
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
横須賀商工会議所 （法人番号 1021005007655） 

横須賀市 （地方公共団体コード 142018） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

当地域は、神奈川県の南東、三浦半島の中央部にあり、東は東京湾、西は相模湾に面

している中核市である。（人口 394,060 人）。第 3 次産業が基幹産業であるが、近年、事

業所・従業者数の減少が著しい。横須賀市再興プランで掲げられた「地域資源を最大限

に活用した『海洋都市』」「都市活力を生み出し、市民がワクワクするまち『音楽・スポ

ーツ・エンターテイメント都市』」に基づく小規模機事業者の発展を具体化するため、経

営計画策定・フォローアップ支援、EC 活用を始めとした販路開拓・マッチング支援、経

営基盤の強化・安定化に繋げる事業を 5年間に亘り展開する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

(1)国の提供するビッグデータの活用(2)景況調査（独自調査）の実施(3)日本商工会

議所「LOBO調査」、「中小企業景況調査」への協力 

２．経営状況の分析に関すること 

(1)経営分析個別相談会の開催(2) EC（電子商取引）出店に係る経営分析セミナーの 

開催(3)経営課題の抽出と専門家連携 

３．事業計画策定支援に関すること 

(1) 事業計画策定セミナーと個別相談会の開催(2)ネットショップ開設に向けた事 

業計画策定セミナーと個別相談会の開催(3)事業承継セミナーと個別相談会の開催 

４．事業計画策定支援後の実施支援に関すること 

(1)定点チェックによるフォローアップ(2)ネットショップ開設に向けたフォローア

ップ(3)事業承継支援に向けたフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること 

(1)メールを活用した小規模事業者商品アンケート調査(2)小規模事業者の見本市・ 

展示会におけるアンケート調査(3)百貨店への催事出店時のアンケート調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(1)小規模事業者のネットショップ開設による販路拡大（BtoC）(2)小規模事業者 

の取引拡大に向けた催事出店支援（BtoB）(3)小規模事業者の百貨店・大型スーパ 

ーの催事・見本市出店によるプロモーション及び売上拡充支援（BtoC）(4)小規模 

事業者の米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部との受注促進（BtoB） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

(1)「地産地消ショップ」の推進 (2)「産農人育成プロジェクト」と「三浦半島はイ

タリア半島プロジェクト」の展開 (3)カレーの街よこすか推進事業 (4)横浜 DeNAベ

イスターズ、横浜 F・マリノスとの連携 (5)市内商店街と連携した活性化事業の実施 

(6)地域雇用の促進と地域人材の育成事業の推進 (7)地域店舗情報サイト「横須賀一

番」による情報発信の強化 (8)外国人向け情報発信事業 (9)横須賀市の施策推進に

係る各種委員会等への参加 (10)横須賀市地域活性化協議会の開催 

連絡先 

横須賀商工会議所 産業・地域活性課 

〒238-8585 神奈川県横須賀市平成町 2－14－4  

TEL：046-823-0400 / FAX：046-823-0401 

e-mail:you@yokosukacci.com 

横須賀市 経済部 経済企画課 

〒232-8550 横須賀市小川町 11 

TEL：046-822-9523 / FAX：046-823-0164 

e-mail: kazuya-naitou@city.yokosuka.kanagawa.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 
 

① 現状 
（ア）横須賀市の風土・地理 

横須賀市は神奈川県の南東、三浦半島の中央

部にあり、東は東京湾、西は相模湾に面してい

る中核市である。（面積 100.82㎢）横浜市が隣

接自治体となっており都心部も通勤圏内であ

ることから、戦後、ベットタウンとして発展し

てきた。 

東京湾と相模湾に三方を囲まれた豊かな自然

と 1年を通じ温暖な気候に恵まれている。 

三浦半島の周囲の海には、暖流黒潮が流れて

いるため、冬は暖かく、夏は涼しく、気温の高

低が比較的少ない、過ごしやすい土地である。 

また、標高 100～200m の起伏の多い丘陵や山

地で構成されている。 

明治 40年（1907年）2月 15日に県内 2番目の市制施行となり、平成 13年（2001年）4月 1日

には、県内初の中核市に移行した。（人口 394,060 人：平成 31年 4月 1日現在） 

 

（イ）横須賀市の歴史的な背景と観光 

東京湾の入口に位置することから、1853年のペリー提督による黒船来航以来、1865年の江戸

幕府による横須賀製鉄所（造船所）の開設、1884年の横須賀鎮守府設置等、日本の近代化にお

ける軍港都市として発展。現在も、米海軍横須賀基地、海上自衛隊横須賀地方総監部、陸上自

衛隊武山駐屯地・久里浜駐屯地などの基地が置かれている。 

戦後、アメリカ文化発信の地として、音楽や“スカジャン（横須賀ジャンパー）”などのファ

ッション等が大きな注目を集め、現在でも市外からの来街者にとって軍港やドブ板通りに代表

される米海軍横須賀基地軍人との交流場所は、魅力的な素材となっている。 

横須賀市は近代歴史遺産を観光振興の柱として「世界三大記念艦三笠」や「よこすか海軍カ

レー」「ヨコスカネイビーバーガー」「YOKOSUKA 軍港めぐり」等、海上自衛隊横須賀地方総監部

や米海軍横須賀基地と連携した観光振興を強化してきた。 

また、近年、「艦隊これくしょん」等、ソーシャルゲームや、

ジブリ映画に出てくる世界を彷彿させるとインスタグラム等

SNS で取り上げられた東京湾唯一の自然島である猿島（平成

26年と平成 30年比較 208.8％増、年間観光客 208,140人）や

記念艦三笠（年間観光客 1,949,289人）に若年層が訪れる他、

米海軍横須賀基地、海上自衛隊横須賀地方総監部の艦船を間

近で見ることが出来る、日本で唯一のクルージングツアーで

ある「YOKOSUKA軍港めぐり」は、平成 26年と平成 30年を比

較すると 142.7％増の年間 257,427 人の利用者となり観光の

核として近年、人気が高まり、観光客も年々増加している。 

   
▲YOKOSUKA 軍港めぐり 
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■主な観光スポットの観光客数 

番

号 
名 称 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

増加率 

(H26→H30) 

1 三笠公園 1,819,243 2,010,644 1,963,016 1,946,846 1,949,289 107.1% 

2 ヴェルニー公園 1,117,041 1,118,602 967,621 1,231,681 1,428,676 127.9% 

3 観音崎公園 988,172 1,442,588 1,048,265 901,845 767,308 77.6% 

4 ソレイユの丘 482,071 634,199 659,113 651,908 756,315 156.9% 

5 
すかなごっそ

（野菜直売所） 
514,184 536,013 528,804 483,852 455,968 88.7% 

6 くりはま花の国 372,035 342,489 367,996 403,035 416,919 112.1% 

7 
よこすかポート

マーケット 
420,005 430,959 400,324 366,891 331,624 79.0% 

8 
YOKOSUKA 軍

港めぐり 
180,342 198,563 228,490 243,333 257,427 142.7% 

9 
世界三大記念艦

「三笠」 
228,107 248,515 252,360 239,128 237,680 104.2% 

10 猿島 99,675 153,129 172,849 187,485 208,140 208.8% 

 

平成 28年には、「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」

が日本遺産に認定され、新たな取り組みもスタートしている。 

平成 30年８月 29 日〜9月 2 日にかけて、「ヴェルニー公園」「三笠公園」「くりはま花の国」を

会場とした「Pokémon GO Safari Zone in YOKOSUKA」（主催：横須賀集客促進実行委員会（横須賀

市・京浜急行電鉄(株)・横須賀商工会議所で構成））が開催され、地域の店舗もイベントと連携、

5 日間で延べ 20 万人以上が参加、経済効果は 15 億円（「ポケモン GO」を運営する米 Niantic 発

表）となり、観光客数、宿泊客数、観光消費額向上の一助となっている。 

 また、令和元年度も、7 月 8 日から 10 月 20 日にかけて、猿島とアニメ「ワンピース」のコラ

ボによる「宴島 2019 真夏のモンキー・D・ルフィ島」が開催され、ワンピースコラボメニュー等

が、地域の飲食店により実施され、大きな話題となった。 

「ポケモン」「ワンピース」と連携したイベントは、コアなファンだけでなく、TV・メディア等の

影響により、より幅広いファミリー層等、来街者も増加、観光客の嵩上げとなった。 
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（ウ）交通網 

国道 16 号線、国道 134 号を幹線道路とし、横浜横須賀道路（高速道路）は、横浜まで約 30

分で到着する利便性の高い高速道路となっている。 

しかし、三浦半島全体が三方を海に囲まれているため、他都市への迂回が困難であり、幹線

道路の国道 16号線、国道 134号は慢性的な渋滞が課題となっている。 

鉄道は、京浜急行線、JR 横須賀線の 2 本により中心市街地から東京まで約 50 分で到着する

など、東京への通勤圏内として利便性の高い立地となっており、羽田空港へも横浜横須賀道路、

京浜急行により直行可能となっている。 

また、横須賀市久里浜港から千葉県富津市金谷港間を約 40分で結ぶ東京湾フェリーも運行し

ている。 

 

（エ）人口の推移 

  平成 31年（2019年）4月 1 日現在の人口は総数 394,060人（男 196,131人、女 197,929人）

となっており、世帯数は 167,270世帯となっている。 

戦後、経済の復興、旧軍港市転換法に基づく旧軍施設の産業施設への転活用、丘陵地帯の団

地造成などによる社会増とそれらを上回る自然増に支えられ、昭和 46 年 12 月の推計人口で

は、過去最高を上回る 358,857人となったが、オイルショックを始めとした経済情勢等の変動

や住宅供給の停滞、出生率の低下などの影響により昭和 55 年以降は人口の増加率が鈍化し、

平成 4年をピークに減少傾向にある。 

 

人口の過去最高は平成 4年 5 月の 437,170人であり、平成 30年以降 30万人台で推移してい

る。また、転出超過数は平成 25年に全国 1位（1772人）、平成 27年に全国 2位（1785人）を

記録（平成 28年、29 年はともに全国 8位）した。 

（参考）人口密度（平成 30年 1月 1日現在）3,969人/㎢ 県内 9位 

 

【人口総数の推移】              【年齢４区分別の人口割合の推移】 

出所）横須賀市人口ビジョンを基に作成 

 

（オ）産業構造の推移 

横須賀市内の事業所数は 12,816事業所、従業者数は 120,811人となっている。（平成 28年経

済センサス基礎調査）。 

戦後、造船業、自動車産業を中心とした第 2 次産業の都市として成長してきたものの、大手

造船企業や自動車製造企業の市外移転の影響に伴い第 2 次産業は衰退し、第 3 次産業が基幹産

業となっている。 

少子高齢化による生産年齢人口の減少により、産業の担い手が不足しているとともに、人口

減少と産業構造の変化により、市内の産業は停滞傾向にあり、平成 21 年度と平成 28 年度の経
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済センサス基礎調査を比較すると 2,085事業所減少しており、従業者数も 34,901人減少してい

る。 

   

産業 

大分類別 

平成 21年 

（2009 年） 

平成 24年 

（2012 年） 

平成 28年 

（2016 年） 
H21 と H28 の比較 

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

総数 14,901 155,712 13,410 124,125 12,816 120,811 ▲ 2,085 ▲ 34,901 

1 次産業計 25 592 19 256 21 269 ▲ 4 ▲ 323 

2 次産業計 2,325 27,433 2,072 24,645 1,876 22,582 ▲ 449 ▲ 4,851 

3 次産業計 12,473 114,596 11,317 99,217 10,919 97,960 ▲ 1,554 ▲ 16,636 

出所）経済センサス－活動調査       

 

従業員規模別の事業所数を H3 年と H28年で比較すると、従業員規模 1～4 名で 3,584 社の減

少、従業員規模 5～9名で 849社の減少となり、規模の小さい小規模事業者ほど、減少傾向が著

しい。 

 

■従業員数規模別の事業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

出所）経済センサス－活動調査 

 

■産業大分類別事業所数・従業者数の推移 ※日本産業分類に掲げる商業事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）横須賀市商業統計調査、経済センサス－活動調査 

   

