定支援を実施する。 

また、地域経済の活性化に資する取り組みについては、個別企業の経営力向上、販売促進等を継続

的に支援するとともに、関係支援機関・行政等との連携強化を図る。 

上記を経営発達支援事業の基本方針とし、当所が中心的役割を果たしながら地域経済の維持・発展

に向けた中長期的な目標を次のとおり設定する。 

 

＜中長期的目標＞ 

(1)事業計画の策定支援 

小規模事業者に対して、事業計画書の必要性を周知し自社の強み・弱みを認識してもらい、中長期

の事業計画書を作成できるよう策定支援とフォローアップ支援を行う。経営発達支援計画と綿密な関

連を持つ「企業の経営支援」では、企業のライフステージ（創業・成長・成熟・承継）に応じた総合

パッケージ支援を目指す。  

目標：事業計画書策定事業 1,000 社（10 年間） 

 

(2)創業支援 

小田原箱根管内においても社会的背景により事業所数が減少傾向にあるが、地域経済の維持、活性

化させるためには創業支援は不可欠である。当所では、従前から創業支援を重点事業として行ってき

たが、新たに地域の金融機関や関係支援機関と連携し、創業しやすい環境づくりと創業後のフォロー

アップ支援を強化して持続的発展経営ができるよう支援する。 

目標：新規創業者数 100 件（10 年間） 

 

(3)販路開拓・受発注支援 

小規模事業者の最大の課題は「需要・販路開拓」であるが、小規模事業者の産業形態により地域需

要志向型と広域需要志向型に分け、それぞれの事業者に合った支援を行う。 

目標：販路開拓・受発注支援者数 170 件（10 年間） 

 

(4)中心市街地活性化 

当市の中心市街地である小田原駅周辺の将来のデザインや必要な機能を、当所が中心となり関係商店 
会・自治会・地権者・行政等を交え検討し将来の絵を描く。 
これにより、再開発を促進することにより中心市街地の魅力向上や、大型店と小規模事業者が共存共栄

できる環境整備など中心市街地の商業のインフラを整備する。 
 

(5)商工業振興 

小規模事業者振興のため、個別に企業支援を行う他、小田原市・箱根町・日本政策金融公庫・地域

金融機関と連携し、小規模事業者の経営力向上、販路開拓等を推進するために、地域内企業の「得意

技」をデータベース化して把握し、ＢtoＢ・ＢtoＣへのマッチング事業を推進していく。 

小規模企業のビジネスプランに基づく経営の推進や需要開拓に向けた支援をはじめ、事業の持続的

発展を促進する様々な小規模事業者の振興策をきめ細かく実施する。 

 

(6)観光振興 
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小田原市・箱根町においては、国のビジットジャパン政策により外国人観光客が年々増加しており

インバウンド対策の強化が課題となっている。また、圏央道（さがみ縦貫道路）が開通したことによ

り北関東方面からの観光客も増加している。 

さらには2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催により、国内外からより一層の観光客の

増大が見込まれていることから観光振興を積極的に展開していく。 

今回の箱根大涌谷火山活動レベル 2・3の発表をふまえて、自然環境に左右されにくいビジネスのあ

り方と箱根に頼らない小田原の観光戦略「観光ビジョンづくり」を議論し、従来の観光にとらわれな

い観光のあり方を調査研究する。 

箱根の玄関口にあたる小田原の観光資源を徹底的に磨きをかけ、小田原の魅力を発信することによ

り箱根の集客力向上につながるような観光ルートの構築を目指す。 

 

(7)雇用支援・事業承継 

小規模事業者の持続的経営を行ううえで人材確保は重要な課題である。特に、建設業、製造業、飲

食業といった業種は人手不足で廃業を余儀なくされてしまう。 

そこで、小規模事業者の後継者育成はもとより雇用需給のミスマッチとなっている事業者を対象と

した雇用支援を行う。なお、廃業を余儀なくされた事業者については、神奈川県事業引継ぎ支援セン

ターと連携して事業承継者への事業存続の橋渡しを行う。 

 

(8)海外展開支援 

国際化社会によりビジネス市場はグローバル化し、小規模事業者といえども国際化に目を向けてい

く必要がある。 

そこで、国の施策で制度化された国内の支援機関が、海外に有する拠点まで含めて連携して支援す

る仕組みである「海外展開一貫支援ファストパス制度」等を活用し、国際展開に関する支援を行う。

 

 (9)エネルギー・災害対策 

  大規模地震の発生により、小規模事業者が災害時に安定した事業継続が出来る体制を構築し（他地

域の商工会議所との連携）、被災後の事業継続を支援していく。（別表４．4-10） 

また、小規模事業者にもエネルギーへの関心を高揚させ、効率的経費節約等を指導する。そして防

災・ＢＣＰの取組みを積極的に推進していく。 

 

上述を踏まえながら、当会議所が行政の枠を超えた連携に中心的な役割を果たし、地域支援機関と連

携を図りながら広域連携を目標として小規模事業者の経営発達支援事業を実施して行く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 
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（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成28年4月1日～平成33年3月31日 

（２）経営発達支援事業の内容 

基本指針 

【指針①】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業

員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

【指針②】経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、当

該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

【指針③】小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の経

済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

【指針④】マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、ホ

ームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与する事業 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

小田原箱根商工会議所が取り組む改正小規模支援法に基づく支援の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】（別表４．4-1） 

セミナー・講習会等

経済動向・需要動向提供 経営分析（ＳＷＯＴ分析、経営課題等） 

事業計画の策定 

フォローアップ支援 

伴
走
型
個
者
支
援 

継続的改善による持続発展的経営 

需要の開拓   販路開拓（商談会・交流会）・ＩＴ活用 

ＰＤＣＡサイクル 

創業塾・創業支援 

経営指導員による巡回 

地域活性化事業

の推進 

個別相談

専
門
家
の
活
用 

フォローアップ支援 

円滑な事業承継 

創業塾・各セミナー・ 

講習会参加者リストアップ 

経済動向・需要動向調査

小規模事業者【成長・成熟期】 創業予定者 小規模事業者【創業期】 小規模事業者【事業承継期】 
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【現状と課題】 

経営発達支援事業を遂行する上で、地域の経済動向を把握することは非常に重要である。経済動向

を把握する中で経営者からヒアリングした生の声を経営発達支援事業の施策に反映させることや、調

査結果を小規模事業者の経営指針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の参考としていただくために情

報発信することが求められている。 

(改善方法) 

上記課題を受けて「各種調査結果はただ公表するだけでなく、広くホームページ、Facebook 及び

会報等でわかりやすく周知していくこと」「直接のヒアリングで得られる定性的な経済動向も積極的

に収集していくこと」「各種経済動向と比較し、客観的に地域の経済動向を分析すること」を基本方

針として新規事業と既存事業改善を行う。加えて、経営指導員等が地域の経済動向を先んじて把握し、

支援先事業者の事業計画策定に活用していく。 

 

【事業内容】 

(1)日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査の実施【既存事業】 

日本商工会議所では、各地商工会議所のネットワークを活用し、地域や中小企業が「肌で感じる足

元の景況感」や「直面する経営課題」（採用、設備投資、賃金動向等）を全国ベースで毎月調査し、

その結果を集計・公表しているが、個々の職員による活用のみで会議所全体での活用意識がなかった。

(改善方法) 

ＬＯＢＯ調査は、景況調査と比べて調査頻度が高く、全国の経済動向を細かに把握できるのが特徴

となっている。 

また、毎月異なるトピックスが含まれているため、経営方針について再考する良い機会にもなる。

加えて他地域との比較した経済動向分析において動向結果を比較対照して小規模事業者の経営計画

のアドバイスを行う。 

上記調査を所内で共有化するとともに、これらの情報を会報誌・ホームページへの掲載・地域巡回

等を通じて小規模事業者に業種別の景況感を景気観測動向として提供する。 

 

(2)「企業景況調査」の実施【既存事業】 

域内商工業者数9,684事業所（内小規模事業者数7,765事業所）（平成18年 神奈川県算出数）、景

況調査については、8月、2月に定期的に実施しており、現在33回目となっている。 

域内の地域経済動向を調査は、当商工会議所・さがみ信用金庫のみが実施しており、それぞれの分

析結果を勘案し景況感を公表している。 

さがみ信用金庫は、定例調査先として約300事業所に対して100％の回収率、当商工会議所は、事業

所から業種別、地域別に抽出した1,000社を対象とし、約60％の回収率により景況感を継続調査して

いる。これにより業種別、地域別の景況感を長期的視点と短期的視点により地域経済状況を把握して

いる。 

（改善方法） 

今までは、調査結果を行政機関、メディア、会員企業への会報誌に掲載するに留まっていた。今後

調査結果については、商工会議所の広報誌やＨＰより利用できるものとし、経営指導員が小規模事業

者に対する創業や経営改善等の相談時に地域経済動向として提供していく。 

この調査を行うことにより数字的な景況感の資料として小規模事業者に提示し、地域経済の変化に

対応できる経営体制を構築する一助とする。 

 

(3)「中心市街地流動客調査」の実施【既存事業】 

長期的な指標として昭和45年から毎年12月第二土曜日に実施し、小田原市中心部商店街流動客調査
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を実施している。同時期・同箇所の実施で長期的な定点観測として統一している。 

小田原駅周辺の27地点を対象に、小田原の主要商店街の動向を調査・分析しており、平成27年度で

71回目の調査となっている。 

（改善方法） 

今までは、調査結果を行政機関、メディア、会員企業への会報誌に掲載するに留まっていた。今後

調査結果については、商工会議所の広報誌やＨＰにより利用できるものとし、経営指導員が小規模事

業者に対する創業、新規出店等の相談時に中心エリア動向を提供していく。また、商店街で開催する

活性化事業などにも活用する。 

その結果を当商工会議所ホームページや冊子による結果報告書により広く情報提供を行う。特に、

商店街や小売・サービス事業者の課題抽出や今後の事業計画作成に役立てる。 

 

（4）県西地域ネットワークを活用した経済動向把握【新規事業】 

平成27年2月に神奈川県信用保証協会・当商工会議所が事務局となり地域経済団体並びに金融機関

および行政を交えた中小企業の支援ネットワークを県西地域において構築。（別表４．4-8） 

地域の連携と中小企業者の支援ネットワークの構築を目的としたネットワーク会議開催による情

報共有やセミナー開催により経営支援・再生支援を連携して行っていく。 

今後は、このネットワーク会議において、支援ノウハウだけでなく地域経済動向の情報交換も行う。

その際、それぞれで作成された調査結果を持ち寄り、意見交換を実施する。 

ここでは金融機関から見た業種別の経済動向や融資実績の推移等、当商工会議所で実施している調

査・ヒアリングと異なる視点を取り入れることで、当商工会議所の調査・分析の精度や客観性を高め

ることを目的とする。 

なお、ネットワーク会議で得られた内容は、経営指導員等が小規模事業者支援の際に提供していく。

 

(5)県西地域経済懇話会（指導員交流会）を活用した地域経済動向の把握【新規事業】 

神奈川県信用保証協会小田原支部及び日本政策金融公庫小田原支店国民生活事業(以下、日本政策

金融公庫とする)と当商工会議所・県西地域商工会（2市8町）の連絡会（別表4-12）を、それぞれ年2

回勉強会を開催する。 

その会合において、県西地域（2市8町）の経済動向を把握し、各商工会指導員から見た客観的な市

場動向を共有する。 

ここでは、県西地域商工会指導員から見た経済動向や融資実績の推移等、当商工会議所で実施して

いる調査・ヒアリングと異なる視点を取り入れることで、当商工会議所の調査・分析の精度や客観性

を高めることを目的とする。 

なお、ネットワーク会議で得られた内容は、経営指導員等が小規模事業者支援の際に提供していく。

 

（6）他地域と比較した経済動向分析【新規事業】 

前項までの調査やヒアリングによって得た情報を客観的に分析するために、市外の経済動向を当商

工会議所が把握する必要がある。 

今後は、①「LOBO 調査」を含め、②「景気ウォッチャー調査」（全国対象、内閣府発行）、③「中

小企業景況調査」（全国対象、中小企業基盤整備機構・中小企業庁発行）、④「月例経済動向」（全

国対象、内閣府発行）、⑤「神奈川県中小企業動向調査結果（小企業編）」（神奈川県対象、日本政

策金融公庫横浜支店国民生活事業発行）、⑥「中小企業景気動向調査結果」（神奈川産業振興センタ

ー発行）の6 調査を利用し、より広域の経済動向を把握する。これらを比較資料として情報提供を行

い、小規模事業者支援に役立てる。 
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主要な調査の実施回数と対象 

調査項目 実施回数 実施対象先 回答率 

(1)ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査 毎月１回実施 6社  100％ 

(2)企業景況調査 半期ごと年２回実施 1,000社    60％ 

(3)中心部商店街流動客調査 年1回実施 27地点    

(4)県西ネットワーク経済動向把握 年2回実施    

(5)県西地域経済動向調査 年2回実施 6商工会  

(6)他地域経済動向調査 年2回実施        

 

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】（別表４．4-2） 

【現状と課題】 

 小規模事業者が持続的に発展していくためには、大企業にはないスピーディーで小回りのきく経営

や価格以外の強みで乗り越えていく必要があるが、自社の経営分析を行い、その「強み」・「弱み」

を明確に理解している事業者は極めて少ない。 

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、当商工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、当商

工会議所が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、経営指導員等を小規模事業者の経営

に積極的関与させ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。 

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・積極的な事業者等

の小規模事業者とする。 

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ることにより専

門的な分析を行う。 

 

【事業内容】 

(1) 小規模事業者の経営分析セミナーの推進【新規事業】 

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において“自社の強み” “自社の弱み”“ターゲット”“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、SWOT 分析の

必要性を認識してもらい経営状況を収集する。 

セミナー参加者に対してセミナー終了後相談内容に応じた情報を提供するとともに経営課題を抽

出してもらい、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。 
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(2)「経営計画つくるくん」の活用（新規事業）【新規事業】 

