
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

座間市商工会（法人番号 7021005004936 ） 

座間市   （地方公共団体コード 142166） 

実施期間 令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで 

目標 

経営発達支援事業の目標（5年目までの目標） 

 
 

≪商業≫ 5 年目まで目標 10 年目まで見通し 

商品やサービス開発の累計数 

（年間増分売上累計額（個社）） 

５件 

（5,000,000 円） 

１０件 

（10,000,000 円） 

空き店舗活用の累計件数 

（年間増分売上累計額（個社）） 

５件 

（25,000,000 円） 

１０件 

（50,000,000 円） 

≪工業≫ 5 年目までの目標 10 年目まで見通し 

生産性向上の取組累計件数 

（年間増分売上累計額（個社）） 

４０件 

（120,000,000 円） 

９０件 

（270,000,000 円） 

≪建設業≫ 5 年目までの目標 10 年目まで見通し 

新たな受注の累計件数 

（年間増分売上累計額（個社）） 

１００件 

（15,000,000 円） 

２５０件 

（37,500,000 円） 

≪事業承継・継承≫ 5 年目までの目標 10 年目まで見通し 

承継や継承の実現件数 ５件 １０件 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

地域の経済動向調査に関すること 

調査を実施し、小規模事業者がいつでも活用出来るよう情報提供を行います。 

経営状況の分析に関すること 

個社自らが、経営実態を把握できるよう、手法や分析結果の活用を支援します。 

事業計画策定支援に関すること 

各種調査、経営状況分析査等の結果を踏まえて、事業計画策定を支援します。 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画の目標達成に向けて、訪問・相談・専門家活用等行い、着実

な計画実行を支援します。 

需要動向調査に関すること 

販路開拓に活かせる需要動向を収集分析し、個社に提供できるようにします。 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

事業計画の策定を踏まえた需要開拓を支援機関や諸施策を活用して効果的に

支援します。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

「小規模事業者の魅力発信」をテーマに、諸機関と地域経済の活性化に向けた

情報交換の頻度を高め、地域の賑わいの創出を図る取り組みを実施します。 

 

連絡先 

座間市商工会 経営支援課   

〒252-0027 神奈川県座間市座間２丁目２８８６番地 

 電話：046-251-1040 ＦＡＸ：046-254-2220 

座間市 環境経済部商工観光課 

 〒252-8566 神奈川県座間市緑ヶ丘１丁目１番１号 

電話：046-255-1111 ＦＡＸ:046-255-3550 
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（別表１） 

経営発達支援計画  

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１） 地域の現状及び課題 

１現状 

・立地/地勢 

座間市は、東京から南西へ４０㎞、横浜から西へ約２０㎞のところにあり、面積は１７.５７㎢、

広がりは東西５.３㎞、南北４.０㎞で神奈川県のほぼ中央に位置している。座間市の南北を縦断する

崖地を境に、西部の相模川に沿った沖積低地と東部の相模野台地に分かれ、首都圏にありながら、上

水道に地下水源を利用するなど自然環境に恵まれた市である。 

  

 
 

・交通等  

鉄道は小田急小田原線が北東から南西へ、ＪＲ相模線が市域西側を南北へと走り、市内には３駅が

所在する。海老名駅で小田急小田原線、相模鉄道線、ＪＲ相模線が連絡し、都内や横浜など各方面へ

の利便性が見られる。各駅を中心に神奈川中央交通バス、相鉄バスの路線が通っている。 

 主要道路としては市域を東西に走る国道２４６号線、小田急小田原線に沿って県道５１号線が北

東から南西へ、西から南東へ県道４２号線が延びている。また、国道２４６号線から東名高速道路「厚

木ＩＣ」、また、平成２６年には圏央道・さがみ縦貫道路区間が全線開通し、都内・静岡県・埼玉県・

山梨県などからのアクセスも良い。 

 

・人口推移 

座間市の人口は、令和元年９月現在 130,604 人、 

県下 33 市町村中 14 位、人口密度は約 7,363（人/ 

㎢）、県下 4 位である。昭和 40 年代から平成 22 

年まで人口は増加し続け約 129,000 人前後で推移 

するも、平成２６年からは減少局面に転じている。 

65 歳以上人口（以下、高齢者人口）は 33,333 人、 

高齢化率は 25％で、神奈川県の高齢化率 25.1％ 

を若干下回っている。 

 

 

 

 

約 70 分 

約 30 分 
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（座間市人口見通し 出所：国立社会保障・人口問題研究所） 

 

・産業 

座間市は、戦前は農村、戦中は陸軍士官学校及び高座海軍工廠の設置により軍都としての色合いを

強めた。戦後は米軍の進駐を経て、昭和３０年代半ば頃からは大企業の誘致が行われ、昭和５年に移

転・新設された軍事施設のうち、高座海軍工廠の跡地に日産自動車座間工場が誘致されると、自動車

産業中心とした企業城下町が形成された。当時の座間町が誘致し、町の成長を促した企業としては、

日産自動車㈱、東洋ナイロンカラーファスナー、岡本理研、田谷精機、三共紙器、東京コスモス電機

などが挙げられる。 

しかし、平成３年から５年にかけバブル景気が崩壊、基幹産業であった日産自動車座間工場が閉

鎖、以後、商業の比率がやや高くなってはいるが、近隣市（海老名、大和、相模原、厚木）と商圏が

大きく重なっており、市内商業はやや衰退気味といえる。近年の商工業者数の推移は下表の通りであ

る。 

【座間市の商工業者数の推移】 

 事業所数 商工業者数 会員数 

平成２６年 ３,３９３ ３,２６５ １,２５４ 

平成２１年 ３,３４８ ３,３２０ １,４１２ 

【商工業者全体の各種業種の内訳】 

業種／商工業者数  建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食・宿泊  サービス業 その他 

３,２６５ ４０８ ２７９ １７３ ５３３ ４０８ ８８３ ５８１ 

比 率 12.5％ 8.5％ 5.3％ 16.3％ 12.5％ 27.1％ 17.8％ 

＊最新の経済センサス（平成２６年）による。 

 座間市の産業構造を売上高で俯瞰すると下図のとおりである。 

 
（座間市の業種別売上合計：地域経済分析システム RESASS） 

予想 
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 売上においては、製造業の貢献が大きく、次いで卸売・小売業、建設業となっている。一方、雇用

側面（下図）で見ていくと、製造業の貢献度は低くなり、卸売・小売業の比重が大きくなる。また、

宿泊業・飲食サービス業、建設業、サービス業の貢献も相応に大きい。 

 
（座間市の業種別従業者数：地域経済分析システム RESASS） 

 付加価値額（下図）で見ていくと、製造業、卸売・小売業、建設業の順に貢献している。付加価値

額の算定式において、減価償却費、人件費が主たる構成要素である側面を踏まえると、製造業は設備

投資の側面で大きく貢献しており、卸売・小売業は雇用側面で経済に貢献している側面が見える。 

 
（座間市の業種別付加価値額：地域経済分析システム RESASS） 

 なお、後述する商業、工業、建設業という側面での記述は、以下の整理のとおりである。 

 商業：卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業等 

 工業：製造業 

 建設業：建設業 

 

・商業の現状 

 座間市の商店会数は平成 12年のピーク時に 23商店会、 

約 900店舗であったが、現在は 16商店会 462店舗である。 

事業主の高齢化と後継者難による空き店舗の増加などで、 

商店会としての機能を維持するのが困難な状況におかれ 

ており、地域の高齢者の利便性を失う可能性がある。 

また、座間市内には 1,000 ㎡以上の大型店が 14店舗あ 

るが、近隣市のららぽーと海老名、オークシティ大和の 

ような集客力のある大型店が少ない。とりわけ TSUTAYA、 

ユニクロ、スターバックスといったニューファミリー層や 

若者にとって魅力的と思える専門店が少なく、近隣大型商業施設等への消費流出が著しい状況であ

った。しかし平成 30年 3 月末に県下最大級のイオンモールが開店、本格的に地域間競争に突入した

 

（イオンモール座間） 
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と言える。 

 一方、商店街においては、すでに廃業し空き家が散在している現状であり、商店街の賑わいの陰り

や、景観悪化に繋がっている。 

 

・工業の現状 

 多くの業種で原材料単価や最低賃金の上昇が利益を圧迫している現状にある。特に機械部品製造

業において、親会社が在庫を置かない傾向にあるため、短納期に対応しなくてはならず、仕事は忙し

いが利益が薄いという事業所が多く見受けられる。 

一方、精密機械部品加工業においては、自社の高い技術力と多種少量納品等により親会社のニーズ

に対応し、高収益を上げている事業所も存在するなど、企業間の格差が大きくなっている。過年度の

競争の結果、下請企業が淘汰されたことによる受注増加、大企業の積極的採用傾向、若者をはじめと

する強い大企業志向、大企業との賃金格差、個人や小規模事業者の知名度の低さ、等々により、人手

不足の状況となっている。また、自社の技術を活かしたオリジナル製品を製造し、下請企業から脱却

する中小企業・小規模事業者は、その規模から、販路開拓（展示会等）、効果的な広報等々に、消極

的な傾向が見受けられる。 

 

・建設業の現状 

 座間市内の建設業者は 408 事業所、その多くは小規模事業者で、民間受注を中心とした新築住宅や

リフォーム関連を主業としている。市内の建設業においては、経営者が高齢化や経営状況の悪化等に

より、事業継承が円滑に行われていないケースや、業績が落ち込んでいないにも関わらず、後継者不

在によって、廃業する場合が見受けられる。また、小規模事業者は関係法令により義務付けられてい

る社会保険等への未加入業者が多く、このような事業者に限って、コスト高で採算悪化に直面し競争

上不利になっている。 

近年では、商工会建設業部会が主体となって、販路開拓を目指し「産業フェア」を開催、建設資材

等を利用したゲームやものづくり体験、建設業の疑似体験などを行って、座間市民に対して、業界の

ＰＲに努めている。同じく建設業部会内に「家守の会」を設置、現在 27 事業所が登録し軽微な工事

を受注するなど、地産地消による販路開拓に努めている。 

家守りの会とは 

 座間の仕事は座間の業者で受注するという建設業の地産地消を目的に、平成 22 年 2 月に発足し

た。商工会建設業部会の部会員の集まりで、座間市民が安心して工事の依頼ができ、商工会事務局

に窓口が設置されている。現在２７事業所が登録している。受注については関係諸団体等からの紹

介が主である。 

 

・特産品や観光資源の活用 

 座間市は、全国的に知名度のある特産品や観光資源は乏しい。しかしながら、地域の方々の尽力に

より、伝統行事である大凧まつり（5月）、５５万本のヒマワリが咲き誇るひまわりまつり（8月）や、

座間市マスコットキャラクター「ざまりん」が、神奈川県内では広く知られるようになった。 

   
（左 大凧まつりの様子 右 ひまわりまつりの様子） 
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・産業全体における小規模事業者の位置付け 

 座間市商工会が把握している小規模事業者の数は下表のとおりである。ご覧いただくと理解いた

だけるとおり、80.7％が小規模事業者にあたる。このことから、座間市の産業は、小規模事業者が支

えており、これらの事業者（社）の頑張りが、座間市の商工業の発展に多大な影響を及ぼす。 

【座間市の小規模事業者数等の推移】 

 事業所数 商工業者数 小規模事業者数

 

平成２６年 ３,３９３ ３,２６５ ２,６３７ 

平成２１年 ３,３４８ ３,３２０ ２,９７４ 

【小規模事業者全体の各種業種の内訳】 

業種／小規模事業者数 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食・宿泊  サービス業 その他 

２,６３７ ３９５ ２０２ ９９ ３２４ ３６５ ７４９ ５０３ 

比 率 15.0％ 7.7％ 3.7％ 12.3％ 13.8％ 28.4％ 19.1％ 

＊最新の経済センサス（平成２６年）による。 

 以上のことから、既述した商業、工業、建設業の現状は、小規模事業者そのものと言っても過言で

はなく、これら現状への改善活動が、商工会には求められていることがわかる。 

 

・小規模事業者が共通して直面している現状 

小規模事業者を含めた中小企業の経営者の高齢化が加速している。つまり後継者不足が深刻であ

る。2010 年に調べた座間市商工会が調査した結果では、約 33％の経営者が「後継者がいない」と回

答している。つまり、座間市の次代を支える経営者（後継者）の絶対数が不足しているのである。 

 

・座間市商工会の取組について 

座間市商工会は、経営改善普及を中心とした金融、税務、労働等の支援や、各種施策の普及を展

開してきたが、場当たり的な対応に終始してきたように思う。つまり、中長期的な視野に立った支

援に取り組めていなかったと自戒している。市内の小規模事業者数は年々減少しており、それでも

全事業所数の 80.7％を占めており、地域経済や雇用を下支える重要な存在である。 

商工会においても脱会者の 80％が廃業で、事業継承や承継においてＭ＆Ａを選択できる小規模事

業者は皆無に等しく、やむを得ず廃業や倒産を余儀なくされる企業も見受けられる。また、小規模

事業者を取巻く消費者ニーズの多様化・高度化などの外部環境の変化は、ネットショッピングや通

信販売、訪問販売等の無店舗販売や、配達形式の販売の増加を招き、地域経済の低迷や倒産、廃業

による事業所や、会員の減少を招く結果となっている。 

 

≪経営改善普及事業実績（平成３０年度）≫ 

 

指導件数 
対象 

企業 

経営

革新 
経営 情報 創業 金融 税務 労働 取引 環境 そ の 他 計 

 
 