従業員規模 平成 3年 平成 28年 差異 

1-4名 11,245 7,661 ▲3,584 

5-9名 3,293 2,444 ▲849 

10-29 名 2,028 1,970 ▲58 

30-99 名 498 572 74 

100名以上 101 114 13 
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また、卸売業・小売業の従業員規模別の事業所数を平成 3年と平成 28 年で比較すると、従業

員規模 0～4 名で 2,433 社の減少、従業員規模 5～19 名で 441 社の減少となり、従業員規模 20

名以上の事業者は増加しているものの、規模の小さい小規模事業者ほど、減少傾向が著しく、

特に従業員規模 0～4 名の事業所数は 37.3％という大幅な減少となっている。 

 

■従業員数規模別の卸売業・小売業の推移 

 

 

 

 

 

 

出所）経済センサス－活動調査 

 

■商店数（従業者規模別）※日本産業分類に掲げる卸売業、小売業に属する商業事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）横須賀市商業統計調査、経済センサス－活動調査 
 

    平成 28 年の経済センサスを基に、産業別で事業所数を見ると、「卸売業、小売業」（3,046 事業

所）「宿泊業，飲食サービス業」（1,996 事業所）「生活関連サービス業，娯楽業」（1,400 事業所）

で 50.3％（6,442事業所）と 5割を超えている。また従業者数で見ると、「卸売業、小売業」（24,862

人）「医療，福祉」（22,821 人）「宿泊業，飲食サービス業」（14,530人）で 51.5％（62,213人）と

5割を超える結果となっている。（次ページに「産業別事業所数と従業員数の推移表」を掲載） 

 

    なお、平成 28年経済センサスに基づく横須賀市における小規模事業者数は 9,891事業所となっ 

ている。 

 

 

 

 

 

従業員規模 平成 3年 平成 28年 差異 

0-4名 3,878 1,445 ▲2,433 

5-19名 1,286 845 ▲441 

20-49名 167 183 16 

100名以上 36 51 15 
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■産業別事業所数と従業員数の推移 

平成 28年経済センサス-活動調査結果 事業所数 従業者数 事業所数割合 従業者数割合 

総数 12,816 120,811 100.0% 100.0% 

卸売業，小売業 3,046 24,862 23.8% 20.6% 

宿泊業，飲食サービス業 1,996 14,530 15.6% 12.0% 

生活関連サービス業，娯楽業 1,400 6,510 10.9% 5.4% 

建設業 1,378 7,991 10.8% 6.6% 

医療，福祉 1,336 22,821 10.4% 18.9% 

不動産業，物品賃貸業 996 3,093 7.8% 2.6% 

サービス業(他に分類されないもの) 638 6,212 5.0% 5.1% 

教育，学習支援業 499 4,096 3.9% 3.4% 

製造業 487 14,213 3.8% 11.8% 

学術研究，専門・技術サービス業 435 5,200 3.4% 4.3% 

運輸業，郵便業 213 5,724 1.7% 4.7% 

金融業，保険業 207 2,985 1.6% 2.5% 

情報通信業 88 848 0.7% 0.7% 

複合サービス事業 65 1,079 0.5% 0.9% 

農業，林業，漁業 21 269 0.2% 0.2% 

電気・ガス・熱供給・水道業 11 378 0.1% 0.3% 

 

 

【市内就業者数の推移】（参考）          【産業３区分別就業者割合の推移】（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）横須賀市人口ビジョンを基に作成 
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■主要産業における事業所数、従業者数、年間商品販売額等 

 

・商業（平成 28年経済センサス‐活動調査結果） 

事業所数 2,524事業所(県内 4位) 

従業者数 21,266人(県内 5位) 

年間商品販売額 5,187億 2,201万円(県内 7位) 

 

・工業（平成 29年工業統計調査結果） 

事業所数 199 事業所 

従業者数 13,876人(県内 11位) 

年間製造品出荷額等 5,177億 1,357万円(県内 7位) 

主な出荷品目 輸送機（全体の約 67％）(県内 8位) 

 

・農業（平成 27年農林業センサス結果） 

総農家数 628 戸 

経営耕地総面積 39,916a(県内 13位) 

主な生産品目 キャベツ、かぼちゃ、大根(県内 13位) 

 

・漁業（平成 25年漁業センサス結果） 

経営体数 373経営体 

漁船隻数 786隻(県内 1位) 

主な出荷品目 マイワシ、さば類、わかめ、海苔(県内 1位) 

 

（カ）特産品  

１）地産地消の推進 

横須賀市の水産物は、東京湾、相模湾の２つの海に囲まれ、沿岸漁業として、県内第 1 位の

漁獲量を誇っており、イワシ類、サバ類のほか、数多くの種類を味わうことが出来る。 

農作物は、全国 7 位の生産高のキャベツのほか、大根やかぼちゃなどが京浜地区に出荷され

ている。また、最近は市内の 2 大直売所（よこすかポートマーケット、すかなごっそ）に出荷

する多くの品種を生産している他、農産物・水産物の朝市や直売も積極的に展開している。  

更に、観光農園ではイチゴ狩りやいも掘りなど、楽しみながら農業にふれあい、味わうこと

も出来る。また、横須賀市と横須賀商工会議所の連携により、地域の飲食店等による「地産地

消ショップ」の推進や「よこすか海の幸フェア」等も実施している。 

 

■よこすかポートマーケット、すかなごっその観光客数の推移 

番

号 
名 称 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

増加率 

(H26→H30) 

1 
よこすかポートマー

ケット 
420,005 430,959 400,324 366,891 331,624 79.0% 

2 すかなごっそ 514,184 536,013 528,804 483,852 455,968 88.7% 
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２）カレーの街よこすかの推進（海上自衛隊横須賀地方総監部との連携） 

明治時代に日本海軍の軍隊食として取り入れられた「カレーライス」は、現在も海上自衛隊

では毎週金曜日にカレーライスを食べる習慣がある。明治 41年に発行された日本海軍の「海軍

割烹術参考書」には、日本海軍で調理されていたカレーライスのレシピが記されており、この

レシピを基に、横須賀市役所、横須賀商工会議所、海上自衛隊横須賀地方総監部の 3 機関で、

平成 11 年 5 月 20 日、「カレーの街宣言」を行い、「カレーの街よこすか推進委員会」を発足。 

事業者を中心とした「カレーの街よこすか事業者部会」（事務局：横須賀商工会議所）を中心に

「よこすか海軍カレー（104店舗参加）」「海上自衛隊カレー（16店舗認定）」を展開している。 

 

３）ネイビーバーガーとヨコスカチェリーチーズケーキ（米海軍横須賀基地との連携） 

米海軍の伝統的なハンバーガーのレシピが、平成 20 年 11 月に米海軍横須賀基地から横須賀

市へ提供された。海上自衛隊とともに長く横須賀にある米海軍基地が、本市との友好の象徴と

して、地元の活性化を共同で推進するために提供されたもので、このレシピを基にしたハンバ

ーガーを「ヨコスカ ネイビー バーガー」と名づけた新しいご当地グルメブランドとして展開

し、横須賀を訪れた方にいつでも本場のハンバーガーを味わえるよう、米海軍横須賀基地周辺

の 12店舗で販売している。また、米海軍横須賀基地が、本物のニューヨークスタイルのチーズ

ケーキ（ヨコスカチェリーチーズケーキ）をプロデュースし、平成 21 年 11 月にレシピ提供さ

れ、新たなグルメブランドの誕生となった。 

 

（キ）ICTの活用と推進  

１）研究機関の集積地 

横須賀市は、国立研究開発法人海洋研究開発機構、一般財団法人電力中央研究所、株式会社

グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンをはじめとした、世界に誇る研究機関の集積

地であり、平成 9 年 10 月に横須賀市光の丘に建設された「横須賀リサーチパーク」は、NTT、

NTT ドコモ、KDDI 総合研究所をはじめ、電波・情報通信技術を中心とした ICT 技術の研究開発

拠点となっている。また、横須賀市内研究機関の相互交流を目的として昭和 61年に発足した、  

「横須賀地域研究機関等連絡協議会」は、横須賀市内に拠点を持つ 17の研究機関が参加し、横

須賀商工会議所が事務局となり連携を推進している。 

 

２）「ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジ」の取り組み 

横須賀市、YRP 研究開発推進協会、株式会社横須賀テレコムリサーチパークが主体となり、産

学官が一体となってスマートモビリティ（賢い移動性）の社会実装を進める「ヨコスカ×スマー

トモビリティ・チャレンジ推進協議会」（会長：横浜国立大学 中村 文彦 理事・副学長）を平成

30年 3月に設置。 

・ スマートモビリティに係るテクノロジーを活用し、一次産業を効率化して成長産業として持 

続的に発展できる社会。 

・ スマートモビリティに係るテクノロジーを活用し、多様な働き方や仕事の効率化を図り、余暇 

で音楽・スポーツ・エンターテイメント等を楽しむことができる社会を目指す。 

 また、令和元年 7 月 4日から 3カ月間に亘り、楽天株式会社と合同会社西友が神奈川県横須賀

市の「西友リヴィンよこすか店」にて実証実験を行った猿島の利用者に向けたドローン配送サー

ビスについても支援を実施した。 

 

３）ヨコスカバレー構想 

ICT企業の誘致・集積を目的とし、雇用・所得の拡大、定住促進、そして新たな横須賀を創りあ

げるイノベーションの推進を目指す取り組み。平成 27 年 7 月に「ヨコスカバレー構想実現委員

会」が発足、市内中小企業の IoT 導入に向けた支援をはじめ、スタートアップ支援・企業誘致・

学生への ICT教育・クリエイターが活動しやすい環境づくりなど様々な事業に取り組んでいる。 
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（ク）横須賀市の実施計画  

平成 9年（1997年）3月に、2025年を目標とした目指すべき都市像「国際海の手文化都市」の

実現のため、まちづくりに関する基本戦略、基本条件、政策の目標及び推進姿勢を定めた「横須

賀市基本構想」を発表。平成 23 年（2011 年）3 月には、基本構想を実現するための基本的な政

策・施策を体系的に示した計画として、「横須賀市基本計画」を策定。これは、基本構想で目標年

次とする 2025年までの前半部を担うもので 2010年（平成 22年）をもって計画期間が終了。平成

23 年（2011 年）から新たな基本計画を策定し、2021 年までの基本計画を策定した。平成 30 年

（2018 年）3 月には、基本計画の政策・施策に基づいて実施する主要な事業を示した計画である

「横須賀再興プラン（横須賀市実施計画）」を策定。本プランは、基本構想・基本計画に基づく具

体的な施策を示した実施計画であるとともに、横須賀の再興に向けた４年間のロードマップとし

て、策定された計画となっている。 

     

１）横須賀市基本構想抜粋（産業） 

横須賀は、時代の流れをとらえ、都市の魅力を創出し、産業を育てる都市をめざします。この

ため、成長が期待できる産業を生みだす良好な生活環境と自然環境を創出します。また、技術開

発、新規創業などを生みだす人材、技術、情報が集まる基盤を形成するとともに、農業や漁業や

中小製造業をはじめ横須賀を支えてきた産業の新たな成長を促進します。さらに、集客力の高い

商業やサービス業を集積します。 

 

２）横須賀市基本計画抜粋（産業） 

今後は、既存産業の高付加価値化・活性化、新たな成長産業や雇用吸収力の高い産業の誘致を

進めるとともに、公共的支出が地域に還元され、それが循環し続けるような仕組みづくりを進め

るなど地域経済を活性化させることが課題となっています。また、羽田空港再拡張など周辺の環

境変化については、企業や観光客誘致の観点から好機として確実に捉えていかなければなりませ

ん。さらに、本市の地域資源を積極的に活用していくことや、地場産品の素晴らしさを市民一人

一人が認識し、それらを消費に結び付ける地産地消を促進していくことも課題となっています。 

 

３）横須賀再興プラン（産業・観光） 

横須賀市の基本計画（2011～2021）に基づく実施計画である「横須賀再興プラン(横須賀市実施

計画第３次実施計画)平成 30年度（2018年度）～平成 33年度（2021年度）」では、中長期的な視

点での「目指すまちづくりの３つの方向性」の中で、下記の通り産業・観光の方向性を示してい

る。 

 

