
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 鎌倉商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

組織全体として小規模事業者に対する支援力を更に高め、地域の小規模事業者にとって最も身近で

信頼のおける“かかりつけ医”として、小規模事業者（創業者を含む）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、市内小規模事業者の

成長・持続的発展を目指す。 

また、新たな鎌倉ブランド商品・サービスの開発やＰＲ・販売促進等による需要開拓等の支援、更に小

規模事業者のおもてなしスキル・マインドの醸成等により観光客をリピーターに育てることで、年間 2,000

万人以上の観光客数を最大限に活用し、観光を柱とした持続的な地域経済の振興を目指す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）中小企業景況調査（２）LOBO（早期景気観測）調査（３）中小企業振興委員会議でのヒアリング 

（４）他地域と比較した経済動向分析（５）金融機関との勉強会による経済動向把握 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）Web 上のツール等を活用した財務内容の分析（２）フレームワーク等を活用した経営環境分析 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）創業期 

①鎌倉創業応援特別セミナーの実施②補助金・融資申請時の事業計画策定支援 

（２）成長・成熟期 

①小規模事業者持続化補助金セミナーの開催②補助金・経営革新計画の事業計画策定支援 

③金融機関と連携した事業計画策定支援 

（３）事業承継期 

①事業承継の可能性提案の実施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 

③専門機関との連携 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）創業期 

①抽出した経営課題の解決支援②各種支援機関との連携 

（２）成長・成熟期 

①抽出した経営課題の解決支援②“攻めと守り”のバランスのとれた伴走型支援 

③小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

（３）事業承継期 

①事業承継に詳しい専門家との連携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 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）需要動向情報交換会の開催（２）需要動向調査セミナーの開催（３）「日経テレコン」の活用 

（４）Web 上の各種調査ツールの活用 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）「住宅何でも相談」事業（２）「かまくらお店紹介ホームページ」の活用（３）プレスリリース活用支援

（４）「ビジネスマッチング with かながわ 8信金」への参加支援（５）工業系展示会への出展支援 

（６）Web マーケティング支援（７）商品・サービス開発とブランディング支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域のブランド化事業 

（１）鎌倉産品推奨品事業（２）ホスピタリティ推進事業（３）鎌倉観光文化検定試験 

２．にぎわいの創出事業 

（１）鎌倉ビーチフェスタ（２）オクトーバーフェスト KAMAKURA 

連絡先 

〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町１７－２９ 

鎌倉商工会議所 中小企業支援課 

TEL.0467-23-2563 FAX.0467-25-0900 

URL http://www.kamakura-cci.or.jp 

E-mail info@kamakura-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 

 

【鎌倉市の概要】 

東京から電車でおよそ1時間の交通至便な位置にある古都・鎌倉は、三方が低い山で囲まれ海に面する

地であり、かつては幕府が置かれ政権の要の地であった。今日では日本有数の国際観光都市として、約

40km²とそれほど広くないエリアに国内外から年間約 2,200 万人（平成 26 年）の観光客が訪れている。 

これほど多くの観光客を惹き付けてやまない鎌倉の最大の特徴は、その魅力が多岐にわたっていて、そ

れらが重層的に重なりあい、混然一体となっている点にある。 

まず、日本初の武家政権が樹立された歴史的な側面。次いで、狭い地域に 150 を超える寺社が集中して

いるという宗教的な側面。更には、寺社境内は言うに及ばず周辺にも豊かな自然が息づいているという景

観的・地勢的側面。仏教美術をはじめとした数々の美術・文学・映画・別荘・洋館等の文化的側面。全国有

数の人気を誇る江ノ島電鉄。これらの豊富な魅力がコンパクトに凝縮されている点が鎌倉の特徴といえる。

鎌倉市の鉄道交通機関には、JR（東海道線・横須賀線・根岸線）と私鉄の江ノ島電鉄（江ノ電）と湘南モノ

レールがある。また、鎌倉駅や大船駅を中心に、江ノ電・京浜急行・神奈川中央交通の路線バスが走り、多

くの観光客や地域住民を運んでいる。市内には隣接する逗子市・藤沢市をつなぐ国道 134 号線が走り、横

浜・横須賀道路（有料道路）の朝比奈 I.C から鎌倉駅まで約 20 分の所要時間であることから、市外からも車

でアクセスしやすい環境といえる。 

人口は平成27年 7月 1日現在で 173,175人となっているが、直近の10年間、継続して 17万人を超えて

おり、その数は安定して推移している。 

市内の事業所数については、7,885事業所（平成21年）から、7,228事業所（平成24年）に減少している。

7,228事業所の内訳として、「卸売・小売業」が27.4％と一番多く、次いで「飲食サービス・宿泊業」が16.6％と

続いており、商業・サービス業全体で約8割と大きなシェアを占めている。事業所数の減少に伴い、ほとんど

全ての業種において事業所数が減っているが、まちの高齢化に伴い、医療・福祉・複合サービス業におい

ては増加傾向にある。（出典：「平成 21 年経済センサス‐基礎調査」「平成 24 年経済センサス‐活動調査」よ

りデータ抜粋） 

 地域の名産品・地域資源に関しては、現在、伝統的工芸品である「鎌倉彫」のほか、「湘南の生しらす」「古

都鎌倉の街並み」等が神奈川県の地域産業資源に指定されている。 

 

【地域の現状】 

以下、「地域としての鎌倉」「市内小規模事業者」「鎌倉商工会議所」を主体としたSWOT分析により、地域

の現状を分析する。 

 

（１）外部環境－機会（O：Opportunity） 

・2020 年（平成 32 年）には東京オリンピックの開催が決定していることも影響し、国内外を問わず鎌倉を訪

れる観光客はますます増加すると予想されており、これは、市内小規模事業者にとって大きなビジネスチ

ャンスである。 

・2015 年（平成 27 年）3 月にさがみ縦貫道路（圏央道）が全面開通し、関越自動車道・中央自動車道・東名

高速道路と結ばれたことにより、栃木・群馬・山梨・埼玉・東京西部から鎌倉市並びに近隣の茅ヶ崎・藤沢

市へのアクセスが飛躍的に向上した。これにより、鎌倉市ではこれらの地域からの観光客が増えており、

団体客を含めて今後も更なる観光客の増加が期待されている。 

・鎌倉では、IT 関連等のベンチャー企業が集積（通称：カマコンバレー）しつつあり、「鎌倉に住んで仕事をし

たい」「鎌倉で起業したい」と考える感性が豊かな若い経営者・従業員・創業予定者の移住も直近 1～2 年

で増加傾向にある。 
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（２）外部環境－脅威（T：Threat） 

・インターネット販売の影響により、小規模事業者の業況悪化が顕在化し始めている。 

・食料品を含めた最寄品や買回品については、大規模小売店舗や大手チェーン店等との価格競争の結

果、売上低迷が長く続いている小規模事業者が非常に多い。 

 

（３）内部環境－強み（S：Strength） 

・鎌倉は、マンガ・アニメ・映画・ドラマ等様々なメディアに年間を通じて取り上げられており、鎌倉という土地

は全国的に見ても大きなブランド力を持っている。 

・観光客数は平成 17～23 年まで約 1,800～1,900 万人の水準で推移していたが、平成 25 年は約 2,300 万

人、平成 26 年は約 2,200 万人と直近 2 年では 2,000 万人の大台を超えており、安定した観光客数を維持

できている。（出典：「鎌倉市市民経済部観光商工課 鎌倉の延入込観光客数」よりデータ抜粋） 

・当商工会議所には、中小企業診断士 1 名・社会保険労務士 2 名を含めた経営指導員等が在籍しており、

これまでも多くの小規模事業者の支援にあたり、支援ノウハウを蓄積してきた。そのため、創業から事業承

継・再生まで多様な相談・課題に対応できることは大きな強みである。 

・当商工会議所は、神奈川県よろず支援拠点をはじめ政府系・民間金融機関等の他の支援機関や専門家

（弁護士・税理士・司法書士・弁理士・社会保険労務士・中小企業診断士・Web コンサルタント・デザイナー

等）との幅広いネットワークを有しており、実際の支援業務上でも連携して課題解決にあたっている。その

ため、高度または多岐にわたる小規模事業者の経営課題に対して、このネットワークを活用して当所が窓

口となりワンストップで連携対応ができることも大きな強みである。 

 

（４）内部環境－弱み（W：Weakness） 

・全国共通の課題ではあるが、鎌倉市の人口高齢化も影響し、後継者不在で廃業する小規模事業者が増

加傾向にある。 

・鎌倉市内における廃業事業所数が新設事業所数を大きく上回っており、増加傾向にある。 

 平成 21 年 平成 24 年 

新設事業所数 704 493

廃業事業所数 1,039 1,291

（出典：「平成 21 年経済センサス‐基礎調査」「平成 24 年経済センサス‐活動調査」） 

・現状を打開したいと思っているが、解決方法が分からない等の理由で、新商品開発や新たな販売促進と

いった需要開拓に向けたアクションをあまり積極的に行えずにいる小規模事業者が多く存在する。 

 

【地域にとっての課題】 

上記の現状（SWOT）分析結果から、下記の課題が浮き彫りとなっている。 

 

（１）創業の促進による創業者数の増加 

（２）小規模事業者の PR・販売促進を含めた需要開拓促進 

（３）小規模事業者の業績向上と円滑な事業承継による、廃業者数の抑制 

（４）年間 2,000 万人以上の観光客をリピーターに育てるための、地域の魅力ある商品の開発・PR と観光関

連事業者のおもてなしスキル・マインドの醸成 

 

【鎌倉商工会議所の役割】 

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、もう一歩踏み込んだ伴走型支援を行うことが当商工会議所と

