
経営発達支援計画の概要 

実施者名 厚木商工会議所（法人番号 ３０２１００５００３６６９） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

 地域の現状と課題を十分に認識し、小規模事業者の中長期的な振興の

あり方、地域の総合経済団体及び小規模事業者の支援機関としての役割

を踏まえ、「中長期に渡り小規模事業者の成長を継続して支援する」こと

を目標として、本計画においては、小規模事業者に対する売上の増加・

利益の確保に向けた経営力・技術力の向上、販路開拓等の支援を継続し

て推進する。 

事業内容 

Ⅰ． 経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

経営計画作成での活用及び事業者の経営判断の材料とするため、経済

動向と業種業態ごとの景況などについて、アンケート、巡回によるヒア

リングを行い、動向や見通しを把握・分析し、調査結果の提供を行う。

２．経営状況の分析に関すること 

顧客ニーズ、市場の動向等を知り、経営者の意識改革を図るため、巡

回・窓口相談や各種セミナーの開催等を通じて、経営指導員、専門家等

が経営分析を行い、経営計画の作成支援や経営改善等について支援する。

３．事業計画策定支援に関すること 

新たな取り組みや新分野への進出を支援するため、経済動向調査、経

営状況の分析等の結果を踏まえ、経営革新計画策定や事業計画の策定に

向けての指導・助言を行う。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

計画実行に必要な各種相談を適宜受けるとともに、計画の進捗状況を

確認するため、事業計画を策定した小規模事業者を対象にフォローアッ

プ・実施内容の見直し等を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

販売する商品やサービス等の需要動向を把握するため、需要動向調

査・セミナーなどを行うとともに、商品・サービスの開発や販路開拓な

どに活かすことができる情報の提供を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

売上増加による経営発達のため、消費者ニーズや市場動向に基づき、

地域イベントの実施による販売場所の創出と販売機会の拡大と併せ、商

談会への参加と実施後のフォローアップを行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

中心市街地のにぎわい創出のため、厚木市、観光協会、商店会連合会

との連携を密にしながら、中心市街地のにぎわい創出に直結した魅力あ

ふれる事業を実施し、「中心市街地活性化」、「イベント」等、地域資源を

活用した地域経済活性化を図る。 
 

連絡先 

厚木商工会議所 中小企業相談所 経営支援課・地域振興課 

〒243-0017 神奈川県厚木市栄町 1-16-15 

℡：046-221-2153 Fax：046-222-0607 
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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 

● 厚木市の現状 

厚木市は神奈川県のほぼ中央に位置し、東京から約 46km、横浜から約 32km の距離に

あり、東名高速道路や小田原厚木道路、国道 246 号、国道 129 号等の結節点となってい

るため、首都圏の大規模な市場を伺うには好立地の地域として、多くの企業から注目を

受けてきた。また、人口 225,294 人（平成 28 年 1 月 1 日現在）を擁し、平均年齢 42.2

歳（平成 22 年国勢調査）、昼夜間人口比率は 114.9%（平成 22 年国勢調査）と神奈川県

内の市では最も高いことから、若く活力のある都市であり、企業立地に向けて、神奈川

県内での優位性が高いだけでなく、首都圏においても恵まれた地域のひとつであるとい

える。 

厚木市では旧来から製造業を中心とした企業の立地が進んできたが、近年では、その

関連分野などの研究開発型産業や大学・研究機関の集積・連携により、高度な知識・技

術が蓄積されている。特に、電気・電子機器、計測・分析機器、輸送機、食品・飲料の

各分野に関連する企業の立地が特徴的であり、これらの主要企業、先端的な民間研究機

関等による研究開発、生産活動が活発に行われている。また、市内に立地する５大学で

は、これら企業の専門分野を含め、幅広い分野における教育・研究活動が展開されてお

り、高度専門人材の育成や産学連携による研究開発支援などの対応環境が整っていると

いえる。 

厚木市の産業面をみると、市内全体の民間事業所数は全体で 9,940 事業所（総務省経

済センサス 平成 26 年 7 月）で、そのうちおよそ 6,600 の小規模事業者が事業活動を行

っていると見られる。地域内の事業所数内訳は、「卸売・小売業」「不動産業・物品賃貸

業」「宿泊業・飲食サービス業」「建設業」の順で多くなっており、「卸売・小売業」「不

動産業・物品賃貸業」「宿泊業・飲食サービス業」の上位 3業種で約 50%を占めており、

小規模事業者においても同様の割合であると推計される。 

 

● 地域の課題 

厚木市の経済規模とポテンシャルは、市内の大手企業製造部門の海外シフトなどによ

る生産規模縮小や、それに伴う小規模事業者の収益悪化及び事業者数減少の傾向がみら

れることから徐々に低下しつつあり、新産業の育成・誘致や既存企業による新事業の創

出を通じた地域経済の再生は喫緊の課題である。一方、地域商業を取り巻く環境は厳し

く、地域購買力の低下を始めとして、市外資本・大型店の相次ぐ進出、消費構造の変化、

店主の高齢化・後継者不足による事業所の減少など、より深刻な状況を呈している。 

また、平成 23 年度に実施した「厚木市雇用促進対策基本調査」における企業アンケ

ートによると、需要の停滞・減少、同業他社との競合、仕入単価の上昇、消費税増税、

人件費の上昇の影響による利益の減少などの声が寄せられている。 

そこで、厚木市の産業構造の大半を占める小規模事業者が、その保有している商品や

技術、サービスなどについて、競争力を強化し、売上の増加、利益の確保に結び付ける

ためには、事業連携や産学公連携などにより生み出される新技術や新商品開発・新たな

雇用を創出する創業、後継者育成を含めた人材確保、円滑な事業承継を継続的に支援し、
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小規模事業者の成長を図ることが課題である。また、昼夜間人口比率の高さを活かした