■横須賀再興プラン抜粋（商業・観光） 

１．海洋都市 

「海」という可能性に溢れた本市の地域資源を最大限に活用したまち『海洋都市』 

①東海岸での展開 多く点在する近代化遺産の周遊、猿島や「海と

緑の 10,000メートルプロムナード」の活用によ

る観光客をはじめとする多くの人が周遊できる

環境づくりと楽しめる機会の提供 

②西海岸での展開 「観光立市」実現のため、「ソレイユの丘」隣接

地の活用検討、6次産業等の農漁業の振興、朝市

の定期開催による活性化等、地域資源を堪能で

きる支援と「宿泊能力の向上」のためのホテル

誘致 
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③地域資源・歴史的遺産を生かした利活用

（浦賀地区利活用） 

江戸時代からの近代の幕開けの時代に大きな役

割を果たした浦賀奉行所を中心とした浦賀の歴

史を多くの人に理解してもらい市外からの集客

を促進 

④マリンスポーツ ウインドサーフィンワールドカップが 5 年間開

催されることから、津久井浜地域を「ウィンド

サーフィンのまち」としての仕掛けづくりを推

進。また、マリンスポーツの普及推進を図る。 

⑤港湾物流の強化に向けた取り組み ホテル船・客船の誘致の検討 

⑥研究機関との連携 JAMSTEC 等、世界に誇る研究機関の集積地であ

り、研究機関・国の機関・民間機関との連携を強

化し、海洋産業関連の集積・創出に向けた取り

組み 

２．音楽・スポーツ・エンターテイメント都市 

音楽・スポーツ・エンターテイメントの持つ力の活用により、都市活力を生み出し、 

市民がワクワクするまち『音楽・スポーツ・エンターテイメント都市』 
①スポーツによるまちの再興 プロ野球チーム「横浜 DeNA ベイスターズ総合練

習場の設置」、プロサッカー「横浜 F・マリノス」

の練習場の誘致（決定）を契機としたプロスポ

ーツとの連携強化 

②音楽・エンターテイメント（ワクワク、楽

しくなるまちへの取り組み） 

猿島など横須賀の地域資源を生かし、既存施設

や新たな拠点を活用したさまざまな「音楽」「ア

ート」「ダンス」イベントの開催、これらと「ス

ポーツ」のそれぞれが持つ魅力を融合させたイ

ベントを開催し、多くの市民がワクワク・ドキ

ドキ楽しめる機会を提供するとともに、市外か

らの集客を促進 

＊３つの方向性のうち、もう１つの柱は「個性ある地域コミュニティのある都市」（学校・地域住

民が一体となった取り組みが出来る拠点づくり、谷戸地域の魅力を生かした横須賀らしい楽し

いコミュニティの形成。）となっている。 

 

 

また、「目指すまちづくりの３つの方向性」を基に、「４つの最重点施策」が掲げられている。 

 

（柱１：経済・産業の再興） 

（柱２：地域で支え合う福祉のまちの再興） 

（柱３：子育て・教育環境の再興（整備充実）） 

（柱４：歴史や文化を生かしたにぎわいの再興） 
 

この４つの柱の中で、経済・産業・観光に係る柱としては、「柱１：経済・産業の振興」「柱４：

歴史や文化を生かしたにぎわいの再興」が挙げられる。 

 

『（柱１）経済・産業の再興』 

『（柱４）歴史や文化を生かしたにぎわいの再興 ～「観光立市よこすか」の実現～』 
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４）最重点施策として示された「経済・産業の振興」（抜粋） 

〇施策の方向性 

 市民の市内経済に対する実感は、長きにわたって低迷が続いており、こうしたマインドの長期

化が市内全体に停滞感を生じさせていると考えられます。 

 このような状況を打破するために、国や県との連携を強化し、財政的なバックアップを得なが

ら、人やモノの動きの活発化に向けた都市基盤の整備を進めていくとともに、規制緩和などによ

り民間企業等が活動しやすい環境を整えていきます。 

 また、先進的な技術を有する企業や研究所の存在、横須賀の自然が生み出すおいしい野菜や魚、

日本の先駆けとなった歴史など、本市が持つさまざまな地域資源を生かして積極的な投資をして

いくことで、地域経済の活性化を図ります。 

 特に、地域経済の基盤となる中小企業の活性化なくして横須賀経済の再興はありません。 

 中小企業が直面している人材不足や事業承継への支援と併せて経営全般にわたる相談体制の充

実を図ります。 

  また、創業・新事業展開、技術開発、受注機会の拡大や資金調達の支援など、地元金融機関や 

横須賀商工会議所などと連携しながら各種施策を総合的に推進することで、意欲ある方々がチャ

レンジできる環境を整えます。さらに、介護や保育など今後ますます需要の増加が見込まれる事

業所で働く方々の待遇・処遇改善、企業内への保育所の設置促進など働きやすい環境づくりに向

けた施策を進めていきます。 

 

■「経済・産業の振興」に係る横須賀市の数値目標（注：横須賀再興プランに基づき目標値は平成

33 年度と標記） 

・新規求人倍率（ハローワーク横須賀管内の新規求人倍率） 

基準値（現状 平成 28年度） 目標値（平成 33 年度） 

1.05 基準年を上回ること 

 

【有効求人倍率の推移（パートを含む）】*「横須賀」「横浜南」は各ハローワークを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）ハローワーク横須賀、ハローワーク横浜南の統計資料を基に作成 

 

・観光客数（日帰り観光客数と宿泊観光客数の合計） 

基準値（現状 平成 28年度） 目標値（平成 33年度） 

825 万人 950万人 

・観光客消費額 

神奈川県観光客消費動向等調査における、三浦半島（鎌倉地区以外）の宿泊客および日帰り客の

平均消費単価を、観光客数に乗じた額 

基準値（現状 平成 28年度） 目標値（平成 33年度） 

588億円 595 億円 
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・設備投資額 

企業等立地促進制度を利用して行った設備投資額 

（現状 平成 25～28年度の平均額） 目標値（平成 33年度） 

４億円 （累計）20億円 

 

・新規開業事業所数 

開業支援により新たに開業した事業所数 

基準値（現状 平成 28年度） 目標値（平成 33年度） 

24 事業所 30事業所 

基準値（現状 平成 28 年）→ 目標値（平成 33 年度） 

 

・全産業の景況感 

市内事業者に聞いた、平成 29年（2017年）７月～９月時点と比べた全産業の景況感。DI値【（良

い）-（悪い）】の構成比の差引 

基準値（現状 平成 28年度） 目標値（平成 33年度） 

基準値なし プラス値 

 

５）最重点施策として示された「歴史や文化を生かしたにぎわいの再興」（抜粋） 

 

○ 施策の方向性 

 人口減少に伴う消費の低迷や製造業の撤退といった産業面での停滞が続く中、平成 26年（2014

年）に観光を産業の柱とする「観光立市よこすか」を目指すため、観光立市推進条例を制定し、

魅力的な資源を生かしたさまざまな取り組みを進めています。観光を本市の基幹産業として成長

させていくためには、にぎわいを消費の拡大につなげていく必要があります。 

 こうした状況から、都心に近い地理的な優位性や他の都市にはない地域資源を生かし、横須賀

らしいエンターテイメント、スポーツによるにぎわいづくりを進めていきます。特に音楽、スポ

ーツには人の心を高揚させる強い力があります。市内経済に停滞感が生じているなか、音楽、ダ

ンス、スポーツを通じて、市民がワクワクする、楽しめる環境の充実を図ります。 

 具体的には、まちなかで音楽にふれあう機会の充実、ダンスに取り組む子どもたちのあこがれ

の舞台となるダンスフェスティバルの開催、プロ野球「横浜 DeNAベイスターズ総合練習場」の設

置を契機とした「追浜地域のスポーツを核としたまちづくり」、プロサッカー「横浜 F・マリノス」

の練習場の誘致や世界最高峰の大会であるウインドサーフィンワールドカップの継続開催など、

こうした市民が楽しめる、話題性のある取り組みを進め、市内外からの集客を生み、域内・域外

の消費拡大につなげることで、市内経済の活性化を図ります。 

 

６）横須賀市観光立市推進アクションプラン 

  人口減少と相次ぐ製造業の撤退によって産業面での停滞が続いている中で、観光を産業の柱と

する「観光立市よこすか」を目指すため、平成 26 年（2014 年）に「横須賀市観光立市推進条例」

を制定。また、2016 年（平成 28 年）9月には、条例に基づき、観光振興に関する施策を計画的

に推進するため、「横須賀市観光立市推進基本計画」を定め、観光事業者、観光関係団体、市民、

市が力を合わせて、観光を新たな産業の大きな柱として成長させていくこととしている。 

そして、変化の激しい観光客のニーズに対応し、全部局一体となって基本計画を着実に遂行す

るための実行計画として、「横須賀市観光立市推進アクションプラン」を策定。 

アクションプランは、平成 29 年度（2017 年度）から平成 33 年度（2021 年度）の 5年間を計

画期間とし、観光客数の増加、観光消費単価の上昇を促し、観光消費額の拡大に向けた具体的な

取り組みを定めた。 
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観光立市推進アクションプランの概要（抜粋） 

（観光立市推進アクションプランに基づき目標年数を平成 37年度と標記） 

 

観光立市推進基本計画「目標値」 

2014 年度（平成 26 年度）観光客消費額：386 億円 観光客数 785万人 

 

 

 

2025 年度（平成 37 年度）観光客消費額：636 億円 観光客数 1,000万人 

 

１ アクションプランの目的 

事業者と連携しながら施策を進め、観光客の市内における消費活動を活発化させます。 

そして、観光消費額の上昇カーブを一気に上向きにすることを目的とします。 

 

（１） 観光消費額の拡大に必要な２つの要素 

観光消費額の拡大 ＝ 観光客数の増加 × 観光消費単価の上昇 

 

（２）２つの要素へのアプローチ 

観光客数の増加のために 

      ◆観光ニーズの中で、多くの人に知られている地域資源の活用 

 

・現状と施策の方向性 

現状 施策の方向性 

東側に集客が偏っている 市内集客数 No.1 施設の活用 → 

【ソレイユの丘を拠点とする西側地域資源の活用】 

観光バスツアー客が少ない 効率的な集客力に期待 → 【観光バスツアーの獲得】 

平日の観光客が少ない 余裕のある収容力の活用 →【平日観光客の獲得】 

 

観光消費単価の上昇のために 

      ◆観光客の滞在時間を延ばし、「飲食」「土産物」による消費の促進 

 

・現状と施策の方向性 

現状 施策の方向性 

観光消費単価が低い 単価上昇に直結する要素の活用 → 

【「食のブランド化」の推進】【土産物の開発・周知支援】 

【創業支援の推進】 

滞在時間が短い 周遊時間の延長 →  

【地域資源や時間帯によるルートの形成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 億円 UP 
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② 課題 
（ア）産業面における課題 

・少子高齢化による生産年齢人口の減少により、担い手の高齢化、後継者不足や販路拡大、付加

価値向上など経営面での短期、中長期的な課題を抱えており、小規模事業者が人材確保、利上げ

確保等、持続的な経営に向けた取り組みが求められている。 

・基幹産業となっている第 3次産業の商業者、従業員数の大幅な減少による店舗の閉鎖、従業員

の不足による事業の縮小。 

・横須賀市の基幹産業である第 3次産業は、経済センサスによる平成 21年と平成 28年の比較に

おいて、事業所数で 1,554 社減、従業者数で 16,636 人減少しており、事業所総数における平成

21年と平成 29 年の比較減（2,085減）のうちの 74.5％を占め、従業者数（34,901人減）におい

ても 47.7％を占め、大きな課題となっている。 

 

（イ）観光面における課題 

地理的、地形的条件からバス等でのアクセスが困難で長時間歩く必要があり、周遊性における

課題を抱えている。その対策や、近代遺産等で一部、一般公開されていない施設があるなど、VR

等の新たな技術を生かした紹介手法が必要な状況にある。 

 

■延べ観光客数の推移            

実績値（H30年） 857万人 

観光立市推進アクションプラン（R3年） 950万人 

観光立市推進基本計画（R７年） 1,000万人 

 

 

                             

 

 

 

 

   

 