して今後の課題である。 

小規模事業者支援機関及び市内で唯一の総合経済団体として、小規模事業者の様々な悩みに対し、

個々の小規模事業者の目線に立って、「経営課題は何か」「課題解決のためには何が必要か」「どのような

方法で課題を解決すべきか」等について“当事者意識”を強く持って考え抜き、目標達成まで最後まで諦め
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ずに関係する支援機関と連携しながらワンストップサービスで小規模事業者に寄り添った経営サポートをす

ることが、当商工会議所に求められている役割である。 

 

【地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 鎌倉市は「鎌倉市商工業振興指針（平成 26～28 年度）」に、その主な取り組みとして「地域経済が活力を

維持するためには、中小企業者の経営基盤強化と安定化が不可欠であり、この点に直接資する金融支援

事業を充実させるとともに、創業や経営革新のための事業を誘導し、中小企業の自主的な取り組みを支援

する」という方針を打ち出している。 

また、鎌倉市の「第 3 次鎌倉市総合計画 第 3 期基本計画（平成 26～31 年度）」においては、「本市の特

徴の一つである観光都市の特性を生かし、商業・サービス業を基幹産業として育成・発展させること」や「観

光客に対するホスピタリティの向上」を課題として挙げている。 

上記の鎌倉市の指針・計画内容に沿う形で、鎌倉商工会議所では平成 27 年度の事業計画から「当所で

はこれまで以上に身近な支援機関としての機能を発揮するとともに、地域経済の活力向上に寄与する諸事

業に取り組んでいく」という事業活動の方針を打ち出している。 

ゆえに、鎌倉商工会議所としては、「当所が市内小規模事業者に対する需要開拓・創業、経営革新・事業

承継等に関する経営課題に対し、全力で伴走型支援に取り組むことを通じて、鎌倉市の商工業振興につい

て主導的役割を果たし、市内小規模事業者の振興及び地域産業振興の中核的機能を担っていくこと」が鎌

倉における小規模事業者の中長期的な振興のあり方と認識している。 

 

【目標】 

 組織全体として小規模事業者に対する支援力を更に高め、地域の小規模事業者にとって最も身近で信頼

のおける“かかりつけ医”として、創業期、成長・成熟期、事業承継期といった小規模事業者（創業者を含

む）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

に寄与し市内小規模事業者の成長・持続的発展を目指す。 

また、新たな鎌倉ブランド商品・サービスの開発や PR・販売促進等による需要開拓等の支援、更に小規

模事業者のおもてなしスキル・マインドの醸成等により観光客をリピーターに育てることで、年間 2,000 万人

以上の観光客数を最大限に活用し、観光を柱とした持続的な地域経済の振興を目指す。 

 

【目標達成に向けた方針】 

上記の目標の達成に向けて、下記の方針に則り経営発達支援事業を推進する。 

 

（１）小規模事業者の強みを引き出し、顧客にとっての価値を高めることで、価格競争を回避させるように努

める 

（２）やる気のある、または停滞する現状を打開したいがどのように進めていけばよいのかわからない小規

模事業者の伴走型支援を粘り強くやり抜く 

（３）個々の事業者が自ら動き、計画を実践・評価・改善して成果を出せるように、伴走型支援を通じて主体

性を持った小規模事業者の増加を促進する 

（４）小規模事業者の事業を継続させ、その成長・持続的発展を目指すため、需要開拓等による売上向上を

はじめ、収益性の向上・改善、ビジネスモデルの再構築、事業承継等の経営課題について伴走型支援

を行う 

（５）「個々の小規模事業者の発展なくして地域全体の活性化はない」という認識を強く持ち、当商工会議所

に与えられた小規模事業者支援・地域経済活性化支援のミッションを全うする 

（６）当商工会議所全体の事業・業務内容等を見直し、事業や業務をスリム化・効率化させることにより、マ

ンパワーを不足させることなく組織一体となって、当商工会議所として最優先事業に位置づけられる経

営発達支援事業を強力に推進していく 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成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】 

 

【現状と課題】 

経営発達支援事業を実施する上で、地域の経済動向を把握することは非常に重要である。当商工会議

所では、中小企業景況調査等の地域経済動向調査を定期的に行い、調査報告書を公開してきたが、事業

内容を省みると報告書へのアクセス性が悪かった点が反省点として存在する。 

また、経済動向は各種調査の書面から得られる結果と併せて、市内小規模事業者の生の声をヒアリング

によって収集することも重視していかなくてはならない。更に、市内の経済動向を正確に把握するために

は、近隣地域・県・全国の経済動向との比較が不可欠である。しかし、当商工会議所においてはヒアリング・

各種経済動向の比較ともに十分実施できていなかったのが実情である。 

上記のことから課題として、「わかりやすい周知の方法を検討する必要性」「経済動向に関するヒアリング

を実施する必要性」「各種経済動向の調査結果を比較する必要性」が見えてくる。 

 

【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）中小企業景況調査（既存事業改善） 

平成 16 年より地域の中小企業の景況感を把握するため、中小企業景況調査を市内 150 事業者に対し、

年間 4 回実施している。調査項目は、自社の業況、売上高、資金繰り、採算、従業員数、設備投資の動向、

経営上の問題点、以上の7項目であり、得られた結果の分析は中小企業診断士2名に依頼し、調査報告書

を作成している。 

報告書の提供・活用方法としては、当商工会議所ホームページ上と会報で公表している。また、回答を得

られた小規模事業者に対しては結果を個別に通知し、日々の営業活動の参考にしてもらっている。 

改善点として、①精度を高めるために調査票の回収率90％を目指し、対象事業者を5年後までに200社

に増やすこと②回答の際に経営上の問題点について記載のあった事業者へ経営指導員等が訪問し支援を

行うこと③ホームページのトップページ上部に報告書へのリンクを張りアクセス性を向上させることの 3 点を

実施する。 

 

（２）日本商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査（既存事業改善） 

日本商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査は全国における「肌で感じる足元での景気感」の把握を目

的に、日本商工会議所が行っている調査である。当商工会議所では日本商工会議所から配布されるアンケ

ート票を使用し、毎月 6事業者に対し調査を実施している。 

項目は、当月の業況、売上額、資金繰り、採算、仕入単価、従業員の状況、経営上の問題点と、付帯調

査（直近の関連するトピックについて）であり、回収率は毎回100％を達成している。調査結果は日本商工会

議所にてまとめて報告書にされているが、現在まで当商工会議所のホームページ上では周知してこなかっ
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た。 

改善点として、これからはLOBO調査の報告書も当商工会議所ホームページのトップページ上部にリンク

を貼ることで、周知を図る。 

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やかに把握できるのが特徴であ

る。また、毎月異なるトピックが含まれるため、各事業者で時事問題にどのように対応するのか、経営方針

について再考する良い機会にもなる。そのため、調査結果は経営指導員等が新鮮な経済動向として相談時

に各事業者に提供していく。加えて、後述する（４）他地域と比較した経済動向分析において結果を比較対

象として活用する。 

 

（３）中小企業振興委員会議でのヒアリング（既存事業改善） 

 当商工会議所では、各業種別組合の代表者が集まる「中小企業振興委員会議」を年 2 回開催しており、

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っている。今後はこの機会を活かし、各組

合から、地域の業界動向・景況感・問題点等についてヒアリングを実施し、業界動向を加味した定性的な経

済動向の把握を行う。ヒアリングで得た生の声は、その後、経営指導員等から積極的に小規模事業者に対

し情報提供していく。 

 

（４）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、「LOBO 調査」を含め、「景気ウォッチャー調査」（全国対象、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）、「SHONAN 景況リポート」（湘南・三浦地域対象、湘南信用金庫発行）の6つの調査を利用し、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。 

 

（５）金融機関との勉強会による経済動向把握（新規事業） 

 地域の民間金融機関及び日本政策金融公庫横浜支店国民生活事業(以下、日本政策金融公庫とする)と

それぞれ年に 2 度ずつ勉強会を開催する。今後はこの勉強会にて、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予定である。

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、勉強会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。 

 

【数値目標】 

事業名 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

中小企業景況調査 

対象事業者数/年実施回数 

150/

4 回

160/

4 回

170/

4 回

180/

4 回

190/ 

4 回 

200/

4 回

LOBO（早期景気観測）調査 

対象事業者数/年実施回数 

6/

12 回

6/

12 回

6/

12 回

6/

12 回

6/ 

12 回 

6/

12 回

中小企業振興委員会議 

ヒアリング数/実施回数 

未実施/

2 回

30/

2 回

60/

2 回

60/

2 回

60/ 

2 回 

60/

2 回

金融機関との勉強会 

実施回数 
未実施 1回 4 回 4 回 4 回 4 回

※平成 27年度については、新規事業を平成 27年 12 月～平成 28年 3月までの 4 カ月稼働にてカウントし

ている。 

※中小企業振興委員会議については、年 2回開催しているが平成 27 年度上期まではヒアリング未実施。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【現状と課題】 

小規模事業者の持続的発展のためには、市場構造の変化・競合企業の有無等の外部環境と各種経営

資源等の内部環境を定量面・定性面から分析し、経営課題を明らかにする必要がある。その一方で、小規

模事業者は経営状況の分析について敷居が高いと感じていたり、やり方がわからなかったりといった理由

から、経営課題を把握できている事業者は非常に少ない。 

当商工会議所において小規模事業者に対する経営分析は、補助金申請や融資相談時等必要の際に行

われてきた。しかし、分析の内容をみると各経営指導員により手法や支援レベルにバラつきがあったことも

事実である。また、日常の窓口・巡回相談時には、経営状況の分析まで積極的に行うことができていなかっ

た。 

したがって、今後は小規模事業者に経営分析の重要性や手法を分かりやすく伝えながら掘り起こしを行った

上で、支援レベルの足並みを揃えた経営状況の分析を積極的に取り組んでいくことが課題である。 

 