「魅力とにぎわいあふれるまち」として、中心市街地のにぎわいを創出するため、空き

店舗の解消や商店街の活性化を推進するとともに、市内外からの来街者を惹きつける魅

力あふれるイベントなどを実施し、まちのにぎわいを創出することも課題である。 

 

 ● 厚木商工会議所の現状と取組の検証 

 １．巡回による経営課題に対応した個別指導により支援をしているが、継続した支援

には至っていない。 

 ２．認定経営革新等支援機関として、経営革新・新商品・新サービスの開発、補助金

申請支援に取り組んでいるが、小規模事業者に十分浸透していない。 

 ３．小規模事業者の経営課題となる講習会を定期的に実施しているが、実施後のフォ

ローアップができていない。 

 ４．小規模事業者の開発した商品などを紹介するための展示会開催及び厚木市補助金

を積極的に活用した市外展示会への出展支援を実施しているが、売上げに繋がる

効果が不十分である。 

 

 ● 厚木商工会議所の支援課題 

 １．巡回によって経営状況の把握と経営課題を聞き取り、個別指導を行っているが、

その情報が共有されていない。また、聞き取り方法も担当者によって違いがあり、

内容が統一されていない。〔情報の共有化、方法の標準化〕 

 ２．小規模事業者の課題である経営革新や人材育成などを推進するセミナーを開催し

ているが、今後も小規模事業者の重要な課題であり継続して推進する必要があ 

る。また、セミナー実施後の個別指導を行っていないため効果が不十分である。

〔個社への伴走型支援〕 

 ３．開催している展示会参加の規模や回数が限られ、十分な効果が発揮できていない。

また、市外に向けた展示会参加への支援も一部の小規模事業者に限られている。

〔地域内の小規模事業者を広く対象〕 

 ４．日本商工会議所、神奈川県商工会議所連合会などの主催による研修会、セミナー

などに経営指導員等が参加しているが、得られた知識が共有化されず、期待され

る効果が得られていない。〔知識の共有化、効果の可視化〕 

 

 ●地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

当所としては、小規模事業者にとって身近な存在であり、地域に密着した唯一の総合

経済団体として、神奈川県、厚木市、地域金融機関、その他支援機関と連携し、新規創

業・起業段階から新商品・新サービスの開発・事業化、事業の引継ぎなどの第二創業（経

営革新・事業承継）までの経営の各段階に応じた事業計画の策定支援から販路開拓等を

継続的かつ総合的に支援することによって、創業者数の増加・廃業者数の低減に繋げ、

更に中心市街地のにぎわいを創出するため、空き店舗の解消や商店街の活性化を推進す

るとともに、市内外からの来街者を惹きつける魅力あふれるイベントなどを実施し、ま

ちのにぎわいを創出することなどで地域経済を活性化させることで「事業継続に希望を

感じる産業基盤づくり」に取り組む。 
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● 目標 

 当所の事業活動は多岐にわたるが、その中で大きな柱となっているのが、経営支援（個

別支援）であり、長年、巡回・窓口相談において、経営一般・金融などピンポイント的

な指導を中心に行ってきた。 

経営支援においては、指導型・アドバイス型に属する経営指導であり、小規模事業者

に対して「点」としての支援になってしまいがちであったこと、例えて言うなら、痛み

に苦しんでいる患者に痛み止めを渡しただけの応急措置から、中期的には、業況の動向

を定期的に迅速かつ的確に把握することにより、予防や早期治療など適切な支援を速や

かに実施できる「経営ドッグ」機能を有する商工会議所へと変革を目指していかなけれ

ばならない。その為には経営指導員等が小規模事業者にとってのかかりつけの医師とな

り、痛みの原因の究明から治療、リハビリ、退院、定期健診まで行うことができるよう

な、小規模事業者に寄り添った支援力を強化することが必要である。 

 

● 目標の達成に向けて 

当所の職員は、事務局長以下１７名である。地域事業所に対する経営支援については、

平成２１年１０月１日から市内を１２地区に分け、事務局長を除く職員１６名（内、管

理職４名）全員がそれぞれ１２地区を担当し、ブロック会議として、地域の各課題に対

する行政への要望、当所の事業計画への反映を図り、役員会及び視察会、交流会、地域

活性化イベントなどを実施している。 

具体的には、全会員事業所訪問を実施し、各事業所ごとの課題の掘り起こしを行うと

ともに、必要に応じて、各種機関・専門家等と連携することによって、従来の経営改善

普及事業に留まらない、小規模事業者の持つ知恵・工夫・経験などの無形資産等を含め、

事業者の強みを掘り起こし、可視化・仕組み作りなど、より一層踏み込んだ経営計画作

成支援及び販路開拓支援などをワンストップで対応できるよう取り組みを進めていく。

また、本経営発達支援計画は、毎年度外部評価委員によって事業評価を行い、見直し

を行うため、その見直し結果を踏まえ、刻々と変化する経済情勢の中にあって小規模事

業者の持続的発展に向けた伴走型支援を行うことにより、地域経済全体の活性化に繋げ

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 

 

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】 

（これまでの取組と課題） 

  日商及び日本政策金融公庫等が行う経済動向調査をもとに経営環境や業況判断、経

営上の問題点等について、調査結果の情報提供が充分に対応出来ず、フォローアップ

や巡回指導に連動されておらず、小規模事業者の経営計画作成での活用ができていな

いことが課題であった。 

 

（新たな取組） 

これからは、その課題解決に向けて当所のブロック会議の活用による地域内の経済

動向と業種業態ごとの景況やニーズを、アンケート形式及び巡回によるヒアリングに

より、業種別の景況感、動向や見通しを把握・分析する。 

業種別の対比や規模別による経営課題の抽出とその情報を分析し、窓口・巡回指導

により、小規模事業者の経営計画作成での活用及び事業者の経営判断の材料として調

査結果をホームページ・会報等を通じ、随時提供する。 

 