 

■宿泊客数の推移 

実績値（H30年） 38万人 

観光立市推進アクションプラン（R3年） 44万人 

観光立市推進基本計画（R７年） 50万人 
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観光客数、宿泊客の伸びと比較すると、観光消費額については伸び悩んでおり、地域における新

たな産品、周遊ルート等の開発が課題である。 

 

■観光客消費額の推移 

実績値（H30年） 452億円 

観光立市推進アクションプラン（R3年） 595億円 

観光立市推進基本計画（R７年） 636億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）横須賀市観光立市推進アクションプラン 

 

（ウ）生活環境の課題 

横須賀市は市域の多くを山地、丘陵が占め、平坦地が少ないという地形的特徴を有している。

谷戸地域等、高齢化の進む空き家の多い地域で、地域活動への支障や近隣店舗の撤退、交通利便

性の低下など居住環境に関わる負の連鎖が懸念されている。 

 

（エ）人口における課題 

人口減少の中でも転出超過数は平成 25 年に全国 1 位（1772 人）、平成 27 年に全国 2 位（1785

人）を記録（平成 28 年、平成 29年はともに全国 8位）。大きな課題となっている。 

 

（オ）横須賀再興プランに基づく都市課題 

横須賀市の基本計画に基づく最新の実施計画である「横須賀再興プラン(横須賀市実施計画第

３次実施計画)平成 30 年度（2018年度）～平成 33年度（2021年度）」では、横須賀市の現状・課

題を「本市の現状を一言で表すとすれば「閉塞感・停滞感の蔓延」であり、その大きな要因は人

口減少・少子高齢化の進展である。本市の人口は、この 10年で約２万人減少している。また、15

歳未満の年少人口が減少する一方で 65 歳以上の老年人口が全体の３割を超え、少子高齢化がさ

らに進み、人口が右肩上がりであった時代の社会の仕組みが行き詰まりつつあるという現状が、

本市のさまざまな分野における課題として表れているものと考えます。」とし、経済関連において

は、「地域経済やまちの活力の停滞感」を課題として挙げている。 

 

（カ）横須賀市観光立市推進アクションプランに基づく課題 

平成 27年には、過去最高となる年間観光客数が 872万人となったが、平成 30年度は 857万人

となっており伸び悩んでおり、新たな観光プランが望まれている。 

  一方、宿泊数を見ると平成 30年度が過去最高の 38万人となったが、圧倒的に日帰り観光が多

く、宿泊客の増加が大きな課題となっている。 

  また、観光消費額についても伸び悩んでおり、地域における新たな産品等の開発や、観光客を

ターゲットとした、消費拡大が課題である。 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

① 10年程度の期間を見据えた取り組み 
横須賀市の基幹産業が第 3次産業となった中、横須賀市が掲げる都市の将来像である「地域資

源を最大限に活用した『海洋都市』」「都市活力を生み出し、市民がワクワクするまち『音楽・ス

ポーツ・エンターテイメント都市』」、そして「観光立市よこすかの実現」といった方向性を、小

規模事業者が経営基盤安定化のため活用してゆくには、企業や従業者数の減少をこれ以上進行さ

せない支援策と長期的な振興策が必要であり、地域特性を活かした小規模事業者の事業計画の策

定支援と事業推進、円滑な事業承継の推進、ICT 活用による省力化・販路拡大支援等が重要とな

る。 

また、観光客・スポーツ・イベント等の来街者をターゲットとしたビジネスチャンスは、「地産

地消の推進」や「関連商品の開発」「関連サービスの展開」と第 3 次産業だけでなく、第 1 次産

業、第 2 次産業にも関連性が高いことから、小規模事業者全体を見据えた経営基盤の強化、販路

拡大と業務効率化、そして関連事業の展開を具体化する。なお、各種事業実施にあたり、横須賀

市や関係支援機関等との連携を密にした事業の展開を推進し、10年後における小規模事業者数、

9,000～10,000 事業所の維持を目標とする。（平成 28 年経済センサスに基づく小規模事事業者数

9.891事業所） 

 

横須賀商工会議所の今後 10 年間を見据えた支援の取り組み 
(1)地域の経済動向を把握し、事業計画に反映した支援の実施 

(2)地域特性（歴史遺産と近代遺産、地産地消、海上自衛隊、米海軍、プロスポーツ等）を活か 

 した小規模事業者の販路開拓・マッチング支援事業の推進 

(3)小規模事業者の経営基盤安定に向けた円滑な事業承継・人材育成支援 

(4)小規模事業者の ICT活用推進による効率化・販路拡大支援 

(5)小規模事業者の活性化を目的とした地域活性化事業への取り組み 

(6)横須賀市・関係支援機関と連携した小規模事業者支援事業への取り組み 
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（ア）地域の経済動向を把握し、事業計画に反映した支援の実施 

横須賀市の掲げる「海洋都市・音楽・エンタメ・スポーツ・観光立市」をキーワードに、観光

消費の増加に繋がる「商品・サービス開発」について、横須賀市・関係支援機関と連携し、観光

客や各種イベント来街者をターゲットとした顧客の視点に立った小規模事業者の商品・サービス

の開発・提供に向けた事業計画策定支援・経営分析支援・フォローアップ支援を実施する。 

 

（イ）地域特性（歴史遺産と近代遺産、地産地消、海上自衛隊、米海軍、プロスポーツ等）を活か

した小規模事業者の販路開拓・マッチング支援事業の推進 

近代史に基づく歴史遺産の活用、豊富な農水産物の活用、海上自衛隊横須賀地方総監部、米海

軍横須賀基地、横浜 DeNAベイスターズ、横浜 F・マリノスといった、横須賀市の特色を活かし、

小規模事業者の需要動向調査、販路開拓・ビジネスマッチング支援を実施する。 

 

（ウ）小規模事業者の経営基盤安定に向けた円滑な事業承継・人材育成支援 

小規模事業者の円滑な事業の承継に向け、事業承継への意識付けとなる啓蒙事業と事業承継計

画策定支援を推進。また、地域のきめ細やかなサービスや事業の展開には、最低限の雇用の維持・

人材育成は必要不可欠となるため、雇用促進支援や人材育成支援を推進する。 

 

（エ）ICTの活用推進による小規模事業者の販路拡大・業務効率化支援 

小規模事業者の新たな需要の開拓を目指し、ICT・IoT活用による地域特色を活かした商品開発・

販路拡大・サービス事業の展開を支援するとともに、業務効率化等の支援を実施する。 

また、情報発信力の弱い小規模事業者のサービスや商品のプロモーション支援を実施する。 

 

（オ）小規模事業者活性化を目的とした地域活性化事業への取り組み 

小規模事業者の活性化のためには、支援やサービスの充実化だけでなく、横須賀市の観光事業・

イベント等と連携した集客事業や人的ネットワークの拡大に向けた活性化事業も不可欠であり、

横須賀市や関係機関との連携を密に地域活性化事業を実施する。 

 

（カ）横須賀市・関係支援機関と連携した支援事業の取り組み 

横須賀市、金融機関、支援機関、専門家等との連携・協力による小規模事業者の事業継続・販

路拡大、経営指導員等の支援力の向上を目的とした連携強化を実施する。 

 

 

② 横須賀再興プランとの連動性・整合性 

 
横須賀市の基本計画となる横須賀再興プランにおいて、今後の横須賀市の基本施策として、「海

洋都市」、「音楽・スポーツ・エンターテイメント都市」が掲げられており、近代遺産を活用した

活性化や地産地消による活性化、スポーツ・イベントによる活性化が期待されている。 

2019年に開催された「Pokémon GO Safari Zone in YOKOSUKA」、「宴島 2019真夏のモンキー・

D・ルフィ島」等、観光地と集客イベントをミックスした事業は、今後も地域イベントの「核」と

なり、地域小規模事業者にとっても、大きなビジネスチャンスとなり、「海」と「地域資源」を活

用した取り組みは、今後も横須賀市活性化の大きな柱となってゆくことが見込まれる。 

また、「ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジの取り組み」や「ヨコスカバレー構想」と

いった、地域企業と連携した ICT 事業による活性化も推進されており、ICT 活用を小規模事業者

に推進することは横須賀市の方向性に沿った事業展開となっている。 
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③ 横須賀市観光立市推進アクションプランとの連動性・整合性 
横須賀市観光立市推進アクションプランでは、観光客数の増加、観光消費額の拡大を目指してお

り、観光消費の拡大に向け、地域に根付いた小規模事業者の取扱う産品の開発や観光客をターゲッ

トとした豊富な地域資源の活用によるメニューの開発と販路開拓は不可欠であり、事業計画への

反映が小規模事業者の長期的な振興に繋がる。 

 

④ 商工会議所としての役割 
  

（ア）横須賀商工会議所の概要 

三浦半島地域の「核」となる地域総合経済団体である当商工会議所は、昭和 3 年 11 月に神奈

川県下 2 番目の商工会議所として発足。現在会員数 4,734 件(平成 31 年 3 月末現在)、34.7％の

会員組織率となっている。  

令和元年 10月末現在、職員数は 20人で、経営指導員は 7名となっている。 

 

（イ）横須賀商工会議所としての役割 

横須賀市の掲げる「海洋都市」、「音楽・スポーツ・エンターテイメント都市」等の地域資源活

用・観光消費の拡大に向けた取り組みを、小規模事業者のビジネスチャンスとして活用し、販路

拡大・売上向上に繋げ、小規模事業者の長期的な振興に寄与する。また、経営指導員等の支援能

力の向上・情報共有により、経営課題を解決するための"総合病院"として拠点化を目指す。 

 

(1)横須賀市の推進する観光消費拡大施策と連携した小規模事業者の商品・サービス事業の開

発・周知支援と地域経済動向の提供により、小規模事業者の経営基盤の強化を目指す。 

(2)小規模事業者の長期的な振興に寄与するサービス事業と支援策の展開により、小規模事業

者の新たなマッチング・販路開拓に寄与し売上拡大を実現する。 

(3)従来の"点"の支援から、伴走型による"線"の支援を徹底し、ひいては"面"としての総合的

な小規模事業者の経営改善につながるよう経営指導員等の支援力を向上させる。 

(4)長期的に高度な支援人材の確保と BIZ ミルの活用による支援状況のデータベース化と情報

共有により、小規模事業者が抱える経営課題の"総合病院"としての拠点化を目指す。 

(5)各事業実施のため、横須賀市、関係支援機関、金融機関、専門家等とのハブとなり地域支

援機関の「核」となる。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 
小規模事業者の持続的発展を具体化すべく、横須賀市、関係支援機関、金融機関、専門家等と密  

接に連携し、伴走型支援による事業者の「販路拡大」「収益力の向上」を目標として、今後 5 年間

に亘る経営発達支援計画を下記の通り設定する。 

 

（ア）地域の経済動向を把握し、事業計画に反映した支援の実施 

      横須賀市の掲げる「海洋都市・音楽・エンターテイメント・スポーツ・観光立市」をキーワー

ドに、RESASの「観光マップ」「まちづくりマップ」、横須賀商工会議所独自の商圏分析システム

等を活用し、小規模事業者に対し、地域の経済動向の提供と経営状況の分析後、事業計画策定を

実施する。なお、経営発達支援事業の実施期間である令和 2年 4月 1日より令和 7年 3月 31日

の 5 年間に 550事業者の事業計画策定・フォローアップを実施する。 

 

（イ）地域特性（歴史遺産と近代遺産、地産地消、海上自衛隊、米海軍、プロスポーツ等）を活か

した小規模事業者の販路開拓・マッチング支援事業の推進 

歴史遺産・観光資源の活用による「土産物の開発・周知」支援、豊富な農水産物の活用による
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「地産地消ブランド」の促進、海上自衛隊横須賀地方総監部、米海軍横須賀基地と連携した「入

札支援」、「よこすか海軍カレー・ヨコスカチェリーチーズケーキ」による集客支援等、横須賀市

の特色を活かした事業の展開により、小規模事業者の集客支援・マッチング支援を実施する。な

お、経営発達支援事業の実施期間である令和 2年 4月 1日より令和 7年 3月 31日の 5年間に 500

事業者の集客支援・販路開拓支援を実施する。 

 