【改善方法】 

上記課題を受けて、今後は、通常の窓口・巡回相談や当商工会議所ホームページ、Facebook 及び会報

等で経営分析の重要性を訴え、小規模事業者を掘り起こす。また、経営指導員が積極的に経営状況を分

析することで、市内小規模事業者の経営課題把握と事業計画の策定を促進する。 

また創意工夫として、当商工会議所では経営指導員ごとの支援レベルのばらつきを抑えるために、経営

状況の分析に関する代表的手法・ツールを積極的に活用していく。また、これらを用いる際には分析内容・

結果を「見える化」することで、小規模事業者との共有を図る。 

 

【事業内容】 

（１）Web 上のツール等を活用した財務内容の分析（既存事業改善） 

本事業では当商工会議所が掘り起こした小規模事業者に対して、客観的な財務内容の分析を行い、結

果の「見える化」を図り、経営改善を促すことを目的とする。 

手順としては、税務申告書類等で定量的な経営情報を把握し、そのデータを基に「経営自己診断システ

ム」（注1）や「小企業の経営指標調査」（注2）等を用いて、経営指導員間の支援レベルの差に影響されない

適切な分析・助言につなげていく。 

財務内容分析では、分析項目として、収益性（売上高総利益率・売上高営業利益率・総資本経常利益率

等）、効率性（売上債権回転日数・棚卸資産回転日数等）、生産性（一人当たり売上高等）、安全性（自己資

本比率・流動比率・固定長期適合率・借入金依存度等）、成長性（前年比増収率等）の 5 項目を分析し、小

規模事業者の経営状況を把握する。 

その際、創意工夫として、相談時に各ツール等を経営指導員が使い、結果を「見える化」することによって

分析結果を書面でも共有し、小規模事業者の事業計画策定に活用してもらう。 
（注 1） 経営自己診断システム 

中小企業基盤整備機構による、決算書の主要な数値を入力するだけで経営診断ができるシステムである。27 の経営指標

から収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の項目を診断することができる。CRD（中小企業信用リスク情報データべース）

の業界基準値と比較するため、指標の良し悪しを一目瞭然で判断することが可能である。 

（注 2） 小企業の経営指標調査 

日本政策金融公庫のホームページに掲載される経済指標。この指標は、日本政策金融公庫に蓄積された決算データをも

とに小企業の収益性や生産性等の指標値を集計したもの。 情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店､宿泊業、医療､福

祉、教育､学習支援業、サービス業を含む様々な企業が調査対象になっている。 

 

（２）フレームワーク等を活用した経営環境分析（SWOT 分析と 3C分析等）（既存事業改善） 

 財務内容分析と併せて当所では掘り起こした小規模事業者に対し、「SWOT 分析」や「3C 分析」等を用い

て経営環境の分析を行う。 

「SWOT 分析」での分析項目は、企業の強み（Strength）、弱み（Weakness）、機会（Opportunity）、脅威

（Threat）の 4 つである。経営環境の分析をするにあたり、まずは SWOT 分析を行うことで属する業界のマク
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ロ環境を整理し、今後支援先事業者が取りうる経営戦略の方向性を検討する。 

3C 分析での分析項目は、自社・競合他社・顧客に関することの 3 つである。SWOT 分析で経営戦略の方

向性が見えてきた小規模事業者に対しては、3C 分析を用いて顧客ニーズに合致し、差別化された商品・サ

ービスの種類や提供方法の検討に活用する。 

 上記の手法は小規模事業者全般に適用し、その他、必要に応じて小規模事業者に合わせた分析手法を

使用していく。例えば、飲食業であれば FL（フード＆レイバー）コスト分析を実施し業界平均値と比較するこ

とで、食材費と人件費をコントロールし利益の確保を図る。また、小売業であれば ABC 分析を実施し、売れ

筋・死に筋商品の特定により、取り扱いを中止すべき商品、販売促進に力を入れるべき商品を選定する際

の判断材料とする。店舗を営む業態であれば、訴求機能（外観・デザイン・店構え）、誘導機能（店内の照

度・出入口の入りやすさ）、選択機能（陳列・客動線）、演出機能（照明・音楽）、購入促進機能（販売方法・従

業員の接客等）、情報発信機能（ポスター・チラシ・掲示板）等の分析をすることで客数・客単価の増加を支

援する。このように小規模事業者の業種・業態に合わせて分析方法・項目を変えることで、個々の小規模事

業者に合った分析を行っていく。 

 この際の創意工夫として、支援レベルのばらつきを抑えるため「企業内容調書」を作成し、ヒアリング項目

の抜け・漏れがないようにする。また相談時にそれぞれの手法にて分析を行う際は、内容や結果をホワイト

ボードに図示し、写真に収めることで、事業者と分析内容・結果を「見える化」し、共有を図る。 

 

【数値目標】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

財務内容分析の 

実施事業者数 
124 160 170 180 190 200 

経営環境分析の 

実施事業者数 
124 160 170 180 190 200 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

現状においては補助金申請や融資相談の際に、事業計画策定支援を行っているが、策定支援していた

事業計画は、顧客ニーズや自社の強み・弱み等経営分析を行い、経営課題を抽出し、課題解決を目的とし

た“真の”事業計画とはいえず、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策定ができているとはいえなかった。また、支援対象者への

積極的な PRや支援先の掘り起こしもあまり実施していなかった。 

今後は事業者の経営理念や経営ビジョンを踏まえ、地域の経済動向調査・需要動向調査・経営状況の

分析結果を活用して経営課題を明確にし、到達目標を明記した実効性の高い事業計画作成支援を行うこと

と、小規模事業者の成長・持続的発展に向け、支援先の掘り起こしを行うことが課題である。なお、支援内

容の「見える化」により相談内容を的確に反映させたスムーズな計画策定支援を行っていく。 

 

【改善方法】 

掘り起こしにより接点を持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化した事業計画の策定支援を行う。 

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

る。そこで、支援先事業者の創業期、成長・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再構築、需要を見据えた事業計画策定支援を行う。 

支援を行う際は、支援先事業者と経営指導員の対面にて、膝を突き合わせ、継続的かつ段階的に実施

する。支援先事業者の考えや取り組みをヒアリングして、問題点や課題を抽出し、事業計画の到達目標達

成までの進め方・アクションプランまで落とし込む。 

なお、支援時にはタブレット端末（Web ページ・データ・イラスト等を閲覧する）とホワイトボード（問題点・課
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題・進め方等を書き出して、写真に収める）を用いて行うことで、イメージや支援内容を共有する。これにより

支援内容を適切に反映させた実効性の高い事業計画策定が可能となる。 

 

【支援に対する考え方】 

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等の視点で事業をチェックする。 

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。 

 

【支援対象者の掘り起こし方法】 

（1）鎌倉創業応援特別セミナーの活用 

地域からの創業者をより多く輩出するために、鎌倉市が産業競争力強化法に基づく認定市町村となり、

当商工会議所及び湘南信用金庫が認定連携創業支援事業者になっている。そこで、鎌倉市・湘南信用金

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、鎌倉創業応援特別セミ

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（平成 27 年度は全 4回開催し、延べ 141 名が参加）。 

 

（2）市内不動産業者と連携した創業支援施策の普及 

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鎌倉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 

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した「鎌倉商工会議所活用ガイド」

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、鎌倉市内に存在する全ての商店会が加入している「鎌倉市商

店街連合会」の事務局を当商工会議所が担っており密接な関係にあることから、鎌倉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（平成 26 年度は 161 件の

新設法人情報を把握）。 

 

（4）業種別組合の会合における説明会の開催 

各業種別組合の代表者が集まる「中小企業振興委員会議」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っている。 

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。 
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【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鎌倉創業応援特別セミナーの実施（既存事業改善） 

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 4 回シリーズにて開催する。

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、今後は、経営指導員がサポートしながら、参加者が実際に手を動かして数字に落とし込み、到達目

標を明記した実効性の高い事業計画書をセミナー内で策定してもらう。 

 

②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」「小規模事業者持続化補助金」「鎌倉市商工業元気アップ事業（注 3）・創

業部門」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（平成 27 年度は創業・第二創業

促進補助金にて 10 事業所の創業計画策定支援を実施。また、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強

化資金」において、平成 26 年度は、12 事業所の事業計画策定支援を実施）。 

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。 

（注 3） 鎌倉市商工業元気アップ事業 
鎌倉市が主催し、創業予定者や中小企業者による新商品・新技術・新サービスの開発や新事業への挑戦を支援するた

め、創業部門とステップアップ（事業拡大）部門において事業計画を募集し、その中から独創性・市場性・実現性等の点で優れ

た計画を認定し、事業化を支援する事業。選定委員会を開催してプレゼンテーションを行い、選定された事業計画を市長が認

定する。各部門にて選定された事業計画には、最大 100 万円の補助金（補助率:補助対象経費の 80％）が助成される。 

 

（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、申請時のポ

イントを説明し、事業計画の策定支援を行う（平成 27 年度は小規模事業者持続化補助金にて 80 事業所の

事業計画策定支援を実施）。 

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着実にできるような、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・サービス革新補助金」「鎌倉市商工業元気アップ事業・ステップアップ部門」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落とし込み、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。 
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（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、経営安定特別相談室・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） 

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。 

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。 

 

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ぎ

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。 

 

【数値目標】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

鎌倉創業応援特別セミナー
（全 4回シリーズ・各参加者数） 

10 35 40 45 50 55

創業者の事業計画 

策定支援件数 
20 25 30 35 40 50

小規模事業者の事業計画 

策定支援件数 
44 80 90 100 110 120

 事業承継計画策定支援件数 未実施 1 3 5 7 10

※平成 27年度については、新規事業を平成 27年 12 月～平成 28年 3月までの 4 カ月稼働にてカウントし

ている。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

現状においては、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をあまり実施できていなかった。そのため、事業計画策