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、担当者がそれぞれの資料提供により

巡回・窓口相談の際に得た情報をもとに同業他社の情報を提供していたが、今後、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、今後の当会議所の統一書式として用いる。 

 

(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】 

経営指導員が経営分析に関するセミナー等の開催、金融・経営・販路開拓等の相談業務を通じて、

経営分析が必要と思われる小規模事業者の経営状況等を把握する。 

また、神奈川県産業振興財団、（一社）神奈川県中小企業診断士協会、経営革新等認定支援機関 

など専門知識を有する支援機関と連携し、必要に応じて財務面における安全性・収益性・生産性、内

部要因・外部要因（SWOT分析）、３Ｃ（市場・競合・自社）等について分析する。 

 

(4) 経営指導員による巡回訪問の強化【既存事業】 

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。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

(1)経営セミナー参加者数 60 150 200 200 200 200

(2)経営計画つくるくんの活用 0 100 100 100 100 100

(3)経営分析件数 30 100 100 100 100 100

(4)相談総数（巡回・窓口） 

巡回訪問件数 

窓口相談件数 

2,702 3,500 3,500 3,600 3,600 3,700

1,664

1,038

2,000

1,500

2,000

1,500

2,100 

1,500 

2,100 

1,500 

2,200

1,500

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】（別表４．4-3） 

【現状と課題】 

小規模事業者が事業計画を策定するのは、多くの場合、創業・経営革新・小規模事業者持続化等の

補助金申請を目的にしており、そのため、計画策定本来の意義である企業としての「経営理念・経営

ビジョン」「経営戦略」が明確にされておらず、当該小規模事業者としての到達目標が表現されてい

ないケースが多い。 

支援先事業者と経営指導員との間で支援内容の「見える化」もされてこなかったことから、支援内

容を反映させた事業計画書策定が出来ているとは言えなかった。また、経営指導員も体系的に小規模

事業者への伴走的支援がなされていない状況となっている。 

  (改善方法) 

    このような現状を踏まえ、小規模事業者に事業計画の策定が事業の持続的発展になぜ必要なのかを

認識していただくために周知・浸透を図るとともに、「経営計画つくるくん」を活用し事業計画書作

成支援を行う。 
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経営計画策定に意欲を示す小規模事業者、さらに掘り起こしにより接点をもった小規模事業者に対

し、一時的な事業計画策定支援ではなく顕在化されていない経営課題を明確にした事業計画策定支援

を行う。 

支援先については、永年事業を営んでいる事業者から創業間もない事業者まで様々な事業者が存在

している。 

そこで、支援先事業者の創業期・成長期・成熟期・事業承継期といったライフステージに合わせた

経営課題解決のためのビジネスモデルの作成や需要動向変化に伴う再構築のための計画変更支援を

伴走して支援する。 

 

(支援に対する考え方) 

小規模事業者が保有する物的・人的・知的資産等の強みを活かすとともに、経営状況の分析や需要

動向等の市場調査の結果を踏まえ、当商工会議所の持つノウハウを最大限に活用し需要を見据えた事

業計画の策定支援を行うのが、当商工会議所の支援に対する考え方である。 

今後の少子・高齢化や人口の減少を想定すると、支援先の小規模事業者が「従来の商品やサービス」

を「従来の広告・販売方法」で「従来の顧客」に提供・販売したままでは、小規模事業者の成長・持

続的発展が難しいと考える。 

そのため、 

① 「従来の商品やサービス」から「新たな商品やサービス」を開発する必要があるのか。 

② 「従来の広告・販売方法」から「新たな広告・販売方法」に転換する必要があるか。 

③ 「従来の顧客」から「新たな顧客」を開拓するためにはどのようにすればよいか。 

上記３点の視点で事業をチェックする。 

 

【支援対象者の掘り起こし方法】 

(1) 経営計画策定セミナー・個別相談会の実施【既存事業】 

経営計画策定セミナーや個別相談会を実施することにより、小規模事業者に事業計画の策定が事業

の持続的発展になぜ必要なのかを認識していただくために周知・浸透を図るとともに、“自社の強み” 

“自社の弱み”“ターゲット”“コンセプト”“他社との差別化”“商品・サービスの需要動向”等

の事業者自身による整理・把握と経営計画策定支援を推進する。 

金融・経営相談など経営状況が悪化している小規模事業者や創業・経営革新・小規模事業者持続 

化等の補助金申請時に事業計画策定が必要な小規模事業者の支援を行う。 

（改善方法） 

事業計画の策定支援には、当商工会議所の経営指導員が担当制により、伴走型の指導を行う。また、

高度・専門的な知見が要する案件については、神奈川県よろず支援拠点・経営革新等認定支援機関等

と連携する。 

 

（2）市内不動産業者と連携した創業支援施策の普及【新規事業】 

創業時には、不動産業者を通じて物件探しをすることが想定される。そこで、市内の不動産業者と

連携して、物件探しで問合せのあった創業者向けに、当商工会議所で実施している創業に関する支援

策（融資等）を案内してもらい、融資申請時等の事業計画策定を希望する創業者を支援対象者とする。

なお、将来的には（公社）神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部との組織的な連携も視野に入れて

いる。 

 

（3）商工会議所の活用方法説明会の開催【新規事業】 

商店会新規会員や新設法人の事業者を対象に当商工会議所で作成する「小田原箱根商工会議所活用
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ガイド」を用いて、商工会議所の活用方法説明会を開催する。その上で、当商工会議所にて実施して

いる事業計画策定や需要開拓等の支援策を説明する。 

対象である商店会新規会員については、小田原市内に存在する商店会が加入している「小田原市商

店街連合会」の事務局が当商工会議所会館内にあり密接な関係にあることから、小田原市商店街連合

会の協力により、新規に商店会に加入した事業者等の情報を提供してもらうことで、アプローチが可

能となっている。 

また、新設法人の事業者については、税務署に対して「新設法人に係る抽出法人名簿」の行政文書

開示を請求し、新たに設立された法人の法人名・住所・代表者名等の情報を把握する。 

 

（4）業種別組合の会合における説明会の開催【新規事業】 

各業種別組合の代表者が集まる「総会等」の開催時に、当商工会議所の支援策や、国の施策等の動

向について説明を行い、支援策等に興味を持ってもらった各業種別組合に対しては、組合の会合等に

参加させてもらい説明会を開催する。その際、当商工会議所にて実施している支援策を説明し普及を

行うとともに、事業計画策定に意欲のある事業者を支援対象者としていく。 

 

【事業内容】 

（1） 創業期（創業前及び創業後2 年以内の事業者） 

①創業応援セミナーの活用 

地域からの創業者をより多く輩出するために、小田原市・さがみ信用金庫・かながわ中小企業支援

プラットフォーム・神奈川県よろず支援拠点等と連携し、創業応援特別セミナーを開催し、参加者に

対して当商工会議所にて実施している事業計画策定や需要開拓等の支援策を説明する。 

 

② 第3創業市第3創業塾の実施(小田原・箱根の創業支援プロジェクト)【既存事業改善】 

創業しやすいまち、学びやすい・試しやすい・賃料を抑えやすい・資金調達しやすい・相談しやす

い・挑戦しやすいをコンセプトに創業者・創業予定者を対象に経営・財務・販路開拓・人材育成をテ

ーマに全10回シリーズで開催する。また、先輩創業者を招いて「成功事例に学ぶ創業体験談」も併せ

て伝える。 

これまで事業計画書の策定をテーマとした際は、事業計画書の策定ポイントを講義することにとど

まっていたが、今後、受講した受講生に対しては、事業計画に基づく具体的な支援を小田原市・日本

政策金融公庫・さがみ信用金庫等と連携しながら実現に向けて支援していく。 

開業後は、経営指導員がサポートしながら、3ヵ月に一度程度ヒアリングを行い課題解決に向けて

伴走して支援していく。 

 

③ 各種補助金制度及び融資申請時の事業計画策定支援【既存事業改善】 

「創業・第二創業促進補助金」「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」「小規模事業者

持続化補助金」等各種や日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」等の創業予定者や創業後間

もない事業者や既存事業者が利用できる補助金・融資制度を積極的に周知し、事業計画の策定支援を

行う。 

これまで支援対象者への積極的なPRを実施していなかったが、今後は当商工会議所のホームペー

ジ、Facebook 及び会報による情報発信や経営指導員による窓口・巡回相談を通じて情報提供を行う。

 

（2）成長・成熟期（創業後3 年目以降の事業者） 

①小規模事業者持続化補助金セミナーの開催【既存事業改善】 

需要開拓を目指す事業者に対し、小規模事業者持続化補助金セミナーを開催する。その際、申請時
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のポイントを説明し、事業計画の策定支援を行う。 

これまでは補助金の採択が目的となってしまっていたが、今後は申請時のポイントに加え、事業者

が本来の目的である需要開拓を確実にできるような、実効性の高い事業計画を策定することに重きを

置き、達成までのポイントも併せて説明する。 

 

② 各種補助金制度及び経営革新計画の事業計画策定支援【既存事業改善】 

掘り起こしにて接点を持った事業者に対して「小規模事業者持続化補助金」「創業・第二創業促進

補助金」「ものづくり・商業サービス新展開支援補助金」等の補助金制度や経営革新計画の承認を受

けた場合の支援措置等を案内し、事業計画・経営革新計画の重要性を認識してもらい、申請時におけ

る事業計画等の策定支援を行う。 

これまでは補助金の採択や経営革新計画の承認が到達目標となっていたが、今後は採択・承認後に

やるべきことを抽出し、アクションプランまで作成し、小規模事業者の成長・持続的発展に向けた実

効性の高い事業計画・経営革新計画の策定支援を行う。 

 

③ 金融機関と連携した事業計画策定支援【新規事業】 

融資等の金融支援の際、事業者に対し、事業計画の策定段階から金融機関と連携して情報を共有し

ながら、金融機関に対して説得力のある事業計画作成支援を実施する。これにより、小規模事業者が

各種融資制度を計画的かつ円滑に利用できる環境を整えていく。 

 

（3）事業承継期 

①事業承継の可能性提案の実施【新規事業】 

事業承継の支援に関しては事業承継支援に関する知識を持った中小企業診断士資格を保有する経  

営指導員を中心に、神奈川県よろず支援拠点等と連携し支援を進める。 

事業の継続性または将来性が望める事業者については、家族内承継・従業員への承継・第三者への

承継等の可能性提案を行う。残念ながら廃業せざるを得ない事業者については、神奈川県よろず支援

拠点等と連携し、廃業のソフトランディング化を図る。 

 

② ハード・ソフト両面のケアを重視した事業承継計画の策定支援【新規事業】 

当商工会議所では今後、ハード・ソフト両面の支援を実施し、支援先事業者の顧問士業（税理士・

弁護士・司法書士を含む）とも連携し、スムーズな事業承継計画の策定支援を行う。 

事業承継は、節税・相続対策といったハード面だけでなく、経営理念・ビジネスモデル・技術ノウ

ハウ・企業文化等に加えて、経営から退く経営者や関係する親族の感情的なケアといったソフト面ま

で多岐にわたる支援が必要となる。 

 

③ 専門機関との連携【新規事業】 

事業承継を進める事業者には、円滑なバトンタッチができるよう、専門機関である神奈川県事業 

引継相談窓口とも連携をとりつつ、事業承継計画等の策定支援を行う。 

 

 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(1) 経営計画策定セミナー参加者数 

(1) 個別相談会参加者数 

(1) 経営計画策定支援数 

30

20

0

50

20

80

50

20

80

80 

30 

80 

80

30

80

80

30

80
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(2)創業フォーラム創業塾開催回数 10 10 10 10 10 10

(2) 創業相談数 

(2)創業支援数 

5

2

30

10

30

10

30 

10 

30

10

30

10

(3)経営革新支援者数 3 5 5 5 5 5

 

 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】（別表４．4-4） 

【現状と課題】 

現在、当所では、小規模事業者持続化補助金申請者、マル経融資先に対して事業計画の作成を指導

し、補助金に採択されることや融資が実行されることが、実質的に事業計画策定の目的となっており、

策定支援した事業計画のフォローアップが実施できていなかった。 

補助金や融資はあくまでも事業計画の到達目標達成のための「手段」であり、小規模事業者が成長・

持続的発展することが真の「目的」であることを再認識し、今後は策定した事業計画の到達目標達成

に向けて、これまで以上に踏み込んだ伴走型支援を積極的・継続的に実施することが課題である。 

また、事業計画を確実に実行してもらうため、計画策定後の支援についても、支援先事業者と経営

指導員との間で「見える化」することで、事業計画の到達目標達成までのアクションプラン等につい

て、進捗管理を行いフォローアップも手厚く実施し実効性を高めることを目標としていく。 

今後は、課題や課題解決への道筋の相談など、直接支援や専門家・関係機関と連携し、課題解決ま

で小規模事業者と寄り添った伴走支援が必要となり、ワンストップ相談窓口の告知と伴走・ハンズオ

ン支援を積極的に推進して行く。 

（改善方法） 

事業計画の策定支援後には、当商工会議所の経営指導員が専担制により伴走型の指導を行なってい

くが、所内の定期的な打ち合わせにより専担者一人の意見ではなく経営指導員全員の総意により策定

後のフォローアップに努める。 

補助金の採択結果や融資実行の可否に関わらず、経営課題を明確にし、到達目標が明記されている

事業計画策定が完了した支援先事業者を「コア支援先」として、一年間は集中的に事業計画の実施支

援を行う。 

策定した事業計画の進捗状況を３ヵ月に１回程度モニタリングして進捗確認を行ない、実施支援の

際には、必ず支援先事業者を訪問して経営指導員の対面にてミーティングを実施し、支援内容の「見

える化」及び共有化を図る。やるべきことを明確にし、フォローアップをすることで事業計画の実効

性を高めていく。 

小規模事業者が、現状をいかに「あるべき姿」「ありたい姿」に近づけるかが重要であり、神奈川

県よろず支援拠点・ミラサポ等の専門家派遣を含めて、連携する支援機関の総力を結集し、事業計画

の到達目標達成まで小規模事業者の目線に立ち、きめ細かく丁寧な伴走型支援を積極的・継続的に実

施する。 

 