（ウ）小規模事業者の経営基盤安定に向けた円滑な事業承継・人材育成支援 

横須賀商工会議所が平成 30 年 3 月に実施した 617 社の有効回答による事業承継アンケートに

よると、50代～60代の事業承継に対する無自覚層が多く、「現状維持」と考えている経営者が 78％

となった。また、従業員別で見ると 1～5 人で 35％が「現状維持」と回答。6 人～20 人規模でも

25.2％が「現状維持」と回答しており、今後の事業承継支援を考えた場合、特に 50 代～60 代に

対する事業承継への啓蒙、10年後を見据えた事業承継への啓蒙が重要となる。 

特に小規模事業者の事業承継は、突然の廃業も多いため、啓蒙事業の推進と事業承継支援計画

策定支援を推進する。また、小規模事業者における企業の人材育成事業として、雇用支援事業・

人材育成事業を実施する。 

なお、経営発達支援事業の実施期間である令和 2年 4月 1日より令和 7年 3月 31日の 5年間

に 50事業者の啓蒙・事業承継計画策定、人材育成支援を実施する。 

 

（エ）ICTの活用推進による販路拡大・業務効率化支援 

ICT ツール・EC（電子商取引）システムの活用による新たな販路開拓や業務効率化支援を実施

する。販路開拓支援にあたっては、日本商工会議所・全国の商工会議所と連携し、横須賀商工会

議所が運営するインターネット地域産品ギフトショップ「おもてなしギフト」

（https://shopping.geocities.jp/omotenashigift/）を活用。小規模事業者のインターネット活用に

よる販路拡大を促進する。また、業務効率化に向けた取り組みを支援するとともに、情報発信力

の弱い小規模事業者のサービスや商品のプロモーション支援を実施する。 

なお、経営発達支援事業の実施期間である令和 2年 4月 1日より令和 7年 3月 31日の 5年間

に 250事業者の ICTツール・ECシステムの活用を実施する。 

 

（オ）小規模事業者の活性化を目的とした地域活性化事業への取り組み 

小規模事業者の活性化のためには、支援やサービスの充実化だけでなく、横須賀市の観光事業・

イベント等と連携した集客事業や人的ネットワークの拡大に向けた活性化事業も不可欠であり、

横須賀市や関係機関との連携を密に地域活性化事業を実施する。 

 

（カ）横須賀市・関係支援機関と連携した支援事業の取り組み 

横須賀市、金融機関、支援機関、専門家等との連携・協力による事業の推進と情報共有・支援

強化を目的とした支援ネットワークを確立し、小規模事業者の支援力の向上を図る。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 
（ア）地域の経済動向を把握し、事業計画に反映した支援の実施 

横須賀市の計画に基づく観光客や来横客の推移や観光消費について、小規模事業者は知る機会

が少ないことから、「RESAS」「景気動向調査結果」を活用し、情報を把握するとともに小規模事業

者に提供する。年 1回の公表による情報提供を行う。事業計画策定支援にあたっては、「ローカル

ベンチマーク」、「経営計画つくるくん」「BIZミル」等を活用した「財務分析」「SWOT分析」によ

る小規模事業者の経営状況分析を実施するとともに、事業計画策定にあたっては、財務分析・SWOT

分析・商圏分析の結果と地域の経済動向を鑑み、計画策定を支援する。 
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（イ）地域特性（歴史遺産と近代遺産、地産地消、海上自衛隊、米海軍、プロスポーツ等）を活か

した事業の推進 

 黒船来航以降の歴史遺産・近代遺産、日本遺産周遊ルート等の利活用による観光客の増加、観

光消費の増加に寄与すべく、「食のブランド化」「土産物の開発」「新サービス開発」「プロモーシ

ョン」等、小規模事業者が来街者の増加をビジネスチャンスと捉え、販路拡大に繋がる販売強化

支援・広報強化支援を実施するとともに、豊富な農産物を活用した「地産地消」の推進、横須賀

市・海上自衛隊横須賀地方総監部・米海軍横須賀基地と連携した「食による街おこし事業」の推

進による地域活性化を推進する。 

  また、海上自衛隊横須賀地方総監部・米海軍横須賀基地の発注する入札案件を小規模事業者が

落札すべくマッチング支援を実施する。 

 

（ウ）小規模事業者の経営基盤安定に向けた円滑な事業承継・人材育成支援 

横須賀市内における小規模事業者の事業承継は、従業員規模 20 人が廃業と事業承継の分かれ

道となっており、従業員規模が少ないほど、「現状維持」の意識が高くなっている。また、50代～

60代の経営者は、将来を見据えた動向が不透明なことから、10年後を見据えた事業承継への啓蒙

や情報提供、事前の事業承継計画の策定支援が重要となる。このため、横須賀市・金融機関・専

門家等と協力し、小規模事業者の円滑な事業承継に向けた啓蒙事業・事業承継策定支援事業を実

施する。 

また、小規模事業者の経営基盤安定化に向けた、人材確保支援、人材高度化支援等、小規模事

業者の雇用安定事業を実施する。 

 

（エ）ICTの活用推進による販路拡大・業務効率化支援 

小規模事業者が販路拡大を実現するためには、EC（電子商取引）活用が不可欠であり、運営

に係るノウハウの提供や商品開発等が重要なポイントとなる。このため、横須賀商工会議所で

は、小規模事業者の EC活用のための目標設定・商品分析・事業計画策定・EC活用ノウハウの提

供・支援に係る事業を実施する。 

また、小規模事業者が手軽に ECショップを開設出来る、日本商工会議所・全国の商工会議所

と連携し、横須賀商工会議所が運営するインターネット地域産品ギフトショップ「おもてなし

ギフト」（https://shopping.geocities.jp/omotenashigift/）への出店支援も実施する。 

ICT ツールの活用による業務効率化に向けた取り組みは、事業計画の分析により、フロント

業務、バックオフィス業務、決済、人事管理等、必要に応じたツール活用の提案を行い、小規

模事業者の業務効率化支援を実施する。 

なお、販路拡大に向けては、EC活用だけではなく、展示会・見本市・百貨店等の出店支援や

情報発信力の弱い小規模事業者のサービスや商品のプロモーション支援を実施する。 

 

（オ）小規模事業者の活性化を目的とした地域活性化事業への取り組み 

  横須賀市と連携し、横須賀市の豊富な農水産品を活用した「地産地消」事業の推進、横須賀

市・海上自衛隊横須賀地方総監部、米海軍横須賀基地と連携した、カレー、チーズケーキとい

った地域素材活用による「食」による地域活性化、横須賀市・横浜 DeNAベイスターズ、横浜 F・

マリノスとの連携によるスポーツを通じた地域活性化、横須賀商店街連合会と連携した商店街

の賑わいイベントの実施、横須賀市・横須賀市教育委員会と連携した「地域人材育成プロジェ

クト」等、横須賀市や関係機関と連携し、小規模事業者の賑わいや売上げ拡大となる事業につ

いて実施する。 

 

（カ）横須賀市・関係支援機関と連携した支援事業の取り組み 

  地域特性を鑑みた小規模事業者の長期的な振興を実現すべく、横須賀市・地域金融機関・支

援機関・中小企業診断士等の専門家との連携により、地域経済動向の分析・経営状況分析・事
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業計画策定・フォローアップ・需要動向調査・需要の開拓支援を、連携等を協力して推進する

とともに、支援ノウハウや支援事例等も関係機関と共有し、今後の支援事業に繋げる。 

  また、専門家と連携した OJTにより、経営指導員等の支援力向上に努める。 
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経営発達支援事業実施期間及び内容 

 

経営発達支援事業の実施期間   

（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は、一部の職員が「RESAS」（地域経済分析システム）を参考に、

支援に活用していたが、組織としての「RESAS」の活用ならびに情報提供は出来ていない。 

また、「商工会議所 LOBO 調査」「中小企業景況調査」、500社を対象に年 4回の独自の「景気動向

調査」を実施している。 

（課題）各調査の分析については、専門的分析知識が不足しているため分析の深掘りが出来てお

らず、専門家等による分析や関係機関等への情報提供による意見徴収等を実施し改善する。 

 

（２）事業の内容 

（ア）国の提供するビッグデータの活用 

当地域において、横須賀市における様々なビッグデータ（地域経済、産業、人口の推移、観光

動向など）を、地図やグラフで可視化し、小規模事業者に提供するとともに、専門家と内容を分

析し、小規模事業者の事業計画に反映する。なお、「RESAS」活用については、横須賀市との連携

並びに専門家の支援を受けつつ、経営指導員等が「RESAS」を活用し、地域の経済動向分析を行い、

年 1回公表する。 

【分析手法】 

・「地域経済循環マップ」による地域産業の分析 

・「産業構造マップ」による産業構造、雇用、売上等の把握 

・「観光マップ」による観光客の動向把握 

・「まちづくりマップ」による人の動きの把握 

 

（イ）景況調査（独自調査） 

管内小規模事業者の詳細な営業活動の状況を把握するため、中小企業・小規模企業約 3,000 社

を対象に 4 半期毎に年 4 回実施。回収 500者を目標数値とする。調査結果は会報、ホームペー

ジ、メディアへの投込み等で広く情報提供していたが、関係支援機関や専門家への提供により、

より高度な分析による経営分析、事業計画策定の参考データとして活用する。 

【調査対象】 

・管内小規模事業者 3,000社（建設業 800社、製造業 100社、卸売・小売業 800社、飲食・サー 

ビス業 1,000社、不動産業 100社、その他 200 社） 

【調査項目】 

・景況感、売上、収益、今後の見通し（すべて過去 3カ月と今後 3カ月との比較）、経営課題 

【調査手法】 

・年 4回、FAXによる調査、経営指導員等による聞き取り調査、インターネットを活用した調査 

【分析手法】 

・経営指導員が外部専門家と連携し分析を実施 
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（ウ）日本商工会議所「LOBO調査」、中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」への協力 

日本商工会議所、中小企業基盤整備機構による調査協力により、全国の景況と横須賀市の景況

を比較・分析するとともに、企業の分析・事業計画策定の参考とする。回収 15社を目指す。 

  なお、公表については、日本商工会議所、中小企業基盤整備機構が全国で集計した結果をブロ

ック毎に分析し、ホームページ、メディア等で公表しているため、公表結果を横須賀商工会議所

の景気動向調査結果と併せて専門家と連携し分析、年 4 回、会報、ホームページ、メディアへの

投込み等で広く情報提供するとともに、横須賀商工会議所の小規模事業者支援の参考とする。 

 

【調査対象】 

・管内小規模事業者 15社（建設業 3社・製造業 3社・卸売業 3社・小売業 3社・サービス業 3社

の 5業種） 

【調査項目】 

・景況感、売上、収益、今後の見通し、経営課題、時宜に即した調査を付加 

【調査手法】 

・日本商工会議所「LOBO調査」（毎月）、中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」（年 4回） 

・FAXによる調査、経営指導員等による聞き取り調査 

【分析手法】 

・経営指導員が外部専門家と連携し分析を実施 

 

（３）成果の活用 

・情報収集、調査・分析結果はメディアへの投込み、ホームページでの公表等、広く管内事業者

等へ提供する。 

・小規模事業者の事業計画策定支援等の参考とする。 

 

（４）目標 

 現行 R2 年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

ア.公表回数 1 回 1回 1 回 1回 1 回 1回 

イ.公表回数 4 回 4回 4 回 4回 4 回 4回 

ウ.公表回数 4 回 4回 4 回 4回 4 回 4回 

 

３．経営状況の分析に関すること 
（１）現状と課題 

（現状）経営指導員等は、巡回・窓口支援にあたり、支援状況を会員管理システムに入力し、支

援の傾向等を確認している。補助金支援や金融支援の際は、「財務分析」「SWOT分析」を実施し

ている。 

（課題）補助金支援、金融支援以外、日常的に経営に意欲的な小規模事業者の掘り起しが不足し

ている。また「ローカルベンチマーク」「経営計画つくるくん」の活用も一部の経営指導員限り

となっている。 

このため、セミナー開催や、経営指導員等が、窓口・巡回支援を利用し、日常的に経営に意

欲的な小規模事業者の掘り起しを進めるとともに、「ローカルベンチマーク」「経営計画つくる

くん」の活用による支援を実施する。なお、実施にあたり、経営指導員等が日常的に専門家と

の連携を強化し、意欲的な企業の掘り起しが可能な体制づくりを行う。 

 

