
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

城山商工会 （法人番号 9021005003184 ） 

相模原市  （地方公共団体コード 141500） 

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：小規模事業者の経営力強化 

①経営改善・創業支援：伴走型支援による事業計画（創業計画含む）策定・

事業計画策定後のフォローアップ支援の実施 

②需要開拓支援：策定した事業計画の実施のため、需要開拓に対する伴走型

支援の実施 

③地域経済活性化：体験型観光集客拡大を図る 

当計画最終年度末（5年後）の数値目標を事業計画策定 21 件、創業計画策定 1

件、収益目標達成事業者 5 社、経常利益率 3％以上向上の事業者数 1 社に設定

する。 

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、事業計画策定や実施における基礎データとして活用できるよう

情報提供を行う。 

経営状況の分析に関すること 

強みやビジネスチャンス、課題等を分析し、事業計画策定に活用する。 

事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定を支援し、自身が計画策定出来る様に策定プロセスを教示する。 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画実施における PDCA サイクルの定着と目標達成を伴走型で支援する。 

需要動向調査に関すること 

既存事業の発達、販路開拓や新商品の開発に活かせるような顧客ニーズ、市場

動向等を把握し、情報提供を行う。 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の持続的な経営発達に資する需要獲得(売上向上・商談成約)につ

ながる、成果を重視した支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

東京都をはじめとする県外など地域外から広く観光客を誘致するため、様々な

団体や地域住民と連携を図り、地域の観光資源を活用した体験イベント等を実

施し、地域経済活性化を図る。 

連絡先 

城山商工会 経営支援課   

〒252-0105 神奈川県相模原市緑区久保沢 2-5-1 

 電話：042-782-3338 ＦＡＸ：042-782-3616 

相模原市 環境経済局 経済部 産業政策課 産業政策班 

 〒252-5277 神奈川県相模原市中央区中央 2-11-15 

電話：042-769-8293 ＦＡＸ: 042-754-1064 
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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地域の概況     

城山地区は、神奈川県北部に位置し、都心や横浜まで約 40ｋｍの距離にある。相模原市のほぼ中

央に位置し、面積 19.90 平方キロメートル。JR 横浜線・JR 相模線・京王相模原線が乗り入れる橋本

駅を最寄駅とした利便性の高い地域である。加えて令和 9 年の JR 東海リニア中央新幹線神奈川県駅

開業など交通基盤の整備が大きく進むことで、今後、更なる発展が期待されている。 

同地域は橋本駅から広がる市街化地域とつながり、住居地域と工業地域・商業施設が混在する街並

みを形成している。また、神奈川県上水道の水源である津久井湖や相模川に面し自然豊かな地域で、

「津久井湖さくらまつり」、「小松コスモスまつり」や「もみじまつり」などの様々な祭りや「しろや

ま得の市」、「小倉橋灯ろう流し」などのイベントが催され、多くの地域近隣住民で賑わっている。ま

た、期間限定の「鮎の一夜干し」や地域伝統食の「にごみうどん」は地域特産品として人気が高まっ

ている。 

 

＜図表：神奈川県における城山地区の立地＞ 

城山地区は、相模原市緑区のうち以下の地域からなる。 

【小倉・川尻・久保沢・城山・谷ヶ原・中沢・葉山島・原宿・原宿南・広田・町屋・向原・若葉台】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城山地区 
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＜図表：リニア中央新幹線の位置＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域の人口動態 

相模原市統計書によると城山地区の人口は 6 年前に比べてほぼ横ばいで推移している。人口流入

と自然増が続いているため当地区の人口が維持されているものと考えられる。 

（平成 31 年 3月 1日現在 ※相模原市ホームページより出典） 

 

相模原市の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

城山地区の状況 ※ア． は平成 31 年 3月 31 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域事業所の概況（経済センサス調査） 

・地域商工業者、小規模事業者数は、増加傾向で推移しているが、後述のとおり、製造業は減少傾向

が進む見込みにある。 

（人）

（人）
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④就業人口の将来推計値 

（相模原市ホームページ出典） 
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・地域事業所の業種構成 

平成 24 年経済センサス‐活動調査を用いて地域事業所の業種構成を把握した。 

下図表の横軸は業種毎の事業所数、縦軸は業種毎の売上高を示し、ボールの大きさは業種毎の付加価

値額を示す。この結果から当地区は事業所数、売上高、付加価値額それぞれにおいて主たる業種が異

なることから、当地区には多業種が存在し、バランス良く業種が集積して事業活動している。 

---＜地域の業種構成＞-------------------------------------------------- 

１）事業所数 ：①卸売業・小売業 ②建設業     ③飲食業・宿泊業 

２）売上高  ：①製造業     ②卸売業・小売業 ③建設業 

３）付加価値額：①建設業     ②医療・福祉   ③製造業 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

（単位：％）

（単位：％） 
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・製造業の状況 

小規模事業者の競争力低下や事業承継問題による淘汰、廃業があり、また一方では中小企業の効

率化・大規模化が背景にあることが考えられる。 

   
 
・近隣地域との比較 

当地域の事業所を近隣地域と比較すると、平均従業者数及び平均付加価値額は、ともに相模原市全

22 地域中で下位に位置しており、他地域に比べ小規模事業者比率が高いと考えられる。 

平均従業者数  6.3 人（21 位/22 地域） 

平均付加価値額 1,700 万円（20 位/22 地域） 

 

⑤商工会の現状 

城山商工会は、昭和 41年 2 月に設立し、会員数は 507 者(平成 30 年 4月 1日現在)であり、地区内

商工業者における会員組織率は 82.2%の地域総合経済団体である。組織率は県内 19商工会のうち 

2 番目の高さである。 

 

 

城山地区各業種の事業所数（単位：社） 
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【当商工会員数推移表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営改善普及事業の実績は次のとおりである。 

【経営改善普及事業の実績の推移】 

年度 H１６年 Ｈ１７年 Ｈ１８年 Ｈ１９年 Ｈ２０年 Ｈ２１年 Ｈ２２年 Ｈ２３年 Ｈ２４年 Ｈ２５年 

巡回 547 1,329 1,143 889 1,027 1,064 796 891 903 943 

窓口 481 2,362 2,017 1,917 1,635 1,614 1,975 1,919 2,110 1,605 
     （単位：件） 
Ｈ２６年 Ｈ２７年 Ｈ２８年 Ｈ２９年 Ｈ３０年 

968 1,041 915 953 1,025 

1,764 1,826 1,576 1,586 1,521 

 

⑥城山地域の現状 

城山地域の現状を次にまとめた。 

Ｓ 強み 

□東京、横浜まで約 40km で、鉄道３線が乗り

入れる橋本駅が最寄駅 

□地域団体による多数のイベントや祭りの

開催力と地域事業者の連帯感 

□観光や特産品開発を可能にする津久井湖、

相模川などの自然と農林水産物 

Ｏ 機会 

□圏央道相模原インターチェンジ開通やリ

ニア中央新幹線神奈川県駅開業予定など交

通基盤が拡充 

□インターチェンジ近傍に新規ショッピン

グセンターがオープンし地域外からの集客

促進 

Ｗ 弱み 

□地域事業所の従業員数や付加価値額が市

内で下位（他地域に比べ小規模事業者比率が

高い） 

□当地区の面積が少ないため、事業用地の確

保が難しい 

Ｔ 脅威 

□現時点では人口減少傾向はみられないが、

60 歳以上の人口比率が高く今後減少に転じ

る可能性あり 

□製造業事業所や従業者数は減少傾向 
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⑦相模原市における小規模事業者等の振興計画（さがみはら産業振興ビジョン 2025 より抜粋） 