 

 

【事業内容】 

（１）創業期 

①抽出した経営課題の解決支援【既存事業改善】 

創業期は「売上高の確保」が重要であるため、売上が計画通り計上できているか注視し、できてい

ない場合には商品・サービスに問題があるのか、販売・宣伝方法に問題があるのか、想定していた顧

客・ターゲットに問題があるのか等、経営上の課題抽出を行う。課題抽出後、優先順位を決め、課題
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解決の難易度や重要度を分析し、解決のための支援を速やかに行う。 

これまでは創業後の継続的なフォローアップを実施していなかったため、今後は３ヵ月に１回程度

モニタリングして進捗確認を行う。 

 

② 各種支援機関との連携【既存事業改善】 

経営指導員では解決しにくい経営課題の場合には、神奈川県よろず支援拠点・ミラサポ等の専門家

派遣を活用し、経営課題解決のために伴走型支援を行う。 

今後は小規模事業者をいかに「あるべき姿」「ありたい姿」に近づけるかを念頭に、経営指導員も

小規模事業者の目線に立ち、専門家派遣等の支援時に同席をして、支援内容を共有しつつ事業計画の

進捗確認を意識した連携支援を行う。 

 

（２）成長・成熟期 

①抽出した経営課題の解決支援【新規事業】 

３ヵ月に１回程度のモニタリングを行い、事業計画の進捗状況を確認する。 

進捗状況が良好であれば、今後も同様に事業が進捗していくことが可能か、事業計画策定時に活用

したSWOT・3C 分析の見直しや再分析をすることで事業計画の更なるブラッシュアップを図る。 

一方で進捗状況が不良であれば、経営上の問題点はどこにあるかを探り、解決策を検討する。 

定量面では試算表・決算書における売上高・仕入高・販売費一般管理費等の数値を基に、定性面で

はモニタリングを基に問題点や本質的な原因はどこにあるのかを把握し、今後の対応について支援を

行う。 

これまではここまで踏み込んだ支援をあまり実施していなかったが、今後は上記のように経営課題

を明確化し、やるべきことまで落とし込み、「見える化」により支援先事業者と支援内容を共有する

ことでフォローアップを手厚く実施することが可能となり、事業計画の実効性を更に高める。 

 

② 各種支援機関との連携による“攻めと守り”のバランスのとれた伴走型支援【新規事業】 

事業計画を実施していくためには、そのプロセスにおいて、需要開拓等の“攻め”の支援のみなら

ず、労務・税務・法務・資金繰り等の“守り”の支援も必要となる。そのため、幅広い伴走型支援を

行い、神奈川県よろず支援拠点やミラサポ等と連携して、必要な助言を行う。 

今後は、各種支援機関と連携する際はこれまで以上に“攻めと守り”のバランスを意識し、幅広い

分野に対応したきめ細かく丁寧な伴走型支援を行うことで、小規模事業者の成長・持続的発展を支援

する。 

 

③小規模事業者経営発達支援融資制度の活用【新規事業】 

金融支援については、一定の要件を満たした小規模事業者に対し、日本政策金融公庫と連携し、「小

規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用し、資金繰りを円滑化させ、小規模事業者の成長・

持続的発展の支援を行う。 

 

 

（３）事業承継期 

①事業承継に詳しい専門家との連携【既存事業】 

事業承継計画策定支援時に連携した支援機関に加え、策定後も支援先事業者の顧問士業（税理士・

弁護士・司法書士を含む）との連携をはじめ、神奈川県よろず支援拠点やミラサポ等の専門家派遣も

活用し、経営指導員がコーディネーターとなり、事業承継計画の到達目標達成まで支援を継続する。

これまでも神奈川県よろず支援拠点やミラサポ等の専門家派遣を活用していたが、事業承継に詳し
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い専門家との連携はあまりしていなかった。今後は事業承継に詳しい専門家とも連携し、事業承継計

画の到達目標達成を支援する。 

 

② 経営指導員をコーディネーターとした全体最適化支援【新規事業】 

事業承継計画を策定した小規模事業者に対し、ハード・ソフト両面をケアした事業承継により、後

継者による事業の成長・持続的発展を図ることを目的とし、経営指導員がコーディネーターとなった

ワンストップ支援を３ヶ月１回程度のモニタリングとともに実施する。 

これにより、事業承継の全体最適化を図るとともに、関係者に対する感情面のケアによりトラブル

を回避し、スムーズな事業承継が可能となる。 

 

 (４) 日本政策金融公庫・地域金融機関との連携【既存事業】 

当商工会議所から事業計画の策定・実施支援を受けて事業の持続的発展に取り組む小規模事業者が

設備資金等必要な場合は、日本政策金融公庫（国民生活事業）の「マル経融資」・「小規模事業者経

営発達支援融資制度」の活用や地域金融機関の融資制度を活用し、その計画の実現を支援する。 

また、国・県・市・町や中小企業基盤整備機構の行う支援策等の周知し利用を促進する。特に平成

27年度より新設される「小規模事業者経営発達支援融資制度」については、低利で設備投資を予定し

ている事業者にとっては、非常に有利な制度なので、積極的に利用を促していく。 

 

(５)経営指導員等によるフォローアップ体制の確立【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のすべてを対象に経営指導員等によるフ

ォローアップを原則３ヶ月に１回に実施する。 

それぞれの小規模事業者に対して経営指導員を専担制として一貫した指導を行い、巡回による現場

状況の確認や電話による経営状況のヒアリングや窓口来店時に経営分析や経営計画策定のプロセス

の中で、経営課題を抽出したデータを経営者と経営指導員が共有し、小規模事業者に対して実施計画

や課題解決策を明示しながら、必要に応じ専門家を交え持続的発展を支援する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(１)創業者の事業計画支援件数 5 10 10 10 10 10

(２)成長企業の事業計画支援件数 30 80 80 80 80 80

(３)事業承継計画支援数 0 3 3 3 3 3

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】（別表４．4-5） 

【現状と課題】 

小規模事業者への支援として、国・県・市町等の施策や流動客調査・景況調査など、地域経済に関す

る動向調査の情報提供はパンフレット等を巡回時や窓口相談で実施していたものの、小規模事業者が本

当に必要としている需要動向調査については、各指導員が必要に応じて独自に対応する程度に留まり組

織として実施していなかった。 

小規模事業者の多くは、需要動向の情報を入手出来ていないのが現状で、伴走して支援する経営指導

員からの情報提供は経営者にとって非常に心強い支援となる。 

需要動向の変化にいち早く対応できるスピーディーで小回りの利く経営は、本来、小規模事業者の大

きな強みである。 

また、小規模事業者の成長・持続的発展には、需要動向を調査し、需要開拓を進めていくことが非常
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に重要である。しかし、小規模事業者が需要動向の調査を行うには費用・労力を要することや、調査方

法がわからないといった理由から、実施できている事業者は少なく、当商工会議所においても、これま

で小規模事業者に役立つ需要動向調査は実施・発信できていなかった。 

したがって今後は、地域の需要動向を当商工会議所が調査・発信していくことと小規模事業者に対し

て需要動向調査の方法を周知・紹介していくことが課題である。 

【改善方法】 

上記の課題を受け今後は、当商工会議所が定期的な需要動向調査・セミナーを行い、小規模事業者が

すぐに使うことができる情報を提供することと、小規模事業者へ需要動向調査の重要性を伝え、手軽に

調査できる方法を紹介することによって、小規模事業者が自ら需要動向を調査できるようにすることの

２つの方針で対策を行う。 

そこで、政府統計を活用するとともに関係機関と連携し、需要動向調査・分析を行い個々の小規模事

業者に適した情報提供を行う。また、組織として小規模事業者が求める需要動向について情報提供でき

る体制を整える。 

当商工会議所では創意工夫として小規模事業者が需要動向を手軽に調査できるツールとしてWeb 上

の各種調査ツールを積極的に紹介していく。 

 

【事業内容】 

(1)需要動向調査セミナーの開催【新規事業】 

今後は需要動向に関する専門家を招いてセミナーを年２回開催する。 

セミナー内容は上記の改善方法を受け、「需要動向の調査方法」と「地域における最新の需要動向・

トレンド」の２項目をテーマとする。 

目標参加者数は初年度開催１回につき２０人とし、次年度以降は漸増を目指す。 

周知方法としては、小田原市商店街連合会にも協力を仰ぎながらチラシを配布し、当商工会議所ホー

ムページ、Facebook 及び会報上での告知とともに、窓口・巡回相談の際に積極的に参加を促していく。

セミナー参加事業者に対しては、後日、電話・訪問によるフォローアップを行い、受講後に「需要動

向調査を行うようになったか」「需要動向を踏まえた経営をしているか」聞き取り調査を行う。 

こうしてセミナーの効果を検証し、内容のブラッシュアップにつなげるほか、伴走型支援の契機とす

る。また、セミナーには経営指導員等も参加し、ノウハウを蓄積することで日常の窓口・巡回相談に活

かしていく。 

 

(2)消費需要動向調査の活用【新規事業】 

地域での経済循環の可視化を目的に、日本銀行横浜支店、リコー経済社会研究所の協力を得て平成27

年度に勉強会を実施。分析内容は市民の収入を起点として、消費や貯蓄を通じてどの程度地元にお金が

廻っているかという地元還元効果を試算することができた。 

今後は、これらの分析結果を地域商工業者、住民等に開示し、地域でお金を廻す仕組みを理解してい

ただくと共に、地域の皆様が地域経済の活性化の一端を担っているといった啓発を行っていく。 

消費需要動向については、インターネットを利用した需要動向調査や、政府統計・小田原市の統計デ

ータ・国勢調査のデータの活用などその手法や結果を経営指導員で共有し、小規模事業者が求めている

需要動向の情報を提供する。 

＜主な統計資料＞ 

・地域での経済循環の可視化レポート 

・商業統計調査・全国消費実態調査・物価統計調査・工業統計・観光統計・箱根町、小田原市・箱根

町統計等 
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(3) 得意技(事業内容)調査【新規事業】 

 域内事業所の得意技(具体的な事業内容)をデータベース化し、会議所への問合せに対して正確な情報

提供を可能とするシステムを構築する。全職員が一元で対応し、業者間のマッチングや消費者からの需

要動向に活用する。 

 

(4)需要動向データの蓄積と提供【新規事業】 

現在、当所に対し、ＢtoＢ・ＢtoＣ取引に係わる問合せが数多くある。その問合せ内容の中には、顧

客の望む商品やサービスに関する問合せなども多く含まれ、それは真に需要やニーズの動向に関する情

報である。 

現在は、その場で職員が対応するのみで、その問合せ内容をデータとして蓄積することはしていない。

今後、このような需要動向に係わるデータを蓄積し、セミナーや、経営相談などの場において、情報提

供していく。 

また、当所へのＢtoＢ・ＢtoＣ取引に係わる問合せをさらに増やすため、地域内取引の啓発活動や、

地域内の小規模事業者の得意とする商品・サービスについてアンケート調査を実施し、各社の得意技(事

業内容)を当所でデータベースとして把握し問合せに対応できる体制を構築する。 

 

(5)「日経テレコン」の活用【新規事業】 

小売業を営む事業者から需要開拓に関する相談を受けた際には、日経テレコンを活用する。日経テレ

コンのWebサイトでは、特定の商品カテゴリにおける首都圏の売れ筋商品等を参照することができる。 

その小規模事業者の提供する商品におけるトレンドを把握することで、３Ｃ 分析等に活用し、需要

開拓に取り組む小規模事業者の事業計画策定を支援していく。 

 

(6)Web 上の各種調査ツールの活用【新規事業】 

検索トレンドを調査するツールは無料のものを含めてWeb上に数多く存在しており、誰でも気軽に使

用することが可能である。Web上の各種調査ツールは、Webを活用している事業者はもちろん、活用して

いない事業者であっても、Web上（デジタル）または店頭等（アナログ）の販売促進や需要開拓に活用

することができる。 

現在ではインターネットの普及に伴い、何かが気になったとき「検索をする」という行動が当たり前

になってきたため、検索トレンド（検索語の動向）は消費者ニーズ・関心・悩み等を反映したものとな

っており、現実の需要動向を映し出すデータとして無視できない存在となっている。 

具体的には、Webを活用している事業者はSEO（検索エンジン最適化）対策やリスティング（検索連動

型）広告の出稿などに活用することができる。一方で、Webを活用していない事業者でも、調査結果で

表示されたキーワードの検索回数やその推移、間連するキーワード等から現実の需要動向を汲み取り、

チラシづくりや店頭看板表記等の販売促進に活用し、来店客や入店客の増加につなげることが可能であ

る。今後、経営指導員等が需要動向について相談を受けた際には、Web 上の調査ツールを積極的に活用

し、新たに需要開拓に取り組む小規模事業者に有益な需要動向情報を提供していく。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

(1)消費需要動向調査セミナー 未実施 2回50名 2回50名 2回50名 2回50名 2回50名

(2)需要動向調査 未実施 2回 2回 2回 2回 2回

(3)得意技(事業内容)調査 0 300 300 300 300 300

(4)需要動向データ蓄積数  0 300 300 300 300 300

(5)日経テレコンの活用 未実施  
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(6)Web各種調査ツールの活用 未実施 50 50 50 50 50

 

 