（２）事業内容 

  日常的な経営指導員等による巡回・窓口支援の際、経営課題を確認し、経営に意欲的な小規模

事業者を経営分析個別相談会・EC出店に係る経営分析セミナー・事業承継セミナー等へ誘導し、
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「財務分析」「SWOT 分析」を実施する。（経営分析実施小規模事業者数：経営指導員 7 名(全経営

指導員)×20社の計 140社を目標とする。） なお、分析に際し、経営指導員等は、「ローカルベン

チマーク」「経営計画つくるくん」等のツール活用を推進する。また、高度な分析が必要な場合、

専門家と連携し、詳細な分析を実施する。 

 

（ア）「経営分析個別相談会」の開催（リアル店舗対象） 

専門家との連携により、小規模事業者を対象に、専門家と連携した「経営分析個別相談会」を

開催し、事業拡大に意欲的な小規模事業者及び事業承継支援の必要な小規模事業者の掘り起しに

努める。 

 

【個別相談開催募集方法】会報記事掲載（年 6 回発行）、メールマガジンによる情報発信（1,200

社）、FAX による情報発信（1 回あたり 3,000 社：建設業 800 社、製造業 100 社、卸売・小売業

800社、飲食・サービス業 1,000社、不動産業 100社、その他 200社）、ホームページへの掲載、

地域メディアへの情報提供 

【開催回数】「経営分析個別相談会」（年 6回） 

【参加者数】参加者 1 回あたり 10社 計 60社 

 

（イ）EC（電子商取引）出店に係る経営分析セミナーの開催（ネットショップ対象） 

  ネットショップの開設を目指す小規模事業者に対し、ネットコンサルタントと連携した経営分

析セミナーを開催。ネットショップ開設に意欲の高い小規模事業者の掘り起しを行う。 

【開催回数】「ネットショップ開設のための経営分析セミナー」（年 2回） 

【参加者数】1回につき 25社 計 50社 

 

（ウ）経営課題の抽出と専門家連携 

景気動向調査等の活用、巡回・窓口相談、経営分析個別相談会・セミナー等の開催により、経

営分析が必要な小規模事業者を掘り起し、個別支援等による経営課題の把握及び経営分析支援を

行う。また、日常的な専門家連携により、課題解決に努めるとともに、「ローカルベンチマーク」

「経営計画つくるくん」の活用による職員の経営分析能力を高め、支援体制を整える。 

 

（エ）小規模事業者に対する経営分析の内容 

【対象者】巡回・窓口相談、経営分析個別相談会・セミナー等の参加者 110社（リアル店舗 60社、 

ネットショップ 50社）。 

【分析項目】定量分析としての「財務分析」及び定性分析として「SWOT分析」を実施する。 

<財務分析> 売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率等 

<SWOT分析> 強み、弱み、脅威、機会、差別化等 

【分析方法】 

<財務分析> BIZミル（経営支援基幹システム）による売上、粗利、収益性、生産性等の分析の

他、経済産業省の「ローカルベンチマーク」を活用し、財務分析を行う。 

<SWOT分析> 中小機構の「経営計画つくるくん」「経営自己診断システム」等を活用し、SWOT分

析を実施。 

 

なお、小規模事業者が一般消費者を対象とする事業展開をする場合は、GIS（地理情報システム）

の活用による商圏分析支援も実施する。 

  GIS（地理情報システム）は、デジタル地図の画面上に様々な情報を重ねて、それらの情報を用

いて様々な分析を行うシステムであり、このツールを活用し、「財務分析」「SWOT分析」と併せ、

「商圏分析」を実施し、分析力を高める。「財務分析」「SWOT分析」「商圏分析」にあたっては、専

門家との連携により、より高度な分析結果を事業者に提供する。 
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（３）成果の活用 

・分析した結果は、小規模事業者の事業計画・販路開拓・情報発信の一助として活用する。 

・分析結果は、小規模事業者に提供するとともに、BIZ ミルに取り組み、企業データの充実を図る

とともに職員・専門家等による共有化を図る。 

 

（４）目標 

 現行 R2年度 R3 年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

ア．開催件数  6回 6回 6回 6回 6回 

ア．分析件数  60社 60 社 60社 70社 70社 

イ．開催回数 - 2回 2回 2回 2回 2回 

イ．分析件数  50社 50 社 50社 70社 70社 

（ア）はリアル店舗対象、（イ）はネットショップ対象事業。経営分析実施小規模事業者数は、

経営指導員 7 名により、令和 2 年度から令和 4 年度は、ひとりあたり 15 社～20 社を目標とす

るが、令和 5年度以降は、ひとりあたり 20社の計 140社を目標数値とする。 

 

４．事業計画策定支援に関すること 
（１）現状と課題 

（現状）「小規模事業者持続化補助金」等の申請時において事業計画策定は実施するものの、通常

は事業計画策定の必要性や経営戦略のための計画策定は、多くの小規模事業者に理解されてい

ない。 

（課題）事業計画なしで、新商品販売や情報発信を行うため、場当たり的な計画となると同時に、

その後の支援に結び付くことが少ない。このため、事業計画策定支援にあたり、補助金支援をき

っかけに、今後の事業拡大に繋がる小規模事業者を掘り起し、販路拡大に繋げる。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画策定にあたり、「地域の経済動向調査」「経営状況の分析」「需要動向調査」等の結果を

踏まえ、目指す夢（強み）を明確にさせる。経営状況の分析を実施した小規模事業者に対し、「事

業計画策定セミナー・個別相談会」への参加を促す。ネットショップ開設に取り組む小規模事業

者には、「ネットショップ開設に向けた事業計画策定セミナー・個別相談会」への参加を促す。ま

た、事業承継の啓蒙と事業承継計画策定支援を目的とした「事業承継セミナー・個別相談会」を

開催し、具体的な事業承継計画策定に繋げる。 

経営指導員等による「経営状況の分析」や、国・県・市の認定取得支援、補助金活用支援によ

り、事業計画に対する意識が希薄な小規模事業者に事業計画を作ることの意味合いを考えさせ、

小規模事業者の与信力の向上（事業計画の策定）を目指す。 

 また、地域特性を鑑みた機会と脅威を事業計画支援と紐づける。 

 

（３）事業内容 

①経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー・個別相談会」の開催 

（ア）事業計画策定セミナーと個別相談会の開催 

経営分析支援を行った小規模事業者等を対象に、事業計画策定支援セミナーを開催する。個別

相談会においては、経営指導員等と専門家の連携支援により、確実に事業計画策定に繋げてゆく。 

【募集方法】経営分析支援対象者に対する募集、ホームページ、会報による広報 

【開催回数】セミナー2回、個別相談会 2回 

【参加者数】セミナー1回につき 25社、個別相談会 1回につき 15社 

【カリキュラム】①「SWOT分析」結果による事業者の強みの抽出 

②地域特性を活かした事業計画の策定 
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（イ）ネットショップ開設に向けた事業計画策定セミナーと個別相談会の開催 

ネットショップ開設に向けた経営分析を行った小規模事業者等を対象に、ネット販売計画策定

支援セミナーを実施。個別相談会においては、経営指導員等とネットコンサルタントの連携支援

により、確実に事業計画策定に繋げてゆく。 

【募集方法】経営分析支援対象者に対する募集、ホームページ、会報による広報 

【開催回数】セミナー2回、個別相談会 2回 

【参加者数】セミナー1回につき 25社、個別相談会 1回につき 15社 

【カリキュラム】①出店計画・店舗コンセプト作成・商品構成・売上利益計画作成 

②地域特性を活かした商品開発検討 

 

（ウ）事業承継セミナーの開催と個別相談会の開催 

小規模事業者に対する事業承継の啓蒙と円滑な事業承継を実現すべく、経営分析を実施した小

規模事業者の中で、事業承継支援が必要な小規模事業者に対し、横須賀市、関係支援機関、神奈

川県事業引継ぎ支援センター・専門家との連携による事業承継セミナーを実施、確実な事業承継

計画策定に繋げてゆく。 

【募集方法】経営分析支援対象者のうち、事業承継の意向のある事業者に対する広報。 

【開催回数】セミナー1回、個別相談会 1回 

【参加者数】セミナー1回につき 10社、個別相談会 1回につき 5社 

 

②事業計画の策定 

 事業計画作成に基づき、小規模事業者の掘り下げを行う。 

【支援対象】「経営力向上計画」（国）、「経営革新計画」（県）、「先端設備等導入計画」（市）等の

認定承認及び小規模事業者持続化補助金・神奈川県小規模事業者支援推進事業費補助金等の支援

を実施した小規模事業者及び経営分析セミナー・個別相談会に参加した小規模事業者を支援対象

とする。 

【手段・手法】事業計画策定セミナーに参加した小規模事業者に対し、経営指導員等による個別

支援・個別相談会参加者に対し、経営指導員等が分析結果をもとに事業計画策定を支援。高度な

支援が必要な場合は、専門家との連携による個別支援を実施する。 

 

（４）目標 

 現行 R2 年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

ア．事業計画策定件数 - 50 社 50社 50社 50社 50社 

イ．事業計画策定件数 - 50 社 50社 50社 50社 50社 

ウ．事業計画策定件数 - 10 社 10社 10社 10社 10社 

 

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） 

・補助金申請を目的とした事業計画策定支援が中心となりフォローアップ企業が限られている。 

・トヨタ自動車東日本(株)（横須賀商工会議所元副会頭）の内川晋氏の全面協力のもと、企業の

事業計画に基づいた業務改善支援プロジェクト「内川塾」を実施している。 

・横須賀商工会議所の運営する地域産品をギフトとして全国に向けて販売する EC（電子商取引事

業「おもてなしギフト」では年間を通じ、出店後のフォローアップや売上分析を実施している。 

・事業承継支援に際しては、専門家や神奈川県事業引継ぎ支援センター等と連携し実施している。 

（課題） 

・補助金採択後の事業計画推進に係る継続支援は一部事業者に限られている。事業承継における
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支援を含め、案件発掘に結び付いていない。今後は、補助金支援をきっかけに、事業計画の実

施に向け、事業計画推進に係る課題解決について、関係支援機関や専門家と連携するとともに、

課題解決に結びつく業務効率化やツール活用支援を推進する。 

・事業計画に基づく事業展開における改善点のチェック・提案等が継続的に出来ていないため、

経営指導員等により実施してゆく。 

・ネットショップへの出店後の支援が、一部小規模事業者に限られているため、支援対象事業者

を拡大してゆく。 

・事業承継支援は、事業承継への意識づけの不足や事業承継計画策定支援に繋がっていない。 

 

（２）事業内容 

（ア）定点チェックによる事業計画策定フォローアップ 

 事業計画を策定した補助金活用、金融支援等の全ての小規模事業者を対象に、事業計画の推進

状況を経営指導員等が 1月～2か月の間に 1回チェック。事業計画とのズレが発生した場合には、

新たな課題を見直し、状況に応じ、専門家の支援が必要な場合には連携して課題解決を行う。ま

た、事業計画に基づいた業務効率化を推進すべく、中小機構関東本部と連携し、ITプラットフォ

ーム（ここからアプリ）の活用を促すとともに、経営指導員・職員と専門家によるツール活用提

案を実施する。（経営指導員等による 1月～2か月の間に 1回のフォローアップを実施） 

また、事業改善が必要な小規模事業者に対しては、トヨタ自動車東日本(株)名誉顧問(横須賀商

工会議所元副会頭)の内川晋氏の全面協力のもと、内川氏が大手企業の改善活動の第一人者とし

て長年培った経営改善ノウハウを小規模事業者の観点から指摘し改善を行う。支援にあたり、経

営指導員等が改善目標に係る進捗を確認、アドバイスを実施、職員の OJTの場としても活用する。 

 