（１）景気動向調査【新規事業】 

  地区内の景気動向を調査・分析することにより、市内小規模事業者の経済活動の現

状を把握して、実情に即した商工会議所事業活動を進めるとともに、小規模事業者の

経営判断の指標とする。 

（事業内容） 

①小規模事業６業種８４０社（卸、小売、飲食業３５０社、製造業２１０社、建設業

１００社、サービス業８０社、不動産５０社、運輸倉庫業５０社）に対して四半期

毎にアンケート調査を行い、地域の景気動向を調査、分析する。 

②実施方法は、年４回四半期毎（６月、９月、１２月、３月）に行い、往復ハガキ 

による選択式（一部記述式）を採用し、小規模事業者の負担を可能な限り軽減する

ことにより回収率を向上させ、調査の精度を向上させる。 

③調査項目は「売上高」「受注」「客数」「資金繰り」「雇用」「設備投資」「業況」

等の他に、「売上不振」や「原材料費高騰」「賃金動向」等、早急な課題解決が必

要とされる設問も入れ、業種毎の景気ムードや課題を確認する。 

④調査結果の分析は、中小企業診断士が主なメンバーであるＮＰＯ法人が担当し、Ｄ

Ｉ（Diffusion Index）値を使用して、専門的見地からの意見を提供する。全国平 

均との比較により、市内小規模事業者の業種別の業況の特徴を把握し、支援に注力

すべき業種を抽出し、予防策の実施や伴走による支援を講ずる。 

⑤調査結果はグラフにまとめ、当所ホームページ、会報等で結果を公表する。 
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⑥経営指導員の巡回、窓口相談時等における情報提供や、判断材料とし、業界の実態

把握と併せて、今後の取組むべき事業計画に活用する。 

（目標） 

項目 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

対象事業者数 840 840 840 840 840 840 

実施回数 4 4 4 4 4 4 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（これまでの取組と課題） 

  現在の巡回・窓口相談は、金融、税務等、直面する問題に対しての巡回・窓口相談

にとどまっており、経営状況の分析に至っては、限定的な提供だけで有効活用されて

いないことが課題であった。 

 

（新たな取組） 

  これからは、その課題解決に向けて、小規模事業者の持続的な経営発展には、事業

者が置かれている経営環境や顧客ニーズ、市場の動向等を知る必要があるため、経営

指導員の巡回・窓口相談・金融相談や各種セミナーの開催等を通じて、経営者の意識

改革を図り、経営指導員、専門家等が事業者の経営分析を行い、販路拡大、収益拡大

を目指した経営計画の作成支援や事業者に最適な経営改善等について経営指導員が 

支援する。 

（１）巡回による経営状態の把握及び経営分析の実施【既存事業改善】 

経営指導員による毎日の巡回訪問や税務相談、労務相談などの経営相談に伴う専門

家との同行による小規模事業者訪問を通して、企業訪問調査票により統一した情報（企

業実態・経営課題・希望支援策等）を把握し、経営指導員を中心に、専門家や支援機

関等と連携して、事業の新規性、問題抽出、課題確認などの経営分析を行う。 

  月 10 事業所×10 名×12 ヶ月＝1,200 事業所以上の事業所訪問を計画する。 

 

（２）窓口相談における経営状態の把握及び経営分析の実施【既存事業改善】 

毎月実施している小規模事業者専門相談会、土曜経営相談会などの相談会に出席す

る小規模事業者の中から、中小企業診断士、経営指導員がその相談内容等から判断し、

経営分析が必要とされる事業所に対して、積極的に経営分析実施の働きかけを行い、

また、事業計画策定等の指導を行う。 

また、金融指導経験豊富な窓口専門家を設置し、定期的な相談会を実施することで、

より専門的な経営分析を行う機会を提供する。 

 

（３）金融相談における経営分析の実施【既存事業改善】 

  マル経の融資相談や日本政策金融公庫の個別相談会などを利用する小規模事業者 

から、中小企業診断士、経営指導員が決算書などの財務書類から判断し、個別案件毎

に経営分析を実施し、今後の円滑な事業展開のための助言を行う。 

マル経資金の年間目標推薦件数を 20 件以上とする。 

 



６ 
 

 （目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

巡回訪問件数 971 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

窓口相談等 587 600 600 600 600 600 

マル経推薦件数 18 20 20 20 20 20 

経営分析目標 未実施 50 50 60 60 60 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（これまでの取組と課題） 

  小規模事業者に対する事業計画の策定と実施支援は、これまで各種補助金活用・金

融支援等の機会を通じて実施するなど、受動的な取組が課題となっていた。 

①「経営計画作成支援セミナー」：2回、延べ 22 人 

②小規模事業者持続化補助金個別相談会：2回、延べ 10 人 

  ③経営革新計画作成支援：4件、承認：2件 

④小規模事業者持続化補助金の申請支援：18 件 

 

（新たな取組） 

これからは、計画的に事業者が経営課題を解決するため、前記１の経済動向調査、

前記２の経営状況の分析及び、後記５の需要動向調査により得られた結果から課題を

抽出し、小規模事業者の持続的な発展に寄与するため、事業者毎に中長期的な事業計

画の策定に向けた支援を行うことにより、計画策定の重要性を強く認識してもらう。

 また、各支援に対する目標件数を設定し、主体的に計画策定実施に対する働きかけ

を実施する。 

（１）基本セミナー・講習会の開催【既存事業改善】 
販路開拓・販売促進・経営全般等の各種セミナー・講習会開催により、経営計画策

定上、必要な基本的な情報や知識の提供を行う。 
 

（２）事業計画策定手法に関するセミナーの開催【既存事業改善】 

  事業計画策定手法に関するセミナーを企画・実施することで、事業計画を作成し、

経営の発展を目指す事業者の掘り起こしを行う。また、セミナーに付随し、個別の事

業計画作成相談会を実施することで、より具体的な計画策定支援を目指す。 

 