◆相模原市が目指す産業像と４つの戦略 

 ＜目指す産業像＞ 

内陸工業都市として発展してきた本市には、高度な技術力を有する産業集積基盤があり、市外は 

もとより海外において市場を獲得している多くのものづくり企業が存在します。また、今後は、安

定した地盤とともに広域交通ネットワークの更なる充実により、そのポテンシャルを生かした成

長産業の集積がますます期待されるところです。こうした工業を中心とした産業の活性化により、

高生産性や高付加価値などの新たな価値を創造します。 

一方、津久井地域との合併により、本市は、良好な住環境と豊かな自然といった多様な地域性を 

もつ都市となりました。市外への購買力の流出など商業・サービス業の基盤が決して強いとはいえ

ない本市が、合併により豊かな自然などの多様な地域資源を有したことは、産業の活性化に大きな

可能性をもたらすものです。こうした地域資源を活用した商業・サービス業の革新や広域交流拠点

都市としてのポテンシャルを生かした業務機能の集積促進により、新たな魅力を創出します。 

さらに、グローバル化やＩＣＴの発展、ロボットや水素エネルギー等成長分野の台頭など、急激 

に変化する社会経済環境において、競争力をより強化し、市内経済の更なる発展につなげるために

は、業種の垣根を超えた新ビジネスや新産業の創出が求められます。こうした様々な産業の連携・

交流を通して価値や魅力をより高め、効果的に発信することにより、海外市場の獲得や国内外から

の産業集積を促すとともに、ビジネスや観光等を目的とした国内外からの訪問客の増加を目指し

ます。 

本市が、将来に向けて発展し続けるためには、その基盤となる経済の発展が欠かせません。首都 

圏南西部の広域交流拠点を目指す本市の５０年、１００年先を見据え、将来に向けて持続可能な都

市経営を実現するため、本市を取り巻く社会経済環境の変化や本市産業の現状・課題を踏まえつ

つ、上記の考え方を基に、目指す産業像を「世界に向けて、新たな価値と魅力を創造・発信し、未

来を拓くさがみはら」と定めました。 

＜４つの戦略＞ 

 【戦略１】業種を超えた仕組みの構築による新産業の創出 

   ものづくりからサービスの提供まで、業種の垣根を超えた仕組みの構築により、時勢を捉えた 

新産業を創出します。 

 【戦略２】成長産業の集積とイノベーションによる価値の創造 

   成長産業の集積を促進し、より強固な基盤を形成するとともに、イノベーションにより、成長 

分野の市場開拓や既存産業の強みを生かした新たな価値を創造し、生産性の向上を図ります。 

 【戦略３】地域資源の活用による魅力の創出とブランド確立 

   豊かな自然等の多様な地域資源を活用して、新たな魅力を創出するとともに、暮らしやすさを 

維持向上させ、それらの「相模原らしさ」を効果的に発信することにより、さがみはらブランド

を確立します。 

 【戦略４】産業を支える基盤づくりの推進 

雇用の創出や人材の確保・育成、利便性の高い都市基盤の整備、効果的な情報発信等、市内産 

業の持続可能な成長と発展に資する基盤づくりをハード・ソフトの両面から推進します。 

 

⑧城山地区の課題    

以上述べてきた城山地区の現状をもとに、当地区と事業者の主な課題を次のように捉えている。 

・地域事業者の経営改善支援及び創業支援 

当地区には多業種が存在し、バランス良く業種が集積して事業活動しており、他地区に比べて小

規模事業者の割合が多く、さらに直近では製造業の事業所数や従業者数の減少傾向が見られる。従

って、事業者の競争力強化に資する取組や創業支援を継続していく必要がある。 

・地域事業者の需要開拓 

  第一期経営発達支援計画において、地域経済活性化に資する取組の中で相模原市と連携して地 

域事業者に対する支援を行い、体験型観光集客の拡大とビジネスチャンスの創出につなげてきた。 
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今後、圏央道相模原インターチェンジ開通を生かしたビジネス創出やリニア中央新幹線神奈川

県駅開業に伴うビジネス構築が重要になり、相模原市と連携を強化し、地域事業者の需要開拓に資

する支援を行う必要がある。 

 

 

（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 

 当地区は、２０２７年にリニア中央新幹線が開通（予定）し、設置されるリニア中央新幹線神奈川

県駅から約 4ｋｍの距離と非常にポテンシャルが高い地域として注目を浴びることが予想され、地域

の商工業者にとって自社を拡大・成長させるには大きな良い機会になると考えられる。一方で様々な

業界から当地域への進出が予想され、既存の地域商工業者にとって脅威となる面も持ち合わせてい

る。 

当地区においても事業者の高齢化が進んでおり、事業承継、人材確保の問題は大きな局面を迎えて

いる。 

当商工会としては、経営課題と需要動向等を踏まえた事業計画策定と計画実行の PDCA を支援し、

成り行き経営から事業計画に基づく計画経営にシフトする支援を行うことが求められている。 

策定した計画を実現するためには、商品サービスの競争力強化、需要拡大、収益改善や後継者・人

材育成等総合的な支援が必要となる。 

また、地域経済の活性化においては、地域資源を活用した体験型観光事業を支援し、地域外からの

集客促進やの地域経済・コミュニティーの活性化に貢献することが求められている。 

これら小規模事業者の振興を実現するために、今まで以上に行政・中小企業支援機関・金融機関な

どと連携強化を図るとともに、小規模事業者に寄り添った経営支援を実施することが重要となる。 

 

②さがみはら産業振興ビジョン 2025 との連動性・整合性 

 前述の【さがみはら産業振興ビジョン 2025】と本計画は、次の点で連動性・整合性がある。 

・【戦略２】成長産業の集積とイノベーションによる価値の創造 
・【戦略３】地域資源の活用による魅力の創出とブランド確立 
 

【戦略２】は、本計画において、既存産業の強みを生かした経営や、生産性の向上を図るための経 

営改善支援を行う点が連動しており整合性がある。 

【戦略３】は、本計画において、地域資源を活用する調査の実施や、地域資源を活用した商品開発・ 

需要開拓の機会の提供を行う点が連動しており整合性がある。 

本商工会においては、地域の総合経済団体として、ビジョンを共有し連携しながら小規模事業者 

支援を実施し、地域振興の一翼を担う。 

 

③城山商工会としての役割 

当商工会では、平成２５年に会員数が４７５名（商工会員の推移参照）まで落ち込んだ。これは会

員数が最も多かった平成１３年度（会員数 560 名）と比較すると 14.6％の減である。この原因とし

て、会が地域商工業者のニーズに対応できていなかったことが一番の大きな要因だったと考えられ

る。 

このことから当会では、地域振興事業の業務比率を下げ、商工会の本来あるべき経営改善普及事業に

ウエイトを置き、１件当たりの相談時間を充実させ地域商工業者のニーズ把握に努めた。このような

取組をとおし地域商工業者に密着した経営支援に力を注いだところ、平成２６年度から平成３０年

度まで５年連続して会員数の増加に繋がった。このことは、国や県・相模原市が行っている様々な施

策が地域商工業者に周知・浸透が図られ、活用された一つの証でもある。 

この経過を踏まえると、当商工会が如何に地域商工業者のニーズ把握ができるかに掛かっており、

商工会の存在意義を発揮し、密着した、伴走型支援を心がけることが必要である。その手法は、巡回、

窓口相談をとおし事業者との密なヒアリングに努め、個々の事業者からのニーズをインプットする。
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アウトプットとして、金融機関・支援機関・専門家・指導員等協議を重ね、事業者に対し的確なアド

バイスを行い、地域商工業者の持続的な収益構造の確保を目指し、後継者が魅力を感じる経営体質強

化に寄与する。 

  

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 当商工会は、前述した、城山地区の現状と課題、小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏

まえた上で、地域の小規模事業者に対し、次のとおり経営発達支援事業の具体的な目標を設定する。 

目標：小規模事業者の経営力強化 

① 経営改善・創業支援 

・伴走型支援による事業計画（創業計画含む）策定・事業計画策定後のフォローアップ支援の実施 

② 需要開拓支援 

・需要開拓を進める上での地域内外需要開拓調査、地域内消費者調査の実施 

・策定した事業計画の実施を確実なものにするため、需要開拓に対する伴走型支援の実施 

③ 地域経済活性化 

・体験型観光集客拡大を図るため、体験参加者からニーズ調査の実施 

・相模原市と連携し、相模原ＩＣ付近の土地利用活用について調査研究 

 

【数値目標】 

当計画最終年度末（5 年後）の数値目標を次のとおり設定する。 

事業計画策定 21 件、創業計画策定 1 件、収益目標達成事業者 5 社、経常利益率 3％以上向上の事

業者数 1 社 

 

 

（４）目標達成に向けた方針  

①経営改善・創業支援 

ア．小規模事業者の経営改善支援  

神奈川県よろず支援拠点等との連携を強化し、事業者毎に異なる経営課題と需要動向等を踏まえ、

事業計画策定と PDCA を伴走型で支援し、商品サービスの競争力強化、売上拡大、収益改善や後継者・

人材育成等を統合的に支援する。 

イ．新規創業の増加 

新規創業に資する支援は、創業前後の一貫した支援体制を構築し、事業の早期安定化を支援する。

多くの事業者の経営改善に貢献するために当商工会の業務改善を実施し、巡回訪問、窓口相談等にお

けるヒアリングや経営診断の効率化と質の改善を図る。 

 

②需要開拓支援  

ア．神奈川県商工会連合会等との連携に加え、隣接都県に支店網をもつ地域金融機関との連携強化に

より商談機会を増やす。また商談会とセットで個別相談会を実施し、専門家による提案方法やホーム

ページ発信方法等のノウハウ助言を受けて、商談獲得の成功率を高める支援を行う。あわせて、事業

者連携による商品サービス力の強化を支援する。 

イ.城山観光協会等と連携して即売会の集客を強化する。加えて、出店事業者の商品、サービス、店

舗やホームページ等を来場者に紹介し、認知度を上げる取組を支援する。更に、イベント等の来場者

を顧客として継続的に取り込み、売上拡大につなげる取組を支援する。 

ウ．相模原市との連携を強化し、圏央道相模原インターチェンジ開通を活かしたビジネス創出やリニ

ア中央新幹線神奈川県駅開業に伴うビジネス構築など、地域事業者の需要開拓を支援する。 

 

 

 



- 10 - 
 

③地域経済活性化 

 相模原市や城山観光協会等と連携し、人気上昇中の「葉山島・お米づくり体験」をモデルに相模川

エリアや津久井湖城山エリアにおける体験型観光の拡充と事業化を支援し、広報等による地域外か

らの集客を促進し、城山の地域経済とコミュニティーの活性化に貢献する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（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 

①現状 

・官公庁や地域金融機関のレポート等を分析し、関東圏の地域経済動向としてホームページで公開し

小規模事業者７１者にメールマガジンを配信した。 

・メールマガジンを受信している小規模事業者が自社に経営計画策定において当該地域経済動向を

利用する等、活用事例が確認できた。 

 

②課題 

・城山地区や近隣地域の消費者や事業者との取引が多い当地区の小規模事業者には関東圏の広域情

報は活用しにくく、城山地区と相模原市を中心に神奈川県内に絞り込んだ経済動向をタイムリーに

提供することが必要になっている。 

・外部評価委員会から、小規模事業者には分かりづらく、説明コメント部分を増やす等の改善が必要

と指摘された。 

 

 

（２）事業内容 

①小規模事業者業況調査 

城山地区の経済動向調査として、当地区の小規模事業者（卸売・小売業、建設業、宿泊・飲食業、

製造業の各業種５社）の業況を調査し、その結果を整理分析する。（対象事業者数：20 社） 

＜調査情報収集・整理・分析項目＞ 

(a)売上 (b)資金操り (c)仕入(d)製品・商品在庫(e)採算(利益) 

(f)従業員 (g)生産設備 (h)引き合い (i)業況 (ｊ)経営課題等  

＜調査方法＞ 

小規模事業者（4 業種・5社）に対する定期書面アンケート（年２回） 

 

②RESAS（地域経済分析システム）及びオープンデータ分析 

相模原市や神奈川県の経済動向調査として、RESAS（地域経済分析システム）及びオープンデータ

を活用し、調査分析する。 

＜調査情報収集・整理・分析項目＞ 

卸売・小売業：RESAS 人口メッシュ 

宿泊・飲食業：RESAS 宿泊者、外国人訪問分析 

建設業：オープンデータ 神奈川県内建築着工統計（神奈川県）  

＜調査方法＞ 

RESAS の From-to 分析や表計算ソフトを活用した傾向分析（年２回） 
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（３）成果の活用 

・経営指導員等と専門家が調査分析を行い、小規模事業者に対し内容解説や活用方法を紹介する説明

会を実施し、事業計画策定や販路開拓支援における基礎データとして活用する。 

・当商工会ホームページとメールマガジンで年 2 回発信する。 

・経営指導員等による事業計画策定支援や実施支援に活用する。 

   

＜活用メニュー例＞ 

 
（４）目標  

項   目 
単

位 

現行 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 

ホームページに調査結果公表 回 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

メールマガジン結果配信 回 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

地域経済動向調査の説明会 回 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

・小規模事業者の経営状況を分析するために、独自に構築したヒアリングカルテと経営診断パックを

用いて、経営分析を希望する小規模事業者に対して、当商工会経営指導員や派遣専門家が簡易経営診

断を実施し、分析結果は巡回訪問して説明するとともに経営改善のヒントを提供した。 
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・経営分析を行ったことで自社の売れ筋商品や個々の商品の利益率が把握でき、新たな事業展開に役

立てる事業者が現れ始めた。 

・経営分析や事業計画策定等の動機付けのプロセスとして、自社の経営課題の発見につながる「気づ

きセミナー」を開催し、小規模事業者が参加した。 

 

②課題 

・ヒアリングカルテは経営（経営・開発・生産・営業・販売）、組織（組織・人事）、財務（財務・会

計）、情報（情報・リスク）で構成されているが、巡回訪問の限られた時間でヒアリングするには項

目が多すぎるため絞り込みが必要である。また、ヒアリング結果を基に SWOT 分析を加え、自社の強

みやビジネスチャンスを分かりやすく伝える必要がある。 

・経営分析を行う小規模事業者の掘り起こしは、ホームページや地域情報誌等を用いて行ってきた

が、経営分析や事業計画策定の意義がうまく伝わらず、目標を達成することができなかった。また、

外部評価委員会からは、ホームページや地域情報誌等の説明文や表現に関して事業者が応募したく

なるような工夫が必要であるとの指摘を受けている。 

 

 