（イ）ネットショップ開設に向けた事業計画策定フォローアップ 

ネットショップ開設に向け事業計画を策定した全ての小規模事業者を対象に、事業計画の推進

状況を経営指導員等が 1月～2か月の間に 1回チェック。ネットショップの開設にあたり、短期・

中期・長期の販売計画、プロモーション計画、集客強化計画、差別化計画等、ネットショップ開

設後の具体的な取り組みを支援し、ネットショップ開設に繋げる。また、ネットショップ開設後

は、アクセス解析データに基にした効果検証を行い、分析データを基にした継続的なフォローア

ップを経営指導員等がネットコンサルタントと連携して実施する。（経営指導員等による 1～2 か

月の間に 1回のフォローアップを実施） 

 

（ウ）事業承継支援に向けた事業計画策定フォローアップ 

事業承継計画を策定した全ての小規模事業者を対象に、確実な事業承継に結び付けるため、経

営指導員等が 3か月に 1回、対象となる小規模事業者に対し、計画の進捗状況や課題等をチェッ

クすると共に、神奈川県事業引継ぎ支援センター・専門家と連携し、事業承継に係る詳細なアド

バイスを実施する。（経営指導員等による 3か月に 1回のフォローアップを実施） 

 

（３）目標 

フォローアップ事業者数 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 
フォローアップ対象事

業者数 
- 110社 110 社 110社 110社 110社 

※1頻度（延回数） - 630回 630 回 630回 630回 630回 
※2売上増加事業者数 - 11社 11 社 12社 12社 14社 

※2売上利益率 5％増

加事業者数 
- 5社 5 社 6社 6社 7社 

※1 指導員 7名×15社×6回＝630回 事業によりフォローアップ頻度が異なるため、年 6回で積算 

※2 フォローアップ事業者のうち 10%が売上増加、売上増加事業者の 50%が利益率増加と想定 
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６．需要動向調査に関すること 
（１）現状と課題 

（現状）支援機関としてこれまで行ってきた調査は、景気動向調査の他、実施した事業における効

果検証を目的とする事業者を対象としたものが多く、消費者を対象とした調査を行う機会はほと

んどなかった。しかしながら、経営を取り巻く外部環境が急速に変化する現代において、常に消

費者ニーズを捉えることは、経営の中でも重要である。支援機関がこの視点から需要動向調査を

行い、事業計画への反映まで支援を行うことは、小規模事業者にとって有益な経営支援と考える。 

 

（課題）経営において「顧客ニーズ」を知ることの重要性は広く知られているところだが、そのた

めの「調査手段や方法」「調査項目の策定」「調査結果の分析」「事業計画への反映」までの一連の

作業は、日常業務に追われる小規模事業者が行うことは出来ていない。このため、経営指導員等

が経営支援として需要動向調査を実施するために、調査目的・ターゲットを明確にし、各分野の

専門家と連携した支援を実施する。また、調査結果については、創業者支援の一環として、創業

予定者へのデータ提供も実施する。    

 

（２）事業内容 

（ア）メール配信サービスを活用した小規模事業者商品アンケート調査 

小規模事業者が EC（電子商取引）ショップ活用による売上拡充に向け、アンケート機能を持つ

メール連絡網配信サービス（幼稚園、保育園、教育機関の PTAを中心に、全国 80万件のメールア

ドレスを保有）を利用し、地産地消による魚加工品について、商品内容、価格等に係るアンケー

ト調査を実施。  

調査結果を小規模支援事業者にフィードバックし、事業計画に反映すると共に、「おもてなしギ

フト」にも反映させる。なお、アンケート結果については、「おもてなしギフト」出店 30事業所

に情報提供し、参考としてもらう。 

 

【調査手段・方法】 インターネットツールを活用。アンケート機能を持つメール連絡網配信サ

ービス（幼稚園、保育園、教育機関の PTA を中心に、全国 80万件のメールアドレスを保有）

によるメールアンケート調査を実施する。 

【サンプル数】メール受信者（100件） 

【調査時期】随時 

【調査項目】ネットでの消費動向や課題にあった項目を選定 

（例）・誰に ・目的 ・価格 ・選んだ理由 など 

【分析手段・手法】専門家と連携し、集計データの分析を行う。 

【分析結果の活用】分析結果は小規模事業者にフィードバックし、商品、構成、価格帯、商品開 

発を行うほか、「おもてなしギフト」運営に反映させる。 

 

（イ）小規模事業者の見本市・展示会におけるアンケート調査の実施 

  取引拡大を目的とした小規模事業者の見本市、展示会等の催事出展において、カレーレトルト

商品に係る、来場者を対象としたアンケート調査を行い、検証結果を小規模事業者にフィードバ

ック、事業計画に反映すると共に、商品のブラッシュアップや商品開発の参考にする。なお、ア

ンケート結果については、見本市等に出展した 5事業所に情報提供し、参考としてもらう。 

 

【調査手段・方法】催事会場において、来場者を対象とした記入方式のアンケート調査を実施。 

【サンプル数】バイヤー、来場者（50件） 

【調査時期】関東イオン合同見本市（７月）等 

【調査項目】調査項目設定には、よろず支援拠点他、各分野の専門家と協議し、取引拡大に向け
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た動向や課題にあった項目を選定する。 

 （例）商品のクオリティ、形状、販売価格、取引条件など 

【分析手段・手法】専門家と連携し、集計データの分析を行う 

【分析結果の活用】検証結果を基に出展事業者に対し、商品のブラッシュアップや商品開発の参

考にすると同時に、対象者へのアプローチを行うところまでの支援を行う。 

 

（ウ）百貨店への催事出展時のアンケート調査の実施 

デパート等の催事出展での売上向上に向け、来店者を対象とした地産地消による和洋菓子・干

物等の試食及び来店者へのアンケート調査を実施。検証結果を基に、検証結果を小規模事業者に

フィードバック、事業計画に反映すると共に、商品のブラッシュアップや催事での品揃え、価格

帯の見直しなど、売上拡充を図る。なお、アンケート結果については、百貨店に出展した 5事業

所に情報提供し、参考としてもらう。 

 

【調査手段・方法】催事会場にて、来場者を対象に試食及び記入方式のアンケート調査を実施。 

【サンプル数】来店者（50件） 

【調査時期】かながわ屋そごう横浜店 催事スペースにて 随時 

【調査項目】調査項目設定には、よろず支援拠点他、各分野の専門家と協議し、来店者の属性や

嗜好がわかるような、項目を選定する。 

(例) 味、甘さ、硬さ、色、大きさ、価格、見た目、パッケージ等 

【分析手段・手法】よろず支援拠点他、各分野の専門家と連携し、集計データの分析を行う 

【分析結果の活用】検証結果を事業計画に反映すると共に、商品のブラッシュアップや商品開発

の参考にすると共に、催事での品揃え、価格帯の見直しなど、売上拡充を図る。 

 

（３）目標    

 現行 R2年度 R3 年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

ア．EC販売対象事業者 - 30社 30社 30社 30社 30社 

イ．見本市、展示会等

出展対象事業者 
- 5社 5社 5社 5社 5社 

ウ．デパート、催事等

出展対象事業者 
- 5社 5社 5社 5社 5社 

 

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） 

（ア）小規模事業者のネットショップ開設による販路拡大（BtoC） 

横須賀商工会議所が運営するインターネット・ギフトショップ「おもてなしギフト」では、ヤ

フー株式会社、日本商工会議所、全国商工会議所と連携している EC（電子商取引）事業で、ネッ

トショップ活用のノウハウがない小規模事業者も手軽に出店し、販売ができる仕組みとなってい

る。横須賀からは約 30 社が出店しており、約 550万円（平成 30年度）の売上となった。また、

横須賀市応援ふるさと納税との連携も行っており、横須賀応援ふるさと納税返礼品として約 450

万円（平成 30年度）の売上となった。 

 

（イ）小規模事業者の取引拡大に向けた催事出展支援（BtoB） 

おもてなしギフト出店事業者のリアルでの販促支援として、イオンでの取引拡大を目的とした

「関東イオン合同見本市」への出展支援を平成 28年から実施。 

イオンとの取引や取引拡大に繋がった事業者は 2社となった。 

また、工業系事業者の取引拡大として、「テクニカルショウヨコハマ」への出展では、30 年度
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出展支援 5社、名刺交換数 140社、商談者数 14社、成約 1社となった。 

 

（ウ）小規模事業者の百貨店・大型スーパーの催事・見本市出展によるプロモーション及び売上拡

充支援（BtoC） 

神奈川県観光協会が運営する、かながわ屋そごう横浜店の催事出展を令和元年度から開始。す

でに 7 店舗が販売を行った。出展者の中からは、そごう横浜店のお歳暮に採用された事業者や、

イートインコーナーへの出展依頼を受けた事業者もいる。 

 

（エ）小規模事業者の米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部との受注促進（BtoB） 

小規模事業者の販路開拓支援として、米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部におけ

る、建設工事・艦船修理・日用品の調達等を受注すべく、入札情報の更新、落札後の翻訳・通訳

サポート等を実施。また、米海軍横須賀基地より発注される情報は、全て英語のため、米海軍横

須賀基地契約部等が閲覧可能となる、地域企業の情報を二か国語で発信するホームページ「横須

賀ビジネスパートナー」を運営。米海軍基地と地域企業のビジネスマッチングを推進している。

また、米海軍基地内で工事や役務を行なう際に必要となる「安全衛生担当官資格」と「品質管理

責任者資格」取得のための講習会も開催している。平成 30 年は、70 社に対するマッチング支援

により 148 案件の落札成果を上げた。 

 

（課題） 

（ア）小規模事業者のネットショップ開設による販路拡大（BtoC） 

売れる商品、売れない商品の差は大きく、出店してからのフォローの必要性を痛感している。

需要動向調査の検証データを活用し、商品のブラッシュアップや、新商品の開発が必要であり、

ネットコンサルタントと連携し、社会動向を見据えた、新たな切り口によるプロモーションを検

討する。 

 

（イ）小規模事業者の取引拡大に向けた催事出展支援（BtoB） 

 企業向けの取引拡大は、大きなビジネスチャンスと言えるが、小規模事業者は、自社の技術力

や商品の魅力を伝えるプロモーションのノウハウが乏しく、催事出展者の半数以上は成果に繋が

らないことから、プロモーションに長けた専門家と連携した催事出展支援を実施し、取引拡大に

繋げる。 

 

（ウ）小規模事業者の百貨店・大型スーパーの催事・見本市出展によるプロモーション及び売上拡

充支援（BtoC） 

小規模事業者は、百貨店や大型スーパーの催事出展の経験が乏しい。また、出展の機会があっ

ても、自社の技術力や商品の魅力を伝えるプロモーションのノウハウも乏しい。このような事業

者が多いことから、プロモーションに長けた専門家と連携した催事出展支援を実施し、売上拡充

に繋げる。 

 

（エ）小規模事業者の米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部との受注促進（BtoB） 

小規模事業者は、米海軍横須賀基地における取引に際し、入札に必要な登録、通訳の問題、英

語による入札書類の作成・契約等、英語で対応が可能となる専任従業員の雇用が困難であり、入

札の妨げになっている。 

 

（２）事業内容 

（ア）小規模事業者のネットショップ開設による販路拡大（BtoC） 

横須賀商工会議所が運営する地域産品をギフトとして販売するインターネット・ギフトショッ

プ「おもてなしギフト」（https://shopping.geocities.jp/omotenashigift/）の姉妹サイトで、横須賀

商工会議所が運営する「Epluslife（イープラスライフ）」（https://store.shopping.yahoo.co.jp/chiki-
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gift/）では、SDGｓ（※1）を視野に入れた、エシカル消費(※2)の推進を行っており、コンセプト

に合った商品を掲載している。 

更に、「Epluslife」はヤフー株式会社が運営する「エールマーケット」(※3)と連携しており、 

ヤフー株式会社で選ばれた商品を「エールマーケット」に掲載している。これまで、エールマー

ケットに掲載された商品は、売上拡充に繋がっていることから、今後は SDGｓを視野に入れた、

エシカル消費の推進をさらに進めた商品開発を行い、「エールマーケット」への掲載商品の増加を

目指す。また、「おもてなしギフト」に出店している事業者は、横須賀市の「横須賀応援ふるさと

納税」に出品することが可能であり、現在約 120 商品を掲載している。「横須賀応援ふるさと納

税」への出品は、小規模事業者にとって、「おもてなしギフト」とは別に、インターネットを活用

した別チャネルによる販路拡大となることから、販売に際し、購入の多い価格帯、商品の特徴な

ど、これまでの売上データを分析し、さらに掲載商品を増加させ、売上増加を目指す。 

 