（３）事業計画策定に関する情報の提供と窓口相談【既存事業改善】 

  事業計画策定に取り組む小規模事業者については、前記１の経済動向調査、後記５

の需要動向調査の資料を必要に応じ提供するとともに、窓口の個別相談では、資料を

基に地域内需要を見据えた助言・指導を行う。 

 

（４）小規模事業者経営発達支援融資制度利用の促進【新規事業】 

  事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援するため、小規模事業者に対し、

事業計画の策定・実施を支援し、日本政策金融公庫へ融資の推薦を行う。 
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（５）各種補助金等申請の支援【既存事業】 

  経営革新計画承認の取得、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等、各種

補助金取得を目指す小規模事業者について、申請に必要な事業計画の策定支援を行 

う。 

 

（６）創業・第二創業（経営革新）支援【既存事業】 

  産業の新陳代謝を促進するため、各支援機関と連携して、創業しやすい環境づくり

と支援体制を整備して、伴走型創業支援を実施する。創業相談者の状況に見合った最

適な支援を見極め、日本政策金融公庫、民間金融機関、専門家等と相互に連携を図っ

ていく。また、市が開催する創業塾への広報・周知を積極的に行い、創業者の拡大に

努める。 

（事業内容） 

①創業相談は経営指導員が対応し、相談者の課題、状況に見合った支援をする。商品

開発やマーケティング戦略、法人設立など、特に高度な経営課題については各分野

の専門家や地域金融機関、認定支援機関などと連携して、知識の習得や施策を活用

した支援を行う。 

②毎週、地域金融機関と連携した相談窓口を設け、事業計画策定と併せて、特に資金

繰りや資金調達方法等の相談を行う。 

③女性起業家に対してキャリアアップ相談や女性の創業支援等を強化する。 

④市が開催する創業塾の受講者に対し、受講後も経営指導員が税務や販路開拓、融資

相談等の相談等を行い、創業実現を目指す。 
⑤第二創業（経営革新等）相談について、経営指導員が行う巡回、窓口相談に加え、

経営革新セミナー等を年１回開催し、前記１の経済動向調査、前記２の経営状況の

分析及び、後記５の需要動向調査の調査結果等を踏まえ、神奈川県経営革新計画の

承認に向けた計画策定支援を経営指導員が行う。また、必要に応じて、中小企業診

断士等の専門家を活用した支援を行うと伴に、国・県・市等の支援策の情報提供等

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

基本セミナー 

参加事業者数 
未実施 50 50 50 50 50 

事業計画策定セミナー 

参加者事業者数 
22 30 30 30 30 30 

事業計画策定 

個別相談会参加者数 
10 15 15 15 15 15 

経営発達支援 

融資制度推薦件数 
未実施 1 2 3 5 5 

事業計画策定事業者 15 20 20 20 20 20 

創業支援者数 17 20 20 20 20 20 

経営革新支援者数 4 5 5 5 5 5 

経営革新承認者数 2 3 3 3 3 3 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】【既存事業改善】 

（これまでの取組と課題） 

  小規模事業者に対する経営改善のための資金調達支援として、マル経資金による融

資支援を実施（平成 26 年度 18 件、143,000 千円）し、ものづくり補助金の申請支援

により、事業者の設備資金調達支援（平成 26 年度 6件、56,613 千円）を行ったが、

これらはほとんどが融資に伴う経営改善が目的となっており、小規模事業者の経営計

画まで深く関与することはなかったことが課題であった。 

 

（新たな取組） 

これからは、事業計画策定後は、各事業計画の内容を十分に理解し、適宜計画実行

に必要な各種相談を受けるとともに、計画の進捗状況確認のため、事業計画を策定し

た小規模事業者を対象にフォローアップ巡回を年一回 3年間継続して行う。 

また、事業計画の進捗状況に応じ、以下の支援を行う。 

 ①計画推進に必要な事業資金についての金融相談に対応する。 

 ②行政、商工会議所が行う各種支援策の広報・周知を行う。 

 ③法律、労務、税務、特許等、専門的な相談に対応した個別無料相談窓口を実施する。

 ④より具体的な計画推進に関するアドバイスについては、必要に応じ、専門家（販路

開拓・販売促進・商品デザイン等）の派遣事業（ミラサポ）を紹介・実施する。 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

事業計画策定事業者 

フォローアップ数 
未実施 20 40 60 60 60 

経営革新承認者 

フォローアップ数 
4 5 7 9 11 13 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（これまでの取組と課題） 

  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。 

 

（新たな取組） 

  今後は、定期的な需要動向調査・セミナーなどを行い、小規模事業者が商品・サー

ビスの開発や販路開拓などに活かすことができる情報の提供を行い、専門家と連携 

し、売上向上、新分野への参入、新商品の開発、更に事業者自身が需要の動向を把握

できる能力を身につけるための対策を行う。 
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（事業内容） 

（１）消費動向・消費者ニーズ調査【新規事業】 

 ①当所会員企業に勤務する社会人等を対象に、消費動向・消費者ニーズ調査を実施す

る。 

・調査対象  市内の会員企業・団体に勤務する従業員 

・調査数   約１００社（３００枚前後の回収を目指す） 

・調査回数  年２回 

②アンケート項目は、商品・サービスなどを購入する際の重視している点（価格、デ

ザイン、大きさ、材料、目新しさなど）など、消費者ニーズを引き出す質問事項を

盛り込み、小規模事業者の商品・サービスなどの開発などに反映できるような内容

とする。なお、アンケート項目の検討、及び回収後の整理・分析は、調査結果を踏

まえ、需要動向についてまとめた上で、専門家にも意見を求め、内容をブラッシュ

アップし調査結果を当所ホームページ、会報等で公開するとともに、窓口・巡回相

談に活用する。 

 