（２）事業内容 

＜事業の方向性＞ 

・ヒアリング項目の絞り込みと SWOT 分析を加えてヒアリングカルテを改訂し、小規模事業者の強み

やビジネスチャンスと解決すべき課題を示し、事業計画策定支援に活用する。 

・経営分析を行う小規模事業者の掘り起こしを強化するために、気づきセミナーと併せて小規模事業

者経営相談会を実施し、売上拡大や事業承継など自社の経営課題の解決に経営分析を活用してもら

う動機づけの機会とする。また、募集に係る説明文は、小規模事業者にイメージしてもらいやすい文

章になるよう工夫する。 

＜セミナー等の概要＞ 

・気づきセミナー 

募集方法－当商工会ホームページまたはメールマガジン、地域情報誌による募集 

開催回数－年 1回 

参加者数－10社 

想定内容－自社の経営課題の発見・事業計画策定・経営改善に役立つセミナー 

想定講師－中小企業診断士 

・小規模事業者経営相談会 

募集方法－当商工会ホームページまたはメールマガジン、地域情報誌による募集 

開催回数－年 1回 

参加者数－10社 

想定内容－ヒアリングカルテを活用した経営分析を個別に実施 

＜対象者＞ 

・巡回訪問、窓口相談を実施した事業者のうち、経営分析が必要な事業者 

・気づきセミナーの参加者のうち、経営分析を希望する事業者 

・小規模業者経営相談会に参加した事業者 

＜分析を行う項目＞ 

・事業分析：商品やサービスの強みや独自性を探り事業発展の機会や課題を抽出する。 

分析項目としては、強み、弱み、脅威、機会等を、SWOT 分析、バリューチェーン分析等分析を行う。 

・組織分析：後継者育成や人材確保を含む経営体制の仕組みや組織運営状況を、経営診断パックによ

り分析を行う。 

・財務分析：収益性・効率性・安全性等の分析を行う。 

分析項目としては、売上高、売上総利益、経常利益、自己資本利益率、売上高総利益率、労働生産性、

流動比率、当座比率、固定比率、総資産回転率、損益分岐点比率等分析を行う。 
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＜分析手法＞ 

・経営指導員等がヒアリングカルテ（改訂版）と経営診断パックを用いた経営分析を実施する。 

なお、専門分野ついては中小企業診断士等の専門家と連携し分析にあたる。 

以下、ヒアリングカルテ一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヒアリングカルテはこの他に、次の項目を設定 

  ◇開発・生産・管理⇒18問  ◇経営⇒14 問  ◇財務会計⇒16 問  

◇組織・人事マネジメント⇒10 問 ◇情報・リスクマネジメント⇒10 問 

 

以下、経営診断パック一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 経営・事業マネジメント （３：概ねできている  １：殆どできていない  -：対象外）

入力欄 従業員有 従業員無
1）マーケティング  ・主力商品やサービスは何か？ ・最近の売り上げ状況は？

➀ 3 1 - Q033 3 ○ ➀お客さんの需要（ニーズ）を把握して、ニーズにマッチした製品やサービスを提供していますか？
 ・競合店（競合企業）はどこだと考えているか？ ・売上や収益を確保する上で、競合に対してどういう作戦を採っているか？

➁ 3 1 - Q034 1 ○ ➁品質や機能、デザイン、配送、アフターサービス、ブランドイメージなど差別化により価格競争を回避していますか？
2）プロモーション  ・チラシやホームページなどで自社や商品、サービスの宣伝しているか？

 ・宣伝、広告実施後の客数や売上高の効果を分析しているか？ お客様に広告の感想を聞いた事はあるか？
➀ 3 1 - Q035 1 ○ ➀ホームページの公開やチラシ、カタログ等の配布してますか。また、売上を上げる工夫や改善を続けていますか？

 ・ちらしやホームページ以外の手段で、お客様を増やし、売上アップを図るための工夫を行っているか？
➁ 3 1 - Q036 1 ○ ➁口コミやお客様を紹介等受ける仕組みを作って、販売につなげていますか？

3）店舗・販売  ・売上計画を立てているか？ ・売上計画は毎日？毎週？毎月？毎年？ ・売上計画は製品毎、サービス毎？
➀ 3 1 - Q037 1 ○ ➀販売計画や具体的な行動計画を策定して、その実績を検証していますか？

 ・売上実績は毎日把握しているか？ ・どの商品が、どれだけ、だれ（どういう客層）に売れたか把握しているか？
➁ 3 1 - Q038 1 ○ ➁お客様ごと、商品・サービスごとの販売状況が常時把握できるようになっていますか？

 ・今日（今週、今月）、特に売りたい商品は何か？ ・今日のPOP、立て看板はいつ書いたものか？ 
③ 3 1 - Q039 1 ○ ③店頭や店内にて新しい情報を提供し、購買意欲を刺激し、衝動買いを誘っていますか？

 ・平均的な客単価は幾らか？ ・客単価を上げるためにどんなことをしているか？
④ 3 1 - Q040 1 ○ ④陳列方法や商品の並べ方、異なる商品との組み合わせた並べ方等の工夫改善により客単価アップを図っていますか？

4）業態化  ・お客様に商品等の販売を通して、お客様に何（どういうコト）を提供としているのか？
➀ 3 1 - Q041 1 ○ ➀商品を単に売るのではなく、どのお客様に、どのようなメリットを、どのように提供するかを考え、販売していますか？

 ・お客様に意図したコトを提供するために、商品等の販売においてどんなことに注意しているか？
➁ 3 1 - Q042 1 ○ ➁大手や近くの競合店の行動をよく観察し、商品やサービスの提供の方法を工夫していますか？

5）顧客満足  ・お客様から商品やサービスに対する感想を聞いているか？ ・お客様の感想をどのように活用しているか？
➀ 3 1 - Q043 1 ○ ➀自社の製品・サービスに対する顧客満足度を確認し、製品・サービスの開発や仕入等に反映させていますか？
➁ 3 1 - Q044 1 ○ ➁お客様との関係性を維持・改善する仕組みを持って、⻑く持続的に営業ができるようにしていますか？

6）クレーム処理  ・商品等の販売後にクレームを受けたことはあるか？ ・クレームの原因を調べ、有効な対策を行ったか？
➀ 3 1 - Q045 1 ○ ➀不良品や欠陥品の販売を防止する、検品などの仕組みや販売後の問題に適切に対応する仕組みを整えていますか？

 ・クレームを受けたお客様は現在も購入してくれているか？
➁ 3 1 - Q046 1 ○ ➁クレームを親切丁寧な対応により、顧客満足に換えて当店のファンになってもらう意識と仕組みを作っていますか？

◇ 営業・販売 ◇１4問
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（３）成果の活用方法 

分析結果は、当商工会経営指導員や専門家が事業者に対し説明を行う。事業計画策定や経営改善の

ヒントを提供し、事業計画策定や実施支援に繋げる。 

以下、分析レポート抜粋 

 
 

（４）目標  

項   目 
単

位 

現行 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 

巡回訪問 件 1025 1050 1050 1050 1081 1081 

窓口相談 件 1521 1550 1550 1550 1596 1596 

気づきセミナー開催 回 1 1 1 1 1 1 

気づきセミナー参加者数 社 7 10 10 10 10 10 

小規模事業者経営相談会開催 回 1 1 1 1 1 1 

小規模事業者経営相談会参加数 社 10 10 10 10 10 10 

経営分析 件 18 20 20 20 21 21 

※経営分析件数は、一社当たりの支援密度を高めていることから 20者を基準とした。 

※経営分析件数は、「小規模事業者経営相談会」参加者件数を含む。 

 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

ア．事業計画策定支援 

・経営分析を実施し、事業計画策定を希望した小規模事業者に対して、個社の経営分析をもとに地域
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経済動向や商品・サービスの需要動向を踏まえ、事業計画の策定を支援した。 

・経営計画策定セミナーを実施し、小規模事業者の強みの捉え方や顧客商圏の分析方法など、事業計

画策定に必要なスキル習得を支援した。 

・当商工会職員及び専門家が、経営改善や補助金申請等を希望する小規模事業者に寄り添いながら事

業計画策定を支援し、事業者が自立して計画策定できるように策定プロセスを教示した。 

イ．創業計画策定支援 

・創業予定者に対してスムーズな開業と早期事業安定化を図るために創業計画策定支援を実施し、当

商工会職員が専任体制で創業前後を通して支援した。 

・創業準備セミナーに参加した創業予定者に対して、創業の障壁となる諸問題を個別に洗い出すとと

もに資金計画を含めた創業計画策定を支援した。 

 