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】（別表４．4-6） 

【現状と課題】 

小田原市の産業構造は、42％が卸・小売、飲食・宿泊業で、箱根町は、卸・小売、飲食店、宿泊業が

62％と観光に偏った構造となっている。その構造により箱根の観光産業に頼った業種が多く、今回の大

涌谷火山活動により小田原・箱根の商工業は大きな打撃を受けた。 

小田原・箱根は、東海道の主要幹線が東西に走り、東京100㌔圏内に東京といった大消費地に近く広

域交通ネットワークに優れている利点が活かされていないことが顕著となり、今後は、当商工会議所が

市内小規模事業者の目線に立って、需要開拓の必要性を粘り強く訴えながら需要開拓に直接寄与する事

業を積極的に提案・実施していくことが課題である。 

多くの小規模事業者は、実際には日々の営業活動に追われていたり、需要開拓の進め方がわからなか

ったりするために、具体的なアクションにまで踏み切れていないのが現状である。 

また、当商工会議所では小規模事業者に対し、これまで融資相談や補助金申請等で対処療法的に窓 

口・巡回相談を行ってきたのが現状であり、各小規模事業者の需要開拓にまで踏み込んだ支援をあまり

実施できていなかった。 

（改善方法） 

その課題を踏まえ当地域における「ものづくり」事業者や「地場産業」事業者の新たな販路開拓の機

会を外部の展示会などへの出展を斡旋・展開して支援していく。 

小規模事業者ならではのニッチな商品やきめ細かいサービスを提供する事業者の販路開拓を支援す

るとともに、新しい流通チャネルであるｅコマースの利用促進にも取り組む必要がある。また、最近の

売れ筋商品を見ると、プロダクトアウトのものづくりから脱却し、マーケットインの視点からの商品開

発が不可欠となっている。 

当地域における「ものづくり」事業者や「地場産業」事業者の新たな販路開拓の機会を展示会などへ

の出展を斡旋・展開して支援していく。 

今後は、「マスメディア・広報誌による広報」「商談会・展示会への参加」「ホームページ・SNS 等

ITの活用」も含め、デジタルとアナログの手法をバランスよく活用して、小規模事業者の需要開拓に寄

与していく。 

当商工会議所は市内で唯一の地域総合経済団体であることから、支援対象は業種・業態を問わず、創

業後間もない事業者から長年事業を営んでいる事業者までを対象に幅広く支援していく。 

改善の方針としては、関連する既存事業をこのような考え方に沿うようにブラッシュアップし、既存

事業で足りない部分については積極的に新規事業を行っていく。 

 

【事業内容】 

(1) 小田原・箱根地域地場産業の需要開拓【既存事業】 

小田原市の地場産業であるかまぼこ、ひもの等の特産品や寄木細工、木象嵌、小田原漆器等の伝統工

芸品などの販路拡大を図るため、小田原蒲鉾協同組合、小田原ひもの協同組合、箱根物産連合会と連携

していく。 

また、小田原市が推進する伝統工芸品・農林水産物の販路拡大を支援する事業「木製品フェア」「み

なとまつり」「都内商談会」「関係市町村展示会」に参加し、当商工会議所が事務局となっている小田

原地場産業協議会を中心に展示即売会を行う。 

 

(2) 工業系企業を対象とした展示会への参加【既存事業】 
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神奈川県内最大規模の展示会である「テクニカルショウヨコハマ」に出展し販路を開拓する。 

出展者の成約率については、昨年パシフィコヨコハマにて販路開拓ブースで出展、名刺交換件数52枚に

対して後日10社から商談昨日の連絡が入り、2社との商談が成立した経緯があることから、10％の成約

率を目標に展開していく。 

工業関連の事業を営む小規模事業者にとって展示会への出展は、製品の認知度向上による受注機会 

の創出につながるため、非常に重要である。 

更に、他社のブースや製品を実際に見ながら自社と比較することで、経営課題等の分析につながった

り、出展企業同士の情報交換の場として活用できたりと、展示会出展によるメリットは多い。 

具体的には「テクニカルショウヨコハマ」等への出展を当商工会議所ホームページ、Facebook 及び

会報と日常の窓口・巡回相談で、小規模事業者へ呼びかけていく。本事業における訴求対象は、製造業

の調達・購買担当者である。 

事業内容としては、小規模事業者の掘り起こしから、概要説明や展示会出展へのノウハウの積極的な

提供、展示会終了後のアフターフォローまで含め伴走型支援を行っていく。 

 

(3) 「ビジネスマッチングwithかながわ８信金」、「かながわビジネス創造市場」等への参加【新規事業】 

新たなビジネスチャンスの獲得のため、ビジネスマッチングを上手に活用し、事業展開している事業

者の先進事例を学び、ビジネスパートナーを発掘する事業を実施する。 

神奈川県信用保証協会と県内８信用金庫で実施している「ビジネスマッチングwithかながわ８信金」、

横浜商工会議所が主催している「かながわビジネス創造市場」等に出店して行く。 

平成24年より神奈川県内８信用金庫が合同で「ビジネスマッチングwith かながわ８信金」を開催し

ている。当ビジネスマッチングのエントリー対象業種は幅広く、様々な小規模事業者が参加できるよう

門戸が開かれている。 

加えて、本イベントでは毎年約400事業者が参加することから、新たなビジネスチャンスを得られる

可能性も高く、小規模事業者の需要開拓に資する展示・商談会である。本事業での訴求対象は大手百貨

店・ホテル及び製造業等の仕入・取引先を探す企業のバイヤー・購買担当者である。 

具体的には、本イベントについて当商工会議所ホームページ、Facebook 及び会報にて周知し、参加

希望事業者の掘り起こしを行う。 

参加に意欲的な小規模事業者には、経営指導員等がさがみ信用金庫と連携して「ビジネスマッチング

with かながわ8 信金」の概要説明を行う。 

その際、「効果的なセールス方法」「プレゼン資料の作成」「エントリーシート作成のポイント」等、

資料作成やすぐに使える商談のノウハウについて、神奈川県よろず支援拠点と連携して支援していくこ

とで、小規模事業者の受注可能性を高める。 

同様の方法で横浜商工会議所が主催する「かながわビジネス創造市場」等に出展していく。 

また、当商工会議所の経営指導員等は、イベント終了後も引き続き各小規模事業者のフォローアップ

を行い継続して伴走型支援していく。 

 

(4) ｅコマース・「YAHOO！おもてなしギフト」・「ザ・ビジネスモール」の周知活用【新規事業】 

小規模事業者がインターネットを活用した新たな販路拡大に取り組めるように、ｅコマースの普及に

力を入れる。一般消費者向けの販売・ＰＲの機会である「YAHOO！おもてなしギフト」や大阪商工会議

所と連携している「ザ・ビジネスモール」の加入者を増やし、ＢtoＣ、ＢtoＢの販路開拓支援を行う。

小規模事業者も効果的にWeb マーケティングを行える環境が整ってきたが、まだまだWebの活用方

法・ノウハウが浸透しているとは言い難い。 

そこで当商工会議所では、業種・業態にかかわらず、創業後間もない事業者から長年事業を営んでい

る事業者までを幅広く支援対象として、Webの効果的な活用方法やマーケティングノウハウを提供して
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いく。 

まだWebを活用していない小規模事業者に対しては、簡易型ホームページ作成サービス（WIX・Jimdo 

等）、SNS、モール型・簡易型ECサイト等、事業者の費用・労力負担が少ない、既存のシステム・テン

プレート等を使用する方法を提案していく。 

モール型ECサイトについては、その集客力を活かし、効果的に需要開拓できることから、当商工会議

所として積極的に提案を行っていく。 

具体的には「おもてなしギフトショップ」(注1)や「ニッポンセレクト」(注2)等モール型ECサイトへ

の出店を、横須賀商工会議所や全国商工会連合会等の各運営団体と連携しながら提案・支援していく。

一方で、自社や商品・サービスのコンセプト等に強いこだわりを持つ小規模事業者には自社ホームペ

ージや自社EC サイトの開設を提案する。その際、高度な専門知識が必要になる場合は神奈川県よろず

支援拠点・ミラサポ等の専門家と連携しながら支援を行っていく。 

(注1）おもてなしギフトショップ 

地域産品をギフトとして全国販売出来るECサイト。横須賀商工会議所が全国の商工会議所と連携して運

営している。専属のコーディネーターと各地の商工会議所が出店に向けて支援を行い、インターネット

での出店が初めてでも簡単に出店が可能になる。 

(注2)ニッポンセレクト 

全国商工会連合会が運営する、地域産品をギフトとして全国販売出来るECサイト。地域経済を支える中

小企業・小規模事業者等が、農商工連携や地域資源の活用等により開発した商品等や、魅力ある隠れた

地域産品等を、Webを通じて紹介・普及を行うことにより、地域の優れた産品を紹介・販売し、商品展

開力・販売力の向上等を図ることを目的としている。 

 

(5) 域内小規模事業者対象「販路開拓事業(ビジネスマッチング)」の実施【新規事業】 

域内取引志向の小規模事業者に対して「販路開拓事業(ビジネスマッチング)」を開催し、農業・林業・

水産業・商業・工業等の６次産業や異業種とのビジネスマッチングを図り、小規模事業者の商取引のネ

ットワークを拡大する。 

 

(6) 海外取引の推進【新規事業】 

海外との取引を希望する小規模事業者に対して、神奈川県よろず支援拠点の販路開拓アドバイザー、

日本貿易振興機構(ジェトロ)海外支援アドバイザー等の専門家を活用し、支援を行う。 

 

 

 

（目標） 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

(1) 地場産業の需要開拓参加数 2 5 5 10 10 10

(2)工業系展示会参加企業数 

成約目標 

2 4

1

4

2

4 

2 

4

2

4

2

(3)マッチング神奈川8信金 

  成約目標 

(3)ビジネス創造市場 

成約目標 

0

0

0

0

3

1

3

1

3

1

3

1

4 

2 

4 

2 

4

2

4

2

4

2

4

2

(4)ＩＴ活用販路開拓事業 

成約目標 

0 30

10％

30

10％

30 

10％ 

30

10％

30

10％

(5) 販路開拓(ビジネスマッチング) 0 10 10 15 15 15
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(6) 海外取引の推進 0 3 3 3 3 3

 

Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域活性化事業 

個々の企業や店単独ではできないことを小規模事業者と市・町等の行政や地域の商店街、まちづく

り団体、メディア関係等と連携を取りながら、当地域の産業のＰＲや産業観光開発、まち歩き、集客

イベント、全国展開支援事業を活用した特産品の開発等、それぞれ実行委員会等を設置して観光振興、

地域のブランド化等の事業展開を図っている。 

 

（事業内容） 

（1）小田原箱根産業まつりの開催 

小田原箱根商工会議所内に産業まつり実行委員会を設置して、実行委員会を年７回程度開催し、今

後の地域活性化の方向性を検討するとともに、地域産業の発展とＰＲを目的とした「小田原箱根産業

まつり【小田原箱根大博覧会】」を小田原・箱根地区で開催する。 

会員企業の技術やサービスといった地域資源を広く発信していくために、工場見学や飲食店やホテ

ルなど企業体験等を実施し、夏休みに子供向けの体験、大人向けの体験等を開催するなど小田原・箱

根地区の産業観光につながるようななりわい体験（昨年は2ヶ月間）と小規模事業者企業のＰＲに繋

がる販売や展示を広場にてブース展開（昨年は2日間）している。産業まつりは、今年で34回を数え、

地域に定着したイベントとなっている。3年前よりなりわい体験企画として市内商工業者の協力を得

てかくれた地域資源を活用し、地域住民、県内一般来訪者に実際に体験してもらい小田原・箱根の商

工業の紹介を行っている。 

 

（2）まち歩きの開催 

小田原・箱根それぞれまち歩きを開催している。 

小田原では、まちづくり団体、ガイド協会、商工会議所が協議会組織となり、なりわい、用水、邸

園、城郭等をまち歩きしながらなりわいや歴史に触れていただく検定試験を開催。検定試験以外にも

小田原のまち歩きツアーとして拡がってきており、来訪者の増加に寄与する事業展開を図っている。

箱根では、地域観光協会、商店会等が行なう定例会等の諸会議（別表４．4-11）に積極的に参加し、

食・名所旧跡・その地域ならではの伝統文化等の特性を考慮した「まち歩き」や「見学会」の開催に

協力し、必要あれば学識者（教育委員会学芸員等）や専門家を交えて回遊性向上や来街者増加に寄与

する地域資源の更なる掘り起こしと、付随するイベント実施を支援する。 

（3）特産品開発 

小田原・箱根それぞれ、全国展開支援事業を活用し特産品の開発を図っている。 

小田原では、専門家、農協、和洋菓子店、行政等から組織する委員会を設置し、「小田原スイーツ

プレミアム」の開発を進めている。飲食店では商品の提供、和洋菓子店では商品販売を進めていく。

商品は、当地域の果物・野菜等を素材とし、各店オリジナルのスイーツを開発している。 

箱根では、専門家、近隣行政（1市3町）、宿泊業、観光土産品店等から組織する委員会を設置し、

平成２４年に日本ジオパークに認定された「箱根ジオパーク」に関連した商品開発を進めている。 

 (目標) 

事業内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

（１）産業まつり委員会 ７ ７ ７ ７ ７ ７

出店者数 120 110 110 110 110 110

来場者数 90,000 100,000 100,000 110,000 110,000 120,000

（２）まち歩き 
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   小田原委員会 5 5 5 5 5 5

 まち歩き参加者数 15 30 30 30 30 30

   箱根会議 5 5 5 5 5 5

まち歩き参加者数 61 65 65 65 65 65

（３）特産開発  

   小田原委員会 4 4 4 4 4 4

   参画店数 32 35 38 40 42 45

   箱根委員会 3 3 3 3 3 3

   参画店数 15 25 27 29 31 33

 