（２）需要動向調査セミナーの開催【新規事業】 

 ①需要動向に関する専門家を招いてセミナーを開催する。 

   ・開催回数  年２回 

   ・内容    「需要動向の調査方法」「最新の需要動向・トレンド」 

   ・参加者数  ３０人 

 ②セミナーの周知方法は、当所商業部会、サービス業部会、厚木市商店会連合会に協

力を仰ぎながらチラシを配布し、当所ホームページ、会報での告知とともに、当所

経営指導員等の窓口・巡回相談の際に積極的に参加を促す。 

 ③セミナー参加事業者に対して、後日、電話・訪問によるフォローアップを行い、セ

ミナーの効果を検証し、内容のブラッシュアップに繋げるほか、伴走型支援の契機

とする。 

 ④セミナーには、当所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。 

 

（３）需要動向に関する情報収集【新規事業】 

  小規模事業者の商品・サービス等の開発などに関する相談に応ずる際は、市場など

の需要動向などを把握する必要があることから、「業種別審査事典」（きんざい）や、

「業界別業界情報」（経営情報出版社）などの業界情報誌を活用し、業界動向や市場

のニーズなどを探り、商品やサービス等の妥当性を考える際の参考資料とし、相談者

にも需要動向の情報として提供する。加えて、日頃から「日経ＭＪ」「商業界」など

の各種専門誌、全国主要な商工会議所や関係機関の機関誌・調査報告書等を収集・整

理し、「日経テレコン・ＰＯＳ情報」を活用して、全国各地の地域情報や消費のトレ

ンドなども収集する。 

更に、経営指導員間でこれらの蓄積した需要動向に関する情報の共有化を図るとと

もに、商品開発・販路開拓などを検討する小規模事業者に対しては、当所経営指導員

等の巡回や窓口相談を中心に、積極的な情報のフィードバックを行うことで、より市

場のニーズに沿った経営支援に繋げる。 
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（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

消費動向・消費者ニーズ調査 

アンケート依頼社数 
未実施 200 200 200 200 200 

消費動向・消費者ニーズ調査 

アンケート回収件数 
未実施 600 600 600 600 600 

需要動向情報交換会 

開催回数 
未実施 2 2 2 2 2 

需要動向セミナー 

開催回数 
未実施 2 2 2 2 2 

需要動向セミナー 

参加者数 
未実施 30 30 30 30 30 

 

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】 

（これまでの取組と課題） 

  小規模事業者に対する販路開拓支援は、これまで、ビジネス交流会及び展示会に参

加する広報活動に留まっていたことから、参加者が限定的となっていたことが課題で

あった。 

（新たな取組） 

  これからは、新たに外部機関・専門家と連携を図り、地域における小規模事業者の

売上増加による経営発達のため、消費者ニーズや地域内外の市場動向に基づき、地域

イベント実施による販売場所の創出と販売機会の拡大と併せ、物産販売などの商談会

への積極的参加と、実施後のフォローアップを徹底することにより、小規模事業者の

販路拡大と認知度の向上を図る。 

（１）小規模事業者販路開拓支援【既存事業改善】 

地域の小規模事業者の販路開拓を支援するため、前記２の経営状況分析、前記３の

事業計画策定等に基づき開発された商品・サービス等について、当所が主催する「ビ

ジネス交流会」や、集客、広報・周知が見込める「商談会」、「展示会」への出展を促

すとともに、マスメディア等を活用した広報を行い、商品・サービス等の認知度向上、

販路拡大を図る。 

  また、今年度から、より効果的な販路開拓支援事業とするために、出展企業で運営

会議を組織し、事業終了後に成果報告会を開催し、その成果報告を PDCA サイクルの 

Check（評価）の場として、効果を測定し、次の Act（改善）に繋げ、小規模事業者の

販路開拓に繋げていく。 

  

（事業内容） 

【ビジネス交流会】 

会員及び厚木市内の中小企業を対象に“顔が見える、名前が分かる”人脈づくりを

支援し、事業所間取り引き、並びに協業による販路開拓を促進する。 

（事業内容） 

（１）開催時期：１０月下旬 
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（２）ブース展示：プロモーションビデオ、出展者ＰＲ 

（３）出展者数：６０社 

（４）来場者数：２００名 

（５）新たに出展企業で運営会議を組織し、事業終了後に成果報告会を開催する。その

成果報告会を PDCA サイクルの Check（評価）の場として、効果を測定し、次の Act

（改善）に繋げる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

開催回数 1 1 1 1 1 1 

来場者数 200 200 200 200 200 200 

出展者数 60 60 60 60 60 60 

見積依頼成約件数 未実施 30 30 30 30 30 

成果報告会数 未実施 1 1 1 1 1 

 

【一押し商品商談会】 

地域における小規模事業者（製造小売業者、サービス事業者等）の製品・商品の販

路拡大やビジネスチャンスの更なる拡大を創出するため、横浜商工会議所が主催する

商談会に参加し、情報収集や自社商品のＰＲ等を支援する。 

（事業内容） 

（１）参加する小規模事業者は、食品製造業、加工メーカー及び取扱事業者の製品・商

品を扱う事業者で、商品の販路拡大とレベルアップを図り、県内外の百貨店や量販

店等の食品バイヤーに対して、サプライヤー側とバイヤー側との直接的な商談とす

る。 

（２）単なる商談会への参加ではなく、サプライヤー同士の交流、情報収集、人脈作り

の場としても活用する。 

（３）出展企業で運営会議を組織し、事業終了後に成果報告会を開催する。その成果報

告会を PDCA サイクルの Check（評価）の場として、効果を測定し、次の Act（改善）

に繋げる。 

 

 