②課題 

・事業計画策定支援を実施した小規模事業者は、その多くが小規模事業者持続化補助金等の補助金申

請希望者に偏っている。ついては、外部評価委員会より事業計画策定希望者を積極的な掘り起しに新

たな取組が必要であると指摘を受けている。 

・創業支援の一環として創業体験者セミナーを実施しているが、講師となる創業体験者への負担が大

きいとの意見もあり見直す必要がある。 

 

 

（２）支援に対する考え方 

ア．事業計画策定支援 

・経営分析における SWOT 分析で確認できた強みを存分に活かした事業計画の策定を支援する。当商

工会経営指導員等や外部専門家等関係機関がより連携を深め、事業者に寄り添いながら事業計画策

定を支援する。また、将来的に事業者が自立して計画策定出来る様に策定プロセスを教示する。 

・小規模事業者の経営課題に応じて、事業、組織、収益、承継等及びその他幅広く事業計画策定を支

援する。 

・補助金等の申請希望者に留まらず、幅広く事業計画策定支援の必要な小規模事業者を掘り起こして

いく。 

イ．創業計画策定支援 

・新規創業希望者に対する支援については、これまで創業前相談から創業開始までを専任体制で支援

してきたが、創業後、事業が安定化するまでの期間、専任体制に加え、当商工会全体のフォローアッ

プ体制を構築する。 

・創業者が陥りやすい創業後の売上未達、資金繰りや返済の滞りなどの問題の軽減を図る。 

・当商工会ホームページでの創業支援の案内を強化する。 

 

 

（３）事業内容 

ア．事業計画策定支援 

＜支援対象＞ 

経営分析を実施した小規模事業者 

＜支援手段・手法＞ 

（計画策定支援） 

・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

て具体的施策に落し込み、小規模事業者と一体になって事業計画の策定を支援する。 

・小規模事業者に対して（事業計画の策定支援を通して）事業計画に基づく目標管理型の事業運営の

定着を促進する。 

・事業計画策定項目で 、収益は経常利益を管理指標として盛り込む。 

・事業計画の策定に加え、必要に応じて、次の補助金等の申請支援を行う。 
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（経営力向上計画、経営革新計画、働き方改革実行計画、マル経融資、民間金融機関融資の返済計 

画、小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、IT 導入補助

金、事業承継補助金） 

（支援体制） 

小規模事業者に対して事業計画に基づく目標管理型の事業運営の定着や経営発達支援事業における

事業計画策定支援にあたり、当商工会経営指導員等と外部専門家は支援行動上のばらつきが発生し

ないように支援を行う。 

・事業計画の実現可能性や実施支援の必要性を検討し、ゴールである事業計画達成に向けた実施支援

体制を組み込む。  

・経営指導員等、委託する専門家及び外部専門家（県連・よろず支援拠点）が連携し、伴走型で実施

支援を行う。当商工会経営指導員等及び専門家は共通認識を持って支援にあたる。 

イ．創業計画策定支援 

＜支援対象＞ 

創業を具体的に検討している者及び創業５年程度までの小規模事業者 

＜支援手段・手法＞ 

創業計画、資金繰り計画、返済計画等の策定や必要に応じて創業補助金等の補助金申請などを総合的

に支援する。 

・創業前後の一貫した支援体制を構築する。創業者ごとの専任体制に加え、創業カルテを事業者毎に

作成し、創業前から創業後に至る事業経過を一目で分かるようにして経営指導員等の間で共有する。 

・創業相談会を開催し掘り起こしを行う。 

募集方法－当商工会ホームページまたはメールマガジン、地域情報誌による募集 

開催回数－年 2回 

参加者数－各 3社 

想定内容－地域金融機関や中小企業診断士による個別相談 

 

 

（４）目標  

項  目 単位 
現行 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 9 20 20 20 21 21 

創業準備相談会 回 2    2 2 2 2 2 

創業計画策定 件 -    1 1 1 1 1 
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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 

①現状 

ア．事業計画実施支援 

・事業計画を策定し小規模事業者持続化補助金を受けた事業者に対して、設備等の導入と事業計画の

進捗をフォローアップし、進捗が停滞し支援が必要な場合には寄り添いながら PDCA サイクルを回し

て問題解決を支援した。 

・製造業やサービス業の小規模事業者に対して、設備陳腐化、IT 技能不足、非効率な業務フローな

どの問題解決に資する事業計画の実施を支援し、生産性向上と売上拡大を確認した。 

イ．創業計画実施支援 

・創業計画を策定した創業予定者に対して、資金調達を含め開業に向けた支援を行った。また、創業

直後から着実に売上が獲得できるように、看板や店舗レイアウトの工夫、効果的なチラシやポップの

作成配布の仕方や顧客定着につながるニーズのつかみ方など派遣専門家の支援を受けながら実施支

援を継続的に行った。 

 

②課題 

・全体的に事業計画の進捗が遅延しているため、実施支援が終了した小規模事業者に対する「支援期

間後の診断」の実施、効果確認が出来なかった。特に、補助金申請の事業計画策定が支援の目的化し

ている場合、事業計画の実施が予定とおり進まないことが見受けられるため、今後の支援の在り方を

検討する必要がある。 

・外部評価委員会からは、実施支援においてはデザイナー、アーティストや元経営者など実務経験者

を幅広く活用し、小規模事業者に質の高い助言を提供できる体制の検討が必要と指摘されている。 

 

（２）取組の方向性と支援に対する考え方 

ア．事業計画実施支援 

・事業計画の達成を最終的なゴールとするものの、支援する事業者に対して事業計画に基づく経営の

PDCA サイクルを実践してもらい、経営の質の向上に取り組んでもらうよう働きかける。 

・実施支援においては当商工会経営指導員等と専門家は支援する事業者の事業状況を共有し、視線を

揃えた上で実施支援を行う。 

・専門家に支援を委託する場合、当商工会経営指導員等は専門家から定期的に実施支援状況の報告を

受ける。 

・実施支援における専門家の選定では、支援先の小規模事業者の業種業態支援の実務経験者を優先的

に検討する。 

イ．創業計画実施支援 

・創業者の早期の事業安定化を図るためにフォローアップを行う。 

 

 

（３）事業内容 

＜支援対象＞ 

事業計画策定を実施したすべての事業者 

①支援内容 

・巡回訪問等による実施状況の定期的な確認を行う。 

・事業計画策定後の実施支援を通して、事業計画に基づいた PDCA サイクルの定着と経営目標の達成

を伴走型で支援する。 

【収益目標としては経常利益率を指標とし、事業計画で設定した収益目標の６０％以上を達成基準

とする（なお、中小企業庁が公開している「経営革新の評価・実態調査報告書（平成１８年度版）」

では、プラス成長の企業数が約６割であることを参考に、達成基準を設定した）】 

・事業計画を遂行する上で進捗停滞等、発生する問題に対し、事業者と協議しながら代替手段を検討
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するなど適切な助言・指導を実施する。 

・小規模事業者経営発達支援融資を受けた事業者に対し、融資後の月次決算や返済状況を確認する。 

なお、事前に当商工会経営指導員等・専門家が次のような内容を事前に共有し、スムーズな体制で実

施する。 

 1 回目：事業計画策定後の進捗状況の確認と、確定申告書を基に売上、収益率など前年対比の確認 

 2 回目：1 回目の内容をベースに、売上・収益率アップ・ダウンの原因究明 

 3 回目：2 回目の内容をベースに、方向性の確認と改善点のアドバイス 

 4 回目：3 回目の内容をベースに、次の事業展開の可能性と問題点の抽出 

 