巡
回
相
談 

製造業 23 0 17 0 0 1 0 1 0 1 23   43 

建設業  6 0 4 0 0 1 0 4 0 0 3   12 

小売業 31 0 11 1 0 0 0 1 0 0 45   58 

卸売業 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11   13 

サ ー ビ ス 業 32 5 6 0 0 0 16 1 0 0 38   66 

その他 14 0 0 0 0 2 3 1 0 0 44   50 

小 計 113 5 39 1 0 4 19 9 0 1 164  242 
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 なお、廃業が増える中、創業や第 2 創業を誘発することで、産業の活況に貢献すべく、創業支援

事業を行っており、平成 30 年に実施した創業セミナー（１回）では受講者 18 名、創業塾（全５

回）では受講者 10 名の実績がある。 

 

・座間市の取組について 

 当該、経営発達支援計画作成時においては、座間市の掲げる「第四次座間市総合計画（平成 23 年

から令和 2 年）」の取組み期間中であり、当商工会も、この総合計画の一役を担えるよう取り組んで

いる。詳細については、「第四次座間市総合計画との連動性・整合性」の項目にて記述する。 

 

２課題 

（１） 小規模事業者支援における産業全体の課題 

・人口減少に対する課題 

 人口の減少を食い止めることは非常に困難だと認識している。しかしながら、既述の通り、産業

の担い手である製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊・飲食サービス業の活況に繋げれば、雇用が

増加し、雇用された方々の座間市内での移住が促進されるものと期待している。下グラフは、座間

市内事業者の黒字経営の比率を確認したものである。 

 
（左 黒字赤字企業比率 総務省/経済産業省「経済センサス－活動調査」より加工） 

 神奈川県平均に比べ 0.3 ポイント上回っているが、全国平均に比べ 0.8ポイント劣っている。商工

会としては、この数字に着眼しており、個社の黒字化を通じた経営改善を推進し、雇用に繋げること

で、雇用者の座間市移住の促進に貢献したいと考えている。 

 

 

指導件数 
対象 

企業 

経営

革新 
経営 情報 創業 金融 税務 労働 取引 環境 そ の 他 計 

 
 

窓
口
相
談 

製造業 44 1 84 0 0 5 17 15 2 1 59  184 

建設業 56 0 8 0 1 11 67 49 0 0 77  213 

小売業 53 0 37 0 6 12 81 17 0 1 54  208 

卸売業 11 0 1 0 0 0 5 15 0 0 17   38 

サ ー ビ ス 業 86 3 69 1 12 12 138 22 0 0 79  336 

その他 43 0 9 0 9 8 46 13 0 0 338  423 

小 計 293 4 208 1 28 48 354 131 2 2 624 1,402 

 合 計 406 9 247 2 28 52 373 140 2 3 788 1,644 
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・事業所数の減少に対する課題 

 事業所数の減少の背景には、経営者の高齢化による廃業等が要因に挙げられる。とくに黒字経営で

あるにも関わらず、廃業する個社も少なくないことから、これらの個社の継承や承継の促進が課題と

して挙げられる。一方、商工会としては、下グラフのように創業率にも注視している。 

 
（創業比率の比較 総務省「事業所・企業統計調査」総務省「経済センサス－基礎調査」より加工） 

上グラフは座間市の創業比率と神奈川県全域、さらには全国と比較したものである。直近の 2014

年から 2016年では、神奈川県平均 5.40％、全国平均 5.04％に比べて、座間市は平均 4.09％と約 1％

ほど低い。 

座間市商工会としては、既述のとおり、創業支援事業（創業セミナーや創業塾）を行っており、座

間市内外からの創業者や創業予備軍を取り込むことで、事業所数の増加に少しでも貢献できればと

考えている。 

 

・産業全体に対する課題 

座間市商工会が把握している小規模事業者の数は既述のとおりである。座間市内事業者のうち、

80.7％が小規模事業者であるため、産業全体に対する課題は、「小規模事業者の経営改善を通じた産

業全体の活況度の維持向上」となる。 

従って、人口減少の課題、事業所数の減少の課題を踏まえた「業種別の課題」は以下のように整理

できる。 

業種 課題内容 

商業 座間市在住の方々の消費を、可能な限り市外に流出させない個店創りや、市外

に消費を流出させない創業の誘発。 

工業 地域雇用の受け皿になるモノづくり技術の高度化の促進 

建設業 座間市住民の家屋等の修繕や改修を、市外に消費流出させない営業努力 

 

⇒商業の課題の詳細 

 平成 30 年 3月末にオープンした県下最大級のイオンモール座間への対応が大きな課題である。座

間市内の個店の消費が、イオンモール座間に奪われる可能性があるからである。商工会としては大型

店出店を「脅威」ではなく「機会」と捉えて、個店の経営強化は元より、既存商店街と連携し、一体

となって、座間市外への消費流出防止に取り組まなければならない。また、座間市の地理や地域性を

踏まえた商品やサービスの開発等に取組み、市外への消費者の購買流出を阻止していく必要がある。 

 一方、既に廃業し空き家になってしまった個店は、商店街の賑わいや景観保護の観点から、創業者

等へのマッチングを図るなど、有効に活用していく。 

 ①交流人口の市内各地域への周遊促進と観光消費の喚起 

 ②個店の状況を踏まえた商品開発への取組み 

 ③空き店舗活用と商店街の活性化 

 

⇒工業の課題の詳細 

 小規模事業者の「忙しいものの利益が薄い」という現状を打破して、製造現場の生産性向上を図る

黄色：神奈川県平均 

緑色：全国平均 

青色：座間市 
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ことが重要である。具体的には個社の必要性に応じて、５Ｓの徹底やＩＴ化の推進、技能担い手の育

成、先端設備の導入促進等々、様々な取組みを進めることで、利益率の向上を目指していくことにな

る。また、下請構造からの脱却を図るため、他の産業分野の事業者と連携を図るなど、産業間のネッ

トワークを構築していく必要がある。 

個人や小規模事業者にとって、難加工、短納期といった取組は、ハードルが高いものの、真摯に取

り組むことで、着実な技術力向上を目指し、新たな販路開拓に繋げていくことが課題である。 

①５Ｓの徹底やＩＴ化の推進による生産性の向上 

 ②先端設備導入による生産性と短納期・加工精度の向上 

 

⇒建設業の課題 

 市内の建設業は、経営者の高齢化、商圏の少子高齢化など、足かせになる影響が多く、市場規模は

減少しつづけると予想される。しかしながら、地域に密着した生産活動を行うという特性から、地域

経済の担い手として不可欠な存在である。加えて、技術者の高齢化や、３Ｋ（労働環境・作業内容が

「きつい」、「汚い」、「危険」）と呼ばれる現場環境から、若手の人材不足など、様々な課題を抱えて

いる。 

そこで、雇用の維持や促進、雇用した人材の育成、賃金等の労働条件の改善等への積極的な支援が

必要である。 

①地産地消による受注拡大 

 ②経営者の高齢化対策としての若手人材の雇用促進と事業承継や継承 

 

（２） 小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

１10年程度の期間を見据えて 

個社の 5 年後、10 年後の「需要開拓」を見据えた総合的な小規模事業者の中長期的な振興の在り

方が必要である。 

・商業のあり方 

座間市の第四次総合計画基本構想に沿って、商店街と連携して消費流出防止に取り組む必要があ

る。市外の大型ショッピングモールや、市内のロードサイドに立地する大手量販店等のチェーン店

（コンビニエンスストア、食品スーパー、ドラッグストア、ホームセンター）等々に顧客が奪われな

い経営努力が「あり方」として求められる。 

一方、下表や下図は、座間市中心部（座間駅）から車で 20分（時速 60キロ、1次エリアと表記）

の商圏人口と、座間市の現状の商圏人口を比較したものである。ご覧いただくと理解できるとおり、

商圏を車 20分と拡大するだけで、実に約 38倍もの商圏の拡大が期待できる。以上のことから、商業

においては、個社の取り扱う商品やサービスの魅力を高め、商圏を拡大することで、顧客を囲い込ん

でいくことになる。 

 
 

 

（車 20 分の商圏人口算定 e-stat 総務省） 

＝＝条件設定にて加工＝＝ 
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なお、商業振興の在り方の論点については、下表のとおり整理できる。 

商業振興の主な論点 

座間市外から市内への集客と市外への購買流出の抑制 

個店の経営状況を踏まえた商品やサービスの開発や見直し 

空き店舗の活用による商店街の活性化 

 

・工業のあり方 

自社の技術を見直し、自社の強みを活かした「付加価値の高い生産活動」と「販路開拓」に繋がる

振興の在り方が求められる。また、技能の担い手の育成など事業継承や承継も重要である。工業振興

の在り方の論点については、下表のとおり整理できる。 

工業振興の主な論点 

既存設備や既存製造環境の見直しによる生産性の向上 

加工設備の先端性追求による生産性と加工精度の向上 

 

・建設業のあり方 

住宅建設やリフォーム関連を主業とする小規模な事業者が多いこと、下グラフの通り、マーケッ

トの伸びも期待できることから、地域での販路開拓に繋がるよう持続的な取組みが必要である。ま

た、市民が安心して工事の依頼ができるよう、地域に密着した建設業者となることで、建設業の地

産地消を目指す。 
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（リフォーム市場規模（広義・狭義）の実績と予測結果：紛争処理支援センター） 

 

以上のことから、建設業振興の在り方の論点については、下表のとおり整理できる。 

建設業振興の主な論点 

座間市内の需要開拓 

若手人材の確保と事業承継や継承 

 

２座間市の第四次総合計画基本構想との連動性・整合性 

座間市の第四次総合計画（平成 23 年～令和 2 年）においては、下表のような計画を掲げており、

商工会も、その構想実現の一役を担っている。 

 ・座間市第四次総合計画抜粋 

座間市は、第四次総合計画（平成 23 年～令和 2 年）を策定し、「ともに織りなす活力と個性き

らめくまち」を目指している。 

今後は、都市間競争や高齢化がさらに進むことが想定されますので、商業では、多種多様な消

費者の利便性や快適性を保持する地域ニーズに根ざした商店街づくりを促進する必要があり、

工業では、更なる経営基盤の強化と生産環境の整備など温室効果ガスの削減に向けた先端技術

の導入により、製造品出荷額等の増加と居住環境の調和を図り、地域経済の活性化を目指すと

いう内容を総合計画に謳っている。 

 

⇒商業及び工業 

 実績 平成 27年度目標 令和 2年度目標 

地元商店街を利用している市民

の割合 

60.6％ 

（平成 22年度） 

65％ 70％ 

製造品出荷額 205,525百万円 

（平成 20年度） 

220,000百万円 250,000百万円 

⇒観光 

 実績 平成 27年度目標 令和 2年度目標 

入込観光客数 99,200人 

（平成 22年度） 

150,000人 180,000人 

 

以上の計画に基づき、座間市が中心となってアクションを実施する際の「中小企業への補助金」に

ついて主な内容を以下に紹介する。 

 

◆創業支援 

 市内で創業し、法人化のために法人登記をする方に対し、登録免許税相当額を交付します。 

また、創業の際にかかる店舗、事業所の内外装工事や広告宣伝費の一部を補助します。 
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◆展示会出展 

 展示会の出展に要する費用を一部補助します。 

◆生産性向上設備導入 

 製造業を営む者が、生産性の向上が認められる設備機器などを購入する際の費用を一部補助し

ます。 

補助事業  補助対象経費  補助金額  

創業事業  

（1）登録免許税 

（2）次に掲げる費用 

 ●内外装工事費 

 ●事業用設備取得費 

 ●事業用物品取得費   

 ●広告宣伝費 

（1）経費の全額（上限 15万円）   

（2）経費の合計額の 2分の 1（上限 50万円） 

 ※市の創業支援事業計画に基づく特定創業支

援事業を受けた方は 3分の 2。 

展示会等出展事業  展示会出展費 経費の全額（上限 30万円） 

生産性向上設備導入

事業  
生産性向上設備取得費 

経費の 3分の 2（上限 300万円、最低補助経費

額 100万円）  

 

◆事業資金利子補助、信用保証料補助  

 市内の中小企業者が金融機関から事業活動に利用するため受けた融資について、利子の一部と

信用保証料の一部を補助するものです。 

 【信用保証料補助制度】 

  ●補助対象の融資…神奈川県中小企業制度融資のうち、資金使途が設備のもの（ライフステージ

別資金（創業期）については運転資金も含む） 

  ●補助条件…神奈川県信用保証協会の信用保証を付け、保証料を支払ったもの 

  ●補助率…１００パーセント 

  ●限度額…２０万円 

 【中小企業事業資金利子補助制度】 

  ●補助対象の融資 

（1）神奈川県中小企業制度融資のうち、資金使途が設備のもの（ライフステージ別資金（創業

期）については運転資金も含む）  

（2）（株）日本政策金融公庫の国民生活事業のうち、普通貸付と経営改善貸付（マル経融資） 

  ●補助条件…（1）は、神奈川県信用保証協会の信用保証を付け、保証料を支払ったもの 

  ●補助率…１００パーセント 

  ●限度額…（1）３０万円 （2）２０万円 

 

３商工会としての役割  

今後の当会の役割は、支援機関として 1 社でも多くの個社に対して、経営改善に繋がることを助言

していく。同時に、国・県・市の施策を小規模事業者に周知するとともに、小規模事業者の声を新た

な施策に反映すべく提言を行うなど、国・県・市と小規模事業者のパイプ役としての役割を担う。な

お、下図は当商工会の役割を図示したものである。 



- 12 - 

 