定後に計画が実行に移されず、進捗がままならないケースもあった。 

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「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、事業計画を着

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も課題と言える。 
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【改善方法】 

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、1 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毎月 1 回程度モニタリングして、進捗確認を行う。実施支援の際には、

必ず支援先事業者を訪問し、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、今後は毎月１回程度モニタリン

グし、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。 

これまでは各種支援機関と連携することはあったが、経営指導員が専門家派遣に同席することは多くは

なかった。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（既存事業改善） 

毎月 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、事業計画の実効性が更に高まる。 

 

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（既存事業改善） 

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。 
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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（既存事業改善） 

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

援を毎月 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。 

 

【数値目標】 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

創業者の事業計画 

実施支援件数 
20 25 30 35 40 50

小規模事業者の事業計画 

実施支援件数 
44 80 90 100 110 120

小規模事業者経営発達支援融資 

制度利用件数 
未実施 2 3 3 4 5

事業承継計画 

実施支援件数 
未実施 1 3 5 7 10

※平成 27年度については、新規事業を平成 27年 12 月～平成 28年 3月までの 4 カ月稼働にてカウントし

ている。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

需要動向の変化にいち早く対応できる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。 
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【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。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）需要動向情報交換会の開催（新規事業） 

年 2 回、市内の観光・商業・サービス業を営む事業者、フリーペーパー及びタウン誌発行社等の地域メデ

ィアを中心メンバーとして招き、当商工会議所の経営指導員等も交えて、需要動向情報交換会を開催する。

鎌倉は観光地としてメディア露出が多いという強みを持つ。例えば、鎌倉を扱う雑誌は年間 30 誌程度存

在し、その中でも定期的に掲載されるものとして『湘南鎌倉ウォーカー』『OZ magazine』『Hanako』が挙げら

れる。また、Web 上のメディアでは「鎌倉の学校 Facebook ページ（注 4）」や「食べログ」に多くの情報が取り

上げられている。 

この強みを活かし、雑誌や各種 Web 上のメディアから地域の需要動向をリサーチし、併せて市内の事業

者からヒアリングも実施し、話題になっているモノ・コトを資料にまとめる。資料は参加者へ配布し、参考資料

として意見交換を行ってもらう。 

調査項目は、小売・飲食業・サービス業等における売れ筋商品・サービスや観光客のニーズ等を想定し

ている。収集・整理・分析した需要動向に関する情報は、小規模事業者がタイムリーに活用できるよう、資料

や議事録を当商工会議所のホームページ、Facebook 及び会報で速やかに提供していく。具体的には、新し

い商品・サービス開発や、パッケージデザインやディスプレイ等、小規模事業者が需要開拓に取り組む際の

参考にしてもらう。 

この事業により経営指導員等も地域の需要動向を把握することで、需要開拓支援をより効果的に行うこ

とができる。 
（注 4）鎌倉の学校 Facebook ページ 

鎌倉を学び、楽しみ、味わい尽くすことを目的に作られた、累計 32,000 以上のいいね！を得ている人気の Facebook ページ

である。 

 

（２）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 つをテーマとする。 

目標参加者数は初年度開催1回につき30人とし、次年度以降は漸増を目指す。周知方法としては、鎌倉

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。 

 

（３）「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。 

 

（４）Web 上の各種調査ツールの活用（新規事業） 

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
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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。また、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。 

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、「Google Adwords キーワードプランナー

(注5)」「goodkeyword（グッドキーワード）(注6)」「Google トレンド(注7)」等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。加えて、経営指導

員等が各ツールをタブレット端末等で使って見せることにより、すぐに使える有益な情報の提供と調査方法

の紹介を同時に行う。 
(注 5) Google Adwords キーワードプランナー 

このツールで調査できる項目は、任意の検索ワード（単語）の関連ワード候補とそれらを組み合わせた際の検索回数であ

る。 

 
キーワードプランナーの検索結果画面(https://www.google.co.jp/adwords/) 

 

画像は「鎌倉」という単語が 2015 年 6 月に検索された回数と関連ワード候補が表示されているところである。 

本来このツールは SEO（検索エンジン最適化）対策やリスティング（検索連動型）広告の出稿に活用することができるものだ

が、ここから需要動向を垣間見ることもできる。例えば、「鎌倉」で検索している上の画像では、関連ワードに「大仏」「ホテル」

等が並び鎌倉に来る観光客のニーズをうかがうことができる。この機能を活かし、個別相談の際に各商品・サービスについて

消費者のニーズを探り需要開拓支援に活かしていく。 
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(注 6) goodkeyword（グッドキーワード） 

このツールは任意のキーワード（単語）を検索することで Google、bing、楽天等複数サイトにおける関連ワードを一覧で表示

してくれるツールである。本ツールの利点は、複数の検索サイトにおける結果を横断的に調査できる点である。 

 

「goodkeyword」の検索結果画面（goodkeyword.net/） 

 

画像は「鎌倉 ランチ」の関連ワードを一覧表示したものである。この場合、関連ワードには「しらす」「海鮮」「鎌倉野菜」等が

表示され、このような消費者のニーズを事業者側はランチメニューの設定や POPのアピールに活かすことができる。 

goodkeywordでは、複数サイトにおける関連ワードを一覧で参照できるため、キーワードプランナーと併用することによって多

様なニーズを調査することができる。またキーワードプランナーに比べ操作が簡単（ログイン不要で検索するのみ）であるた

め、デジタル端末に苦手意識を持つ事業者にも、手軽な調査方法として紹介しやすい側面を持つ。 
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(注 7) Google トレンド 

このツールは任意の検索ワードにおける検索回数の動向を表示するツールである。また、今後の検索回数動向予測も行う

ことができる。 

 

 
Google トレンド検索結果画面（https://www.google.co.jp/trends/） 

 

画像は「鎌倉」の検索数動向を示したグラフである。2016 年の検索動向予測も表示されていることがわかる。 

このグラフからは、鎌倉が各年の6月（あじさいの時期）、11月（紅葉の時期）、年末年始に多く検索されていることが見て取

れる。活用方法として、このツールを使うことで新しい商品・サービスにおける、ニーズの有無や投入時期等を検討することが

できる。また、このツールは検索ワードを入力するのみ（ログイン不要）で動向の予測まで可能なため、手軽な調査方法の紹

介として事業者へ積極的に周知を図っていくことができる。 

 

【数値目標】 

※平成 27年度については、新規事業を平成 27年 12 月～平成 28年 3月までの 4 カ月稼働にてカウントし

ている。 

 

 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向セミナー 

参加者数/開催回数 
未実施

30/

1 回

65/

2 回

70/

2 回

75/ 

2 回 

80/

2 回

需要動向情報交換会 

開催回数 
未実施 1 2 2 2 2

Web 上の各ツールを 

活用した調査数 
未実施 60 240 252 264 276
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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】 

多くの小規模事業者は、需要開拓による売上増加に意欲的であるが、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実情であり、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。 

そこで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。 

 

【改善方法】 

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。

これが当商工会議所の支援に対する考え方である。 

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）「住宅何でも相談」事業（既存事業改善） 

「住宅何でも相談」事業は住まいの工事に関する相談を担当者が受け、約 80 社の登録事業者から数社

をあっ旋し、見積書の提示等を経て工事を行うシステムである。この事業を小規模事業者の需要開拓という

面から見ると、案件によっては数百万円の工事の受注に繋がっている例もあり、事業者にとっては需要開

拓の重要な手段となっている。 

改善点として現在まで、当事業に関して積極的な PR を行ってこなかった（鎌倉市広報のみ）ため、今後

は、当商工会議所上のホームページや Facebook にて積極的に周知を行っていく。 

 

（2）「かまくらお店紹介ホームページ」の活用（既存事業改善） 

「かまくらお店紹介ホームページ」は、鎌倉市観光商工課が産業振興の一環として市内のお店の紹介を

行う Web サイトである。行政が運営していることで検索結果においても上位表示され、当ホームページから

問い合わせ・受注につながるケースもあることから、小規模事業者の需要開拓として効果が見込める。 

現状では小規模事業者への情報提供を積極的に行っていなかったため、今後は鎌倉市・鎌倉市商店街

連合会と連携しながら、ホームページ、Facebook、及び会報や日常の窓口・巡回相談で市内の小規模事業

者に積極的に登録を提案していく。 

 

（3）プレスリリース活用支援（新規事業） 

小規模事業者は、プレスリリースに対してハードルが高いと感じ躊躇してしまうことが多い。その一方で、

自社の新商品・サービスをアピールできる場を求めている小規模事業者も多く存在する。 

今後はそうした小規模事業者をホームページ、Facebook、及び会報や日常の窓口・巡回相談で掘り起こ

し、プレスリリースの有効活用を促進することで需要開拓の支援を行う。具体的には、神奈川県よろず支援

拠点と連携し、プレスリリースについて精通している専門家を招いて、プレスリリースの方法やノウハウに関

するセミナーを年 2 回行っていく。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・巡回相談に活かす。 

鎌倉市には広報メディアセンターが設けられており、市民や事業者が報道機関に向けて情報発信するこ

とができる。広報メディアセンターには新聞社や放送局等 24 社が登録されているため、積極的・継続的なプ
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レスリリースの活用により、需要開拓の効果は十分見込めるため、活用を促していく。 

 

（4）「ビジネスマッチング with かながわ 8信金」への参加支援（新規事業） 

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(注8)」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、経営指導員等が湘南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。 

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。 
(注 8) ビジネスマッチング with かながわ 8信金 

 神奈川県内の 8 信金（神奈川県信用金庫協会、横浜信用金庫、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、川崎信用金庫、平塚