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み 

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 

神奈川県内の中小企業経営力支援強化法に基づく認定機関で組織する「かながわ中小企業支援プラ

ットホーム」において、国の施策や小規模事業者への有益な補助制度などの情報共有がされ、地域企

業へ情報提供していく。神奈川県産業労働局産業・観光部中小企業支援課の支援を仰ぎ、地域経済団

体として地域振興事業を積極的に推進する。 

また、神奈川県西部（2市8町）にて、地域の強み、課題を踏まえ、信用保証協会、金融機関、行政、

商工会・商工会議所で県西地域中小企業支援ネットワーク（別表４．4-8）を構築し、地域的な経営

支援・再生支援を促進させるために、支援事例や支援方法等情報の共有、セミナーを開催して、情報

収集をすることで地域小規模事業者支援のノウハウを構築していく。 

また年２回開催する県西地域経営指導員交流会（別表4-12）において、各地域より経営支援の事例

発表より支援ノウハウを学ぶ。また日本政策金融公庫の職員を招聘し、金融動向や支援事例を発表、

習得していく。上部団体である県西地域経済懇話会（別表4-12上部団体）を通じて地域経済状況の共

有化を図って行く。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

小規模事業者のニーズの高度化・多様化と「中小企業経営力強化支援法」を始めとする新しい中小

企業施策の変化に応えるため、経営支援機能の強化が喫緊の課題となっている。 

職員の経営支援能力及び資質向上が一層求められていることから、日本商工会議所が主催する研修

の参加に加え、神奈川県商工会議所連合会が主催する経営指導員研修や自己研さん研修、中小企業大

学校の主催する研修にも参加することで、基礎知識から全国各地の指導事例等専門的知識を習得し支

援能力の向上を図る。 

各事業の担当者は、国、県、日商、その他関係機関が実施する事業等説明会に積極的に参加し、専

門的知識と高度化・多様化するニーズに対応する知識習得を目指す。 

また、毎月１回、業務に精通した職員が順番で講師となり融資制度、税制改正、などをテーマに勉

強会を開催するとともに経営相談部（12名）において、毎月２回（月初・中旬）に相談部ミーティン

グを実施し、各事業に対する進捗状況、事業内容の情報共有、融資・法律等の改正点などの情報共有

を図り、さらに個別の案件についての意見交換を行い資質の向上に努めている。 

また、県西地域経営指導員交流会（別表4-12）県西地域（2市8町）の商工会指導員と年2回指導員

交流会を実施し、地域情報の把握や各商工会の事業状況の情報などを共有している。その中で日本政

策金融公庫・県信用保証協会・中小企業基盤整備機構等に協力いただき、新制度の融資（小規模事業

者経営発達支援融資制度など）情報、保証制度情報など新たな情報を収集する。 

さらに、指導員が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、全国統一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
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員等の専門化や資質向上に必要な知識を習得し、商工会、商工会議所の経営支援体制を高めることを

目的として、全国統一演習研修事業「ｗｅｂ研修」を実施しており、当商工会議所相談員も受講して

いる。 

 

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 

取り組む事業の目標達成を外部有識者（公益社団法人けいしん神奈川【中小企業診断士で構成され

る組織】）横浜市中区尾上町5-80 ℡045-633-5163により評価・分析してもらい、その結果を会報、

ＨＰ等に公表し、商工会議所事業の理解度を高めると共に透明性を確保していく。 

評価方法については毎年商工会議所で作成する事業計画書をベースに半期ごとに各項目の進捗状

況等担当及び役職者で記載、Ａ～Ｄ（◎3点、○2点、△1点、×0点）のランク付けを行い、年1回事

業報告時に外部有識者に評価、分析してもらう。 

(事業評価システム：見本) 

  指標 算式等 

平成 2７年度実績 平成 2８年度 

算式 

根拠 
数値 

目標 

数値 

達成 

数値 
達成率 

1 
小規模事業者に対する相談指導

実施回数 

相談・指導事業者数   回 回 回 ％ 

小規模事業者数           

2 
商工会員に対する相談指導実施

回数 

相談・指導事業者数   回 回 回 ％ 

商工会員数           

3 職員 1人あたり窓口相談回数 
窓口相談回数   回 回 回 ％ 

職員数           

4 
経営指導員 1人あたり相談指導実

施回数 

相談・指導事業者数   回 回 回 ％ 

経営指導員数             

5 
経営指導員 1人あたり巡回指導回

数 

巡回指導事業者数   回 回 回 ％ 

経営指導員数            

6 講習会等 1回あたり出席者数 
年間出席者数   人 人 人 ％ 

開催回数           
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（別表２） 

経営発達支援事業の実施体制 

（１）組織体制 

経営発達支援事業は、当商工会議所中小企業相談部(1支所2課体制)に所属する経営指導員8名・

補助員2名が実施する。また、今回計画した経営発達支援事業は、当商工会議所の事業計画の各事

業と連動させ、他の部署との連携ならびに全所的に推進する。 

経営発達支援事業の進捗管理については、中小企業相談部部長が毎月管理し、確実に事業を実施

していく。また、専務理事・局長とのヒアリングを四半期ごとに行い、半期ごとに正副会頭会議で

進捗状況を報告する。 

 

（２）事務局組織図 

区分 専務

理事 

局長 部長 経営指導員 補助員 総務 

課長 

係長 

一般 

総務 

契約 

嘱託 

職員 

出向者 計

課長 担当

職員

男 1 1 1 3 5 0 2 1 1 15

女 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6

計 1 1 1 3 5 2 4 3 1 21

 

（３）連絡先         住所        神奈川県小田原市城内１－２１ 

部署        中小企業相談部 

電話番号      ０４６５－２３－１８１１ 

FAX番号       ０４６５－２２－０８７７ 

メールアドレス      sodan@odawara-cci.or.jp 

ホームページ     http://www.odawara-cci.or.jp/ 

 

平成２７年４月１日現在

80%

70% 飯田順彦

30% 大川修平

20% 杉山聖菜

業 務 係 樋 口 裕 紀

飯 田 順 彦経営 指 導 員 小 林 大 悟

まちづくり担当 

白 石 高 宏 長 田 圭 司

経 営 支 援 課 課 長
( 経 営 指 導 員 ）

古 川 正 治

小田原箱根商工会議所事務局組織図

中 小 企 業 相 談 部 長

池 谷 正 美

理 事 ・ 事 務 局 長

山 岡 弘

山 田 洋 子

経 営 指 導 員

経 営 指 導 員

内 田 信 也

代 理

経 営 支 援 課 課 長
( 経 営 指 導 員 ）

総　 務 　課　 長

本　山　三　男

内 田 信 也

総 務 係

経 営 指 導 員

松 下 智 子

井 上 経

須 藤 譲 治

箱 根 支 部 経 営 支 援 課 長
（ 経 営 指 導 員 ）

中 矢 慎 一

箱 根 支 部

経営指導員

経 営 指 導 員

パ ー ト

担 当

嘱 託

パ ー ト

米 山 可 純 　

係 長

山 田 陽 子平 井 喜 代

経 営 指 導 員

経 営 支 援
担 当 職 員

経 営 支 援
担 当 職 員

担 当
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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28年度 

(28年4月以降) 

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

調査事業 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

 調達方法 

小田原市 

神奈川県（県連） 

当商工会議所 

    270

100

1,470

    270

100

1,470

 

    270 

100 

1,470 

 

    270 

100 

1,470 

 270

100

1,470

創業・巡回・窓口相談事業・景気対策等 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

 調達方法 

小田原市 

神奈川県 

当商工会議所 

   750

860

  1,390

   750

860

  1,390

 

   750 

860 

  1,390 

 

   750 

860 

  1,390 

750

860

  1,390

セミナー講習会事業 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

 調達方法 

小田原市 

神奈川県 

当商工会議所 

   1,450

    1,450

600

   1,450

    1,450

600

 

   1,450 

    1,450 

600 

 

   1,450 

    1,450 

600 

1,450

    1,450

600

販路開拓事業 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

 調達方法 

神奈川県 

小田原市 

当商工会議所 

    200

    500

     2,800 

    200

    500

     2,800 

 

    200 

    500 

     2,800 

 

    200 

    500 

     2,800  

200

   500

    2,800

地域活性化事業 28,200 25,600 25,600 25,600   25,600

 調達方法 

小田原市 

箱根町 

神奈川県(県連) 

当商工会議所 

 

   6,800 

        50 

     3,000 

19,050 

6,100

50

3,000

16,450

 

6,100 

50 

3,000 

16,450 

 

6,100 

50 

3,000 

16,450 

6,100

50

3,000

16,450

 

中小企業相談部事業全体                                                     （単位千円） 

 平成28年度 

(平成28年4月降)

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

中小企業相談部事業費 40,200 37,600 37,600 37,600 37,600

 小田原市 

箱根町 

神奈川県（連携補助金） 

神奈川県（地域振興事費） 

商工会議所（経営支援・商工振興費） 

9,870

 50

4,210

1,400

24,670

9,870 

50 

4,210 

1,400 

22,070 

9,870 

50 

4,210 

1,400 

22,070 

 

9,870 

50 

4,210 

1,400 

22,070 

9,870 

50 

4,210 

1,400 

22,070 
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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  

「地域の経済動向調査に関すること」 

各種調査を活用して地域経済の動向を調査して、その結果を整理・分析して小規模事業者にフィードバッ

クし、販売している商品又は提供している役務の需要動向に関しての経営計画の見直し等持続可能な経営

体制を構築する指針とする。 

・巡回訪問、窓口相談・景況調査・ＬＯＢＯ調査・流動客調査・等 

連携者及びその役割 

小田原・箱根の経済環境を把握することにより、既存の小規模事業者ならびに新規創業者に対しての経営

計画策定の外的環境を認識してもらう資料として活用する。 

【小田原市】 

 代表者：市長 加藤 憲一  経済部部長  長谷川 孝春 

住 所：〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300             ℡ 0465-33-1210 

【小田原市商店街連合会】 

代表者：会長 古川孝昭 

住 所：〒250-0398 神奈川県小田原市城内1-21          ℡ 0460-22-5961 

【県西地域経済懇話会】 

小田原市橘商工会 256-0813 神奈川県小田原市前川 655 会長 小野澤 籐一 

足柄上商工会 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領 2083-2 会長 大鹿 立脇 

山北町商工会 258-0113 足柄上郡山北町山北 1889－36 会長 武 英男 

南足柄市商工会 250-0105 南足柄市関本９６１ 会長 佐藤 修一 

湯河原町商工会 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥 1-7-1  会長 石倉 幸久 

真鶴町商工会 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴 1875-6 会長 青木 孝光 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 会頭 鈴木 悌介 

（一財）箱根町観光協会 250-0311 箱根町湯本 256 会長 勝俣 伸 

 

【県西地域中小企業支援ネットワークの参加機関一覧表】 

参加機関名 氏名 連絡先 住所 

金 

融 

関 

係 

機 

関 

地域

金融

機関 

1 みずほ銀行 小田原支店 支店長八木秀明 0465-23-1143 小田原市栄町2-7-32 

2 三井住友銀行 西湘エリア 岩 崎  達 志
エリアコーポレートマネージャー

 0463-22-3271 平塚市明石町9-1 

3 りそな銀行 小田原支店 支店長 斉藤倫明 0465-22-1321 小田原市栄町2-9-1 

4 横浜銀行 小田原支店 支店長 堀 俊一 0465-22-2131 小田原市栄町2-7-36 

5 静岡銀行 小田原支店 支店長 溝口克己 0465-23-3142 小田原市栄町4-10-3 

6 スルガ銀行 小田原支店 支店長 湯山一夫 0465-22-2191 小田原市栄町1-14-52 

7 静岡中央銀行 小田原支店 支店長 西山吉樹 0465-22-9201 小田原市栄町1-16-35 

8 さがみ信用金庫 本部（融資部） 融資部長矢野克明 0465-24-3191 小田原市浜町1-4-28 

9 中栄信用金庫 開成支店 支店長 相原和幸 0465-83-3366 足柄上郡開成町吉田島3811-1 

10 中南信用金庫 中井支店（下中店） 支店長 野口一弘 0465-81-2621 足柄上郡中井町田中1040 

11 小田原第一信用組合 本店 業務部長横山昌秀 0465-23-0292 小田原市栄町2-9-35 

政府

系 

12 日本政策金融公庫 厚木支店中小企業事業 支店長 渡邉博樹 046-297-5071 厚木市中町3-11-21 

13 日本政策金融公庫 小田原支店国民生活事業 支店長 和田めぐみ 0465-23-3175 小田原市城内1-21 
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保証

協会 

14 神奈川県信用保証協会 小田原支所 支所長 瀬戸嘉一 0465-23-0138 小田原市城内1-21 

15 神奈川県信用保証協会 本所経営支援室 室長 伊藤敏彦 045-681-7196 横浜市西区桜木町6-35-1 

関 

係 

団

体 

・機

関 

自 

治 

体 

16 関東財務局横浜財務事務所 理財課 課長 飯島隆明 045-285-0981 横浜市中区北仲通5-57 

17 県西地域県政総合センター  所長 中村正樹 0465-32-8000 小田原市荻窪350-1 

18 小田原市 経済部 部長 長谷川孝春 0465-33-1210 小田原市荻窪300 

19 南足柄市 都市経済部 部長 磯崎一美 0465-73-8029 南足柄市関本440 

20 中井町 環境経済課 課長 相原文京 0465-81-1115 中井町比奈窪56 

21 大井町 地域振興課 課長 石田 均 0465-85-5013 大井町金子1995 

22 松田町 観光経済課 参事兼課長山口洋一 0465-83-1228 松田町松田惣領2037 

23 山北町 商工観光課 課長 小塚剛夫 0465-75-3646 山北町山北1301-4 

24 開成町 まちづくり部産業振興課 課長 井上 新 0465-84-0317 開成町延沢773 

25 箱根町 観光課 課長 吉田 功 0460-85-7111 箱根町湯本256 

26 真鶴町 産業観光課 課長 五十嵐徹也 0465-68-1131 真鶴町岩244-1 

27 湯河原町 まちづくり部観光課 課長 石黒英亀 0465-63-2111 湯河原町中央2-2-1 

支援

機関 

28 小田原箱根商工会議所 中小企業相談部 部長 池谷正美 0465-23-1811 小田原市城内1-21 

29 小田原市橘商工会  事務局長周東傅 0465-43-0113 小田原市前川391 

30 南足柄市商工会  事務局長南雲馨 0465-74-1346 南足柄市関本961 

31 足柄上商工会  事務局長二見孝志 0465-83-3211 松田町松田惣領2083-2 

32 山北町商工会  事務局長藤本 実 0465-75-3451 山北町山北1889-36 

33 真鶴町商工会  事務局長山崎良一 0465-68-0033 真鶴町真鶴1875-6 

34 湯河原町商工会  事務局長永山 正 0465-63-0111 湯河原町土肥1-7-1 

35 神奈川産業振興センター 事業部経営相談課 理事長 小林 賢 045-633-5200 横浜市中区尾上町5-80 

36 神奈川県中小企業診断協会 経営支援部 代表理事小倉仁志 045-228-7870 横浜市中区本町6-52 

 