 

 

ｗあｗ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（座間市商工会の役割：座間市と小規模事業者とのパイプ役） 

 

（３） 経営発達支援事業の目標と方針 

当会は、長期的な小規模事業者の振興のあり方について、前述のとおり展望したうえで、今後５年

間にわたる経営発達支援計画による目標と方針を次のとおりとする。なお、今後 5年間の目標設定に

おいては、10年後の展望を踏まえたものとしている。 

・商業 

 5 年目までの目標 10 年目までの見通し 

商品やサービス開発の累計数 

（新たな品揃え等も含む） 
５件 １０件 

商品やサービス開発結果から生み出される

年間増分売上累計額（個社） 
5,000,000 円 10,000,000 円 

 座間市民にとって、魅力的な商品やサービスの提供が叶うよう、経営改善指導や助言を通じて、

座間市民の市外での購買流出を抑止していく。最新データ（2013 年）では、市内で 2,632 億円を消

費のために支出（下記、備考参照）しており、約 100 億円が市外に流出している。 

≪備考：座間市民の民間消費額≫ 

【出典】 

環境省「地域産業連関表」、「地域経済計算」 

（株式会社価値総合研究所（日本政策投資銀行グループ）受託作成） 

地域経済循環分析 http://www.env.go.jp/policy/circulation/index.html 

【注記】 

本データの詳細な分析方法については、以下ＵＲＬを参照。 

http://www.vmi.co.jp/reca/ 

【留意点】 

戸建て住宅やリフォーム等の施工費は含まれない。 

 5 年目までの目標 10 年目までの見通し 

空き店舗活用の累計件数 ５件 １０件 

空き店舗活用により生み出される

年間増分売上累計額（個社） 
25,000,000 円 50,000,000 円 

 既に廃業して空き家になっている店舗を活用し、創業や第 2 創業を誘発していく。結果、商店街

の賑わい創出や景観の保護に関わっていく。 

小規模事業者 

座間市経済躍動への貢献 

・市民の積極的雇用 

・市外からの資金の獲得 

・市民の生活環境の改善 

・市内の賑わい創出 

 

座間市 

商工業振興計画や施策 

・商業の振興策の立案と旗振り 

・工業の振興策の立案と旗振り 

・建設業の振興策の立案と旗振り 

・従業者や経営者の課題の収集 

・産業振興策の立案と旗振り 

座間市商工会 

個社への具体的支援 

・個社の経営改善指導や助言 

・創業者の発掘と支援 

・第 2 創業者の発掘と支援 

・事業環境や事業者の課題の収集 

提言 

小規模事業者との接点役 旗振り役 

助言 助言 

提言 
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・工業 

 5 年目までの目標 10 年目までの見通し 

生産性向上の取組累計件数 ４０件 ９０件 

生産性向上の取組において生み出される

年間増分売上累計額（個社） 
120,000,000 円 270,000,000 円 

生産性の向上を誘発し、新規取引案件の開拓を支援していく。生産性向上は、先端設備導入のほ

か、既存設備や製造環境の見直し等の手段が考えられ、単位時間あたりの生産量の増加や、単位生

産あたりのリードタイムの短縮等が挙げられる。 

 

・建設業 

 5 年目までの目標 10 年目までの見通し 

新たな受注の累計件数 １００件 ２５０件 

新たな受注により生み出される 

年間増分売上累計額（個社） 15,000,000 円 37,500,000 円 

 市民のリフォーム需要の掘り起こしを支援し、市外事業者に奪われている市民のリフォームや戸

建て需要の獲得をサポートしていく。 

 

 5 年目までの目標 10 年目までの見通し 

承継や継承の実現件数 ５件 １０件 

 加速する経営者の高齢化に着眼し、事業承継や継承を積極的に支援することで、市内事業者数の

減少の抑止に貢献していく。 
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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（令和２年 ４月 １日～ 令和７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 

 ２．地域の経済動向調査に関すること  

（１）現状と課題  

【現 状】 

 地域経済動向についての本会の対応は、経営指導員等が巡回・窓口相談時に地域や業界の景気動

向を挨拶代わりに聴き取る程度であった。中小企業景況調査については、四半期毎に調査し結果報

告も全国連よりフィードバッグされていたが、調査対象者へ報告するだけの限定的なもので、巡回

訪問や窓口相談での個社支援には活用できていない。また、各支援機関の経済動向調査についても

収集のみで、職場内での回覧等での情報共有に留まっていた。 

 

【課 題】 

 各種統計調査結果による地域の経済情報を整理・分析し、置かれている現状を客観的に捉え、小

規模事業者の取組む課題を抽出することが必要である。その上で、小規模事業者の課題解決や、短

中期的な個社支援方針を掲げる必要がある。 

 

（２）今後の取組み 

 経営指導員等の経営支援担当職員は、公的機関や民間金融機関が公表する各種統計調査結果につ

いて整理・分析を行い、別途調査する「管内の地域経済動向」と比較する形で、各産業の現状を把

握する。その上で個社の経営改善に繋げられるよう活用していく。 

 

（３）事業内容 

 ①中小企業景況調査の実施（既存事業改善） 

 全国連委託事業である中小企業景況調査は令和元年度で終了するが、令和２年度以降も当会事業

として継続して実施していく。調査方法は、年１回経営指導員等４名が巡回訪問し聞き取り調査によ

り実施する。分析については専門家に依頼、結果報告については調査対象事業所へ巡回時に持参、個

社へ情報提供することで事業計画策定の掘起こしに繋げる。また、業界全体に係る調査結果について

は、経営支援職員全員で情報の共有を図ると共に、商工会のホームページや会報誌「いさま」へ掲載

するなど広く情報提供する。今後は、計画的に調査対象となるサンプル数を増やしていき、調査結果

の精度を高めていく。 

 

［調査項目］ 

現時点で収集を予定している情報は以下の通りである。 

 

≪1次データ≫ 

売上高状況 営業利益状況 設備投資状況 

設備投資意欲 

雇用人数状況 雇用人件費 

状況 

販売価格状況 

仕入価格状況 経営者年齢 公共事業案件

推移 

新商品やサー

ビスの取組状

況 

経営意欲確認 

 

個社の業績 

備考：収集項目は検討中のため追加・削除の可能性があります 
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≪2次データ：比較参考資料≫ 

支援機関名等 参考資料名 

日本政策金融公庫総合研究所 

全国中小企業動向調査結果 

中小企業景況調査結果（月次調

査） 

日銀横浜支店 
神奈川県金融経済概況 

企業短期経済観測調査結果 

 

［対象業種の選出］ 座間市内の小規模事業者の業種別構成比で選出 

1次データで収集する小規模事業者の個社（者）数等については、下表以上の精度を確保するよう

取り組む。 

≪1次データ収集時の留意点≫ 

対象個社（者）数 100社 

業種 製造業、建設業、商業（卸売業、小売業、サービ

ス業） 

業種構成比 座間市の小規模事業者の業種別構成比 

 

［実施手順］ 

ステップ（１） 

年に１回、既述の 1次データについて、座間市内の小規模事業者を対象に郵送（返信用封筒同封）

にてアンケートを実施する。 

 

ステップ（２） 

郵送のみでは景況感等を肌身に感じることが困難なため、各業界毎に数社をピックアップし、巡回

訪問にて、アンケートを実施する。 

 

ステップ（３） 

ステップ（１）と並行して、既述の 2次データについて、経営支援職員全員で手分けし、情報の収

集を行う。 

 

［分析手法について］ 

・経営指導員が主体になり、外部専門家の助言を踏まえ、分析を行う。 

・収集した 1次データについては、座間市の小規模事業者が事業計画策定や計画の見直し、更には需

要開拓の取組みの外部環境（事業機会や脅威等）として活用できるよう、外部専門家と供に分析し、

解説して、報告書として取りまとめる。つまり下図のような景況判断指数に留まらないことに留意す

る。 

 
（一般的な経済動向調査における景況天気図） 
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・収集した 2次データについては、1次データの分析結果を踏まえ、対比させる展開で分析し、解説

して報告書として取りまとめる。 

（注）経営発達支援計画遂行後、5年以内には webでのアンケート実施も視野に、分析の進め方につ

いて、外部専門家から OJT にて学んでいく。 

 

（４）活用方法について 

 調査結果を分かりやすく解説し、管内経済動向として地域小規模事業者がいつでも活用出来るよ

うに当会ホームページと当会の会報誌「いさま」にも掲載して情報提供を行う。 

また、経営指導員等の経営支援職員が窓口相談に臨む際の指導基礎資料として活用し、小規模事

業者の事業計画作成支援、事業計画の見直しや需要開拓支援に活用することで、個別の課題解決に

繋げて行く。 

活用方法のまとめ 

管内経済動向として地域小規模事業者がいつでも活用出来るよう公開 

経営指導員等の経営支援担当職員が窓口相談に臨む際の指導基礎資料として活用 

事業計画作成、事業計画の見直し、需要開拓支援等々、個社の個別課題解決に活用 

 

（５）目標 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

調査実施回数 1 回 

 

1 回 

 

1 回 

 

1 回 

 

1 回 

 

web等への公開 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

（６）座間市からの要望について 

 より確実性の高い小規模事業者の「課題解決支援」を実現できるよう、当該経済動向調査を有効に

活用するよう期待しているとのことであった。実際の調査書作成時には、座間市の意見も取り入れる

こととし、座間市の「小規模事業者施策」の検討材料として提供していく。 

 

３．経営状況の分析に関すること  

（１）現状と課題 

【現 状】 

 経営状況に関する分析支援の場面は、マル経融資や補助金申請時など、限定的なものであった。

記帳指導・決算申告指導においても、個社の要望がなければ経営分析まで踏み込んだ指導はしてお

らず、課題解決のための継続的な個社支援に繋がっていなかった。 

 

【課 題】 

 小規模事業者の持続的発展を支援していくため、個社の経営状態を把握してもらい、経営指導員等

と一緒になって課題解決を図って行くことである。新たに特別なことをすることではなく、巡回・窓

口相談により経営分析希望者の掘起こし、個社を健康診断（経営分析）受診へ促し、経営上の問題点、

改善点は何なのか、健康状態を自覚してもらうことが課題である。 

 

（２）今後の取組み 

 多くの小規模事業者が経営分析に取組んでもらうよう、商工会のホームページ・広報紙に掲載、巡

回訪問・窓口相談時に「経営問診票」を活用し、経営分析の必要性を常日頃から、啓発啓蒙していく。 

その上で、分析を希望する者、関心を持つ者の掘起こしを行い、分析希望者には、個社自らが、経

営実態を把握することができるよう、手法や分析結果の活用を助言・指導していく。また、事業計画

の策定、見直し等に、経営状況の分析結果を活用するよう、取り組んでいく。 
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（３）事業内容 

①経営状況の分析支援事業 

ステップ(１)経営問診票を活用した分析事業者の掘り起こし 

経営指導員は巡回・窓口相談時の機会を活かし、相談対応の初期段階から、「経営問診票」を持

ち歩くこととする。事業者との対話のきっかけとして活用し、個社の経営実態把握が経営改善に重

要である旨を啓発啓蒙していく。 

 無論、啓発啓蒙に留まらず、以下の支援ツールを合わせて活用することで、経営課題の「見える

化」への第１歩を実現していく。情報収集にあたってはプライベートな情報にも触れるので、守秘

義務がある旨を説明、安心と信頼の関係に気をつけ、真摯な姿勢で対応する。 

 ＜支援ツール＞ 

中小企業基盤整備機構「経営問診票」 

 経営問診票基本情報：事業所名、代表者名、企業形態、創業年、前期・前々期売上高、経常利益 

 後継者の有無、会計（自計 or税理士） 

 

ステップ（２）定量分析の実施支援 

 ステップ（１）で掘り起こした事業者の中から、意欲の高い個社を順次ピックアップし、以下の

項目について、経営分析を定量面から支援する。 

指標 評価・分析ポイント 

流動比率 現・預金の不足、不良な売掛債権や棚卸資産の確認 

当座比率 短期支払能力の確認 

固定比率 自己資本不足の確認、過剰資産の確認 

固定長期適合率 資金調達と運用のバランス確認 

売上高総利益率 原料過剰消費、低価格販売、仕入値高騰等の傾向把握 

売上高営業利益率 日々の営業活動での稼ぐ力の確認 

売上債権回転率 債権回収期間の長期化、下請け的取引条件の悪化の把握 

労働生産性 時間・人員あたりの付加価値額の確認 

実施においては、以下の支援ツールを活用し、効率的な支援を意識していく。 

＜支援ツール＞ 

 ㈱日本政策金融公庫 「財務診断サービス」 

 

ステップ（３）定性分析の実施支援 

 ステップ（２）を実施した個社には、合わせて定性分析もサポートしていく。手段としてはＳＷ

ＯＴ分析を用いる。内部要因である「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」、外部要因である「機

会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の整理を、ヒアリングを通じて行う。内部要因と外部要因とを

それぞれ軸にした表を作成し分析することで、市場機会や事業課題の発見に繋げていく。 

 

ステップ（４）専門家・関係支援機関との連携 

 経営分析（定量分析・定性分析）の実施過程で、専門的な知見が必要となる場合には、各種専門

家を活用し、分析の完徹に努めていく。 

 

（４）活用方法について 

 実施した経営分析結果は、経営指導員等が個社を訪問しフィードバックする。フィードバックする

際には、分析であぶりだされた問題点や課題を助言し、その上で、改善のアプローチの方向性を指導
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する。なお、フィードバック並びに指導後は、半年に 1回の頻度で個社に訪問し、改善の進捗状況を