②フォローアップの頻度 

・事業計画策定後の実施支援は、個社の状況に合わせて訪問頻度を調整するものとし、進捗状況の確

認を行いながら必要な指導・助言を行う。 

基本的には、計画策定年度は四半期に一度訪問し、その後、収益目標を達成した事業者は半期毎の定

期フォローアップに移行する。（創業計画策定後の創業支援もこの枠組みで行う） 

 

③フォローアップ体制 

・事業計画策定から実施支援までよろず支援拠点や神奈川県商工会連合会等支援機関と連携し、各事

業者へ巡回訪問を実施する。巡回の際の面談には、経営者のみならず、経営に携わっている役員等か

らもヒアリングを行い、様々な観点から事業者の姿を確認し、次のステップ（事業計画策定）に繋が

るようなフォローアップを行う。 

  

 

 

（４）目標  

項   目 
単

位 

現行 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 

フォローアップ対象事業者数 社 - 20 20 20 21 21 

フォローアップ頻度（延回数） 回 - 80 80 80 84 84 

事業計画の収益目標達成事業者 社 - 5 5 5 5 5 

経常利益率 3％以上向上の事業

者数 

社 - 1 1 1 1 1 

創業フォロー対象事業者数 社 - 1 １ １ 1 １ 

創業フォロー合計回数 回 - 4 4 4 4 4 

創業事業計画の目標達成事業者 社  0 1 1 1 1 

※フォローアップ回数の計算  

計画策定年度は、四半期に一度のフォローアップ。（次年度以降は、収益目標を達成した事業者は

半期毎の定期フォローアップに移行。延件数は、あくまで策定年度分のフォロー回数） 

※経常利益の 3％は経営革新計画の指標を参考とした。 

※創業者においては、創業計画策定時における収益目標の数値を成果目標とする。 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

・飲食業・小売業等の需要動向調査（地域内需要動向調査） 

飲食業、小売業の小規模事業者や創業予定者に消費者ニーズを提供するために、城山地区内で開催さ

れるイベントの来場者に対してアンケート方式で調査した。収集したデータは当商工会にて分析し、
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飲食業のメニュー開発や価格決定並びに小売業の仕入れ商品の検討等の情報として提供した。 

・製造業・建設業等の需要動向調査（地域外需要動向調査） 

製造業の需要動向を調査するために、地域金融機関が主催するビジネスフェアに参加し、当商工会職

員が出展企業から個別に需要調査（バイヤーヒアリング）を行った。収集した需要情報は当商工会に

て整理分析したうえで、小規模事業者と出展企業のマッチングに活用した。 

 

②課題 

・経営発達支援事業の開始直後の調査分析件数は計画以上に推移したが、各業種一巡後は新たな需要

動向に関する情報が減少した。 

・POS データの分析ノウハウがなく、事業計画策定支援等に活用できなかった。 

・需要動向の調査項目が小規模事業者の需要獲得に必要十分な内容になっていたのか検証できてい

ない。 

 

 

（２）事業内容 

小規模事業者が既存事業の発達や販路開拓、新商品の開発に生かせるような顧客ニーズと市場動向

等を把握し、提供することで、事業計画策定時及びフォローアップ時に効果的に生かせるよう調査を

実施する。 

①飲食業・小売業の需要動向調査 

当商工会では地域小規模事業者の商品やサービスの需要動向を支援機関や専門家と連携し、情報収

集・分析し、提供する。個社の商品やサービスについての調査は、イベントや物産展、展示会等を通

して行う。 

＜サンプル数＞ 

各イベント等につき 50サンプル 

※参考：近隣のイベント 

名称：津久井湖さくらまつり 来場者：35,000 人 

名称：小倉橋灯ろう流し   来場者：7,000 人 

名称：小松コスモスまつり  来場者：2,500 人 

名称：しろやま得の市    来場者：6,500 人 

名称：葉山島秋の収穫祭   来場者：1,200 人 

名称：城山もみじまつり   来場者：33,000 人 

支援事業者の出展状況に応じて調査を実施する。 

＜調査・分析の手段・手法＞ 

各種イベントや物産展、展示会等に併せて、来場者にアンケート調査を実施する。各イベントに出展

している個社について、専門家等と連携し実施する。また、アンケート調査分析については、専門家

及び当商工会が行う。 

＜調査項目＞ 

小売業：味・商品の見た目・容量・価格・パッケージ・満足度等を想定 

飲食店：来店頻度・接客態度・店舗イメージ・味・価格等を想定 

アンケート調査票の策定については、調査項目を含め事業者及び専門家、当商工会が行う。また、 

調査項目と内容は、小規模事業者の需要獲得に十分な内容になっているか確認して必要に応じ見 

直しする。 

＜分析結果の活用＞ 

当商工会経営指導員等が対象事業者に直接フィードバックし、既存事業の発達、販路開拓や新商品の

開発等、事業計画策定時及びフォローアップ時に活用する。 

また、調査で得られた情報のうち、個社固有の情報以外で、小規模事業者の経営に資する情報につい

ては、組織内で共有し、日常の経営指導において活用する。 
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②建築業の需要動向調査 

当商工会のビジネスマッチング事業である「家、元気。」事業での問合せ情報を収集、分析し、それ

ぞれの事業者に提供する。 

※「家、元気。」事業は、修理・リフォーム等の注文・問い合わせを当商工会がとりまとめ、登録さ

れている地域建築関連事業者とマッチングする事業である。 

＜サンプル数＞ 

30 サンプル（年間平均受注実績件数） 

＜調査・分析の手段・手法＞ 

「家、元気。」事業で受注した消費者にアンケート調査を実施する。アンケート設計、分析は、専門

家、当商工会が行う。 

＜調査項目＞ 

価格・設備・工期・アフターサービス・接客対応等の項目について、施工後の満足度を調査する。 

※調査項目と内容は必要に応じ見直しする。 

＜分析結果の活用＞ 

当商工会経営指導員等が対象事業者に直接フィードバックし、既存事業の改善発達、サービスの開発

等、事業計画策定時及びフォローアップ時に活用する。 

また、調査で得られた情報のうち、個社固有の情報以外で、小規模事業者の経営に資する情報につい

ては、当商工会内で共有し、日常の経営指導において活用する。 

 

 

（３）目標  

項   目 
単

位 

現行 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 

①の調査対象事業者数 社 2 5 5 5 5 5 

②の調査対象事業者数 社 10 20 20 20 20 20 

 

 

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 

①現状 

ア．イベントまつり支援：地域内需要開拓（飲食業・小売業等の需要開拓）  

・当商工会管内の飲食業や小売業の顧客拡大に資するために商品やサービス、店舗の紹介冊子（「城

山いいお店 GUIDE」）を作成した。 

・城山観光協会と協力し当商工会管内で小規模事業者の販売支援に資するイベントを開催するとと

もに、イベント来場者に店舗紹介冊子を配布し、配布当初は約３割の店舗で顧客増加につながってい

ることを確認した。 

イ．ビジネス連携支援：地域外需要開拓（製造業・建築業の需要開拓）  

・製造業の小規模事業者に対して、地域金融機関が主催するビジネスフェアでマッチングを支援し、

新規商談獲得につながった。 

・建築関連の小規模事業者に対して、当商工会のホームページで「家、元気。」サイトを開設し、ま

たパンフレットを配布する等して、需要を掘り起こし受注につなげることができた。 
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②課題 