信用金庫、さがみ信用金庫、中栄信用金庫、中南信用金庫）が主催の商談会・展示会。工業から流通業まで幅広い業種を対

象とし、約 400 社の事業者が参加している。 

 

（5）工業系展示会への出展支援（新規事業） 

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」「湘南ひらつかテクノフェア」「機械要素技術展」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。 

事業内容としては上記（4）のビジネスマッチングと同様の方法で、小規模事業者の掘り起こしから、概要

説明や展示会出展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。 

 

（6）Web マーケティング支援（新規事業） 

スマートフォン等手軽に Web サイトを閲覧できる環境の普及を背景に、近年では Web 上での需要開拓の

重要度が増している。また、今後もその重要性は高まり、将来的には必須の取り組みになってくることが予

想される。そのような状況において、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 9)や「ニッポンセレクト」(注 10)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
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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。 

また、Web を活用している小規模事業者であっても、コンバージョン率（Web ページへの流入から商品購

入や問い合わせにつながる率）の観点が抜けているために需要開拓につながっていないケースは多い。そ

こで、当商工会議所ではコンバージョン率に注目し、Web マーケティングや Web デザイン、SNS の活用等に

精通している神奈川県よろず支援拠点・ミラサポの専門家を招き、Web の活用を始めた、または既に活用し

ている小規模事業者を対象にセミナーを年2回実施し、併せて専門相談を開催する。このセミナーには経営

指導員等も積極的に参加することによって、ノウハウを蓄積し、日常の窓口・巡回相談において活用してい

く。 
(注 9）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 10)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。 

 

（7）商品・サービス開発とブランディング支援（新規事業） 

小規模事業者が成長・持続的発展をしていくためには、商品・サービス価値の維持・向上を図り、価格競

争を避けることが重要となる。また、商品・サービス自体を改善しなければ需要の開拓に限界があることは

否めない。そのためには、商品・サービス自体の刷新やブランディング等によって顧客価値を高めていくこと

が必要である。 

上記のことから、小規模事業者には潜在的または顕在的に新商品・サービスの開発・改良を求められる

が、当商工会議所ではそこまで踏み込んだ小規模事業者の支援ができていなかった。 

それゆえ、当商工会議所では、地域産業資源や鎌倉ブランドの活用も含め、商品・サービス開発とブラン

ディングの両面から小規模事業者に対し、需要開拓の上流にまで踏み込んだ支援を行っていく。具体的に

は、商品・サービス開発やブランディングに精通した神奈川県よろず支援拠点・ミラサポ・中小企業基盤整

備機構等の専門家と連携しながら支援を行い、「コンセプトの設定」「ブランドイメージ向上のためのロゴ・キ

ャッチコピー使用」「流通チャネルの選択」等の具体的な課題解決によって、小規模事業者の売上増加や利

益確保に結び付けていく。 

 

【数値目標】 

事業名 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

住宅何でも相談事業 

相談件数 
37 40 45 50 55 60

「かまくらお店紹介ホームページ」

新規掲載 
未実施 12 36 40 44 48

プレスリリース活用支援 
セミナー参加人数/開催回数 

未実施 未実施
45/

2 回

50/

2 回

55/ 

2 回 

60/

2 回

ビジネスマッチング・工業系展示会 

参加・出展事業者数 未実施 5 15 20 25 30

Web マーケティング支援 

セミナー参加人数/開催回数 
未実施

20/

1 回

45/

2 回

50/

2 回

55/ 

2 回 

60/

2 回

商品・サービス開発と 

ブランディング支援件数 
未実施 10 30 30 30 30

※平成 27年度については、新規事業を平成 27年 12 月～平成 28年 3月までの 4 カ月稼働にてカウントし

ている。 
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Ⅱ． 地域経済の活性化に資する取組 

 

【現状と課題】 

 鎌倉市は前述の通り、「第3次鎌倉市総合計画 第3期基本計画（平成26～31年度）」において、「本市の

特徴の一つである観光都市の特性を生かし、商業・サービス業を基幹産業として育成・発展させること」や

「観光客に対するホスピタリティの向上」を課題として挙げており、鎌倉商工会議所としても地域経済の活性

化のためには観光振興が有効な方策と考えている。 

 そのため、鎌倉市では、地域の関係機関内での情報の共有化や、より活発な意見交換を行うこと、観光

振興のスピード化を図るため、鎌倉市、（公社）鎌倉市観光鎌倉協会、鎌倉市商店街連合会、鎌倉料理飲

食業組合、江ノ島電鉄㈱、東日本旅客鉄道㈱横浜支社、鎌倉商工会議所をはじめとする 25 以上の機関に

より、平成 23 年より「鎌倉市観光基本計画推進協議会」を設置し、関係者間での地域の方向性の共有化を

図っている。 

 今後、地域経済を更に活性化するためには、地域の魅力や特性を十分に踏まえた観光振興を推進し、こ

れまで以上にこのような多様な機関で検討された内容を、すみやかに「地域のブランド化事業」や「にぎわい

創出」事業へ反映し、地域経済の活性化に資する魅力ある事業を実施することが課題である。 

 

【改善方法】 

課題解決のための改善策として、「鎌倉市観光基本計画推進協議会」において協議された内容の議事録

を配布または説明するなどして、当所が実施している各事業委員会へ素早く周知することを徹底すること

で、情報の共有化を更に促進する。それにより、協議された多くの機関の意見がタイムリーに各事業へ反映

され、地域の特色を活かした魅力ある事業の創出が可能となる。 

 

以上を踏まえ、地域経済の活性化に資する取組みとして下記の事業を実施する。 

 

【事業内容】 

１．地域のブランド化事業 

（１）鎌倉産品推奨品事業（既存事業改善） 

（事業開始年度） 

平成 20 年度から実施 

 

（事業概要） 

鎌倉商工会議所、（公社）鎌倉市観光協会、鎌倉市商店街連合会、鎌倉菓子組合、伝統鎌倉彫事業協

同組合等で構成する鎌倉産品推奨委員会において、鎌倉土産のブランド力向上のため、鎌倉発のオリジナ

ル産品の認定制度を企画し、鎌倉の中小小売店並びに飲食店の魅力あるオリジナル産品を「かまくら推奨

品」として認定する。 

認定する際は、素材・歴史・文化・製法・技術等の面で「鎌倉らしさ」を感じる認定基準を設定し、毎年審査

を行う。 

認定した推奨品は、ＪＲ鎌倉駅構内 2 ケ所の常設展示場にて展示。常設展示場及び（公社）鎌倉市観光

協会観光案内所においては、PR パンフレットを年間 6 万枚配布し、「鎌倉の産品」としてブランド力を高め、

他地域との差別化を図っている。 

 

（改善内容） 

今後は、Ⅰ－６－（４）に記載されている、神奈川県内 8 信用金庫が合同で開催している「ビジネスマッチ

ング with かながわ 8信金」への参加を認定事業者に促す。 

販路開拓に意欲的な認定事業者はもちろんのこと、商談会に参加したことがない認定事業者に対して

も、「効果的な売り込み方法」等を支援する。 

これにより、認定事業者の需要開拓につなげるだけでなく、地域ブランド確立の一翼を担うとともに、地域

経済の活性化にも寄与していく。 
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なお、Ⅰ－６－（７）にも記載のとおり、今後は市内小規模事業者に対して、鎌倉ブランド商品・サービスの

開発・ブランディング支援を実施していくため、商品化された際は、かまくら推奨品の認定申請も促していく。

 

（過去の実績）  

現在までの認定品は 69 品 

 

（定性目標） 

認定された商品のブランド力向上により、小規模事業者を含む観光関連事業者の需要開拓や地域経済

の活性化を目標とする。 

 

（２）ホスピタリティ推進事業（既存事業改善） 

（開始年度） 

平成 18 年度から実施 

 

（事業概要） 

鎌倉商工会議所、（公社）鎌倉市観光協会、鎌倉市商店街連合会等で鎌倉ホスピタリティ推進協議会を

構成。鎌倉がホスピタリティ（＝心のこもったおもてなし）に溢れるまちになるために、おもてなしを推進する

リーダー的存在を養成する「鎌倉おもてなしコンシェルジュ」養成講座の開催やホスピタリティの向上に関す

るセミナーの実施、また、冊子等の活用により、鎌倉市内におけるおもてなし力を高め、鎌倉へのリピーター

創出を図る。なお、市民に対しても、広報誌等でセミナー開催を周知するなどし、全市的に推進活動を行っ

ている。 

 

（改善内容） 

現行の取り組みをよりよいものにするため、「鎌倉おもてなしコンシェルジュ養成講座」のカリキュラム等

の見直しを行い、今まで以上に高度で専門的な知識を習得できる内容とし、小規模事業者の付加価値向上

に寄与していけるよう、市内事業所の更なる人材育成に努めていく。 

 

（過去の実績） 

・延べセミナー開催数 20 回 受講者総数 1,557 名（平成 18～26 年度） 

・鎌倉おもてなしコンシェルジュ延べ認定者数 84 名（平成 24～26 年度） 

 

（定性目標） 

 住んでいる人も訪れる人も、互いに美しさ、温かさ、楽しさを感じられれば、結果として地域のファンとなる

リピーターが生まれ、鎌倉に訪れる方が増加する。そのためにも、全市的にホスピタリティを推進することが

必要である。今後はセミナーや冊子等の活用により、事業者だけでなく市民にも継続してホスピタリティを推

進するとともに、今まで以上に質の高いホスピタリティを提供できる市内事業者の人材育成を行い、市内各

所にホスピタリティを伝播させ、鎌倉市全域をホスピタリティ溢れるまちにすることが目標である。 

 

（３）鎌倉観光文化検定試験（既存事業改善） 

（開始年度） 

平成 19 年度から実施 

 