確認していく。 

 

指標 助言や指導のポイント 

流動比率 ・現預金の不足の場合、キャッシュフロー計算書や資金繰り表の作 

成支援へと繋げていく。 

・未回収の売掛債権や不動な棚卸資産の確認を行い、売上債権の現

金化の助言の他、不動在庫の見切り販売等の現金化を指導。 

当座比率 ・日々の仕入れや借入金や各種税金の支払い等々、支払い計画の作

成や資金繰り表の作成支援を行う。 

固定比率 ・遊休資産や非稼働資産を確認し、売却や転用等の指導を行う。 

固定長期適合率 ・今後 1年～3年程度の資金需要を確認し、キャッシュフロー計 

算書や資金繰り表とともに、調達手段について助言していく。 

売上高総利益率 ・ロス率の把握や歩留まりの改善を助言し、原料等の過剰消費を 

抑制するよう管理方法について助言する。 

・不要な低価格な販売が無いかどうか、あるいは「より高い値付 

け」が可能かどうかを検討する手伝いをし、販売価格の底上げ 

を助言する。 

・仕入値が適正化どうかを、同業他社の情報等を加味し比較し、適

正な仕入値になるよう管理していく。 

売上高営業利益率 ・日々の営業活動の内容を確認し、非効率な取り組みや、費用対 

効果の低い広告宣伝費等が存在しないか精査する支援を行う。 

売上債権回転率 ・債権回収期間を 1日でも早めるよう助言し、必要な交渉の仕方 

について指導していく。 

・下請け的取引の場合、価格交渉力が弱いため、時には価格交渉商

談に同行し、あるいは取引先の多様化（販路開拓）の支援を行

う。 

労働生産性 ・時間/人員あたりの顧客数や売上高等を整理するお手伝いをし、 

改善点の気づきを与える。 

SWOT分析 ・強みや弱みをヒアリング等を通じて整理し、事業機会や脅威につ

いて、議論したり、2次データ収集を手伝うことで見える化す

る。 

（助言や指導のポイント） 

  

活用方法のまとめ 

事業計画策定や計画の見直しに活用 

地域経済動向調査にも「生の情報」として、分析時に活用 

経営状況を踏まえた個社助言や指導（資金繰り、販路開拓支援等々）の基礎資料として活用 

 

（５）目標 

【目 標】 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

経営問診票 

実施件数 
３０ ３０ ３０ ４５ ４５ 

分析実施件数 １０ １０ １０ １５ １５ 
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（６）座間市からの要望について 

 経営分析結果を基に抽出された経営課題に対して、令和 2年度から新たに創出される「経営アドバ

イザー派遣補助事業」制度を活用してほしいとの要望があった。今後は定期的に、座間市と協議・共

有する機会を設け、経営状況分析の重要性を広く管内事業者に啓発啓蒙していく。 

 

４．事業計画策定支援に関すること  

（１）現状と課題 

【現 状】 

 事業計画策定支援は、小規模事業者持続化補助金等の支援のほか、融資斡旋時のための支援が中

心であった。経営者の高齢化、後継者問題など、多様化する事業者の経営課題に迫られた際、売上

向上のための「売上計画」や、小規模事業者の経営維持のための「収支計画」には手を付けること

があっても、いわゆる事業計画策定までに踏み込むことは少なかった。 

 

【課 題】 

 小規模事業者の売上拡大（販路開拓）及び経営理念の実現のために、事業計画策定の必要性を認

識してもらうよう仕向けたい。その上で、個社が将来を創造し、その実現のために「より、踏み込

んだ」歩みを始められるよう、計画策定を支援していきたい。 

創業支援に関しては、早期に利益確保できるような計画策定を支援していくことが課題である。 

 

（２）支援に対する考え方  

 経営指導員等は、事業者の経営課題を解決するため、地域経済動向調査、経営状況の分析、後述

する需要動向調査等の結果を踏まえて、伴走型の指導・助言を行いながら小規模事業者の事業計画

策定支援を行うことにより持続的経営を支援していく。 

また、小規模事業者は減少を続けており、地域経済及び地域の活力が損なわれることが懸念されて

いる。そのため創業支援は地域経済の担い手を創設する意味がある。そこで地域における創業者を地

域で輩出するため、当会と座間市・金融機関、専門家等と連携を図り、創業セミナー・創業塾を開催

し、地域の関係機関と連携しながら、より創業率が高まる手厚い創業支援を行う。 

 

（３）事業内容 

 事業遂行においては、下表の内容にポイントを置き、計画策定の支援を行う。 

計画策定での助言や指導のポイント 

計画策定目的の明確化（資金調達、仕入先や従業員の共有資料等） 

経営者自身の経営管理のため 

経営者自身のビジョンや理念の見える化のため 

 

①事業計画策定支援 

 経営分析を実施した 10件の小規模事業者を対象に、事業計画策定の必要性を説明し理解してもら

い、経営分析により経営実態を把握し、経営課題を確認したうえで、地域経済動向や需要動向を考

慮して具体的施策に落とし込み、小規模事業者と一体になって事業計画の策定を粘り強く伴走で支

援する。 

また、計画策定にあたり、参考ツールとして、日本政策金融公庫「事業計画書の書式」や、中小

企業基盤整備機構「経営計画作成アプリ」等を活用する。 

 

②創業セミナー及び創業塾による事業計画策定支援 

 専門家と連携した創業セミナーを開催し、創業に係わる知識習得の支援を行う。また、座間市・近

隣商工会・金融機関・専門家等と連携して創業塾を開催し、創業事業計画書の策定の仕方を学ばせる
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機会を提供する。創業後は、四半期に 1度程度の定期的な接触を心掛け、早期の黒字化に向けてサポ

ートしていく。 

また、専門的な知識が求められる場合は、神奈川県商工会連合会やよろず支援拠点の専門家派遣事

業等を活用し、計画策定を粘り強く実現していく。 

 

・創業セミナーの概要 

講師：中小企業診断士で豊富な創業支援実績のある方を予定 

開催時期：7月を予定 

受講対象者：これから事業を始める方や、創業間もない方（5年以内） 

内容：創業に向けた心構え、創業に向けた準備や段取り、事業計画策定の重要性の啓発啓蒙、創 

業で活用できる国や県、座間市の施策等、効果的な販路開拓の取組の手法や方法論等々。 

 

・創業塾の概要 

講師：中小企業診断士で、豊富な創業支援実績のある方を予定 

開催時期：令和元年度に実施した創業塾のアンケート結果を基に、７～８月で開催予定 

       ※全５日間（計２５時間） 

受講対象者：これから事業を始める方や、創業間もない方（5年以内） 

内容：事業計画策定の仕方、事業計画で記載すべき内容の説明、早期の黒字化に繋がる販路開拓 

の取組み内容の立案、経営者として必要な知識・ノウハウ等々。 

  備考：創業塾の開催時期についてアンケートを行った結果 

 

③事業継承や承継支援 

日常の巡回等により、把握できている高齢経営者を対象に、事業継承や承継に向けた準備の重要性

を助言していく。その上で粘り強く伴走し、早期かつ計画的な準備に向かうよう誘導していく。 

その上で後継者等を交えたミーティングを都度重ね、継承や承継後の事業展開イメージを共有で

きるよう、計画策定を支援していく。ポイントは、先代の良い部分を取り入れつつ、後継者が新たな

取組にチャレンジできるような内容を盛り込んでいくことである。 

なお、計画策定支援については、下表の視点を積極的に取り入れていきたい。 

若手後継者の資質向上のために中小企業大学校のセミナー参加等、研修機会の充実を図る 

事業計画の進捗管理に、若手後継者の積極的関与を促す 

若手後継者に対し、経営革新支援制度をはじめとする施策活用を推進し、成長の動機づけを行う 

 

（４）目標 

支援内容 令和 2年

度 

令和 3年

度 

令和 4年

度 

令和 5年

度 

令和 6年

度 
事業計画策定件数 １０ １０ １０ １５ １５ 

   

28%

36%

29%

7%

4月～5月

7月～8月

9月～10月

その他



- 21 - 

 

 

支援内容 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

創業セミナー実施（回） １ １ １ １ １ 

 セミナー参加者 ２０ ２０ ２０ ２５ ２５ 

創業塾（全 5回）実施 １ １ １ １ １ 

 創業塾参加者数 １０ １０ １５ ２０ ２０ 

創業計画策定件数 １０ １０ １５ ２０ ２０ 

                   

支援内容 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

事業承継・継承計画 

策定件数 
１ １ ２ ２ ３ 

 

（５）座間市からの要望について 

 事業が持続的に発展し売上高が増加基調を歩めること、創業者が早期に黒字化できること等、市内

の活況に貢献できる「計画策定」支援を期待されている。また、災害や景況等、経営環境の急速な変

化に柔軟に対応できる計画策定支援ノウハウを、当会が蓄積するよう、座間市は求めている。 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること  

（１）現状と課題 

【現 状】 

 事業計画策定後、小規模事業者の要望やニーズの把握に努めているが、現状では殆どの場合、金融、

税務、労務などその場での問題解決できることへの対応が多く、受動的な支援となっている。小規模

事業者が策定した計画の進捗管理や課題の解決を行うための十分なフォローアップ体制も経営指導

員の中で出来ていない。 

 

【課 題】 

 今後は、小規模事業者にとって身近な支援機関として、小規模事業者の計画の実行段階に関わって

いきたい。具体的には、進捗状況確認、経営課題の解決への取組への助言、必要に応じた事業計画の

見直し等である。 

 

（２）支援に対する考え方  

 事業計画策定（創業、事業継承・承継含む）をした全ての事業者を対象に、策定した事業計画の目

標達成に向けて、巡回訪問、窓口相談、必要に応じた専門家の活用等、接触頻度を高め、着実な計画

実行を支援していく。 

 
 
（３）事業内容 

 以下に紹介する事業遂行においては、下表の内容にポイントを置き、助言や指導を行う。 

計画策定後の助言や指導のポイント 

経営者自身の経営管理の実施（経営状況の分析と連動した取り組み） 

経営者自身のビジョンや理念の再確認 

計画遂行に必要な販路開拓の取組みの助言や支援 

（需要動向調査結果のフィードバック・需要開拓機会の提供等） 
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①巡回・窓口相談による定期的なフォローアップの実施 

事業計画策定者及び創業計画策定者の全てを対象とした一覧表を作成し、巡回訪問や窓口相談の

スケジュールを経営指導員間で策定し管理する。訪問回数は四半期に１度を目標とする。巡回訪問・

窓口での指導に留まらず、電話やメールも効果的に活用する。 

計画と実務との差（計画差異）を、個社と経営指導員と共有できるように配慮し、計画に対する遅

れや、ボトルネック等を「意識」した取り組みが叶うよう工夫していく。計画差異を埋め合わせる助

言や改善指導を行っていくが、難課題については、商工会の経営支援職員と知恵やノウハウを結集

し、支援をしていく。解決や改善が見られない場合には、次項の専門家の活用のステップに駒を進め

る。 

策定後の個社フォローは、策定後２年間を目途に手離れを予定するが、２年を過ぎた事業者であっ

ても、計画が順調に推移していない場合など、必要に応じてフォローアップを行う。 

 

②専門家活用による策定後のフォローアップ 

事業計画の進捗状況確認により抽出された課題の中でも、経営指導員等で解決できない専門性の

高い案件に関しては、神奈川県商工会連合会やよろず支援拠点の専門家派遣事業等を活用し、フォロ

ーアップしていく。無論、経営指導員等は専門家に同行し、専門家の改善アドバイスを見聞きし、現

場での知見やノウハウを習得していく。 

 現時点でフォローアップの際、専門性が求められる内容は下表のとおりである。 

論点 支援内容 

売上差異 想定している売上を下回る際、販路開拓の手法や、販路開拓先の紹介等 

原価差異 想定している原価を上回る場合、生産性の向上や、仕入単価の低減等 

 

③事業計画に基づく資金調達支援 

 事業計画策定後の実行支援にあたっては、個社の資金繰りにも目を配っていく。具体的には、資

金繰り表の作成、キャッシュフロー計算書の作成等々、手元資金の確保を管理していく。計画遂行

の中で、販路開拓の取組み等で資金が必要な際には、適切な補助金や助成金の活用、時に融資（㈱

日本政策金融公庫や地元金融機関）を斡旋する等対応していく。 

 

④計画の見直し支援 

 後述する需要動向調査結果等を個社にフィードバックし、商品やサービスの見直し、更には新商

品やサービス開発、販路開拓の取組み等を行っていくが、その内容について、適時計画に反映して

いく。 

 また、事業計画を遂行する上で進捗停滞等、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合

には、専門家などの第三者の視点を必ず入れ、当該ズレの発生原因及び今後の対応方策を検討のう

え、フォローアップの頻度を向上させ支援を行う。 

 

（４）目標 

支 援 内 容 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ対象事業者数 ２１ ２１ ２７ ３７ ３７ 

 

事業計画策定件

数 
１０ １０ １０ １５ １５ 

創業計画策定件 １０ １０ １５ ２０ ２０ 

事業承継・継承

計画策定件数 
１ １ ２ ２ ２ 
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ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ対象事業者 

累計数 
２１ ４２ ４８ ６４ ７４ 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ延べ巡回訪問 

（1社あたり訪問回数） 

（全社累計訪問回数） 

 

 