（目標） 

項目 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

商談会参加事業所数 未実施 10 10 10 10 10 

商談件数 未実施 8 8 8 8 8 

見積依頼成約数 未実施 5 5 5 5 5 

成果報告会数 未実施 1 1 1 1 1 

 

【展示会共同出展】 

地域における小規模事業者（工業製造業者）の製品・部品の販路拡大やビジネスチ

ャンスを創出するため、「テクニカルショウヨコハマ」に合同出展し、販路開拓の機 
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会を提供し、認知度の向上を図る。 

 （事業内容） 

（１）直近の大都市圏である横浜市において開催される「テクニカルショウヨコハマ」

に部品等の製造業に特化した展示を実施するために、秦野商工会議所と連携して小

規模事業者に対して出展支援を行い、展示会を活用した販路開拓の機会の提供と、

出展アドバイザーによる支援を行い、展示品の差別化・訴求ポイントの明確化を推

進する。 

（２）出展企業で運営会議を組織し、事業終了後に成果報告会を開催する。その成果報

告会を PDCA サイクルの Check（評価）の場として、効果を測定し、次の Act（改善）

に繋げる。 

 （目標） 

項目 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

展示会回数 1 1 1 1 1 1 

バイヤー来場者数 300 300 300 300 300 300 

展示会出展者数 9 9 9 9 9 9 

見積依頼成約件数 40 40 40 40 40 40 

成果報告会数 1 1 1 1 1 1 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

● 現状と課題 

本厚木駅周辺は、昭和３０年代から土地区画整理事業を始め、小田急線本厚木駅の高

架事業や市街地再開発事業などにより発展し、成熟した都市が形成されてきたが、近年、

少子・高齢化の進展や人口減少社会の到来、特に中心市街地では、大型店舗の撤退など

社会経済情勢は大きく変化し、中心市街地における都市機能が低下していることから、

活性化が大きな課題となっている。 

特に、商業関係は、平成１１年以降、年々減少傾向にあり、平成２４年と比較すると、

「商店数」「従業員数」「年間販売額」「売場面積」について、それぞれ２割以上減少し

ており、市全体に対して中心市街地が占める割合もそれぞれ２割程度となっており、こ

の割合についても減少傾向にある。 

こうした状況の下、これまで中心市街地にかかわるまちづくりの計画（業務核都市、

中心市街地活性化基本計画、ＴＭＯ構想など）が策定され、諸事業を推進してきたが、

平成２４年３月に策定された「厚木市産業マスタープラン」では、「にぎわいあふれる、

快適で利便性の高いまちづくり」を目標として掲げ、基本施策である中心市街地の活性

化において、中心市街地のにぎわい創出のため商店会や市民、企業との連携によるイベ

ントなどの開催を盛り込んでいる。 

また、平成２５年度の「厚木市民意識調査」では、駅周辺の活気について、悪いイメ

ージが増加しているとの調査結果があることから、来街者の増加に結びつく、魅力的な

取組が重要であると認識し、目標に掲げている。 
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● 当所の役割 

中心市街地の活性化を目的に、商工会議所を始め、厚木市、厚木市観光協会、商店会、

大学等が共同で、「厚木市まちなか活性化プロジェクト」を平成２６年３月に設立し、

商業の振興やにぎわいの創出に向けての事業を推進している。 

具体的な活動としては、商工会議所と商店会の横断的な連携を密にしながら、中心市

街地の将来ビジョンを検討する会議を年６回開催し、中心市街地のにぎわい創出に直結

した魅力あふれる事業を実施している。 

事業実施にあたっては、「厚木市まちなか活性化プロジェクト会議」の中に、「まちの

魅力創造部会」を立ち上げ、かながわグルメフェスタ in あつぎを始めとする各種事業

について、具体的な内容等について検討し、より一層のにぎわいを図る。 

  

１．地域活性化事業【既存事業継続】 

 

【かながわグルメフェスタ in あつぎ】（食の歴史・資源、にぎわい創出） 

 「厚木市まちなか活性化プロジェクト」事業の一環として、県内商工会議所青年部・

商店会・団体などが参加する「かながわグルメフェスタ in あつぎ」を開催し、厚木名

産のシロコロホルモンやとん漬、Ｂ級ご当地グルメイベントの普及・拡大を図る。 

また、「あつぎとん漬」の厚木食ブランドへの取り組みとして、商工会議所及び厚 
木市食肉組合が中心となって構成する「あつぎとん漬のれん会」により、「あつぎと 

ん漬」の積極的なＰＲも併せて実施する。 

 

【にぎわい爆発！あつぎ国際大道芸】（商店街振興、にぎわい創出） 

 「厚木市まちなか活性化プロジェクト」事業の一環として、厚木市、商工会議所、

厚木市観光協会、厚木市商店会連合会などをメンバーとする「にぎわい爆発！あつぎ

国際大道芸実行委員会」を組織し、国内外で活躍するパフォーマー（約３５組）が商

店街や公園など１１箇所のポイントで、ジャグリングやアクロバット、サーカスなど、

様々な芸を披露することにより、市内外から多くの来場者を迎えることで、街なかの

にぎわい創出を図る。 

 

【あつぎジャズナイト】（食の歴史、にぎわい創出） 

 「厚木市まちなか活性化プロジェクト」事業の一環として、厚木市の魅力発信と街

のにぎわい創出、商業の活性化を目的に開催する。屋外常設ステージのある公園で、

ライブ・サポートやスタジオミュージシャンとして活躍するプロジャズ奏者を始めと

して、在日米陸軍軍楽隊や市内企業・大学のバンドによるＪＡＺＺステージと、かな

がわグルメフェスタ in あつぎに出店している地元のＢ級グルメをはじめ、地域の飲 

食店が仮説店舗で出店、更には地ビール生産会社など多種多彩メニューを提供する店

が出店し、来場者は飲物を片手に厚木のフードと心地良い音楽を堪能できる大人のム

ードあふれる活性化イベントで、昼間人口が多い、本市の特徴を活かし、主に仕事帰

りの会社員、学生をターゲットに、平日の夕暮れ時に涼を取りながらジャズの生演奏

を楽しむことで、街なかのにぎわい創出を図る。 
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（目標） 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