目標：需要動向調査に関すること 

連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原箱根商工会議所 

・景況調査・流動客調査等 

・「景気ウォッチャー調査(内閣府発行)」 

・「中小企業景況調査」（全国対象、中小企業基盤整備機構・中小企業庁発行） 

・「月例経済動向」（全国対象、内閣府発行） 

・「神奈川県中小企業動向調査結果（小企業編）」（神奈川県対象、日本政策金融

公庫横浜支店国民生活事業発行） 

・「中小企業景気動向調査結果」（神奈川産業振興センター発行） 

【小田原市】 

【箱根町】 

【小田原市商店街連合会】 

小規模 

事業者 

日商 

ＬＯＢＯ調査 

県西ネット 

県西商工会 
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４-２．連携する内容  

「小規模事業者の経営分の析に関すること」 

小規模事業者に対して経営指導員が巡回・窓口相談において、販売している商品又は提供している役

務の内容、保有している技術、ノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務内容等を聞き込み、その

情報を小規模事業者管理シートとして保有し経営状況を把握・分析する。把握・分析結果に対して、

また、経営者からの相談内容に対しての専門的な課題については、必要に応じて各種専門機関と連携

してサポートしていく。 

連携者及びその役割 

専門的な課題に対して、助言・アドバイス・経営改善計画の指導に協力してもらい小規模事業者の持

続的発展をサポートする。 

【公益法人神奈川産業振興センター】 

 代表者：理事長 蛯名 喜代作 

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

【神奈川県よろず支援拠点】 

 代表者：コーディネーター 山崎 隆由 

 住 所：〒231-0015  神奈川県横浜市中区尾上町5-80    ℡ 045-633-5071 

【神奈川県中小企業診断協会】 

 代表者：会長  小倉 仁志 

 住 所：〒231-0005  神奈川県横浜市中区本町6-52本町アンバービル8階   ℡ 045-228-7870 

【神奈川県産業技術センター】 

 代表者：所長  大塚 康男 

 住 所：〒243-0435  神奈川県海老名市下今泉705-1      ℡ 046-236-1500 

【神奈川県産業技術センター 久野工芸技術所】 

 代表者：所長  柳瀬 敦 

 住 所：〒250-0055  神奈川県小田原市久野621          ℡ 0465-35-3557 

【経営革新等認定支援機関】 

・横浜銀行 小田原支店 支店長 山田 真悟   〒250-0011小田原市栄町2-7-36   ℡ 0465-22-2131 

・さがみ信用金庫    理事長 片桐 晃    〒250-0004小田原市浜町1-4-28   ℡ 0120-426-614 

・静岡銀行 小田原支店 支店長 溝口 克巳   〒250-0011小田原市栄町4-10-3   ℡ 0465-23-3141 

・静岡中央銀行小田原支店 支店長西山 吉樹   〒250-0011小田原市栄町1-16-35  ℡ 0465-22-9201 

・スルガ銀行小田原支店 支店長 湯山 一夫   〒250-0011小田原市栄町1-14-52  ℡ 0465-22-2191 

・小田原第一信組    理事長 椎野 武    〒250-0011小田原市栄町2-9-35   ℡ 0465-23-0291 

・日本政策金融公庫小田原支店支店長 硯見 仁  〒250-0014小田原市城内1-21     ℡ 0465-23-3175 

【東京地方税理士会小田原支部】 

 代表者：支部長 近藤 正道          〒250-0014 小田原市城内1-21    ℡  0465-24-0195 

【公益法人けいしん神奈川】 

代表者：理事長 小池 登志男         〒250-0014横浜市中区尾上町5-80 ℡  045-633-5163 

【公社 神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部】 

代表者：支部長 高杉 尚男        〒250-001小田原市栄町1-5-1   ℡  0465-23-3543 
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連携体制図 

 

目標：小規模事業者の経営分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原箱根商工会議所 

・巡回相談・窓口相談 

・経営状況の把握 

・経営分析 

・経営者への分析結果提供 

・結果からの持続的経営計画の策定 

【公益法人神奈川産業振興センター】 

【神奈川県よろず支援拠点】 

【神奈川県中小企業診断協会】 

【神奈川県産業技術センター】 

【神奈川県産業技術センター 久野工芸技術所】 

【経営革新等認定支援機関】 

横浜銀行・さがみ信用金庫・静岡銀行小田原支店・静岡中央銀行小田原支店・

スルガ銀行小田原支店・小田原第一信組 ・日本政策金融公庫小田原支店 

【東京地方税理士会小田原支部】 

【公益法人けいしん神奈川】 

【公社 神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部】 

小規模 

事業者 
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４-３．連携する内容  

「事業計画策定支援に関すること」 

事業計画策定に関するセミナー、個別相談会等を開催、また、小規模事業者持続化補助金を活用して

積極的な事業展開を目指す小規模事業者の掘り起こしを行うと共に、事業計画策定、フォローアップ

を神奈川県よろず支援拠点や神奈川県中小企業診断協会・経営革新等認定支援機関と連携して行う。 

 

連携者及びその役割 

小規模事業者は、経営環境の動向について把握していない事業者が多く、ほとんどが経営計画などは

作成していない。今後の経営環境の変化に柔軟に対応するためにも、経営計画は、必要不可欠である

ことを認識させ、事業計画策定のための支援とそのフォローアップを商工会議所がワンストップで支

援することが使命と考えている。 

【公益法人神奈川産業振興センター】 

 代表者：理事長 蛯名 喜代作 

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

【神奈川県よろず支援拠点】 

 代表者：コーディネーター 山崎 隆由 

 住 所：〒231-0015  神奈川県横浜市中区尾上町5-80    ℡ 045-633-5071 

【神奈川県中小企業診断協会】 

 代表者：会長  小倉 仁志 

 住 所：〒231-0005  神奈川県横浜市中区本町6-52本町アンバービル8階   ℡ 045-228-7870 

【神奈川県産業技術センター】 

 代表者：所長  大塚 康男 

 住 所：〒243-0435  神奈川県海老名市下今泉705-1      ℡ 046-236-1500 

【神奈川県産業技術センター 久野工芸技術所】 

 代表者：所長  柳瀬 敦 

 住 所：〒250-0055  神奈川県小田原市久野621          ℡ 0465-35-3557 

【経営革新等認定支援機関】 

・横浜銀行 小田原支店 支店長 山田 真悟  〒250-0011小田原市栄町2-7-36   ℡ 0465-22-2131 

・さがみ信用金庫    理事長 片桐 晃   〒250-0004小田原市浜町1-4-28   ℡ 0120-426-614 

・静岡銀行 小田原支店 支店長 溝口 克巳  〒250-0011小田原市栄町4-10-3   ℡ 0465-23-3141 

・静岡中央銀行小田原支店 支店長西山 吉樹  〒250-0011小田原市栄町1-16-35  ℡ 0465-22-9201 

・スルガ銀行小田原支店 支店長 湯山 一夫  〒250-0011小田原市栄町1-14-52  ℡ 0465-22-2191 

・小田原第一信組    理事長 椎野 武   〒250-0011小田原市栄町2-9-35   ℡ 0465-23-0291 

・日本政策金融公庫小田原支店支店長 硯見 仁 〒250-0014小田原市城内1-21     ℡ 0465-23-3175 
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連携体制図 

 

目標：事業計画策定支援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原箱根商工会議所 

・巡回相談・窓口相談・セミナーの開催・個別相談会 

・創業、経営革新、小規模事業者持続化補助金申請等に

おける事業計画策定支援 

・事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし 

・ 

【公益法人神奈川産業振興センター】 

【神奈川県よろず支援拠点】 

【神奈川県中小企業診断協会】 

【神奈川県産業技術センター】 

【神奈川県産業技術センター 久野工芸技術所】 

【経営革新等認定支援機関】 

横浜銀行・さがみ信用金庫・静岡銀行小田原支店・静岡中央銀行小田原支店・

スルガ銀行小田原支店・小田原第一信組・日本政策金融公庫小田原支店    

 

小規模 
事業者 
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４-４．連携する内容  

「事業計画策定後の実施支援に関すること」 

事業計画に従って行われる事業の実施に関し、定期的に策定に関するセミナー、個別相談会等を開催

して、継続的に支援する体制を構築する。また、小規模事業者持続化補助金を活用して積極的な事業

展開を目指す小規模事業者の掘り起こしを行うと共に、事業計画策定、フォローアップを神奈川県よ

ろず支援拠点や神奈川県中小企業診断協会・経営革新等認定支援機関と連携して行う。 

連携者及びその役割 

小規模事業者は、経営環境の動向について把握していない事業者が多く、ほとんどが経営計画などは

作成していない。今後の経営環境の変化に柔軟に対応するためにも、経営計画は、必要不可欠である

ことを認識させ、事業計画策定のための支援とそのフォローアップを商工会議所がワンストップで支

援することが使命と考えている。 

【公益法人神奈川産業振興センター】代表者：理事長 蛯名 喜代作 

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

【神奈川県よろず支援拠点】    代表者：コーディネーター 山崎 隆由 

               住 所：〒231-0015  神奈川県横浜市中区尾上町5-80    ℡ 045-633-5071 

【神奈川県中小企業診断協会】  代表者：会長  小倉 仁志 

       住 所：〒231-0005  神奈川県横浜市中区本町6-52本町アンバービル8階   ℡ 045-228-7870 

【神奈川県産業技術センター  】代表者：所長  大塚 康男 

               住 所：〒243-0435  神奈川県海老名市下今泉705-1     ℡ 046-236-1500 

【神奈川県産業技術センター 久野工芸技術所】代表者：所長  柳瀬 敦 

               住 所：〒250-0055  神奈川県小田原市久野621      ℡ 0465-35-3557 

【経営革新等認定支援機関】 

・横浜銀行 小田原支店 支店長 山田 真悟  〒250-0011小田原市栄町2-7-36   ℡ 0465-22-2131 

・さがみ信用金庫    理事長 片桐 晃   〒250-0004小田原市浜町1-4-28   ℡ 0120-426-614 

・静岡銀行 小田原支店 支店長 溝口 克巳  〒250-0011小田原市栄町4-10-3   ℡ 0465-23-3141 

・静岡中央銀行小田原支店 支店長西山 吉樹  〒250-0011小田原市栄町1-16-35  ℡ 0465-22-9201 

・スルガ銀行小田原支店 支店長 湯山 一夫  〒250-0011小田原市栄町1-14-52  ℡ 0465-22-2191 

・小田原第一信組    理事長 椎野 武   〒250-0011小田原市栄町2-9-35   ℡ 0465-23-0291 

・日本政策金融公庫小田原支店支店長 硯見 仁 〒250-0014小田原市城内1-21     ℡ 0465-23-3175 

【一社神奈川県発明協会】 

 代表者：会長 畑山 馨  

住 所：〒231-0015 横浜市中区尾上町５－８０神奈川中小企業センター6、4階    ℡ 045-633-5055 

【日本弁理士会関東支部神奈川委員会】 

代表者：委員長 樋口 正樹 担当役員 穂坂 道子 

住 所：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2                 ℡ 03-3519-2751 

【神奈川県中小企業再生支援協議会】(公益法人神奈川産業振興センター代表者：理事長 蛯名 喜代作) 

住 所：〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービル 12階   ℡ 045-633-5143 
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連携体制図 

 

目標：事業計画策定支援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原箱根商工会議所 

・巡回相談・窓口相談・セミナーの開催・個別相談会 

・創業、経営革新、小規模事業者持続化補助金申請等に

おける事業計画策定支援 

・事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こし 

・ 

【公益法人神奈川産業振興センター】 

【神奈川県よろず支援拠点】 

【神奈川県中小企業診断協会】 

【神奈川県産業技術センター】 

【神奈川県産業技術センター 久野工芸技術所】 

【経営革新等認定支援機関】 

横浜銀行・さがみ信用金庫・静岡銀行小田原支店・静岡中央銀行小田原支店・

スルガ銀行小田原支店・小田原第一信組・日本政策金融公庫小田原支店 

【一社神奈川県発明協会】 

【日本弁理士会関東支部神奈川委員会】 

【神奈川県中小企業再生支援協議会】 

 

小規模 
事業者 
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４-５．連携する内容  

「需要動向調査に関すること」 

小規模事業者に対して経営指導員が巡回・窓口相談において、販売している商品又は提供している役

務の需要動向に関しての情報収集、整理、分析を行い、その情報を小規模事業者管理シートとして保

有し経営状況を把握・分析する。把握・分析結果に対して、また、経営者からの相談内容に対しての

専門的な課題については、必要に応じて各種専門機関と連携してサポートしていく。 

小規模事業者から需要動向に関する相談があった場合は、神奈川県よろず支援拠点専門家やミラサポ

専門家、神奈川県中小企業診断協会、神奈川県産業振興センター、神奈川県等により全国ネット網を

利用し需要動向情報を提供する。また、海外の需要動向については、ジェトロ横浜等と連携して情報

提供を行う。 

 