４ 

８４ 

４ 

１６８ 

４ 

１９２ 

４ 

２５６ 

４ 

２９６ 

＊計画策定後支援は原則個社あたり２年間とし、２年後手離れを予定。 

 

（５）座間市からの要望について 

 事業計画をもとに、計画的に事業を行うことが重要であり、そのあたりが苦手な個社が多い。そこ

で、重点的に支援する個社をピックアップし、接触頻度を増やしながら、粘り強く支援を行うことを

期待している。 

計画遂行のためには、融資を必要とする場合もある。その際、座間市独自の「利子補助制度」の活

用を期待されている。 

 

６．需要動向調査に関すること  

（１）現状と課題  

【現 状】 

 従来、経営支援職員研修会や各種 2次データの収集を踏まえた個社への助言程度であって、個社が

新商品（サービス）開発や、販促活動等の販路開拓の取組みに活用しやすい需要動向調査の支援等は

行っていなかった。また、自社の販売する商品や提供するサービスを「どのような客層」に売り込ん

でいけば良いのかといった客観的な視点（ターゲティング）も充分では無かった。 

 

【課題】 

個社の経営の方向性や販路開拓の方向性が明確に定まるような「需要動向」を調査し分析すること

が重要である。長年の経験と勘も重要であるが、自社の販売する商品や、提供するサービスに対して、

客観的にどれだけ必要とされているかを知る機会を設けていかなければならない。 
 
（２）今後の取組み 

個社が販路開拓の取組み（商品やサービスの開発や見直し、営業活動等）に活かせる需要動向

を、商工会がリーダーシップを発揮し、収集分析し、個社にフィードバックできるようになること

である。 

 

（３）事業内容 

①商業における需要動向調査の実施 

［目的と概要］ 

 市内の小規模事業者が、新商品やサービスを開発（新たな品揃え含む）し、更には、効果的な販

路開拓の取組みが叶う情報を収集分析することである。 

 

［調査内容］ 

顧客の潜在的ニーズの掘り起こしを行い、個社が効果的な販路開拓の取組みが出来るターゲット

や売り方等々を見える化することである。座間市内の内需を掘り起こし、外需に奪われない魅力的

な品揃えや商品化等に繋げるための調査である。 

 

［調査頻度］年に１回実施。 

 

［調査対象者］対象とする個社の顧客 

 

［サンプル数］100人以上 
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［調査手法］ 

既述の事業計画策定や策定後の支援を通じて、売上向上に繋がる経営改善が必要な個社を毎年 3

社選定する。後述する内容の調査書を個社に手渡し、個社が来店した顧客に、ヒアリングにて質問

し、回答を記入する。無論、経営指導員も手伝い、回答人数の確保に努めていく。 

 

［調査結果のフィードバック個社］ 

 飲食店、食料品店、衣料・雑貨店、各種サービス業から毎年、各 3件ずつ。 

 

［分析手法と調査書の設計］ 

 座間市民や市外から来場された顧客の［潜在的ニーズ］を探り、ターゲティングを行えるよう、

分析手法には重回帰分析、主成分分析等を採用する。そのため調査書は、その分析が叶うよう実験

計画法にて設計していく。 

 調査書の設計、調査集計結果の分析は、専門的知識やノウハウを要するため、外部の専門家を活

用し実施していく。 

 

［調査項目と分析イメージ］ 

・基本的な属性を抑えるため以下の論点を基礎項目とする。 

年齢 性別 居住地 職業 

・潜在的な顧客ニーズを探るための調査項目 

 原則的には、以下が判断できる調査項目とする。 

好み 嗜好 意志 習慣 

・分析イメージ 

 調査項目のイメージを伝えることが難しいため、以下に分析イメージと合わせて紹介する。以下

のような分析を行うために必要な項目を、専門家を活用し決定していく。 

例えば、カフェ・喫茶店の野菜を使ったメニュー化を検討しているとする。 

⇒調査項目と調査について 

最も同店に来店している 60 歳代以上の方の嗜好と傾向を「より身近に」するため、60 歳代以上の

方 10 名と、比較対象としての 20 歳代以下 10 名を、全回答の中から無差別に選択（男女関係なく）

し集計する。 

その際、のちの分析（主成分分析）を意図し、選択肢を以下の５つに絞り、0～10 点満点のうち、

各種野菜に「好みを反映した得点」を付けてもらった。点数が大きいほど「好みである」を表してい

る。 

サツマイモ、トウモロコシ、かぼちゃ、春菊、トマト 

⇒集計について（回答結果の集計） 
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・分析について 

第１主成分分析、第２主成分分析をエクセルのアドオン機能を活用し実施していく。その上で第

１主成分得点と第２主成分得点を算出しておく。なお下図は主成分負荷量と寄与率の算定結果であ

る。 

   
⇒分析結果の考察について 

・第 1 主成分 p は、調査対象者の嗜好や傾向を 64％構成していることがわかった。 

・第２主成分 q は、調査対象者の嗜好や傾向を 23％構成していることがわかった。 

・第１主成分と第２主成分で、調査対象者の嗜好や傾向を 87％構成していることがわかった。 

・主成分得点を散布図に図示すると以下のようになり、来店顧客の嗜好や傾向が見えてくる。 

 
 

⇒分析結果のフィードバックと活用 

上記、散布図を踏まえると、60 歳代以上の方は、甘味が濃い、苦みが濃い、香りが濃いといった

嗜好や傾向を持っており、風味の嗜好に「ハッキリ」を期待することがわかる。そのため 60 歳代以

上をターゲットとし、提供するメニューにおいては、『「濃い」ものの、健康に配慮したスペック』を

開発していくことが助言できる。 

 

②工業における需要動向調査の実施（新規） 

［目的と概要］ 

市内の個社が、新たな取引先を獲得し、収入の多様化を図れるお膳立てをすることが目的である。

そのために必要な情報収集を、商工会がリーダーシップを発揮し取り組んでいく。 

 

［調査内容］ 

小規模製造業者のものづくり技術の向上や先端設備導入により、生産性と加工精度、更にはリード

タイムの短縮を図るため、個社がターゲットとするサプライヤー（発注元）のニーズを収集し提供す

ることである。その上で、個社が取り組むべき課題を見える化する。 
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［調査頻度］年に 1回 

 

［調査対象者］展示会「ヨコハマテクニカルショウ」への出展来場事業者 

 

［サンプル数］30事業者（30件）/回 

 

［調査手法］ 

展示会「ヨコハマテクニカルショウ」に個社を 3社程度取りまとめ、商工会がリーダーシップを発

揮し出展する。その上で、出展した個社が取引したい事業者や製造品目等を扱う出展事業者を、出展

名簿から事前にピックアップして対象としておく。またブースに訪れる来場事業者は、そもそも訪れ

たブースの出展内容等に関心があると考えられるので、この方々も対象とする。 

その上で事前に用意してある調査書を下に、ヒアリングにてアンケートを実施する。 

 加工技術の向上や更なる受注拡大を望む意欲のある個社を毎年 3社（3件）ずつ。 

 

［分析手法と調査書の設計］ 

 出展している事業者（来場した事業者も含む）のニーズを引き出し、個社が調査結果を下に、自

社の製造体制や必要設備等を検討する材料を、提供することが叶う調査書の内容が求められる。 

 分析手法としては、後述する調査項目を多面的に組み合わせ、多軸によりポジショニングを取る

方法を採用したい。 

 調査書の設計、調査集計結果の分析は、専門的知識やノウハウを要するため、必要に応じて、外

部の専門家を活用し実施していく。 

 

［調査項目と分析イメージ］ 

調査項目は、現時点では検討中であるが、分析を前提に以下のような情報が取得できるようにす

る。つまり、サプライヤー（発注元）が、座間市内の個社に、どのようなことを求めているのかを収

集する。項目の中で、設備名を盛り込んでいる理由は、現代のモノづくりの加工精度において、設備

名がわかれば仕様がわかる（加工できる素材や能力がわかる）ためである。 

発注を検討する際に取引先に要求する主な内容 

設備名 

 
例）MC 旋盤 

△△製 型番＊＊ 

業界や業種 
 

例）医療用光学機器 

 

要求加工精度 
 

例）真円率 

許容誤差 0.001m 以内 

最大最小加工径 

 

例）最大加工サイズ 

900～1000mm 

原材料素材 

 

例）アルミ、銅 

保有台数 
 

例）MC 旋盤 2 台 

 

また、サプライヤー（発注元）の今後の技術進展は、どのような分野に存在するのかを見定めるた

めに、中小ものづくり高度化法の１２分野の技術との関連性について、説明できるよう取りまとめ

る。なお 12分野は以下の内容である。 

□デザイン       □情報処理        □精密加工    □製造環境 

□接合・実装      □立体造形        □表面処理    □機械制御 

□複合・新機能材料   □材料製造プロセス    □バイオ     □測定計測 

収集した情報の分析は、外部専門家の助言の下、経営指導員も OJTにて学びながら行う。サプライ

ヤー（発注元）のバイヤーが、「この個社に発注すれば、このような加工が期待できる」といった具

体的イメージが伝わるよう、整理して報告書として取りまとめる。 

⇒事例 

 例えば以下の表の内容の場合、152 径 400 ㎜以下を製造できる設備を 2 台保有しており、生産量

300～500点程度の生産性が高いことがわかるため、そのロットの受注を PRできる。また、254径 360

㎜以下を製造できる設備を 1 台保有しており、生産量 100～300 点程度の生産性が高いことがわかる

ため、そのロットの受注を PRできる。 
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 また、加工点数（1度に加工できる箇所）は、4作業～5作業であり、例えば、形状削り出し、中央

穴あけ、他 6か所の穴あけ、2か所のねじ穴加工、スリッド等の削り出し等が 1 度に行えることも訴

求できる。さらには加工素材にアルミニウムが適切であるとも言える。 

 つまり、この情報を大手製造業のバイヤーに提供すれば、A社に発注できる仕事があるか否かの想

像がつくというものである。 

 

③建設業における需要動向調査の実施 

［目的と概要］ 

地域内の小規模建設業者による、地産地消による受注拡大を図るため、ターゲットとする顧客ニ

ーズの調査実施を側面から支援する。 

 

［調査対象者］一般市民 

 

［サンプル数］100名以上 

 

［調査内容］ 

戸建て、リフォーム需要を囲い込むために、この購買見込（発注見込）客層の掘り起こしと、その

方々のニーズの発掘を行う。リフォーム等は消費者にとって、高価な買い物になるため、業者の選定

には、不安があると判断している。その不安点を掘り起こす調査とする。 

 

［調査頻度］3年に 1回 

 

［調査対象者］商工会と市が主催する「産業フェア in ZAMA」に来場する消費者 

 

［調査手法］ 

商工会と市が主催する「産業フェア in ZAMA」（毎年９月～１１月に開催）の来場者に対してアン

ケートを経営指導員等がヒアリングにて実施する。後述する調査項目の回答だけでは、心情や不安の

詳細等が集計分析時に読み取れないためである。 

アンケートを実施してもらう専門のコーナーを設け、「産業フェア in ZAMA」に出展している建設

業や土木業等の方々の粗品等の協力を経て、回答者数 100名超の確保を図っていく。 

   
≪写真 2018年 産業フェア開催の様子≫ 
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［調査結果のフィードバック個社］ 

 戸建てやリフォームを業に営む建設や土木事業者 30社 

 

［調査書の作成］ 

 後述する［調査項目（内容）・分析手段・手法］を踏まえた調査書を、外部専門家の指導の下、設

計する。 

 

［調査項目（内容）・分析手段・手法］ 

 調査書（調査項目）は、現時点では検討中であるが、分析を前提に以下の視点で設計する。 

調査対象者 調査書の内容 

戸建てやリフォームを過去に実施した座間市民 

 

（主な調査項目） 

・年齢 

・性別 

・世帯人数 

・施工した地域や部分 

・おおよその施工金額 

・施工した時期 

・現時点で抱える修繕や改修必要性箇所 

・これまでの業者の接客状況の満足度 

・これまでの業者の接客状況の不満や問題点 

 

施工後から現在までの注文先の事業者に対す

る不満や不備について、可能な限り具体的な

情報を収集する。 

戸建てやリフォームをこれから実施したい意向者 

 

（主な調査項目） 

・年齢 

・性別 

・世帯人数 

・施工予定地や部分 

・おおよその施工予算 

・施工したい時期 

・現時点で抱える修繕や改修必要性箇所 

・実施にあたりわからない点 

・実施にあたり不安を感じる点 

・業者に対しての接客の要望等 

 

戸建てやリフォームをこれから検討している

方にとって、高額な買い物の背景にある不安

を、可能な限り具体的に収集する。 

 分析は、外部専門家の助言の下、経営指導員も OJTにて学びながら行う。分析結果のアウトプット

については、個社が既存商品やサービスのリニューアル、あるいは新商品やサービスの開発に活かせ

るよう、整理して報告書として取りまとめる。 

 

［調査や分析のイメージ］ 

 戸建てやリフォームをこれから実施したい意向者に対しての調査の結果を重回帰分析し、仮に以

下の様な式が得られたとする。 

おおよその予算 

＝0.4×実施にあたり不安を感じる点＋0.19×世帯人数＋0.05×現時点で抱える修繕や改修必要

性箇所＋320万円 

 



- 29 - 

 

 その場合、予算は、「実施にあたり不安を感じる点」「世帯人数」「現時点で抱える修繕や改修必要

性箇所」で 60％以上を説明できることになる。 

 