（事業概要） 

鎌倉に関する歴史、文化、観光、自然、暮らし等多分野にわたり鎌倉の知識の深さを認定する検定試験

（1～3 級）を実施する。 

 

（改善内容） 

 県内・外の史学関係学科を設置している大学等にも積極的に PR を行い、単なる受験者増加だけでなく若
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い世代の鎌倉ファンの創出をねらいとする。若い世代の鎌倉ファンの創出は、現在のまちの活性化に繋が

るだけでなく、次世代への地域振興にも寄与し、今後のまちの発展に大きな効果が期待できる。 

 

（過去の実績）（平成 19～26 年度） 

延べ受験者数  1 級 1,270 名（150 名） 2 級 1,988 名（1,145 名） 3 級 4,583 名（3,235 名） 

            ※（）内は合格者数 

 

（定性目標） 

多くの方々に鎌倉の素晴らしさを再認識してもらうために検定試験を実施し、「鎌倉ファン」を創出する。

多くの「鎌倉ファンが」うまれることにより、地域としての鎌倉や、地域発の商品・サービスのブランディングに

もつながることが期待でき、それにより、他地域との差別化が図られ地域経済の活性化に寄与することを目

標とする。 

 

２．にぎわいの創出事業 

（１）鎌倉ビーチフェスタ（既存事業改善） 

（開始年度） 

 平成 14 年度から実施 

 

（事業概要） 

鎌倉商工会議所、鎌倉市、（公社）鎌倉市観光協会、鎌倉市商店街連合会等で鎌倉ビーチフェスタ実行

委員会を構成。毎年1回2日間、鎌倉市由比ヶ浜海岸に特設ステージを設けてフラダンスやビーチライブ等

のステージイベントの他、砂像の製作、お子様ゲームコーナー、模擬店等、大人から子供まで 1 日楽しめる

イベントを実施する。 

 

（改善内容） 

 現状でも参加体験型のイベント（ステージでのダルマ落とし大会、アクセサリー作り体験等）を実施してい

るが、体験・出店ブースの更なる増加や他団体との連携等により今まで以上に内容を拡充することで、来場

者の増加が図られ、より一層の賑わいの創出が期待できる。それにより、イベントに参加する事業者だけで

なく、周辺商店街、近隣市街地の消費喚起を促すことが期待でき、周辺地域の事業者の売上に結びつくと

期待される。 

  

（過去の実績）（平成 26 年度） 

来場者数 28,000 人 

 

（定性目標） 

波の音や潮風を感じながら、ステージイベントを楽しみ、体験型イベントに参加することで、鎌倉に住む

方々だけでなく、観光等で鎌倉を訪れる人に「鎌倉の海」の良さをあらためて知ってもらうことで海水浴シー

ズン以外の海の魅力を PR し、夏に限られていた海岸地域の賑わいの創出と来訪者のリピート率を向上さ

せ、更なる地域経済の活性化と観光振興を目標とする。 

 

（２）オクトーバーフェスト KAMAKURA（既存事業改善） 

（開始年度） 

平成 24 年度から実施 

 

（事業概要） 

 ドイツの「オクトーバーフェスト」にならい、ビール祭り「オクトーバーフェスト KAMAKURA」を開催する。大

手ビールメーカーのビール及び地ビールの販売、市内飲食店のテナント出店、鎌倉特産品や岩手県の名

産品等の物品販売、子供向けブースの設置、東北産地ビールの販売等、大人から子供まで楽しめるイベン



 - 23 -

トとなっている。毎年ビール販売の収益金を東北支援として寄付し、東北地方への継続的な支援も兼ねて

いる。 

 

（改善内容）  

地域飲食店のイベント「鎌倉ちょい呑みフェスティバル」と同日開催し、相乗効果をねらうとともに、ステー

ジイベントの充実、新しいデザインの Tシャツ・タオルの販売等の取組みを加えることで、来場者の増加と地

ビール等の売上アップを図る。 

 

（過去の実績）（平成 26 年度） 

・来場者数 14,000 人  

・地ビール等売上 773 万円 

・収益金の内 100 万円を「東日本大震災みやぎこども育英基金」に寄贈 

 

（定量目標） 

・来場者数 18,000 人 

・地ビール等売上 1,000 万円 

 

（定性目標） 

 海水浴シーズンや紅葉シーズンの合間に開催し、閑散期の鎌倉のまちを活性化するとともに交流人口を

増加させ、年々秋のイベントとして注目度も増している。今後は閑散期の賑わい創出に一層効果のあるイベ

ントとして「鎌倉ちょい呑みフェスティバル」との連携により、近隣店舗の利用促進を図り、今まで以上に地域

経済の活性化に寄与することを目標とする。 

 

Ⅲ． 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

【現状と課題】 

現在、近隣の商工会議所・商工会とは、定期的な職員勉強会・情報交換会を開催している。 

また、商工会議所・商工会以外にも、金融機関や神奈川県よろず支援拠点・専門家（中小企業診断士

等）等、当商工会議所と個者支援で連携している様々な小規模事業者・中小企業支援機関が存在する。現

状においては、当商工会議所単体では解決できない高度・複雑な相談内容の場合、各支援機関の強みを

活かした連携によりチームでの支援を行い、その支援実務を通じた情報交換により、支援ノウハウを蓄積し

ている。 

しかしながら、需要動向を含めて小規模事業者の新たな需要の開拓につながる内容の情報交換までは

できていなかった。ゆえに、課題としては、新たな需要開拓に資する有益な情報交換を行うことが挙げられ

る。 

 

【改善方法】 

 具体的には、小規模事業者の新たな需要開拓や売上・利益につながる内容もテーマに入れた支援ノウハ

ウ等の情報交換を行い、小規模事業者の新たな需要の開拓を進める基盤構築を図る。 

 

【事業内容】 

（１）近隣商工会議所・商工会との職員勉強会・情報交換会（既存事業改善） 

現在、他の支援機関における支援の成功事例や支援現場における具体的な支援方法や支援上のノウ

ハウを共有するために、横須賀商工会議所・三浦商工会議所と連携し、支援業務テーマ（金融や労働保険

等）別に職員勉強会を年 2～3 回定期的に開催している。 

また上記の目的に加えて、業種別の景気動向・経営課題や小規模事業者の動向、更に小規模基本法・
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支援法や小規模事業者・中小企業施策等について情報交換するために、逗子市商工会・葉山町商工会を

加えた 4 市 1 町（横須賀市・三浦市・鎌倉市・逗子市・葉山町）の商工会議所・商工会の情報交換会を年 2

回定期的に開催している。 

現在は、小規模事業者持続化補助金や需要開拓に関する具体的な支援の進め方や支援ノウハウにつ

いて詳しい情報交換ができていないことから、今後の改善点として、事例発表を交えながら、具体的な支援

の進め方や支援ノウハウに関する情報交換を行う。これにより、当商工会議所の補助金採択率を向上させ

ることはもちろん、市内の小規模事業者の需要開拓に向けた取り組みを実効性あるものに高めることが可

能となる。 

 

（２）日本政策金融公庫との勉強会（既存事業改善） 

現在、日本政策金融公庫とは、融資制度等の勉強会を年 1回開催している。 

日本政策金融公庫は小規模事業者への金融支援を数多く取り扱っており、融資審査時や融資後のフォ

ローアップのプロセスで、小規模事業者のビジネスを多く目にしていることから、その蓄積された経験である

“目利き力”は支援機関の中でも高く評価されている。 

しかしながら現在は、この“目利き力”を学ぶ場を設けていないのが実情である。現状を改善するため、今

後は小規模事業者を取り巻く需要動向や地域経済動向に関する情報をはじめ、需要開拓やビジネスモデ

ル等に関する先進事例や支援ノウハウについて詳しい情報交換を年 2 回定期的に勉強会の中で実施す

る。 

これにより、当商工会議所も小規模事業者に対する“目利き力”を高め、小規模事業者の強み・弱みを明

確化し、企業の成長・持続的発展に必要な経営課題を見抜き、全体最適となる提案・助言を行うことで、市

内小規模事業者の新たな需要開拓に向けた取り組みによる、売上・利益の増加が期待できる。 

また勉強会においては、上記の内容に加えて、「小規模事業者経営発達支援融資制度」についても、具

体的な融資の進め方やそのポイント等についても情報交換をしていく方針である。 

 

（３）神奈川県よろず支援拠点との情報交換会（新規事業） 

神奈川県よろず支援拠点は、先進的な支援事例を多く保有していることから、当商工会議所の支援能力

向上のため、創業や PR・販売促進を含めた需要開拓等に関する支援ノウハウや個別相談案件に関する情

報交換会を年 2 回定期的に行う。その効果として、情報交換会による当商工会議所の支援力向上により、

市内小規模事業者の売上・利益の向上が期待できる。 

 

（４）地域金融機関との合同勉強会（新規事業） 

小規模事業者が需要開拓等を行いながら経営を持続していくためには、融資や資金繰り等の資金面の

ケアも必要不可欠となる。そのため、平成 26 年 4 月に「創業・新事業支援」についての覚書を取り交わして

いる湘南信用金庫を含めて、小規模事業者支援に積極的な地元金融機関との合同勉強会を年2回定期的

に行い、融資審査のポイントや資金繰りのコントロール等の資金面のテーマをはじめ、地域の創業・経営革

新・経営改善・事業承継に関する取組事例についての情報交換も行う。これにより、当商工会議所の支援

力向上に加えて、市内小規模事業者が資金繰りを安定させたうえで、“腰を据えて”売上・利益の向上という

前向きな取り組みに活動エネルギーを注ぐことが可能となるという副次的な効果も期待できる。 

 