かながわグルメフェス

タ in あつぎ参加店数 

39 39 39 40 40 40 

〃 来場者数 175,000 175,000 175,000 180,000 180,000 180,000

にぎわい爆発！あつぎ
国際大道芸参加パフォーマー数 

35 35 35 38 38 40 

〃 来場者数 135,000 135,000 135,000 140,000 140,000 145,000

あつぎジャズナイト 

来場者数 

18,000 18,000 18,000 19,000 19,000 20,000

 

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 

（これまでの取組と課題） 

  他の支援機関との連携については、専門家派遣によるものなど機会が限られてお 

り、支援ノウハウ等の情報交換は図られていなかったことが課題であった。 

 

（新たな取組） 

  これからは、経営分析、事業計画の策定にあたり、より高度な専門的なノウハウを

吸収していくため、専門家派遣を積極的に活用するとともに、よろず支援拠点をはじ

め、ミラサポや神奈川県、神奈川産業振興センター、金融機関などと連携を図り、必

ず支援先事業所に職員が随行し、支援ノウハウを学び、伴走型支援に活かしていく。

  また、創業支援、経営革新等に係る業務連携、協力について、覚書等を締結してい

る地域金融機関と連携を強化し、経営計画策定に関して、当所が主体的に推進する。

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（これまでの取組と課題） 

  現在は、神奈川県商工会議所連合会、中小企業大学校等の研修会参加を中心にスキ

ルアップを図っているが、職員間の情報共有と小規模事業者への支援に活かされてい

ないことが課題であった。 

 

（新たな取組） 

  これからは、上記の研修会に加え、支援機関との連携による専門的支援業務により

経営指導員の支援スキルの向上を図り、吸収した支援スキルを共有する仕組みづくり

をし、OJT による職員全体のレベルアップを図る。 

 

―取組内容― 

【指導員会議】 

 （事業内容） 

   経営指導員が研修会や通常の相談業務で習得した経営支援ノウハウや個別案件の分 

析結果を報告、相談する「指導員会議」を月１回以上開催し、経営指導員、支援担当 



１５ 
 

職員を含めて、相談所内でのノウハウを共有し、資質向上に努める。 

 また、相談所業務内容を共通認識するために、一般職員については交代で毎回１名 

を参加させる。 

 

【マル経勉強会】 

（事業内容） 

（１）日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金（マル経融資）について、日本政

策金融公庫厚木支店の融資担当者、並びに当所の経営指導員、経営支援担当職員に

よる融資の基本的な勉強会を開催し、組織内で経営指導員のノウハウを共有する。

（２）勉強会は年２回開催し、１回２時間程度とする。 

（３）勉強会の内容は、融資事例に基づき基本的なチェック項目や問題点等を整理、検

討する。 

 

【ＯＪＴ教育】 

 （事業内容） 

（１）曜日ごとに窓口当番を設け若手経営指導員とベテラン指導員の２名体制で窓口相

談業務にあたる。 

巡回相談等において、専門家と同行による伴走型支援体制を構築し、小規模事業

者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴ

により伴走型の支援能力の向上を図る。 

（２）ベテラン経営指導員同士、若手経営指導員同士により、指導・助言内容、効果等

について共通の問題、理解等を図り、月一回の所内会議を開き、研修の成果報告、

小規模事業者に対する経営分析報告を行う。 

（３）補助事業、税制改正等、新しい制度が運用された場合は、関係機関の担当者を講

師として、経営指導員、経営支援担当職員に対して研修会を実施する。 

 

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毎月開催する係長以上のメンバーによる職制会議で、事業の実施状況、内容等を検

討し、問題点の改善を行う。 

 ②支援を実施した小規模事業者に対しアンケート調査を行い、小規模事業者目線での

評価を真摯に受け止め、見直しに十分反映させるようにする。 

③当所内に検討会議を立ち上げ、年２回開催することにより、中間での事業の実施状

況・成果の評価・見直し案の提示を行う。また、検討会議のメンバーは、中小企業

相談所内の係長以上の役職及び行政機関、中小企業診断士等の外部有識者を活用し

て、行政、専門家等の意見も反映させ、評価・見直しを行う。 

 ④事業の計画・実施・評価・改善については、当所の正副会頭会議において、報告し、

承認を受ける。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果を厚木商工会議所のホームページで計画期間中 

公表する。（http://www.atsugicci.or.jp） 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２７年４月現在）

（１）組織体制 

  当所では、これまで多くの事業実績を有し、中小企業診断士・税理士等の専門家と

の連携が図られ、アドバイス体制も構築されていることから、専門的な課題にも対応

できることが大きな強みとなっている。 

また、経営発達支援事業は、中小企業相談所長が総括責任者となり、実務の担当者

は経営指導員とし、経営支援担当職員が補佐する体制となっている。 
 

①事務局機構 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
②職員数 

区 分 一般職員 相談所長 経営指導員 経営支援担当職員  合 計 
男 ４ １ ８ ０ １３ 
女 ０ － ２ １  ３ 
合 計 ４ １ １０ １ １６ 

 

③担当内容 

 【中小企業相談所長】 

  ・マネジメント全般を担い、経営指導員や経営支援担当職員の配置・役割付与、

支援方針と事業成果の明確化等を担当する。 

  【経営指導員】 

   ・対象企業の課題を明確化し、課題解決に必要な支援を計画する。自ら直接支援

か、外部人材との連携によるかに拠らず、支援の進捗や事業者の満足度等を把

握し、必要に応じて軌道修正する。 

専務理事 

事務局長 

総務企画課 中小企業相談所 

経営支援課 地域振興課 
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  【経営支援担当職員】 

   ・経営指導員の業務をサポートしながら、支援技術を向上させる。 

 