（４）活用方法について 

①商業における需要動向調査の活用 

まずは調査結果を、調査の場になった個店にフィードバックする。その上で、必要な販路開拓

（商品やサービス開発、既存商品やサービスの見直し、品揃えの見直し等々を、当会がリーダーシ

ップを発揮し支援していく。なお、フィードバック個社への訪問頻度は四半期に 1度のペースとす

る。 

フィードバックした個社には以下の論点で支援し、種々の改善に繋げていく。 

主な支援メニュー 

品揃え見直し 新商品/サービス

開発 

既存商品/サービ

ス見直し 

販促企画の立案 販促ツール活用 

 

メニュー 売上拡大等に結び付ける具体的支援内容のイメージ（事例） 

品揃え見直し ・売れ筋商品の店頭訴求の仕方の助言 

・嗜好や傾向を踏まえた新しい仕入れ商品の助言 

・死筋商品等の見切り販売の仕方の助言 

新商品/サービス開発 ・嗜好や傾向踏まえた商品企画書（サービス企画書）の作成と提案 

・商品化やサービス開発に必要な事業者とのマッチング支援 

・パッケージデザインのアイデア出し等の手伝い 

・原価計算の支援 

・販売価格の設定における助言 

既存商品/サービス見直

し 

・嗜好や傾向踏まえた商品企画書（サービス企画書）の作成と提案 

・商品やサービス見直しに必要な事業者とのマッチング支援 

・パッケージデザインの修正のアイデア出し等の手伝い 

・原価計算の支援 

・販売価格の設定における助言 

販促企画の立案 

 

販促ツール活用 

・嗜好や傾向踏まえた販促企画書の作成と提案 

・チラシの記載内容やデザインの検討を支援 

・販促計画（売上計画、利益計画等）の作成支援 

・嗜好や傾向を踏まえたターゲットに向けた広告媒体の選択の助言 

・webが苦手な方向けには、SNS等の開設や投稿内容の提案支援 

 

 また、調査結果の中の汎用的に活用できる部分については、巡回訪問や窓口相談時に、商業分野

に属する他の個社への助言や指導の基礎データとして活用していく。 

 

②工業における需要動向調査の活用 

・調査結果を踏まえた支援の全体像 

まずは調査結果を、事前にピックアップしておいた個社にフィードバックする。その上で、マッ

チングに至るまでの課題や問題点を見える化し、その改善について伴走で寄り添う。マッチングの

準備が出来た段階で、実際に調査先のバイヤー（発注元になり得る製造業）に個社を紹介し、マッ

チングする。 

・個社をバイヤーに紹介した後の支援 

四半期に１回の頻度で経営指導員等が訪問し、進度を確認していく。紹介後も実際の本生産に至っ

ていない等、実需に繋がっていない場合には、価格交渉面、加工精度等がマッチング先要求品質を充

足していない等が予測できるため、必要に応じ専門家を派遣し、改善策を探っていく。 



- 30 - 

 

・バイヤーに紹介するに至っていない個社支援 

マッチングに至っていない個社に対しては、まだまだ技術向上、設備向上等が要求されるため、必

要に応じ専門家を派遣したり、各種補助金等を活用した先端設備導入をサポートする等、実需を意識

した取り組みを粘り強くサポートしていく。成立していない個社に対しては、四半期に 1回の頻度で

訪問し、サポートしていく。 

 

③建設業における需要動向調査の活用 

まずは調査結果を、リフォームを手掛ける管内の個社にフィードバックする。その上で、既存商

品やサービスの見直し、あるいは新商品やサービスの開発による販路開拓の取組み等、種々の経営

改善に活用していただく。フィードバック後は、半年に 1回の頻度で訪問し、進捗状況の確認を行

う。仮に、進捗が思わしくない場合は、再度、原因を経営指導員が分析し、必要に応じて専門家を

活用する等、改善を試みていく。 

フィードバックした個社には以下の論点で支援し、種々の改善に繋げていく。 

主な支援メニュー 

使用する部材や

建材の見直し 

施工法の見直し 戸建てやリフォ

ームメニューの

内容見直し 

不安や不満を解

消する商品やサ

ービスの開発 

不安や不満を踏

まえた販促企画

の立案 

 

メニュー 売上拡大等に結び付ける具体的支援内容のイメージ（事例） 

使用する部材や建材の見

直し 

・嗜好や傾向を踏まえ必要になった部材や建材の仕入先の探索支援 

・新たに活用することになった部材や建材を活用した商品やサービス

の原価計算の支援 

・使わなくなった部材や建材の用途開発のための事業者間マッチング 

・使わなくなった部材や建材を使ったノベルティー開発等の販促手段

への活用アイデア出しの支援 

施工法の見直し 

 

戸建てやリフォームメニ

ューの内容見直し 

・嗜好や傾向を踏まえた商品企画書（サービス企画書）の作成と提案 

・商品やサービス見直しに必要な事業者とのマッチング支援 

・原価計算の支援 

・販売価格の設定における助言 

不安や不満を解消する商

品やサービスの開発 

・嗜好や傾向を踏まえた商品企画書（サービス企画書）の作成と提案 

・商品化やサービス開発に必要な事業者とのマッチング支援 

・原価計算の支援 

・販売価格の設定における助言 

不安や不満を踏まえた販

促企画の立案 

・嗜好や傾向を踏まえた販促企画書の作成と提案 

・チラシの記載内容やデザインの検討を支援 

・販促計画（売上計画、利益計画等）の作成支援 

・嗜好や傾向を踏まえたターゲットに向けた広告媒体の選択の助言 

・webが苦手な方向けには、SNS等の開設や投稿内容の提案支援 

また、調査結果の汎用的な部分は、巡回訪問や窓口相談時に、建設業等、リフォームや戸建て需

要を囲い込みたいとする個社に、情報として提供し、助言や指導の基礎データとして活用してい

く。 

 

（５）座間市からの要望について 

 市内が活性化することを座間市より期待されており、需要動向調査の結果を踏まえ「計画的な需要

機会の提供」を、商工会として提供するよう要望を受けている。 

 

 



- 31 - 

 

（６）目標 

①商業における需要動向調査の実施 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5～6 年目 

調査対象業種 飲食店 食料品店 衣料・雑貨店 各種サービス業 

対象個社（者）数 3 3 3 3 3 

個社あたりの 

消費者サンプル数 
100 100 100 100 100 

＊各種サービス業は、現時点で検討中であるが、理容・美容室、マッサージ、クリーニング、学習塾等を指す 

 

②工業における需要動向調査の実施 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5～6 年目 

調査対象業種 製造業 

対象個社（者）数 3 3 3 3 3 
 

③建設業における需要動向調査の実施 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5～6 年目 

調査対象業種 建設業 

対象事業者数 ― ― 30 ⇒フィードバック後 3年かけてフォロ

ー 

消費者サンプル数 ― ― 100 ― ― 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること  

（１）現状と課題 

【現 状】 

現状、事業計画や経営分析、さらには需要動向調査等を踏まえた、計画的な個社の販路開拓の取

組みの支援には至っていない。 

市内の個社に浸透しているところとして、座間市との共催により、販路開拓支援事業「産業フェ

ア」を開催している程度である。この事業は当初、製造業中心でＢtoＢ(事業者➡事業者)が主体で

あったが、回を重ねるごとに小売・サービス業・建設業等のＢtoＣ(事業者➡生活者)が主体とな

り、製造業の出展数は年々減少傾向にある。ＢtoＢは平日開催、ＢtoＣは土日開催を希望するな

ど、双方の出展目的の違いもあり、今後の事業のあり方を検討する時期に来ている。 

また、県外では御殿場市商工会と近い将来への広域取引実現に向けて、役職員レベルで交流を図

っている。 

 

【課 題】 

 今後、人口減少等による座間市内の需要縮小が確実視されており、地域の小規模事業者には、深

刻である。そこで、商工会がリーダーシップを発揮し、個社の販路開拓の取組みを側面支援するに

留まらず、販路開拓の「機会提供」が必要になる。 

 

（２）支援に対する考え方 

 前述「２．経営状況の分析」「３．事業計画策定」「４．実施支援」の支援事業者及び「１．地

域経済動向調査」と「５．需要動向調査」を十分に踏まえた需要開拓を、他の支援機関や諸施策を

活用して効果的に行っていきたい。 

 

（３）事業内容 

①商業における試験販売機会の提供（BtoC） 

［目的・内容・対象等］ 

座間市内で行われ、座間市内外から多くの来場が見込める「イベント」への出店機会を提供す
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る。従来の座間市の推奨品や特産品を扱っている個社のみでなく、拡販したいとする「意欲のある

個社」を選定し、サポートしていく。 

支援対象 支援内容（考え方含む） 

① イベント等の出

店に不慣れだが

意欲のある個社 

 

② 座間市内への集

客に繋がる魅力

ある事業実施の

個社 

 

提供機会：「大凧まつり（5月）」「ひまわりまつり（8月）」 

支援の考え  

⇒座間市内で広く認知され、消費されている消費財を、広く市 

外に発信する。 

⇒拡販意欲が高く、市外での需要獲得を目論む個社の想いに応 

えるための「場」の提供 

想定支援個社数：各イベント3社程度 

特記事項：出店時の人員は出店個社からまかなう。 

 

  ※大凧まつり・・・概  要：重さ約 1トン（約 13メートル四方）、の大凧を 100人以上の 

                引き手によって大空に引き揚げる、200年以上続いている座 

間市の伝統行事。 

           開 催 日：5月 4～5日の 2 日間 

           開催場所：相模川グラウンド 

           来場者数：2日間で 9万 8千人          

   ひまわりまつり・・・概  要：首都圏随一の規模となる約 55万本のヒマワリが咲き誇る、

黄金色のひまわり畑。 

           開 催 日：8月中旬（5日間） 

           開催場所：座架依橋南北 

           来場者数：5日間で 18万 2 千人 

［出店前までの支援］ 

事前に個社と出店で紹介する商品やサービスを決め、来場される顧客層にマッチした PR手法（ブ

ース装飾や販売手法まで）を検討していく。例えば「中高年の女性グループ」が多く来場する場

合、グループで「まとめ買い」をお得にしたり、中高年の女性層が好む色を 2 次データで調べ、そ

の色を包装色に選択する等、さらにはお土産用のお持ち帰りしやすい荷姿等、種々のアプローチで

ある。つまり、この流れは、需要開拓の一連の流れ（下図）であり、OJTで個社を教育することに

繋がる。経営指導員で対応できない専門的知見に関しては、各種専門家を派遣し、助言指導してい

く。 

ステップ① ターゲット顧客層の設定 

ステップ② ターゲット層を見据えた商品やサービスの見直し（開発含む） 

ステップ③ ターゲット層に響く販促企画や販売手法の検討と決定 

 

［出店後のフォローアップ］ 

終了後は、できるだけ早く個社と接触を持ち、イベント中に得られた知見を整理するお手伝いを

行う。具体的には以下の論点で整理し、商品やサービスの改善、販路開拓のターゲット層へのアプロ

ーチを確認していく。出店後は、四半期に 1 度の頻度で訪問し、その後の改善活動の道のりで心が

折れないよう辛抱強く寄り添う。経営指導員で対応できない専門的知見に関しては、各種専門家を

派遣し、助言指導していく。 

メニュー 売上拡大等に結び付ける具体的支援内容のイメージ 

品揃え見直し ターゲット層にマッチした仕入れ商品の助言 

既存商品/サービス見直し 

新商品/サービス開発 

・ターゲット層にマッチした商品企画書（サービス企画書）作成と 

提案 

・パッケージデザインのアイデア出し等の手伝い 

・原価計算の支援 
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・販売価格の設定における助言 

販促企画の立案 

 

販促ツール活用 

・嗜好や傾向踏まえた販促企画書の作成と提案 

・チラシの記載内容やデザインの検討を支援 

・販促計画（売上計画、利益計画等）の作成支援 

・嗜好や傾向を踏まえたターゲットに向けた広告媒体の選択の助言 

・webが苦手な方向けには、SNS等の開設や投稿内容の提案支援 

 

②工業における広域の販路開拓を目的とした展示会等への出展支援（BtoB） 

［目的・内容・対象等］ 

小規模事業者の地域外での展示会への出展を積極的に支援する。新規顧客獲得、売上増加を個社

支援の目的とする。具体的には下表の通りである。 

支援対象 支援内容（考え方含む） 

① ＢtoＢの製造業 

 

② 取引先が 1 社等

に売上が偏って

いる下請製造業 

提供機会 

：湘南ひらつかテクノフェア（10月） 

テクニカルショウヨコハマ（2月） 

支援の考え 

⇒新規取引先を獲得していかないと、今後の事業縮小の危機感

がある個社を優先的に支援する。 

⇒拡販意欲が高く、市外での需要獲得を目論む個社の想いに応 

えるための「場」の提供 

想定支援個社数：各イベント3社程度 

特記事項：出展時の人員は出展個社からまかなう。 

 

※湘南ひらつかテクノフェア・・・概  要：産学公の連携強化と業界の枠を超えた情報の発 

信、収集、交流を広範囲に展開していただき、 

技術、製品の販路拡大、ビジネスチャンスの創 

出と地域産業の振興を図ることを目的開催。 

                  開 催 日：10月中旬の 3日間 

                  開催場所：ひらつかサン・ライフアリーナ 

                  出展者数：103社（前回実績） 

                  来場者数：3 日間で 6,800人（前回実績）          

   テクニカルショウヨコハマ・・・概  要：神奈川県下最大級の工業技術・製品に関する総 

合見本市。横浜を舞台に過去 40回の開催の歴史 

があり、地域に根ざした見本市。 

                  開 催 日：2 月上旬（3日間） 

                  開催場所：パシフィコ横浜展示ホール A・B・C 

出展者数：806社・団体（前回実績） 

                  来場者数：3 日間で 35,354人（前回実績） 

 