連携者及びその役割 

【神奈川県よろず支援拠点】    代表者：コーディネーター 山崎 隆由 

               住 所：〒231-0015  神奈川県横浜市中区尾上町5-80    ℡ 045-633-5071 

【神奈川県中小企業診断協会】  代表者：会長  小倉 仁志 

       住 所：〒231-0005  神奈川県横浜市中区本町6-52本町アンバービル8階   ℡ 045-228-7870 

【神奈川県産業技術センター  】代表者：所長  大塚 康男 

               住 所：〒243-0435  神奈川県海老名市下今泉705-1     ℡ 046-236-1500 

【神奈川県産業技術センター 久野工芸技術所】代表者：所長  柳瀬 敦 

               住 所：〒250-0055  神奈川県小田原市久野621      ℡ 0465-35-3557 

【日本貿易振興機構ジェトロ横浜】 

 代表者：理事長 石毛 博行 

住 所：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル2階    ℡ 045-222-3901 

 

連携体制図 

 

目標：需要動向に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【神奈川県よろず支援拠点】 

【神奈川県中小企業診断協会】 

【神奈川県産業技術センター】 

【神奈川県】 

【日本貿易振興機構ジェトロ横浜】

小田原箱根商工会議所 

・小規模事業者商品・役務の需要動向 

・消費者の需要動向

小規模 
事業者 
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４-６．連携する内容  

「新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」 

地場産業等の小規模事業者に対しては、展示即売会や箱根物産連合会が実施している「木製品フェア」、

工業系の事業所に対しては「テクニカルショーヨコハマ」等への出店をサポートして行く。 

さらにwebの活用支援、ホームページの作成支援、広報支援、ｅコマースやＩＴを活用したマーケティ

ング戦略セミナー等を開催し販路開拓の支援を推進して行く。また、神奈川県よろず拠点と連携して

販路開拓アドバイザー、海外支援アドバイザー等の専門家を活用し、支援を行う。 

連携者及びその役割 

小規模事業者は、自社の商品や役務の提供の広告・宣伝媒体が弱く、自社の優れた商品・役務の提供

がマーケットに浸透しづらい状況となっている。商談会への積極的な参加を呼びかけ、一般消費者向

けの販売・ＰＲの機会である「ＹAHOO！おもてなしギフト」や大阪商工会議所と連携している「ザ・

ビジネスモール」の加入者を増やし、ＢtoＣ、ＢtoＢの販路開拓支援を行う。 

【神奈川県商工会議所連合会】 

 代表者：会頭 佐々木 謙二 

 住 所：〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目80                       ℡  045-633-5080 

【神奈川県内13商工会議所】 

  

【小田原市地場産業振興協議会】 

 代表者：会長 高梨 桂治                         ℡ 0465-23-1811 

 住 所：〒250-0014 神奈川県小田原市城内1-21 小田原箱根商工会館4階(小田原箱根商工会議所内)   

【一社)箱根物産連合会】 

 代表者：会長 露木 清勝 

 住 所：〒250-0055 神奈川県小田原市久野621番地 産業技術センター工芸技術所 ℡ 0465-32-5252  

【テクニカルショーヨコハマ実行委員会】 

 代表者：理事長 蛯名 喜代作 

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

【経営革新等認定支援機関】 

・横浜銀行 小田原支店 支店長 山田 真悟  〒250-0011小田原市栄町2-7-36   ℡ 0465-22-2131 

・さがみ信用金庫    理事長 片桐 晃   〒250-0004小田原市浜町1-4-28   ℡ 0120-426-614 

・静岡銀行 小田原支店 支店長 溝口 克巳  〒250-0011小田原市栄町4-10-3   ℡ 0465-23-3141 

・静岡中央銀行小田原支店 支店長西山 吉樹  〒250-0011小田原市栄町1-16-35  ℡ 0465-22-9201 

・スルガ銀行小田原支店 支店長 湯山 一夫  〒250-0011小田原市栄町1-14-52  ℡ 0465-22-2191 

・小田原第一信組    理事長 椎野 武   〒250-0011小田原市栄町2-9-35   ℡ 0465-23-0291 

・日本政策金融公庫小田原支店支店長 硯見 仁 〒250-0014小田原市城内1-21     ℡ 0465-23-3175 

【日本貿易振興機構ジェトロ横浜】 

 代表者：理事長 石毛 博行 

住 所：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル2階  ℡ 045-222-3901 
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連携体制図 

 

目標：新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原箱根商工会議所 

・人脈・販路拡大交流会 

・ビジネスマッチング 

・地場産品の見本市・展示会等の開催支援 

・ザ・ビジネスモール等 web 活用、広報支援 

・海外展開への販路開拓支援 

【神奈川県商工会議所連合会】 

【神奈川県内13商工会議所】 

【小田原市地場産業振興協議会】 

【箱根物産連合会】 

【テクニカルショーヨコハマ実行委員会】 

【小田原箱根産業まつり実行委員会】 

【神奈川県産業技術センター 久野工芸技術所】 

【神奈川県】 

【日本貿易振興機構ジェトロ横浜】 

 

 

小規模 

事業者 
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４-７．連携する内容  

東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会との連携 

（１）経済活性化・観光振興 

①外国人観光客誘客及び環境整備（Ｗi-Ｆi等） 

②地域資源の活用（連携や新たな魅力発掘） 

③東京オリンピック・パラリンピックを契機とした世界への情報発信等 

（２）スポーツ・文化振興 

 ①スポーツや文化を楽しむ機会の創出、健康増進 

 ②障がい者スポーツの振興 

 ③未来のアスリート支援 

 ④子どもたちの国際交流（ホストシティ・タウン構想） 

 ⑤事前キャンプ地誘致等 

連携者及びその役割 

2020年東京オリンピック・パラリンピックの機会を捉え、地域経済の活性化や観光振興、スポーツ・

文化振興などを多様な主体により推進するために、小田原市、箱根町、小田原箱根商工会議所、小

田原市体育協会の発起により、「東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会」を設け、

情報共有をはじめ、各主体の取組や連携等について検討すると共に、その実現に向けた取組を行う。

 

連携体制図 

 

目標：地域経済の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会 分科会代表団体 

小田原市 〒250‐0042 小田原市荻窪300       市長 加藤 憲一 

箱根町 〒250‐0311 箱根町湯本 256         町長 山口 昇士 

小田原箱根商工会議所 〒250‐8567 小田原市城内1-21      会頭 鈴木 悌介 

小田原市体育協会 〒250-0866 神奈川県小田原市中曽根263番地 小田原市総合文化体育館・小田

原アリーナ内                             会長 江島 絋 

 

スポーツ・文化振興 

分科会 

経済活性化・ 

観光振興 

分科会 

東京オリンピック・パラリンピック神奈川県西部連絡会（全体会） 
・外国人観光

客誘客 

・地域資源の

活用 

・世界への情

報発信 

・環境整備 

・スポーツ・

文化の創出 

・障がい者ス

ポーツの

振興 

・未来アスリ

ート支援 

・子供の国際

交流 

・キャンプ地

の誘致 

22 団体 
53 団体 

65 団体 
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４－８．連携する内容   

県西地域中小企業支援ネットワーク「県西ネット」との連携 

①ネットワーク会議の開催（年1回～2回実施） 

・情報交換会や研修会（施策ツールの紹介、地域金融機関による再生支援の取組みや再生手法に関連する勉強会等）

②セミナーの開催（年1回～2回実施） 

・日本政策金融公庫や信用保証協会なとどと共同で創業セミナーや経営者セミナーを開催 

③その他 

・金融相談等各構成機関が実施する活動などに後援、共催、参加していく。 

・当商工会議所の経営発達支援事業の事業計画や実施に伴う事業内容を本ネットワークを通じて県西地域の事業者に

告知していく。 

連携者及びその役割 

・神奈川県県西地域（2市8町 小田原市、南足柄市、箱根町、真鶴町、湯河原町、中井町、大井町、松田

町、山北町、開成町）を一つの地域経済地区と捉えそのネットワークを構築し、地域的な経営支援・再

生支援を促進させる。 

・県西地域の中小企業・小規模事業者を支援する支援機関の連携支援体制を構築し、中小・小規模事業者

への経営支援及び再生支援の機能を効果的に発揮することにより、中小小規模事業者の経営の安定を図

り、もって県西地域振興への寄与と地場産業の発展並びに地域雇用の確保等に資することを目的とする。

県西地域中小企業支援ネットワークの参加機関一覧表 

参加機関名 氏名 連絡先 住所 

金 

融 

関 

係 

機 

関 

地域

金融

機関 

1 みずほ銀行 小田原支店 支店長八木秀明 0465-23-1143 小田原市栄町2-7-32 

2 三井住友銀行 西湘エリア 岩 崎  達 志
エリアコーポレートマネージャー

 0463-22-3271 平塚市明石町9-1 

3 りそな銀行 小田原支店 支店長 斉藤倫明 0465-22-1321 小田原市栄町2-9-1 

4 横浜銀行 小田原支店 支店長 堀 俊一 0465-22-2131 小田原市栄町2-7-36 

5 静岡銀行 小田原支店 支店長 溝口克己 0465-23-3142 小田原市栄町4-10-3 

6 スルガ銀行 小田原支店 支店長 湯山一夫 0465-22-2191 小田原市栄町1-14-52 

7 静岡中央銀行 小田原支店 支店長 西山吉樹 0465-22-9201 小田原市栄町1-16-35 

8 さがみ信用金庫 本部（融資部） 融資部長矢野克明 0465-24-3191 小田原市浜町1-4-28 

9 中栄信用金庫 開成支店 支店長 相原和幸 0465-83-3366 足柄上郡開成町吉田島3811-1 

10 中南信用金庫 中井支店（下中店） 支店長 野口一弘 0465-81-2621 足柄上郡中井町田中1040 

11 小田原第一信用組合 本店 業務部長横山昌秀 0465-23-0292 小田原市栄町2-9-35 

政府

系 

12 日本政策金融公庫 厚木支店中小企業事業 支店長 渡邉博樹 046-297-5071 厚木市中町3-11-21 

13 日本政策金融公庫 小田原支店国民生活事業 支店長 和田めぐみ 0465-23-3175 小田原市城内1-21 

保証

協会 

14 神奈川県信用保証協会 小田原支所 支所長 瀬戸嘉一 0465-23-0138 小田原市城内1-21 

15 神奈川県信用保証協会 本所経営支援室 室長 伊藤敏彦 045-681-7196 横浜市西区桜木町6-35-1 

関 

係 

団

体 

・機

関 

自 

治 

体 

16 関東財務局横浜財務事務所 理財課 課長 飯島隆明 045-285-0981 横浜市中区北仲通5-57 

17 県西地域県政総合センター  所長 中村正樹 0465-32-8000 小田原市荻窪350-1 

18 小田原市 経済部 部長 長谷川孝春 0465-33-1210 小田原市荻窪300 

19 南足柄市 都市経済部 部長 磯崎一美 0465-73-8029 南足柄市関本440 

20 中井町 環境経済課 課長 相原文京 0465-81-1115 中井町比奈窪56 

21 大井町 地域振興課 課長 石田 均 0465-85-5013 大井町金子1995 

22 松田町 観光経済課 参事兼課長山口洋一 0465-83-1228 松田町松田惣領2037 

23 山北町 商工観光課 課長 小塚剛夫 0465-75-3646 山北町山北1301-4 

24 開成町 まちづくり部産業振興課 課長 井上 新 0465-84-0317 開成町延沢773 



42 
 

25 箱根町 観光課 課長 吉田 功 0460-85-7111 箱根町湯本256 

26 真鶴町 産業観光課 課長 五十嵐徹也 0465-68-1131 真鶴町岩244-1 

27 湯河原町 まちづくり部観光課 課長 石黒英亀 0465-63-2111 湯河原町中央2-2-1 

支援

機関 

28 小田原箱根商工会議所 中小企業相談部 部長 池谷正美 0465-23-1811 小田原市城内1-21 

29 小田原市橘商工会  事務局長周東傅 0465-43-0113 小田原市前川391 

30 南足柄市商工会  事務局長南雲馨 0465-74-1346 南足柄市関本961 

31 足柄上商工会  事務局長二見孝志 0465-83-3211 松田町松田惣領2083-2 

32 山北町商工会  事務局長藤本 実 0465-75-3451 山北町山北1889-36 

33 真鶴町商工会  事務局長山崎良一 0465-68-0033 真鶴町真鶴1875-6 

34 湯河原町商工会  事務局長永山 正 0465-63-0111 湯河原町土肥1-7-1 

35 神奈川産業振興センター 事業部経営相談課 理事長 小林 賢 045-633-5200 横浜市中区尾上町5-80 

36 神奈川県中小企業診断協会 経営支援部 代表理事小倉仁志 045-228-7870 横浜市中区本町6-52 

 