 ④担当事業内容 

【経営支援課６名】（経営指導員６名） 

・小規模事業者実態調査、景気動向調査、経営分析・需要動向調査、事業計画の

策定・実施支援、創業・第二創業（経営革新）支援、展示会共同出展、あつぎ

ものづくりブランドプロジェクト（ＡＴＳＵＭＯ） 

  【地域振興課５名】（経営指導員４名、経営支援担当職員１名） 

・ビジネス交流会、一押し商品商談会、あつぎとん漬のれん会 

 

（２）連絡先 

  厚木商工会議所中小企業相談所 経営支援課・地域振興課 

   厚木市栄町 1-16-15   電話 046-221-2153   ＦＡＸ 046-222-0607 

      ホームページアドレス http://www.atsugicci.or.jp 
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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 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

必要な資金の額 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

 

中小企業相談所 

 

 地域振興費 

 

 

 

 

 

  14,000 

 

6,000 

 
    

 

 14,000 

6,000

 

 

 14,000 

 

6,000 

 

 

 14,000 

 

6,000 

 

 

 14,000 

 

6,000 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、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４－１） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

【景気動向調査】 

 小規模事業６業種８４０社（卸、小売、飲食業３５０社、製造業２１０社、建設業１

００社、サービス業８０社、不動産５０社、運輸倉庫業５０社）に対して四半期毎にア

ンケート調査を行い、地域の景気動向を調査、分析する。 

 

連携者及びその役割 

【連携者】特定非営利活動法人 ＮＰＯあつぎみらい２１ 理事長 小泉 誠二 

 住所 海老名市上今泉 5-17-21 電話 046-235-0487 

【役割】 

調査結果を分析し、ＤＩ（Diffusion Index）値を使用して意見を提供する。 

 

 

連携体制図等 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模 
事業者 

商工 
会議所

ＮＰＯ法人 
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（別表４－２） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

【事業計画策定支援】 

事業者が経営課題を解決するため、経営分析、市場調査等の結果を踏まえ、事業計画

策定支援を行い、中小企業診断士等の専門家及び金融機関とも連携し、伴走型の指道・

助言を行い、その後の計画を速やかに実行するための資金調達を連携によって円滑化す

ることにより、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

連携者及びその役割 

【連携者】特定非営利活動法人 ＮＰＯ厚木診断士の会 理事長 島﨑 髙偉 

      住所 厚木市森の里 3-13-8 電話 046-247-7517 

長澤一路経営コンサルタント株式会社 代表取締役 長澤 一路 

住所 川崎市宮前区有馬 1-9-7-208 電話 044-865-4640 

     株式会社八千代銀行 取締役頭取 田原 宏和 

      住所 東京都新宿区 5-9-2 電話 03-3352-2250 

     平塚信用金庫 理事長 石崎 明 

      住所 平塚市紅谷町 11-19 電話 0463-24-3003 

日本政策金融公庫厚木支店 支店長 渡邉 博樹 

  住所 厚木市中町 3-11-21 電話 046-222-3315 

【役割】 

①事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を目

指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

②事業計画策定を目指す小規模事業者が金融相談、小規模事業持続化補助金の申請

時に事業計画の策定支援を行う。 

③事業計画の策定だけで終わらせず、策定後 3年間は、年 1回は専門家、それ以外

は経営指導員がフォローアップを実施し、計画の進捗確認と、必要に応じて軌道修

正の支援を図っていく。 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

経営 
分析 

中期経営計画

策定 
計画承認実施 

金融支援 

商工会議所 
ＮＰＯ法人、専門家 

   金融機関 
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（別表４－３） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

【創業・第二創業（経営革新）支援】 

地域における開業率を引き上げ、雇用を生み出し、産業の新陳代謝を進めて行くため、

市が主催する創業塾に、専門家と連携して創業支援を行う。特に創業後は、当所の強み

である専門家によるサポート体制により、伴走型の支援を実施する。 

また、新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入などにより、経営革新

計画を策定するための相談会、認定申請などに係る支援を実施する。 

 

連携者及びその役割 

【連携者】厚木市 市長 小林 常良 

      住所 厚木市中町 3-17-17 電話 046-223-1511 

特定非営利活動法人 ＮＰＯあつぎみらい２１ 理事長 小泉 誠二 

      住所 海老名市上今泉 5-17-21 電話 046-235-0487 

     特定非営利活動法人 ＮＰＯ厚木診断士の会 理事長 島﨑 髙偉 

      住所 厚木市森の里 3-13-8 電話 046-247-7517 

【役割】 

①創業塾（全６回開講）の講師となり、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の

策定支援を行うことにより、創業支援を行う。 

②創業後は、先輩経営者との意見交換会、個別フォローアップ、税務相談を重点的

に行い、伴走型の支援を行う。 

③経営革新に関する相談会を開催し、経営革新計画の策定を支援し、経営革新支援

を実施する。 

 

連携体制図等 
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商工会議所
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（別表４－４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

小規模事業者販路開拓支援 

【展示会共同出展】 

地域における小規模事業者（製造業者）の製品・部品の販路拡大やビジネスチャンス

を創出するため、「テクニカルショウヨコハマ」に合同出展し、見本市における販路開拓

の機会を提供し、認知度の向上を図る。 

 

連携者及びその役割 

【連携者】キコー経営サポート 代表 松本 主計  

住所 横浜市青葉区大場町 216-32 電話 045-973-5789 

【役割】 

①展示品の差別化・訴求ポイントの明確化を推進する。 

②出展企業で運営会議を組織し、事業終了後に成果報告会を開催する。その成果報

告会を PDCA サイクルの Check（評価）の場として、効果を測定し、次の Act（改善）

に繋げる。 

 

連携体制図等 
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