［出展前までの支援］ 

事前に個社と出展で紹介する PR内容を決め、来場されるバイヤーにマッチした PR手法（ブース装

飾や販売手法まで）を検討していく。発注元のバイヤーは、部品等の加工依頼を行ったり、時に新規

取引先を開拓する際、依頼先の事業者が保有している製造機械（設備）を確認するそうである。 

つまり、個社が取引を新規に開拓するには、これらバイヤーに、個社の保有している設備の内容（加

工機名称、型番等）を照会し、どのような加工（加工精度等）が出来るかを伝える必要がある。ブー

ス PRで紹介する論点は以下の表の通りである。 
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PRする情報の論点 

設備名 

 
例）MC 旋盤 

△△製 型番＊＊ 

業界や業種 
 

例）医療用光学機器 

 

要求加工精度 
 

例）真円率 

許容誤差 0.001m 以内 

最大最小加工径 

 

例）最大加工サイズ 

900～1000mm 

原材料素材 

 

例）アルミ、銅 

保有台数 
 

例）MC 旋盤 2 台 

 

［出展後のフォローアップ］ 

展示会終了後には（名刺交換したら）できるだけ早く次の商談の機会を設けるように仕向けてい

く。また出展後 2 年間は、四半期に 1 度の頻度で訪問し、その後の事業化（成約）までの道のりで

心が折れないよう辛抱強く寄り添う。その上で、事業化までの道のりで手に入れたノウハウや技術

を活用し、拡販の可能性を共に探っていく。 

経営指導員で対応できない専門的知見に関しては、各種専門家を派遣し、助言指導していく。 

 

③建設業における販売機会の提供と販路拡大支援（BtoC） 

［目的］ 

座間市内の建設業者は、住宅建設やリフォーム関連を主業としている。そこで、座間市内の需要

喚起と座間市外からの案件獲得を支援し、見込客の掘り起こしと新規顧客の獲得を実現していく。 

 

［内容・対象］ 

・建設業フェア（８月） 

⇒これまでの取組 

市内建設業者と商工会が主催し、建設業者の販路拡大や悪徳リフォーム撲滅を目的に、［建設業フ

ェア］と称して開催している。イベントでは、種々の建材や部材等を紹介する他、消費者の関心が高

い「最新住宅設備」や「無料のリフォーム・耐震相談ブース」を設けている。 

⇒今後の取組 

これまで本申請書で既述してきた「業界の課題」や、前項の「需要動向調査の結果」を踏まえた「消

費者 PR」としてのイベントとして進化させていきたい。1社でも多くの出展個社を募り、出展社全員

と供に議論し、見込客の掘り起こしと、新規顧客の獲得を実現できる展示を検討していく。 

また、大工のお仕事体験コーナーなど、市民の方々と交流がもてる場を設けるなど、消費者の安心

感や信頼感を高める取り組みも加速していく。 

 出展個社数：毎年１０社 

終了後は、できるだけ早く見込客と接触を持つよう助言し、焦らず急がず、顧客との関係性を構築

するよう仕向けていく。 

四半期に 1 度の頻度で訪問し、その後の受注や成約状況を確認し、改善が必要と判断すれば、適

時助言や指導を行っていく。経営指導員で対応できない専門的知見に関しては、各種専門家の活用

も行う。 

 

・家守の会参画個社の web 販路開拓取組機会の提供 

⇒これまでの取組 

「家守の会」は、座間の仕事は座間の業者で受注するという建設業の地産地消を目的に、平成２

２年２月に発足した。商工会建設業部会の部会員の集まりで、座間市民が安心して工事の依頼がで

き、商工会に事務局を設置し、取り組んでいる。 

現在２７事業所が登録しており、受注については関係諸団体等からの紹介が主である。また、座

間市民まつり等に出展し「家守の会」のＰＲを行っている。 

⇒今後の取組 

リフォーム検討中の方々や戸建て住宅等建設意向の方々は、webで検索しアプローチしてくるこ

とが、これまでの経験則や各種 2次データで明らかである。そこで、個社が受注の信頼獲得を目的
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に、ホームページを作成し、市民が安心して工事の依頼ができるよう体制を整えていく。個社が

webページを構築する際には、前項の「需要動向調査の結果」を踏まえる他、以下の論点で支援し

ていく。 

支援個社数：毎年 2社 

 

誰に 何を 

地域のために 地域の戸建て住宅の「健全な」修繕や改修に力点を置いた活動を強化

したい旨を伝える 

地域の景観や空間を「健全に」保守・修繕していきたいとする意志を

伝える 

 

論点 ホームページ作成支援の勘所 

端末における 

視認性 

パソコンによる見やすさはもちろんのこと、手持ち端末の主流である

スマートフォーン対応。 

お客様の所感 実績紹介に留まらず、これまでのお客様を数社（者）ピックアップし、

工事の「品質」や「接客」が、どのように評価されているのかを掲載

する。単なる実績自慢という形ではなく、お客様の心理的な感想を、

惜しみなく掲載し、「当社に発注すれば、このようになるのか！」と

いったイメージを持たれるようにする。 

営業効率視点 概算見積を webページで完結 

例）外壁工事の場合、㎡あたりの概算を根拠に、お客様が施工面積を

入力すると、おおよその見積金額が出る。 

価格の明文化 リフォームでは、どのくらいの予算を事前に用意しておけば良いのだ

ろうという不安を解消するため、工事事例を踏まえ、参考価格を紹介

する他、概算見積が可能なようにしておく。 

リアリティ 

即時性 

ホームページはどうしても固定的な情報になりがちのため、SNSをプ

ラグインし、日々の日記のように、工事事例を日々、リアルに紹介し

ていく。仕事に掛ける姿勢を広く発信することで、検討中の個人から

の信頼感を勝ち取れるようにする。 

検索キーワー

ドの適正化 

経営状況分析（定性）で明確になる「強み」等を活用し、個社の特長

が伝わるキーワードを設定する。 

運用・更新 今後必要な情報を、自らテキスト入力できるよう、更新のしやすい web

ページを心掛ける。 

 

ホームページ完成後は、四半期に 1度の頻度で訪問し、下表の数字を主な指標にし管理していく。

その後の受注や成約状況を確認し、改善が必要と判断すれば、適時助言や指導を行っていく。経営指

導員で対応できない専門的知見に関しては、各種専門家の活用も行う。 

 事業期間中 CV 事業期間中セッション数 

12月 1日～10日の期間 

管理値 10件 400pv 

（＊）コンバージョン数（CV：Conversion）：Google 広告や SNS ページを経由して当社へ見積依頼した件数 

（＊＊）セッション数とは「ユーザーがホームページにアクセスした回数」です。 

 

（４）座間市からの要望について 

需要動向調査を踏まえて効果的な販路開拓を指導、助言するとともに、個社が販路開拓の知見やノ

ウハウが蓄積できるよう（地力がつくよう）、事業を進めてほしいとのことであった。 
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（５）目標 

①商業における試験販売機会の提供（BtoC） 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

出店支援 

対象個社数 

６ 

（各 3） 

６ 

（各 3） 

６ 

（各 3） 

６ 

（各３） 

６ 

（各３） 

 

出店による合計成約目標数 

（1社あたり） 

成約年間売上目標 

（1社あたり） 

20件 100,000円以上  

 

②工業における広域の販路開拓を目的とした展示会等への出展支援（BtoB） 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

出展支援 

対象個社数 

６ 

（各 3） 

６ 

（各 3） 

６ 

（各 3） 

６ 

（各３） 

６ 

（各３） 

 

出展による合計成約目標数 

（1社あたり） 

成約年間売上目標 

（1社あたり） 

1件 3,000,000円以上  

 

③建設業における販売機会の提供と販路拡大支援（BtoC） 

・建設業フェア 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

出展支援 

対象個社数 
１０ １０ １０ １０ １０ 

 

出展による合計成約目標数 

（1社あたり） 

成約年間売上目標 

（1社あたり） 

1件 300,000円以上  

 

・家守の会参画個社の web 販路開拓取組機会の提供 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

支援対象個社数 ２ ２ ２ ２ ２ 

 

webによる合計成約目標数 

（1社あたり） 

成約年間売上目標 

（1社あたり） 

1件 300,000円以上  

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

  

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題  

【現 状】 

 これまでは、消費喚起を目的とした「ざまりんプレミアム商品券」事業を行ってきた。市内での

消費を喚起する事では一定の成果があったが、平成 27年度単年度のものであり、その後は実施して

いない。また、本市では地域資源を活用したイベントが複数実施されており、代表的なものとして

は、毎年 5月に開催される「大凧まつり」は、200年以上も続いている伝統行事である。来場者は
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２日間で約 10万人を数える。また 8月中旬（延べ 5 日間）に開催される「ひまわりまつり」では約

18万人の来場者がある。これは、圏央道・相模縦貫道全線開通の影響もあって交流人口は年々増加

傾向にある。 

商工会は何れのイベントも実行委員会のメンバーとなっており、販路拡大を目的に、まつり出店

の個社支援をしてはいるが、一時的な売上の増加で個社の持続的発展や市全体での消費取組みには

至っていない。 

 

【課 題】 

 何れの事業も、まつり会場に出店している個社は一定の成果を上げているが、市全体での消費の取

込みには至っていないため、まつり来場者に市内への周遊を促し、如何に観光消費を喚起するかが課

題である。さらに、通年地域外からの消費を取り込む事を目的に、新たな地域資源の発掘や地域資源

を活用した商品開発など、座間市及び関係団体と連携し市全体で魅力づくりに取組む必要がある。 

 

（２）今後の取り組み 

今後は、座間市の「小規模事業者の魅力発信」をテーマに、諸機関と地域経済の活性化に 向けた

情報交換の頻度を高めて連携を強化するとともに、まつり来場者に市内への周遊を促し、地域の賑わ

いの創出を図る取り組みを意識したい。  

 

（３）事業内容 

・大凧まつりでの商店街ツアー事業の実施 

座間市の名物イベント「大凧まつり」実行委員会に引き続き参画する。まつり当日の市外からの来

場者を対象に、「まち歩きツアー」を座間市、座間市商店会連合会と連携して実施する。ツアーに参

加する方々を、新たな購買客として捉え、市内各地域への周遊促進を、通年を通じて取り組んでいく。 

また、関係者間の意思の共有を図るため、座間市、座間市商店会連合会と定期的に年３回会議を開

催し、意見交換を図る仕組みを構築し、事業全体の中心的役割を果たす。 

 

・ひまわりまつりでの商店街ツアー事業の実施 

座間市の名物イベント「ひまわりまつり」実行委員会に引き続き参画する。まつり当日の市外から

の来場者を対象に、「まち歩きツアー」を座間市、座間市商店会連合会と連携して実施する。ツアー

に参加する方々を、新たな購買客として捉え、市内各地域への周遊促進を、通年を通じて取り組んで

いく。 

また、関係者間の意思の共有を図るため、座間市、座間市商店会連合会と定期的に年３回会議を開

催し、意見交換を図る仕組みを構築し、事業全体の中心的役割を果たす。 

 

・座間市特産品等認定協議会との連携 

 現在座間市では、座間市観光協会が中心となり、座間市の特産品（申請時時点 6品）や推奨品（申

請時点 21 品目）を市外に拡販しようという動きがある。商工会としては、市内個社の発掘と、商品

化への道のりを船頭する役割があると理解している。 

特産品認定基準 

 市内で生産された農産物などの一次産品およびそれらの農産物などを主原料（50％以上）として

製造もしくは加工したもので、郷土を代表する優れたもの。 

 

推奨品認定基準 

市内で生産した農産物などの一次産品を原料（50％未満）として、または市の地域資源を活用し

て製造もしくは加工したもので、郷土を代表する優れたもの。 

 

 今後は、この協議会（神奈川県・座間市・JA・座間市観光協会・当会）メンバーで連携し、市内個

社の発掘とマッチング、さらには商品化等の実務支援を行っていく。 
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（特産品事例写真 左:大和芋 右：座間産地粉うどん） 

    
  

（推奨品事例写真 左:ざまりんクッキー 右：石川のとん漬け） 

 

（４）座間市からの要望について 

 座間市を代表する 2大名物イベント（大凧まつり、ひまわりまつり）をきっかけに、座間市中心市

街への集客に取り組む役割を担ってほしいとの要望がある。 

 

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  

  

９.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  

（１）現状と課題 

【現 状】 

 これまで、近隣商工会や商工会議所、さらには地元金融機関等と、地域の経済状況等の情報交換

を行ってきたが、支援ノウハウ等については皆無であった。 

 

【課 題】 

 地域小規模事業者の多様な支援ニーズに対応する商工会内の体制づくり、さらには支援ノウハウ

の情報交換の「場」の設定等が必要である。 

 

（２）今後の取組み 

今後は、個社の支援手法や、地域の課題認識を共有するとともに、解決に向けた知識やノウハウ

の情報収集や交換を行っていく。その上で、経営指導員等の支援ノウハウや知識の向上につなげて

いきたい。 

 

（３）事業内容 

・金融機関との支援ノウハウの共有等 

 本会では、マル経審査委員と日本政策金融公庫とで勉強会を開催し、審査のポイントや経営指導員 

の事後指導について意見交換している。 

今後は日本政策金融公庫と地元金融機関から見た地域経済の動向や、資金繰りや資金調達、収益性

改善等の「支援ノウハウ」の取得も視野に、年に 1 回以上の定期的な情報交換を行い、連携し、共 

有（学び）の場を設ける。現在想定している金融機関は以下になる。 
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≪金融機関名称≫ 