連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

保証協会本部・小田原支所 

・県西ネットの運営 

・セミナー等の選定 

神奈川産業振

興センター 

神奈川県中小企

業診断協会 

小田原箱根商工会議所 

・県西ネットの運営・小規模事業者支援メニューの

情報収集と告知 

・商工会議所主催の創業セミナー・経営者セミナー

等の告知

県西地域中小企業支援ネットワーク「県西ネット」 

・情報交換、講演会、研修等の実施と中小企業等支援に必

要な情報の共有 

・セミナーの開催 

・金融相談等各構成機関が実施する活動などに後援、共催、

参加  

・情報の共有 

中小・小

規模規模

事業者 

県西金融 

機関 15 行 

自治体 

10 行政 

政府系金融 

2 行 

商工会 
6行 

目標：地域経済の活性化 

関東財務局 

横浜財務事務所 

・県西地域の経済情報収集 

・国支援メニューの情報提供 
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４－９．連携する内容   

小田原市・箱根町・小田原橘商工会・神奈川県との連携 

①小田原箱根まちなか博覧会の開催（毎年1回開催） 

（１）小田原箱根の商工業者として、地域に対してこれまでのご支援とご愛顧への感謝の意を表する。 

（２）会員企業の事業、地域産業を地域の方々のみならず、未来ある子供たちやこれから小田原や箱根での

活躍を望む若者たちに広く強く発信することにより、人、モノ、金の地域循環の一助とする。 

（３）地域資源を活用し、小田原箱根への継続的な集客につながる産業観光の振興に資する事業を展開する。

連携者及びその役割 

小田原市、箱根町、神奈川県より補助金を助成いただき、自主財源とあわせ事業を実施している。 

昨年で33回目の開催で地域産業祭りとして定着している。小田原市からは人的支援をいただき安全確

保に努めている。小田原橘商工会とは、小田原市内の商工会として当事業のＰＲと共に橘商工会主催

のみんなの花火事業に協力し、箱根、小田原の地域活性化事業を推進している。 

 

連携体制図 

 

    目標：商品、サービスの需要動向、地域の経済動向に関する情報収集と地域活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活性化 

経営発達支援事業 

指針：③商品、サービスの需要動向、地域の経済

動向に関する情報の収集、提供等 

指針：④広報、商談会・展示会等の開催又は参加、

需要の開拓に寄与する事業 

 

小田原箱根商工会議所

地域連携補助事業 

○連携機関○ 

・小田原市 

・箱根町 

・小田原橘商工会

・神奈川県 

○協力機関○ 

・小田原市商店街連

合会 

・小田原市観光協会

・(財)箱根町観光協会

・NＨＫ横浜放送局 

・㈱テレビ神奈川 

○協力機関○ 

・小田原ケーブルテレビ 

・ＦＭ小田原㈱ 

・横浜ＦＭ放送㈱ 

・東日本旅客鉄道㈱ 

・東海旅客鉄道㈱ 

・小田急電鉄㈱ 

・箱根登山鉄道㈱ 

・伊豆箱根鉄道㈱ 

・箱根温泉旅館協同組合 

・㈱神静民報社 
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連携機関 

神奈川県 県西地域県政総

合センター 

所長 

 

中村 正樹  

 

〒250‐0042 小田原市荻窪 350‐1 

 

小田原市 市長 

 

加藤 憲一  

 

〒250‐0042 小田原市荻窪 300   

小田原市産業政策課 

箱根町  町長 

 

山口 昇士  

 

〒250‐0311 箱根町湯本２５６   

箱根町観光部産業施設課 

小田原市商店街連合会  会長 

 

古川 孝昭  

 

〒250‐0014 小田原市城内 1‐21 

小田原市観光協会     会長 

 

鈴木 智惠子 

 

〒250‐0014 小田原市城内 1‐1 

（一財）箱根町観光協会 理事長 

 

勝俣 伸  

 

〒250‐0311 箱根町湯本 698 

NHK横浜放送局 局長 

 

若宮 敏彦 

 

TEL 045-211-0418 

〒231-8324 横浜市中区山下町 281   

㈱テレビ神奈川 代表取締役

社長 

 

大加 章雅  

 

TEL 045-651-1873 

FAX 045-664-0044 

〒231-8001 横浜市中区太田町 2-23  

 

協力先 

 

小田原ケーブルテレビ㈱ 代表取締役社長 山田 文雄 〒250‐0034 小田原市板橋 888 

FM 小田原㈱  代表取締役 鈴木 吉兵衛 〒250-8555 小田原市荻窪 300 

横浜 FM 放送㈱ 代表取締役社長 藤木 幸夫 〒220-8110 横浜市西区みなとみらい

2-2-1 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ 10F 

東日本旅客鉄道㈱ 執行役員横浜支社長 平野 邦彦 〒220-0023 横浜市西区平沼 1-40-26   

東日本旅客鉄道㈱  小田原駅長  岡本 暁 〒250-0011 小田原市栄町 1-1-9 

東海旅客鉄道㈱ 小田原駅長 髙橋 泰弘 〒250-0045 小田原市城山 1-1-1 

小田急電鉄㈱ 小田原駅長  鈴木 真人 〒250-0045 小田原市城山 1-1-1 

箱根登山鉄道㈱ 取締役社長 府川 光夫 〒250-0045 小田原市城山 1-15-1 

伊豆箱根鉄道㈱  管区長 長沢 靖二 〒250-0011 小田原市栄町 1-1-1 

箱根温泉旅館協同組合 理事長 鈴木 茂男 〒250-0311 箱根町湯本 698 

株式会社神静民報社 代表取締役社長 田中 一之 〒250-0055  小田原市久野 4502  
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４－10．連携する内容  

災害時支援協定 掛川商工会議所、日光商工会議所との連携 

①小規模事業者に対する災害時の安定した支援体制を構築し、被災後の事業継続を支援する。 

②防災協定会議の開催（毎年1回開催） 

地域総合経済団体として、社会一般の福祉の増進に資する達成の為、地域商工業者の被災状況を把握すると

ともに、行政機関と連携し復興に向けた中小零細商工業者支援をする拠点機関である。 

 

連携者及びその役割 

平成 11 年 7 月に神奈川県小田原箱根商工会議所、静岡県掛川商工会議所、栃木県日光商工会議所の

三商工会議所により、大規模地震等非常災害が発生した時、管轄県知事の指示ならびに派遣承認に従

い、経営指導員等を被災商工会議所に派遣して被災地の経営改善事業が平常に戻るまでの期間、相互

支援を行う協定を結んだ。 

 平成 16 年 1 月から東海地震対策大綱により、地震の兆候が把握でき準備行動をするべきとの判断

が下された場合、警戒宣言の前に注意情報が出されるなどの国の防災体制が整ってきている。 

 派遣協定による応援態勢が円滑に行われるよう、マニュアルを策定して地域小規模事業者に対して

安定的に伴走型支援が行えるよう体制を整備している。 

派遣協定商工会議所 

【掛川商工会議所】会頭 鈴木 俊光  〒436-0079 静岡県掛川市掛川 551-2  TEL：0537-22-5151

【日光商工会議所】会頭 根本 英三郎     栃木県日光市平ケ崎 200-1 TEL：0288-30-1171 

連携体制図 

目標                小規模事業者災害時の安定した経営支援 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

安定した経営支援

○関連機関○ 

・神奈川県・小田原市・箱根町 

経営発達支援事業 

指針：①小規模事業者の経営状況の分析 

指針：②需要を見据えた事業計画の策定・実施に係

る伴走型の指導・助言 

指針：③商品、サービスの需要動向、地域の経済動

向に関する情報の収集、提供等 

指針：④広報、商談会・展示会等の開催又は参加、

需要の開拓に寄与する事業 

小田原箱根商工会議所 

災害時支援協定事業 ○連携機関○ 

・栃木県日光商工

会議所 

○連携機関○ 

・静岡県掛川商工

会議所 

 

○関連機関○ 

インフラ関係企業・各種支援団体 
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４－11．連携する内容  

箱根町歴史探訪会（まちあるき）事業・箱根町教育委員会との連携 

①箱根町教育委員会 箱根町歴史探訪会事業への協力（毎年2～3回） 

（１）箱根町教育委員会が行なう歴史探訪会事業に関して、国や町が指定する文化財や自然のみならず、文

化財とはなりえていないが歴史的意義のある店舗や旅館をリサーチし、探訪ルートに取り入れるよう

助言するなど、新たな観光資源発掘に協力する。 

（２）ただまちあるきをするだけではなく、各地の店舗や旅館の主人から直に地域や店舗・旅館の歴史を語

っていただくなどし、参加者により身近に箱根を感じていただき、再訪していただけるような仕掛け

作りの支援を行なう。 

（３）商店会等の諸会議（定例会・ミニ懇談会等）に積極的に参加し、隠れた観光資源の発掘に探訪会事業

を活用。教育委員会・商店会（地域観光協会）・商工会議所の 3 団体の協議の中で新たな探訪会事業

が生みだされていくとともに、地域活性化の一助とする。 

連携者及びその役割 

箱根町教育委員会の主催事業に当所が協力という形で事業を実施している。 

箱根にある文化財や自然を広く町内外の方に知っていただくことを目的とする事業。文化財にはな

り得ていないが歴史的意義のある店舗・旅館、見所を商工会議所や商店会（地域観光協会）が発掘

し、提案するなどし、新たな魅力を発信している。また、湯めぐり・食めぐりのみならず、旅館や

調度品、建物そのものを観光資源として紹介するなど新たな観光の可能性を広げている。 

 

 

連携体制図 

目標：新たな観光資源の発掘と提案による地域活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携機関 

地域活性化 

・文化財とはなりえていないが、歴史的に意

義のある店舗・旅館の調査 

・商店会（各地観光協会）と教育委員会、商

工会議所３団体の情報交換の場の設定と探

訪会に必要な情報の共有 

・新たな観光資源の発掘と提案 

・探訪会事業の広報・告知の支援 

・探訪会事業の実施に係る人的協力 

 

小田原箱根商工会議所 

箱根支部 
○連携機関○ 

箱根町教育委員会

生涯学習課 
○協力機関○ 

・箱根宮ノ下商店会 

・湯場ゆうの会 

・その他各地商店会

（観光協会） 
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箱根町教育委員会 

生涯学習課 

学芸員 

 

野坂 優介 

 

〒250‐0311 箱根町湯本 266 

 

 

協力先 

箱根宮ノ下商店会 会長 嶋  幸嗣 〒250-0404 箱根町宮ノ下 372 

湯場ゆうの会 会長 井島 章博 〒250-0311 箱根町湯本 637 

    

 
 

 

４－12．連携する内容  

県西地域経営指導員交流事業 

①県西2市8町の経営指導員を対象に指導員の資質向上と情報の交換ならびに交流を目的に開催（年

2回、1月・7月） 

連携者及びその役割 

県西地域の商工会（６行）と当商工会議所経営指導員による勉強会と各地域の情報を交換している。

勉強会については、日本政策金融公庫・保証協会・中小企業基盤機構の協力を得て実施している。

また、地域連携事業としてさんま大祭（東北復興支援事業）と銘を打ち各商工会、商工会議所でそ

れぞれの地域毎に秋に実施している。 

 

連携体制図 

目標：指導員の資質向上と地域情報の収集並びに資源の発掘と提案による地域活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県西地域指導員等交流会名簿 

地域活性化 

・県西地域情報交換 

・経営指導員資質向上のための勉強会 

・県西地域合同セミナーの開催 

・さんま大祭（復興支援）の各地域による開催 

小田原箱根商工会議所 

○連携機関○ 

・小田原市橘商工会

・足柄上商工会 

・山北町商工会 

・南足柄市商工会 

・湯河原町商工会 

・真鶴町商工会 

○協力機関○ 

・日本政策金融公庫国

民事業 

・日本政策金融公庫 

 中小企業事業部 

・中小企業基盤機構 

○関係機関○ 

県西地域経済懇話会（上部団体） 

・小田原市橘商工会・足柄上商工会・山北町商工会・南足柄市商工会・湯河原町商工会

・真鶴町商工会・箱根町観光協会 
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所    属 郵便番号 住所 お名前 

小田原市橘商工会 256-0813 神奈川県小田原市前川 655 清水陽介 

足柄上商工会 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領 2083-2 津田 昌賦 

足柄上商工会 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領 2083-2 野本 要 

足柄上商工会 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領 2083-2 高橋 信男 

山北町商工会 258-0113 足柄上郡山北町山北 1889－36 和田 貴浩 

山北町商工会 258-0113 足柄上郡山北町山北 1889－36 石渡 千春 

南足柄市商工会 250-0105 南足柄市関本９６１ 北村  英 

南足柄市商工会 250-0105 南足柄市関本９６１ 劔持 淳 

湯河原町商工会 

湯河原町商工会 

259-0303 

259-0303 

足柄下郡湯河原町土肥 1-7-1 

足柄下郡湯河原町土肥 1-7-1  

市川 俊之 

浅原 晃 

湯河原町商工会 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥 1-7-1  小川 亜希子 

真鶴町商工会 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴 1875-6 上原  裕康 

真鶴町商工会 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴 1875-6 相野谷 臣 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 池谷 正美 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 古川 正治 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 中矢 慎一 

小田原箱根商工会議所 250-0311 足柄下郡箱根町湯本 698 本山 三男 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 飯田 順彦 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 樋口 裕紀 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 内田 信也 

小田原箱根商工会議所 250-0311 足柄下郡箱根町湯本 698 小林 大悟 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 大川 修平 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 杉山 聖菜 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 山田 洋子 

 

 

 

 

 

県西地域指導員等交流会協力者名簿 
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所    属 郵便番号 住所 お名前 

中小企業基盤整備機構 105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 斎藤 環 

山中 貴史  日本政策金融公庫（国民） 250-8567 小田原市城内 1-21 

日本政策金融公庫（中小） 250-8567 厚木市中町 3-11-21 貝戸 雄幸 

神奈川県信用保証協会 250-8567 小田原市城内 1-21 内海 正明 

 

 

上部団体          県西地域経済懇話会 

小田原市橘商工会 256-0813 神奈川県小田原市前川 655 会長 小野澤 籐一 

足柄上商工会 258-0003 足柄上郡松田町松田惣領 2083-2 会長 大鹿 立脇 

山北町商工会 258-0113 足柄上郡山北町山北 1889－36 会長 武 英男 

南足柄市商工会 250-0105 南足柄市関本９６１ 会長 佐藤 修一 

湯河原町商工会 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥 1-7-1  会長 石倉 幸久 

真鶴町商工会 259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴 1875-6 会長 青木 孝光 

小田原箱根商工会議所 250-8567 小田原市城内 1-21 会頭 鈴木 悌介 

（一財）箱根町観光協会 250-0311 箱根町湯本 256 会長 勝俣 伸 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