ア．イベントまつり支援：地域内需要開拓（飲食業・小売業等の需要開拓） 

・イベントや祭りの来場者に店舗紹介冊子を配布し小売業、飲食業、サービス業の小規模事業者の認

知度向上を図ったが、年間通して売上増加につながった事業者が少なかった。店舗紹介冊子での商品

サービスの伝え方の改善や個々の小規模事業者の顧客獲得ノウハウの習得が課題であり、支援の在

り方を見直す必要がある。 

イ．ビジネス連携支援：地域外需要開拓（製造業・建設業等の需要開拓） 

・地域外の需要開拓では商談機会の提供にとどまり、小規模事業者の商談獲得につながるノウハウ蓄

積や商品サービス力の向上等の総合的な支援には至っていない。 

 

 

（２）取組の方向性と支援に対する考え方 

地域小規模事業者の持続的な経営発達に資する需要獲得(売上向上・商談成約)につながるなど、成果

を重視した支援を行う。支援の質の向上に対する考え方は、商談獲得、売上拡大に資する支援強化、

商品サービス力、品質向上に資する事業者間連携の支援強化を基本とする。 

小規模事業者が提供する商品やサービスの認知度向上や、小規模事業者の売上向上や商談成約に関

するノウハウの蓄積を図る。 

 

 

（３）事業内容 

①商談獲得、売上拡大に資する支援強化 

ア．新規商談獲得支援（ＢtoＢ） 

・主に製造業を支援対象とし、地域金融機関が主催するビジネスフェアへの出展を促す。 

・商談会の参加事業者数に対し、自社の特徴や強みを紹介するパンフレット作成や商談獲得ノウハウ

など、中小企業診断士等専門家による個別相談会を実施する。また、ホームページ、動画や SNS を活

用した商品サービスの PRについて、中小企業診断士等専門家による個別相談会を実施する。 

・商談獲得やノウハウ蓄積のため、次のノウハウ習得支援を行い、PDCA サイクルで運用する。 

（事前支援）：案内状作成、提案の絞込み、相手先に応じた提案製品の販売促進計画作成（商談会シ

ート・提案書作成）、展示ブース準備（POP、展示、レイアウト）等を支援する。 

（当日支援）： バイヤーへの提案（統一した商品説明）、ブース運営方法（接客方法、スタッフ配置・

ローテーション）等を支援する。 

（事後支援）：見込み顧客リスト化（データ化）、礼状作成、見込み客へのアプローチ、製品改良・新

製品開発等を支援する。 

 

＜商談会の情報＞ 

・想定展示会：地域金融機関ビジネスフェア 

・概要：地域を越えた中小企業のビジネスチャンス拡大を目的とし、多業種・多企業による企業展示・

マッチング会を行うもの。 

・来場者数：約 6,000 名 
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・出展社数：約 250 社 

 

イ．商品・サービス店舗等紹介（ＢtoＣ） 

・主に飲食業を支援対象とし「城山いいお店 GUIDE」事業を活用、当商工会ホームページ等で PR を

強化し、事業者の需要を開拓する。 

・主に建築関連事業者を支援対象とし「家、元気。」事業を活用、登録事業者数を拡大し、当商工会

ホームページや当商工会広報誌で PR を強化し事業者の需要を開拓する。 

・商品サービスの伝え方の改善や、事業者の顧客獲得ノウハウの習得ため、次の支援を行い、PDCA サ

イクルで運用する。また、それぞれの支援事業者に対しては、必要に応じて中小企業診断士等専門家

を派遣し、個別にアドバイス等支援を行う。 

（PR 支援）：自社の PRポイント、デザイン・見せ方、説明の方法について支援する。また、自社の営

業活動において積極的に活用する場面を指導する。 

（PR 後支援）：定期的な効果測定、改善のための振り返り、見込み客へのアプローチ、ニーズ把握に

基づく商品・パッケージ・接客等の改善策を提供する。 

＜城山いいお店 GUIDE 事業とは＞ 

城山いいお店 GUIDE 事業は、飲食・サービス業を中心に、それぞれの店舗や立地を冊子上にして紹介

する事業で、現在 36 社の掲載がある。 

＜家、元気。事業とは＞ 

「家、元気。」事業は、修理・リフォーム等の注文・問い合わせを商工会がとりまとめ、登録されて

いる城山商工会会員の地域建築関連事業者とマッチングする事業で、現在 23 社の登録がある。 

 

 

（４）目標  

項  目 単位 
現行 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 

ア．商談会出展社数 社 1 5 5 5 5 5 

ア．新規取引先成約件数 件 1 3 3 3 5 5 

イ． 商品・サービス・店舗等 

紹介 

社 59 

 

300 300 300   320 320 

イ.売上増加額／社 万円 30 30 50 50 60 70 

 

 

 

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 

①現状 

・第一期では相模原市商業観光課、相模原市城山まちづくりセンター、城山観光協会等をはじめ当商

工会管内の様々な団体や地域住民と連携を図り、「お米づくり体験」、「落花生収穫体験」等を実施し、

神奈川県外をはじめ地域外（約３０％（実績値））からの体験客を呼び込むことに少なからず成功し

た。 

・各体験には多くの家族連れが参加しリピータも多く、自然と触れ合う体験学習として定着してきて

いる。また、各体験イベントが開催される日には小規模事業者に販売機会を提供し、需要開拓につな

げている。   
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②課題 

・「お米づくり体験」、「落花生収穫体験」を支えている団体は高齢化が進み、また後継者不在の状況

にある。中長期的には新たな若手の団体との連携が必要であるが、その候補も見つかっていない。当

事業を継続していくためには、米や落花生を栽培し、体験学習に協力していただく後継者団体を確保

することが課題である。 

 

 

（２）事業内容 

・２０２０年のオリンピック自転車ロードレースのコースに選定され、２０２７年のリニア中央新幹

線が開通（予定）される等、豊かな自然を求める東京都をはじめ県外の観光客を呼び込むチャンスを

活かし、地域経済活性化の取り組みを定着させていく。 

・「お米づくり体験」、「落花生収穫体験」を中長期的に継続していくために、米や落花生を栽培し体

験学習に協力していただく大学などと連携を図り、教育の一環として支援していただく仕組みづく

りに取り組んでいく。 

・近隣商工会と当事業関係者が参画する連絡会を設立し、東京都をはじめとする県外など地域外から

広く観光客を誘致するために共同してプロモーションしていく。とりわけ連絡会に所属する各団体

のホームページにて地域の観光資源や体験イベント等を共有し PR していく。 

①葉山島・お米づくり体験事業 

・事業概要 

百年つづく相模川沿いの田んぼを活用し、田植え、草取り、バーベキュー、稲刈り、試食等、お米づ

くりを体験し、地域のＰＲや地域コミュニティーの活性化を図ることを目的とした事業である。 

毎年、約 100 名の参加がある。 

・事業の方向性を共有できる仕組み 

当商工会・相模原市に加え、大島・向原・小倉・葉山島地域観光振興推進協議会、城山観光協会、大

島観光協会、（一社）相模原市観光協会、葉山島自治会、葉山島開拓事業組合、湘南みらい実行委員

会、関係者が参画する連絡会を年１回開催する。 
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当商工会は、本事業の事務局を担う。また、実施後は報告書を作成し、意見交換を実施している。 

 

②葉山島 落花生の収穫祭事業 

葉山島地区の良さを PR することを目的に、栽培されている落花生の収穫体験や、親子料理教室、農

作物の即売会、農作物や川魚を使った飲食販売を行う事業である。 

また、物産販売を行うことで、地域小規模事業者の需要開拓機会の提供を行う。 

・事業の方向性を共有できる仕組み 

当商工会に加え、湘南みらい実行委員会、城山観光協会、（一社）相模原市観光協会、（一社）エコ食

品健究会、東京農業大学生徒（有志）関係者が参画する連絡会を年１回開催する。当商工会は、本事

業の事務局を担う。 

 

 

 

 