日本政策金融公庫厚木支店 

静岡中央銀行座間支店 

きらぼし銀行相武台支店 

平塚信用金庫座間支店 

 

・近隣地域の商工会と㈱日本政策金融公庫厚木支店との支援ノウハウ等の共有 

㈱日本政策金融公庫厚木支店と厚木支店管内の商工会・商工会議所による連絡協議会という場が

あり、現在、景況感や融資状況等の共有の場にとどまっている。 

今後は、個社支援に関する知識・ノウハウ、取組み事例等、について情報交換等を進める場に発展

させていく。（年１回） 

 

・創業支援ノウハウの共有等 

本会と座間市、日本政策金融公庫、地元金融機関２行（きらぼし銀行、平塚信金）に協力していた 

だき、創業予備軍の発掘と創業ノウハウを共有するような場を年に 1回設けていく。その上で、既述

の創業セミナー、創業塾等の内容の充実をはかっていきたい。 

 

・県外商工会との販路開拓支援に係る情報交換 

 現在、御殿場市商工会と広域取引実現に向けて、役職員レベルで交流を図っている。今後は、役職 

員レベルに留まらず、商工会同士での需要動向調査や販路開拓支援に発展させるべく、個社の支援ノ 

ウハウの共有や勉強会の場を、年に 1回設けていく。 

 

・経営発達支援事業に係る情報交換会議（年１回開催） 

 経営発達支援計画を推進するにあたり、神奈川県商工会連合会主催で、県下経営発達支援計画の認 

定商工会と支援ノウハウに係る情報交換・共有を行う。会議では、経営発達支援事業の成功支援事例、 

支援状況、課題等について、定期的にノウハウ等情報交換を行い、各々の支援事業の推進に役立てる。 

 

（４）座間市からの要望について 

 座間市からは、新たに創業しようとする方への「創業支援事業」が効率よく運営・実施できるよう

な「個社支援ノウハウ」の蓄積を求められている。その上で、情報交換の場を新たに設け、さらには、

座間市の行う小規模事業者の「利子補助制度」の活用を進めてほしいとのことであった。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること   

（１）現状と課題 

【現 状】 

 経営指導員等の資質向上については、小規模事業者への金融相談、労働保険、記帳、税務申告とい

った従来型の経営指導の分野への取り組みに偏っていた。経営指導員等の研修においても、年間２０

時間受講といった義務研修的な意識が強かったと言える。 

 

【課 題】 

 金融相談、労働保険、記帳、税務申告といった分野に留まらず、個社支援において求められる知識

やスキル全般に目を向けた「資質向上」の取り組みが必要である。また、ファシリテーションスキル

や、コミュニケーション能力等、より多方面な資質にも目を向けたい。 

 

（２）今後の取組み 

現状の研修での学びに留まらず、専門家との連携による「支援業務の充実のための学び」「支援業

務充実のための体制整備」へと舵を切りたい。 
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（３）事業内容 

・経営カルテの充実と運用（データベース化）による資質向上 

現状、経営カルテを使っている。経営カルテは、簡易的に日々の指導・助言の実績を記入して職員

間で共有できるよう記録しているものである。しかしながら、運用が形骸化している。 

このカルテは、個社支援を通じて得た知識やノウハウ等を、ベテラン職員から（支援経験の少ない）

若手職員へ共有するためのツールである。今後はこのカルテの記録内容の見直しと充実を図り、web

等、電子媒体で一元管理することで、経営指導員が適時、引出のように活用できるよう進めていきた

い。 

支援時の活用イメージ 

 飲食店の事業計画策定支援で個社を訪問指導している際に、飲食店の販管費の積算に困っ

ているとする。その際、他の指導員が webを介して、他の飲食店の販管費状況を種々確認

し、さらには、積算の留意点等を閲覧できれば、その場で「困りごと」が解決できる。 

 

・職員の支援能力向上のための共有の場の構築 

 神奈川県商工会連合会主催の経営指導員等研修を通して、経営指導員、経営支援担当職員（一般

職員を含めた）の支援における資質の向上を図る。より専門的な知見に関しては、中小企業大学校

の専門研修に毎年１名の経営指導員等を参加させる。 

今後は、この各種研修で学んだ情報を、商工会内で共有する場を設ける。具体的には、指導員等

が外部研修で学んだ内容を、翌週には時間を確保し、学んだ職員が講師になって、勉強会を行う。 

 

・ソフト面の資質向上の取り組み 

経営指導員等には、ますますソフト面（ファシリテーションスキルや、コミュニケーション能

力）の向上が求められると自戒している。そこで、「少ない職員数で様々な支援活動に取組む」ため

のファシリテーションスキルの研修受講を年に 1度の頻度で、職員間で順に学ぶよう進めていく。 

また、専門家派遣での個社支援の際は、職員が同行することで、現場での専門家の「コミュニケ

ーション」を、OJTにより習得するよう心掛ける。 

 

・OJTによる若手職員の支援能力の向上 

事業者の相談対応は、経営指導員が通常 1 名で対応しているのが現状である。新たに OJT によ

り支援力の向上を図るため、若手職員が相談を受けたことがない案件については、先輩指導員とペ

アでの対応とし、若手職員が先輩指導員に実践で学ぶ機会（スキルアップ機会）を構築していく。

頻度は都度になるが、月 1 回の頻度は実現したい。 

 

・支援情報の共有化の徹底による商工会全体としての資質向上 

 経営支援職員等は、業務日誌をつけ翌日には全員で回覧している。今後は、個社支援の際に発生し

た「日誌には書けない細かな部分」について、毎月１回開催する勉強会の中で、個社支援経過の情報

の共有と、職員間での意見出し合いによる「多面的な解決や改善策」を模索していくこととする。緊

急性が高い場合は、都度、臨機応変に集合し議論の場を設ける。 

 

（４）座間市からの要望について 

 小規模事業者と座間市とのパイプ役として商工会が役割を果たすよう、期待されている。その中

で、個社支援の経営指導員や職員等の必要な資質を検討し、向上させる努力を進めてほしいとのこと

であった。 

 

 

 



- 41 - 

 

 

１１．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   

（１）現状と課題 

［現状］ 

商工会が実施する各種事業においては、理事会や総会時に、多少の事業の振り返りを行い、商工会

の職員や経営指導員の意向で、事業の改善点を立案している程度である。 

 

［課題］ 

策定した経営発達支援計画の実現性と、より良い事業にするための歩みには、事業の評価と見直し

は不可欠である。今後は、各種事業において、客観的な外部からの「事業評価」や「見直し」機会を

設け、事業の実現性・必要性・効果性等の視点で、適時改善を図りながら、進めていきたい。 

 

（２）事業内容とスケジュール 

年に 1度の頻度で、外部の有識者の見解を借り、実現性・必要性・効果性等の視点で、しっかりと

評価してもらい、見直しの「質」を高めていきたい。 

具体的には以下の通りである。 

ステップ①：月１回経営支援担当者会議を開催し、事業の進捗状況を確認する。 

 

ステップ②：年１回（３月ごろ）外部有識者、座間市職員、本会役員、法定経営指導員で構成する

委員会（下表）で成果の評価と検証を行う。 

経営発達支援計画事業検証委員会（イメージ） 

        役 職 名 

委員長 座間市商工会副会長 

委 員 中小企業診断士（外部有識者） 

委 員 座間市商工観光課（内部有識者） 

委 員 神奈川県商工会連合会（内部有識者） 

委 員 神奈川県中小企業支援ステーション（外部有識者） 

委 員 座間市商工会総務委員長 

委 員 座間市商工会青年部長 

委 員 座間市商工会女性部長 

事務局 
座間市商工会事務局長 

座間市商工会経営支援課長（法定経営指導員） 

  

ステップ③：ステップ①と②を通じて、ＰＤＣＡ管理の体制を構築し、事業の評価・検証を継続的

に行うことで、個社への持続可能な支援団体として、体制を整備していく。 

 

 

 

 

 

PLAN 

本計画 

 

DO 

事業執行 

CHECK 

月１確認 

年 1 評価 

ACTION 

見直し 

修正・再計画 
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ステップ④：委員会での事業評価の成果・評価・改善の結果については、正副会長へ報告し承認を

受ける。 

 

ステップ⑤：委員会で承認された事業の見直し(案)等は、本会ホームページや会報紙へ掲載し座間

市内小規模事業者へ周知する。 

 

ステップ⑥：ステップ④⑤を経たのち、所定のルートを経由し、国へ報告する。 
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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 

（令和元年９月３０日現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 

 

①商工会の経営発達支援事業実施に係る体制 

経営発達支援事業の実施は、事務局長の指揮・管理のもと、経営指導員１名と経営支援担当職員

３名の計４名が中心となり取組んでいく。 

    

・座間市  （経営発達支援計画の共同作成） 

・役 員  会長 1名、副会長 2名、理事 24名、監事 2名 

        総代 120 名 

・事務局  事務局長 1名     （経営発達支援計画管理者） 

経営指導員 1名    （経営発達支援計画遂行者） 

支援担当職員 3名   （経営発達支援計画補助者） 

        法定経営指導員 1名  （経営発達支援計画管理者） 

   地域小規模事業者の持続的経営発達を図るべく、職員全員が一丸となって経営発達支援事業

に取り組む。 
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②（参考）商工会の組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）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第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  ・組織名  座間市商工会   

氏名   門倉 智光 

   電話番号 046-251-1040 

   メールアドレス syokoutk@zamasho.jcomoffice.jp  

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

  法定経営指導員の進捗確認（年２回） 

  法定経営指導員は、経営発達支援計画の半期進捗状況を確認する。特に事業のプロセスに着目 

し、事務局と一体となって経営発達支援計画のＰＤＣＡを効果的に回す。 

 

連携 

座間市商工会 

理事並びに役員会 

会 長 

工業部会 

商業部会 

建設業部会 

サービス業部会 

部 会 青年部・女性部 委員会 

総務委員会 

広報委員会 

会員増強特別委員会 

青年部 

女性部 

金融審査委員会 

経営支援課 

経営支援担当職員 

３名 

経営指導員 1名 

（法定経営指導員） 

事務局長 

事務局 

会 員 総代会 

座間市 

環境経済部商工観光課 

計 6 名 

飲食業部会 

金融審査特別委員会 

支 部 

相模が丘支部 

相武台支部 

座間支部 

栗原支部 

入谷支部 

新・四支部 

ひばりが丘支部 
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（３）商工会、関係市町村連絡先 

①商工会 

組織名  座間市商工会   

住所   神奈川県座間市座間 2-2886 

  電話番号 046-251-1040 

  メールアドレス syokoutk@zamasho.jcomoffice.jp  

hp ｱﾄﾞﾚｽ  https://www.zamashisyoukoukai.com/ 

 

②関係市町村 

  組織名  座間市 環境経済部商工観光課 

  住所   神奈川県座間市緑ヶ丘 1-1-1 

  電話番号 046-255-1111 

  メールアドレス syoukou@city.zama.kanagawa.jp 

hp ｱﾄﾞﾚｽ  https://www.city.zama.kanagawa.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） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 3,790 3,790 4,090 3,790 3,790 

 

地域の経済動

向調査 

 

経営状況の分析 

 

事業計画策定

支援 

 

事業計画策定

後の実施支援 

 

需要動向調査 

 

需要開拓に資

する取組 

 

地域経済の活

性化 

 

他の支援機関

との連携 

 

経営指導員等

の資質向上 

 

事業の評価見

直し 

200 

 

 

500 

 

1,400 

 

 

100 

 

 

600 

 

500 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

90 

300 

 

 

500 

 

1,400 

 

 

100 

 

 

600 

 

500 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

90 

 

400 

 

 

500 

 

1,400 

 

 

100 

 

 

900 

 

500 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

90 

 

400 

 

 

500 

 

1,400 

 

 

100 

 

 

600 

 

500 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

90 

 

400 

 

 

500 

 

1,400 

 

 

100 

 

 

600 

 

500 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

90 

 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、商工会会費や手数料 

 

 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

番号 名  称 住  所 代表者 

1 ㈱きらぼし銀行 東京都港区南青山 3-10-43 頭取 渡邊 壽信 

2 平塚信用金庫 平塚市紅谷町 11-19 理事長 石崎 明 

3 座間市商店会連合会 座間市座間 2-2887-2 会長 内藤 和美 

4 （一社）座間市観光協会 座間市入谷東 3-60-5 2F 会長 長本 享一 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

番号 連携して実施する事業の内容 

3・4 

新商品・サービスの開発事業 

市民の市外での購買流出を抑止するため、市民にとって魅力的な商品やサービスの提供

を行う。 

1・2 

創業支援ノウハウの共有等 

創業予備軍の発掘と創業ノウハウを共有する場を設ける。また、創業セミナー・創業塾

を開催して、創業事業計画の策定支援を行う。 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

番号 連携して事業を実施する者の役割 

１・２ 支援ノウハウ共有・人的支援 

３・４  事業内容検討・運営・人的支援・出店・ＰＲ 
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連携体制図等 

 

①新商品・サービスの開発事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

②創業支援ノウハウの共有等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.（一社）座間市観光協会 

3.座間市商店会連合会

会 

座間市商工会 

1.㈱きらぼし銀行（相武台支店） 

2.平塚信用金庫（座間支店） 

座間市商工会 