（５）かながわ中小企業成長支援ステーションとの情報交換（新規事業） 

かながわ中小企業成長支援ステーションとは、従前より経営革新計画承認申請について連携支援を行っ

ていたが、小規模事業者の新たな需要開拓につながる情報交換を特に行っていなかった。 

同ステーションは、経営革新計画の調査・審査・承認の手続きにあたり、神奈川県内の中小企業・小規模

事業者の経営革新計画を数多く取り扱ってきた経験を有している。経営革新計画の承認には、「新事業活

動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図ることが求められており、その計画内容には小規模事

業者の需要開拓に通ずる部分が非常に多くある。 

そのため、今後は同ステーションとの情報交換を年 2 回定期的に実施し、先進的な事例を含めて、県内

の中小企業・小規模事業者の経営革新に関する情報交換・意見交換を行う。これにより、需要開拓を含め
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た経営革新に関する支援ノウハウを当商工会議所が蓄積し、個者支援での助言に活かすことで、市内小規

模事業者の新たな需要開拓に向けた取り組みの実効性を高め、売上・利益の増加につなげることが可能と

なる。 

 

（６）各種専門家との情報交換（新規事業） 

鎌倉商工会議所は多くの専門家（弁護士・税理士・司法書士・弁理士・中小企業診断士・社会保険労務

士・デザイナー・Web コンサルタント等）と日頃から市内の小規模事業者支援のために連携して動いており、

月 1～2 回は専門相談も実施している。しかしながら、これまでは個別案件の相談以外に特段情報交換等

の時間を設けていなかった。 

各種専門家は我々商工会議所と同じく、小規模事業者を顧客としている。顧客が同じであれば、顧客や

顧客を取り巻く環境等について“異なった目線”で情報交換することは有益であることから、今後は専門相

談のタイミングを活用する等して、各種専門家との情報交換を月 1回実施する。 

その際、小規模事業者の需要開拓に関することはもちろん、税務・法務・労務・知的財産・デザイン・Web

活用等、“攻めと守り”の両面について情報交換をすることで、当商工会議所の支援力を向上させ、最終的

には小規模事業者の需要開拓をスムーズに進めることにつながる効果が期待できる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

【現状と課題】 

 これまで、経営指導員を中心に神奈川県商工会議所連合会の経営指導員等研修や中小企業基盤整備

機構の小規模事業者支援研修（見習研修型・個者支援型・地域支援型）等に参加し、記帳指導・税務指導

に加えて、小規模事業者の売上・利益向上につながるマーケティング等の支援ノウハウを習得してきたが、

研修を受講するのみの“個人消化”にとどまっていた。そのため、研修で得た小規模事業者の利益確保に

資する知識を職員間で共有すること、現場の支援でそれらの知識を実践で活用できるようにすることが大き

な課題といえる。 

 

【改善方法】 

 所内での定期的な研修実施により、個人の支援ノウハウや小規模事業者の経営分析結果、更に需要動

向調査の結果等を組織として共有できる仕組みづくりを行う。また、インプットした支援ノウハウ等を実際の

支援現場でアウトプット（活用）できるように、他の支援機関や専門家と連携して支援を行う場合は、経営指

導員等を同行させ、実践的なノウハウ習得に努める。更に、同席することで得られた実践的な支援ノウハウ

についても、所内の研修で他の職員にフィードバックして、その内容を共有する。 

 

【事業内容】 

（１）神奈川県商工会議所連合会・経営指導員等研修会への参加（既存事業改善） 

神奈川県商工会議所連合会が主催する経営指導員等研修会を、経営指導員等が年間 20 時間程度受

講し、創業・需要開拓・事業承継等の支援ノウハウ習得に努める。 

改善点としては、研修内容を組織で共有するために、研修に参加した経営指導員等はその内容を報告

書にまとめ、毎月開催する所内研修会（下記（５）参照）でその内容を発表し、組織として支援ノウハウを共

有する。 

 

（２）中小企業基盤整備機構・小規模事業者支援研修への参加（既存事業改善） 

中小企業基盤整備機構が主催する小規模事業者支援研修（見習研修型・個者支援型・地域支援型）に

経営指導員等を積極的に受講させ、小規模事業者の売上・利益向上や地域経済活性化に関する支援ノウ

ハウの習得に努める。 

 改善点としては、上記（１）と同様に、研修に参加者した経営指導員等が研修内容を報告書にまとめ、毎月

開催する所内研修会（下記（５）参照）でその内容を発表し、組織として支援ノウハウを共有する。 
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（３）日本商工会議所・経営指導員向け研修への参加（既存事業改善） 

これまでも、日本商工会議所の研修には、業務分野別の研修を中心に参加してきたが、小規模事業者

の利益確保に資する内容の研修にはあまり参加していなかった。そのため、今後は「IT 活用研修会」「創業

支援担当者研修会」「販路拡大（ネットショップ開設）支援セミナー」等、創業や需要開拓の支援現場で活用

しやすい研修に経営指導員等を積極的に受講させ、支援能力の向上に努める。 

また、研修内容を組織で共有するために、参加した経営指導員等はその内容を報告書にまとめ、月 2 回

開催する個者支援スキルアップ研修（下記（６）参照）でその内容を発表し、組織として支援ノウハウを共有

する。 

 

（４）神奈川県よろず支援拠点・専門家・ベテラン経営指導員との同行・同席による OJT（新規事業） 

神奈川県よろず支援拠点や各種専門家による専門相談実施の際には、経営指導員等を同行・同席さ

せ、創業・需要開拓・事業承継等に関する課題抽出方法や相談・解決手法等、実践的な支援ノウハウを習

得する。 

また、若手経営指導員等に関しては、創業・需要開拓・資金繰り・補助金申請等の課題解決において、ベ

テラン経営指導員とチームを組み、OJT（職場内訓練）の手法により実際の支援現場で役立つ支援ノウハウ

を継承する。 

同行・同席により蓄積された事例や支援ノウハウは、同行者や若手経営指導員等が報告書をまとめ、

「個者支援スキルアップ研修」（下記（６）参照）でその内容を発表し、組織として情報を共有することで実践

的な支援力の向上に努める。 

 

（５）所内研修会の開催（新規事業） 

今後は、全職員を対象として新たに所内研修会を毎月 1 回開催する。研修会では、需要動向調査・地域

経済動向分析・地域経済活性化や個者支援に関する基礎的内容を主に情報共有を行い、組織全体として

の支援力向上を図る。 

具体的には、外部研修や他の支援機関との情報交換会等に参加した経営指導員等は、個者支援に関

する報告書を作成したうえで所内研修会にて発表をする。これにより、経営指導員等の人材育成も図ってい

く。 

一方、外部研修や情報交換会等への参加機会が少ない経営指導員・経営支援担当以外の一般職員

は、需要動向調査に関連して、雑誌・タウン誌・インターネット記事・SNS・経営者ヒアリング等で調査を実施

し、本研修会において経過報告を行う。 

その他、経営発達支援事業に関する内容についても進捗状況報告を各担当者が行い、全職員が新鮮な

情報をインプットしたうえで、“当事者意識”を強く持ちながら、組織一丸となって経営発達支援事業を推進し

ていくことにより、その実効性を高めていく。 

 

（６）個者支援スキルアップ研修（新規事業） 

小規模事業者の個者支援にあたる経営指導員や経営支援担当職員を対象に、「個者支援スキルアップ

研修」を月 2回開催する。 

研修会では、まず上記の（３）・（４）の研修・OJT の報告書発表に加えて、後述の（７）の学習内容につい

ても発表を行い、経営指導員等でその内容を共有する。更に、ケーススタディ（支援事例）を中心として、経

営分析・事業計画策定・事業計画実施支援・需要開拓の内容をはじめ、創業や事業承継に関する実践的な

内容も含めて情報共有を行い、本研修で活発に意見交換を行うことで、理解を深めて実践的な支援力を養

う。 

その際、需要開拓に取り組む小規模事業者を伴走型支援し、利益の確保ができているといった成功事例

だけでなく、失敗事例についてもその原因等を経営指導員等で共有し、その後の支援に活かす。 

また、支援中の懸案事項等についても、本研修で情報を共有し、参加者のノウハウを出し合って課題解

決の方法等を考える場とし、組織として小規模事業者の売上・利益等の効果につなげるように努める。 

なお、ケーススタディの発表者は輪番制とし、内容を分かりやすく説明する力、質問に的確に回答できる

力を養っていく。 
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（７）専門的知識向上の取組み（新規事業） 

中小企業診断士・社会保険労務士・税理士、その他国家・公的資格等の取得を経営指導員等に奨励し、

支援力の専門性を高める。 

資格取得はもちろん、取得までのプロセスであっても多くの専門的知識を得られるため、上記（６）の「個

者支援スキルアップ研修」でその学習内容を発表し、組織として情報を共有することで、小規模事業者の成

長・持続的発展を支える伴走型の支援能力向上を図る。 

（※現在は中小企業診断士 1名・社会保険労務士 2名が中小企業支援課に在籍） 

 

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、下記の方法により評価・検証を行う。 

 

（１）会員企業として当商工会議所に所属しない外部有識者（日本政策金融公庫・鎌倉市・税理士・中小企

業診断士等）で構成する「経営発達支援計画評価・検証委員会」を設置し、同委員会は成果の評価・見

直し案を提示する。 

 

（２）当商工会議所事務局内の係長以上で構成する「所内役席会議」により、評価・見直し案を検討のうえ、

当商工会議所の正副会頭会議で決定する。 

 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、当商工会議所の常議員会へ報告し、承認を受ける。 

 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果は、当商工会議所のホームページ（http://www.kamakura-cci.or.jp）に