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 

①現状 

ア．地域経済動向や需要動向に関する情報獲得（支援機関等連絡会） 

・日本政策金融公庫厚木支店、神奈川県商工会連合会及び地域金融機関と連携し、地域経済動向や需

要動向に関するレポート等の情報提供を受け、また当該機関と支援機関等連絡会を開催し、地域小規

模事業者の需要開拓に向けた方針協議や情報共有を行った。特に、地域金融機関から獲得した需要動

向を活用して、小規模事業者の商談会参加を支援し商談獲得につなげることができた。 

イ．経営発達支援事業の支援ノウハウ共有（相模原市域商工会議所商工会連絡協議会） 

・相模原商工会議所、近隣商工会（津久井商工会、相模湖商工会、藤野商工会）と相模原市域商工会

議所商工会連絡協議会を開催し、経営発達支援事業の成果や課題を報告し、課題解決に向けた相互に

アドバイスし支援ノウハウを獲得した。 

 

②課題 

・近隣商工会等と支援ノウハウの情報交換と共有を図ってきたが、当商工会及び近隣商工会（津久井

商工会、相模湖商工会、藤野商工会）がある相模原市緑区との連携が十分だったとは言えず、市政と

当商工会の支援の方向性を協議し、小規模事業者に対する支援効果を高めていく必要がある。 

 

 

（２）事業内容 

地域経済動向や需要動向に関する情報獲得を目的とした支援機関等連絡会は継続するとともに、

経営発達支援事業の支援ノウハウ共有を目的とした相模原市域商工会議所商工会連絡協議会は相模

原市緑区との支援シナジーを高めるために相模原市緑区地域商工会連絡会を新たに設置し取組を強

化する。 

①地域経済動向や需要動向に関する情報獲得（支援機関等連絡会） 

ア．目的 

・地域経済動向や需要動向に関する情報獲得 

・小規模事業者の需要開拓支援に関する情報獲得 

イ．体制 

日本政策金融公庫厚木支店、山梨信用金庫、西武信用金庫、多摩信用金庫、相愛信用組合、神奈川県

商工会連合会、津久井商工会、相模湖商工会、藤野商工会、相模原商工会議所、当商工会 

ウ．開催頻度 
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年２回（９月、３月）実施 

 

②支援ノウハウ共有と支援シナジー強化（相模原市緑区地域商工会連絡会） 

ア．目的 

・経営発達支援事業の支援ノウハウの共有 

・行政と商工会の連携による支援シナジー強化 

イ．体制 

相模原市緑区、当商工会、津久井商工会、相模湖商工会、藤野商工会、相模原商工会議所 

ウ. 開催頻度 

年２回（６月、１２月）実施 

 

 

 

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 

①現状 

・「中小企業大学校の研修」や「当商工会内での研修講座」を通して、小規模事業者の支援に必要な

マーケティング等の研修を経営指導員等全職員に実施した。 

・「月次進捗共有会」で経営発達支援事業における問題点を共有し、経営指導員等全員で解決に向け

て議論し、支援ノウハウを共有した。また近隣商工会（相模湖商工会）から職員を受け入れて、支援

ノウハウを共有した。 

②課題 

・経営発達支援事業を実施する上で経営指導員等全職員の資質向上は継続的な課題であり、その新た

な取組み方を検討していく必要がある。 

 

 

（２）事業内容 

①中小企業大学校等研修の受講 

・高度専門化した経営課題に対して支援する経営指導員等の継続的な知識・能力の向上を目的とし

て、中小企業大学校、神奈川県商工会連合会が開催する各種経営指導員研修会等の研修を継続する。

研修参加においては、経営指導員等がどのような知識・能力が不足しているか等を分析し、どの研修

を受講する事でどの資質向上を図るかを明確化し、研修に参加する。この手段をとることにより、経

営指導員等の小規模事業者の経営改善・経営革新計画策定等の支援能力の向上の効果を得ることが

できる。 

 

②専門家派遣によるＯＪＴ  

・専門家を小規模事業者に派遣する際には同行し、専門家の指導・助言内容、情報収集方法をＯＪＴ

により取得する。 

 

③月次進捗共有会 

・経営発達支援事業における小規模事業者の経営分析結果と支援状況を報告し、経営指導員等職員間

で問題解決に向けて議論することで支援ノウハウを共有する。また、経営発達支援事業による地域小

規模事業者の経営分析結果、支援状況、支援ノウハウに加え、各種研修により習得したノウハウ等は、

パソコン内の共有フォルダに保存し当商工会職員全員で共有する。 
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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 

①現状 

 有識者、行政による外部評価委員会を年１回開催し、結果に基づき事務局内で PDCA を行い、当商

工会理事会にて承認後、当商工会ホームページで公表している。 

②課題 

 経営指導員等全職員にて、事業の進捗状況確認を定期的に検証し、早期に計画の見直しを図る必要

がある。 

 

（２）事業内容 

事業評価の見直しについては、②のとおり年１回外部評価委員会を実施する。 

①実績報告書作成：5 月下旬 当商工会事務局 

実績報告書フォーマットに従い、実績を記入し、計画値と対比することにより、各計画に対する進捗

状況や成果を確認する。 

計画値を下回っている項目に対しては、その原因を明確化し業務改善を検討する。特に実績値が計画

の 60％を下回った場合、当商工会事務局は業務の是正方法を検討し、外部評価委員会の意見をもら

う。 

②外部評価：6月上旬 外部評価委員会 

上記の実績報告書作成後に、相模原市産業政策課、法定経営指導員、神奈川県商工会連合会、外部

有識者（かながわ中小企業成長支援ステーション、中小企業診断士等）による外部評価を当商工会に

おいて受審する。 

外部評価結果は実績報告書の外部評価欄に記載し、次⑤実績報告書公表時に開示する。 

③是正措置（見直し）：6月中旬 当商工会事務局 

外部機関の評価や指摘事項に基づき、当商工会の支援体制、支援計画及び支援方法等を見直し、本

事業活動に反映させる。なお、是正措置の内容は実績報告書の是正措置欄に記載し、次⑤実績報告書

公表時に開示する。 

④公表等・承認：6月上旬 当商工会理事会 

当商工会理事会において実績報告及び外部評価、是正処置を報告し、当商工会理事会で講評と承認

を受ける。当商工会理事会における講評等は実績報告書の理事会講評等承認欄に記載し、次⑤実績報

告書公表時に開示する。 

⑤実績報告書公表：6 月下旬 当商工会事務局 

当商工会理事会の承認後に実績報告書を当商工会のホームページで公表し、小規模事業者がいつ

でも閲覧できるようにする。 

⑥法定経営指導員の進捗確認：5 月下旬・12月下旬（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。 
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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１１月現在） 

 

（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）                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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 

 氏 名：川口 豊 

城山商工会 

   連絡先：042-782-3338 

 

 

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） 

経営発達支援支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報提供を行う。具体的には、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。 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先  

 ①商工会 

〒252-0105 

神奈川県相模原市緑区久保沢２－５－１ 

城山商工会 経営支援課 

  TEL：042-782-3338  FAX:042-782-3616 

  E-mail: shiroyama@k-skr.or.jp 

 

②関係市町村 

 〒252-5277 

  神奈川県相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市環境経済局 経済部 産業政策課 産業政策班  

  TEL:042-769-8293 FAX：042-754-1064 

E-mail: sangyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

事務局長 

法定経営指導員１名 

経営支援 
担当職員２名 

経営指導員１名 

相模原市環境経済局 

経済部産業政策課  

mailto:shiroyama@k-skr.or.jp
mailto:sangyouseisaku@city.sagamihara.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 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

 

経営支援事業

費 

 

地域総合振興

事業費 

 

 

2,500 

 

 

700 

2,500 

 

 

700 

2,500 

 

 

700 

2,500 

 

 

700 

2,500 

 

 

700 

（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、会費、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 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