おい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 

（平成 27 年 8 月末現在）

（１）組織体制 

本事業の実施体制については、事務局長（総務課長兼務）・中小企業支援課長（中小企業振興課長兼

務）の指揮・進捗管理の下、経営指導員5名と経営支援担当4名を中心として、中小企業支援課職員8名・

中小企業振興課職員 3名・総務課職員 4名の計 15 名で業務遂行に取り組む。 

当商工会議所の全総力を結集しての実施体制を敷き、本事業の推進力を高めて計画の目標達成を目指

す。 

 

 【鎌倉商工会議所の組織体制】 

  ・役員議員  会頭 1 名、副会頭 3名、専務理事 1名、議員 69 名（うち常議員 21 名）、監事 2名 

  ・事 務 局  事務局長 1名（総務課長兼任） 

           総務課 5名 

            課長 1 名（事務局長兼任）、課員 4名 

           中小企業振興課 4名 

課長 1名（中小企業支援課兼任）、課員 2名、経営支援担当 1名 

           中小企業支援課 9名 

課長 1名（中小企業支援課兼任）、経営指導員 5名、経営支援担当 3名 

 

（２）連絡先 

   郵便番号 248-0012 

   神奈川県鎌倉市御成町１７番２９号 

   鎌倉商工会議所 中小企業支援課 

   TEL：0467-23-2563 

   FAX：0467-25-0900 

   E-mail：info@kamakura-cci.or.jp 

   URL：http://www.kamakura-cci.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 29 -

（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) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 64,695 65,400 65,400 65,400 65,400

 

中 小 企 業 経 営 支 援 事 業 費 

商 工 業 振 興 事 業 費 

部 会 実 行 委 員 会 事 業 費 

検 定 事 業 費 （ 鎌 倉 検 定 ） 

54,399 

1,100 

4,621 

4,575 

55,000

1,100

4,700

4,600

55,000

1,100

4,700

4,600

55,000 

1,100 

4,700 

4,600 

55,000

1,100

4,700

4,600

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

神奈川県補助金、鎌倉市補助金、会費収入、負担金収入、各種事業収入、手数料収入 

 

（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 

事業名：鎌倉産品推奨品事業 

事業内容：鎌倉土産のブランド力の向上のため、鎌倉発のオリジナル産品の認定制度を企画。認定は（公

社）鎌倉市観光協会等で構成する鎌倉産品推奨委員会が毎年行っており、認定された「かまくら推奨品」は

JR 鎌倉駅内常設展示や、パンフレットによって PR している。平成２７年度現在認定数 69 品。パンフレット発

行部数 6万部。 

連携者及びその役割 

・鎌 倉商工会議所  会 頭  久 保田  陽 彦  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・（公社）鎌倉市観光協会 会長 井手 太一  〒248-0012 鎌倉市御成町 1-12 

・鎌倉市商店街連合会 会長 奴田 不二夫  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・鎌 倉 菓 子 組 合  組 合 長  浜 野  誠  〒248-0016 鎌倉市長谷 2-14-26 

・鎌倉酒類開発協議会 会長  長嶋  幸男  〒248-0016 鎌倉市長谷 2-10-41 

・鎌倉市農協連即売所 部会長 山森 金雄  〒247-0072 鎌倉市岡本 2-17-24 

・（公社）鎌倉青年会議所 理事長 川島 吉弘  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・大 船魚商組合  組 合長  武 井  福 太郎  〒247-0056 鎌倉市大船 1-9-8 

・伝統鎌倉彫事業協同組合 理事長 三月 一彦  〒248-0014 鎌倉市由比ヶ浜 3-4-7 

・鎌倉市食品衛生協会 会長 長谷部 忠雄  〒248-0014 鎌倉市由比ヶ浜 2-16-13 

役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

鎌倉市内の中小小売店・飲食店の産品 

鎌倉産品推奨委員会 
・鎌倉商工会議所 

・（公社）鎌倉市観光協会 

・鎌倉市商店街連合会 

・鎌倉菓子組合 

・鎌倉酒類開発協議会 

・鎌倉市農協連即売所 等 

認定 

かまくら推奨品 
・JR 鎌倉駅内常設展示（2 か所） 

・パンフレット 

（観光案内所・常設展示にて無料配布） 

ブランド力の向上 



 - 31 -

（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 

事業名：ホスピタリティ推進事業 

鎌倉商工会議所、（公社）鎌倉市観光協会、鎌倉市商店街連合会等で構成する鎌倉ホスピタリティ推進協議

会が鎌倉をホスピタリティ（＝心のこもったおもてなし）にあふれるまちにするために、ホスピタリティ向上に関

するセミナーやおもてなしを推進するリーダー的存在を養成する「鎌倉おもてなしコンシェルジュ養成講座」

等を実施。 

ホスピタリティによって鎌倉のファン獲得を進め、リピーターを創出する。 

事業開始から平成 26 年度までのコンシェルジュ認定数は 84 人。 

連携者及びその役割 

・鎌倉商工会議所  会頭  久保田  陽彦  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・（公社）鎌倉市観光協会 会長 井手 太一  〒248-0012 鎌倉市御成町 1-12 

・鎌倉市商店街連合会 会長 奴田 不二夫  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・鎌 倉 旅 館 組 合  組 合 長  井 上  靖 章  〒248-0014 鎌倉市由比ヶ浜 4-8-14 

・鎌倉料理飲食業組合 組合長 柿澤 昭治  〒248-0012 鎌倉市御成町 11-7 

・ＮＰＯ法人鎌倉ガイド協会 会長 山田 光利  〒248-0014 鎌倉市由比ヶ浜 4-1-1 

・鎌倉駅構内タクシー組合 組合長 大崎 厚郎  〒248-0022 鎌倉市常盤 302 

・江ノ島電鉄㈱ 代表取締役社長 天野 泉  〒251-0035 藤沢市片瀬海岸 1-8-16 

・湘南京急バス㈱ 取締役社長 天位  武  〒248-0014 鎌倉市由比ヶ浜 2-1-12 

役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

鎌倉ホスピタリティ推進協議会 

・鎌倉商工会議所 

・（公社）鎌倉市観光協会 

・鎌倉市商店街連合会  等 

・セミナー 

・コンシェルジュ養成講座 

ホスピタリティがあふれる鎌倉 

リピーターの創出 

従来の鎌倉 
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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 

事業名：鎌倉ビーチフェスタ 

鎌倉商工会議所、鎌倉市、（公社）鎌倉市観光協会、鎌倉市商店街連合会等で鎌倉ビーチフェスタ実行委員

会を構成。毎年 1回 2日間、鎌倉市由比ガ浜海岸に特設ステージを設けてステージイベントの他、模擬店や

お子様ゲームコーナー等、大人から子供まで楽しめるイベントを実施。鎌倉に住む方々だけでなく観光客に

も「鎌倉の海」を今一度感じてもらい、にぎわいを創出することを目的としている。平成 27 年度来場者数は 2

万 5 千人。 

連携者及びその役割 

・鎌 倉 商 工 会 議 所  会 頭  久 保 田  陽 彦  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・鎌 倉 市  市 長  松 尾  崇  〒248-0012 鎌倉市御成町 18-10 

・（公 社 ）鎌 倉 市 観 光 協 会  会 長  井 手  太 一  〒248-0012 鎌倉市御成町 1-12 

・鎌 倉 市 商 店 街 連 合 会  会 長  奴 田  不 二 夫  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・（公 社 ）鎌 倉 青 年 会 議 所  理 事 長  川 島  吉 弘  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・㈱ ジ ェ イ コム湘 南  鎌 倉 局 長  豊 島  裕 二  〒248-0056 鎌倉市御成町 6-3-53 

・鎌 倉 砂 像 連 盟  会 長  小 野 田  徹 夫  〒247-0056 鎌倉市大船 1-15-11 

・鎌倉マリンスポーツ連盟  事務局長  新嶋  光晴  〒248-0013 鎌倉市材木座 6-16-35 

・由 比 ガ浜 茶 亭 組 合  組 合 長  増 田  元 秀  〒247-0063 鎌倉市梶原 1-20-4-2 

・㈱プリンスホテル鎌倉プリンスホテル 支配人 宮地 博篤  〒248-0025 鎌倉市七里ガ浜 1-2-18 

役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

鎌倉ビーチフェスタ 

地元客 観光客 

にぎわいの創出 

主催 

鎌倉ビーチフェスタ実行委員会 
・鎌倉商工会議所 

・鎌倉市 

・（公社）鎌倉市観光協会 

・鎌倉市商店街連合会 

・（公社）鎌倉青年会議所 等 
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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 

事業名：鎌倉創業応援特別セミナー 

創業を目指す方向けに、全4回のセミナーを無料で開催。講師は神奈川県よろず支援拠点のコーディネータ

ー4 名に加え、鎌倉で実際に創業した方をお迎えし、経営・財務・販路開拓・人材育成、といったテーマで講

義やトークセッションが行われた。 

鎌倉市の特定創業支援事業として、4 回全てに出席すると登録免許税が半額になるなどの特典も設けた。

平成 27 年度の延べ参加人数は 141 名。 

連携者及びその役割 

・鎌倉商工会議所 会頭 久保田 陽彦  〒248-0012 鎌倉市御成町 17-29 

・鎌 倉 市  市 長  松 尾  崇  〒248-0012 鎌倉市御成町 18-10 

・湘南信用金庫 理事長 石渡 卓  〒238-8616 横須賀市大滝町 2-2 

・かながわ中小企業支援プラットフォーム  

代表機関：公益財団法人神奈川産業振興センター 理事長 蛯名 喜代作 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80-5F 

・役割は連携体制図に記載 

連携体制図等 

 

鎌倉創業応援特別セミナー 

湘南信用金庫 

創業希望者 

鎌倉商工会議所 

かながわ中小企業支援プラットフォーム 

鎌倉市 

参加 

後援・講師の派遣

相談先の確保 融資先の確保 

登録免許税補助特典