【※注釈】 

※1  「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発

目標）」の略称であり 2030 年までに達成すべき国際社会共通の目標。持続可能な世界を実現する

ための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され，その中の「目標 12：つくる責任 つかう責

任」では、持続可能な生産消費形態を確保することを目的としており、少ない資源で、良質でよ

り多くのものを得られるように生産や消費ができる形態を求めている。 

※2  「エシカル消費」（倫理的消費）とは、『人と社会、地球環境、地域のことを考慮して作られ

たモノ』を購入・消費することで、消費者庁では、エシカル消費の普及に向けて様々な主体と連

携を図りながら、普及・啓発の取組を実施している。 

※3  「エールマーケット」は、ヤフー株式会社が運営し、自然環境や人、地域に優しい社会に向

けた全国のこだわり商品を対象とした「本当にいいもの＆ほしいもの」が買えるショッピングモ

ール（https://yellmarket.yahoo.co.jp/index.html）。なお、エールマーケット内には横須賀特集ペ

ージ（https://yellmarket.yahoo.co.jp/speciallist/kanagawa/yokosuka/）が掲載されている。 

 

【おもてなしギフト・Epluslife】 

横須賀商工会議所が全国の商工会議所、ヤフー株式会社と連携し、ヤフーショッピングに開設

したギフト専門のショッピングモール。 

参加会議所数：全国 63 商工会議所外部 2 団体 参加店舗数：230 店舗（横須賀 30 社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■おもてなしギフト               ■エシカル消費を推進する「Epluslife」 

 

【横須賀応援ふるさと納税掲載サイト】 

・「ふるぽ」 

（https://furu-po.com/lg_list/kanto/kanagawa/142018） 

・「ふるさとチョイス」 

（https://www.furusato-tax.jp/city/product/14201） 

・出品事業者数：66社 掲載商品：244商品 

 

■横須賀応援ふるさと納税サイト「ふるぽ」 
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【おもてなしギフト・ふるさと納税】 

・おもてなしギフト出店による販路拡大企業数 35社 

・おもてなしギフト出店による売上目標 各社 20万円 

・ふるさと納税への出品対象事業者数 35社 

・ふるさと納税への出品による売上目標 各社 18万円 

 

（イ）小規模事業者の取引拡大に向けた催事出展支援 

毎年 7 月に行われる「関東イオン合同見本市」に平成 28 年から出展しており、これまでイオ

ンと取引できなかった事業者が、新たに取引が開始されるなど、取引拡大に繋がっている。しか

しながら、催事出展の経験の少ない事業者が多く、出展しても成果につながらない事業者も多い

ことから、需要動向調査も行いながら、分析データを基に専門家と連携したブランディング及び

プロモーション支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■関東イオン見本市出展の様子              ■バイヤーにセレクトされた商品掲載チラシ 

 

【関東イオン合同見本市】 

・開催場所：幕張メッセ 開催時期：7 月  

・来場者数：10,686（イオングループ関係者：平成 30 年参考）総出展社数：256（平成 30 年参考） 

・出展支援事業者数 5 社  

・出展による新規取引成約事業者数 3社 

 

（ウ）小規模事業者の百貨店・大型スーパーの催事・見本市出展によるプロモーション及び売上拡

充支援 

 ①神奈川県観光協会が運営する、神奈川県のアンテナ店「かながわ屋」はそごう横浜店の食品フ

ロアーで販売を行っているが、1週間単位で催事出展ができることから、今年度からおもてなし

ギフト出展事業者のリアルでのプロモーション及び売上拡充に向けた施策として、出展を進め

ている。そごう横浜店という大舞台での販売チャンスを確実に成果に繋げるよう、ＰＯＰ、チラ

シ、ポスターなどの販促物の制作などのプロモーション及び自社の強みや差別化を訴求するブ

ランディングについて、経営指導員等が広報戦略に長けている専門家や写真家等とともに支援

を行う。 

 

・対象出展者：神奈川県内の産品を取り扱う小規模事業者 

・場所：そごう横浜店（横浜市） ・来場者等：約 40,000人/日（平成 30年参考） 

・出展支援事業者数 15社 

・出展による売上目標 5万円（各社 1日あたり）＊各社出展は 1週間を予定 

 

②毎年 2 月に、パシフィコ横浜で開催される「テクニカルショウヨコハマ」は、工業系事業者

の取引先拡大を目指した展示会である。特に工業系の小規模事業者はプロモーションに対する
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意識が低いことから、展示会でＰＲが難しく、成果に繋がらないことが多いため、技術力や商品

の魅力が伝わるよう、経営指導員等が広報戦略に長けている専門家や写真家等とともにプロモ

ーション及び自社の強みや差別化を訴求するブランディングについて、専門家による支援を行

う。 

 

・対象出展者：工業系事業者等 ・場所：パシフィコ横浜・来場者等：約 31,000人 

・出展支援事業者数 6社 

・出展による新規取引成約数 1社あたり各 2社 

 

（エ）小規模事業者の米海軍横須賀基地・海上自衛隊横須賀地方総監部との受注促進 

横須賀市と連携し、小規模事業者の新たな取引先の開拓支援として、米海軍横須賀基地・海上 

自衛隊横須賀地方総監部の発注する案件に対し、入札参加資格登録から入札・契約等に関わるノ

ウハウ・受注に必要な資格取得のサポート等を経営指導員等により実施する。また、米海軍横須賀

基地・海上自衛隊横須賀地方総監部にも協力を依頼し、応札に係るポイントやノウハウを共有す

る。 

  

 ・応札による新規取引拡大企業数 5 社 

・新規応札による売上額 50 万円（1 社あたり） 

 

（３）目標  

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

ア．ネットショップによる

販路拡大 
30 社 35 社 35 社 35 社 40 社 40 社 

売上額/社（年）1社あたり 18 万円 20 万円 20 万円 20 万円 25 万円 25 万円 

ア．ふるさと納税への出品

対象事業者数 
30 社 35 社 35 社 35 社 40 社 40 社 

売上額/社（年）1社あたり 15 万円 18 万円 18 万円 18 万円 20 万円 20 万円 

イ．イオン見本市出展対象

事業者数による取引拡大 
2 社 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

成約件数/社 1社あたり 2 件 3 件 3 件 3 件 5 件 5 件 

ウ．かながわ屋そごう横浜

店出展対象事業者数 
7社 15社 15社 15社 15社 15社 

売上額/社（日）1社あたり 3 万円 5 万円 5 万円 5 万円 5 万円 5 万円 

ウ．「テクニカルショウヨ

コハマ」出展対象事業者数 
5 社 6 社 6 社 6 社 6 社 6 社 

成約件数/社 1社あたり 1 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件 

エ．米海軍横須賀基地等と

のビジネスマッチングによ

る新規取引拡大 

1 社 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

売上額/社（回）1社あたり 10 万円 50 万円 50 万円 50 万円 50 万円 50 万円 
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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） 

（ア）「地産地消ショップ」の推進 

横須賀市と横須賀商工会議所が連携して実施している「よこすか地産地消ショップ」は、地元

食材を常時取り扱う店舗で、横須賀市内の 229 店舗が登録している。インターネットでの情報掲

載の他、「よこすか地産地消ショップ」登録店を紹介するガイドブック「よこすか海の幸・大地の

恵」を年 1 回発行し、京急急行電鉄沿線主要駅の他、市内各所で配布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ■登録店ステッカー 

 

 

 

 

■地産地消ショップガイド     

 

（イ）「産農人育成プロジェクト」と「三浦半島はイタリア半島プロジェクト」の展開 

「産農人」とは、作れる農作物を単に作るのではなく、市場を分析してニーズに合った農作物を

作り、流通させることが出来るマーケットセンスを持った新しい農業人のことであり、横須賀商

工会議所が主体となり、神奈川県立三浦初声高校と横須賀の若手農家・商業者とカゴメ株式会社

が連携して、育成を進めていくプロジェクト。また、現在、神奈川県の「三浦半島魅力最大化プ

ロジェクト」に基づき推進されている、イタリアのイメージを通じて、楽しみながら三浦半島の

食の魅力を知ってもらうプロジェクトである「三浦半島はイタリア半島プロジェクト」について

は、プロジェクトの立ち上げに際し、神奈川県と連携し、小規模事業者の参加店舗の募集・広報

等を実施した。 

 

（ウ）カレーの街よこすか推進事業 

横須賀市・海上自衛隊横須賀地方総監部と連携し、旧日本海軍で提供されていたカレーを地域

活性化事業として活用すべく平成 11 年 5 月に「カレーの街宣言」を行い、「カレーの街よこすか

推進委員会」が発足。「よこすか海軍カレー」「海上自衛隊カレー」を 2 本の柱として、各種事業

を展開している。毎年 5 月には「よこすかカレーフェスティバル」を開催、令和元年 5 月に開催

された「よこすかカレーフェスティバル」には、全国から 126 店がブース出展、過去最多の 6 万

5,000 人が来場した。 
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（エ）横浜 DeNAベイスターズ、横浜 F・マリノスとの連携 

 プロ野球チームである「横浜 DeNAベイスターズ」は、総合練習場・2軍選手の宿舎を横須賀に

持つほか、平成 9年より 2軍の本拠地として横須賀市の北部である追浜に所在する横須賀スタジ

アムを使用している。横須賀商工会議所では、横須賀市とともに 2軍の本拠地となった平成 9年

より球団と連携し、年に 5回程度のイベントゲームを開催。小規模事業のイベント出展を実施し

てきた。 

 また、プロサッカークラブである「横浜 F・マリノス」は、2005年 1月より横須賀市をホーム

タウンに追加、その後、横須賀商工会議所では横須賀市と連携し、商店街イベントへのマッチン

グや日産スタジアムで開催される Jリーグの試合の際に、小規模事業者のイベント出展等の連携

を実施してきた。 

 

（オ）市内商店街と連携した活性化事業の実施 

 横須賀市・横須賀商店街連合会と連携し、地域の商店街の賑わいづくりを目的に、店舗スタッ

フが講師となり、プロならではの専門的な知識と情報、コツを受講者(=客)に無料で提供する少

人数制の「まちゼミ」の実施や、商店街の小規模事業者が、各店自慢の酒やつまみを味わっても

らい店舗のファンになってもらうことを目的とした「横須賀ちょい呑みフェスティバル」「ヨコ

スカハロウィンフェスティバル」等の支援を実施してきた。 

 

（カ）地域雇用の促進と地域人材の育成事業の推進 

①合同企業就職説明会 

ハローワーク横須賀・ハローワーク横須賀南・横須賀市と連携し、大学卒業予定者、社会人

等を対象に合同企業就職説明会を毎年 2 回開催、小規模企業の雇用確保支援を実施してきた。

横須賀商工会議所では、小規模事業者を対象に、出展者を募集、小規模事業者はブースを出展

し、就職希望者と面接を実施してきた。企業の人材確保と地域の雇用改善に向けて有効な事業

であり、また、企業独自では直接近隣大学生・高校生との接点を持つことが難しいため、有効

な機会となっている。 

また、横須賀商工会議所では、参加企業に対し、人材高度化支援として、簿記検定、リテー

ルマーケティング検定等の推奨を実施している。 

 ②よこすかテレワーク 

障害児を育てる親のグループ一般社団法人 sukasuka-ippo と連携し、IT を活用した新しい

働き方を提案することで、働きたくても外で働ける状況にないお母さん等、地域に眠るスキル

とキャリアを地域企業に還元し有効活用する仕組み。一般社団法人 sukasuka-ippo で組織化

した、IT スキルの高いお母さんたちが、地域企業のバックオフィス業務などのアウトソーシ

ングのニーズに応える事業。 

横須賀商工会議所では、市内企業に対し、本事業周知を図るとともに、テレワーカー登録説

明会や受注サポートを実施している。 

・平成 30 年度業務受注実績 110 件 受注金額 2,292,480 円 

  ③よこすかキャリア教育推進事業 

横須賀市・横須賀市教育委員会と連携し、『よこすかで働く大人はみんな子ども達の先生』

をスローガンに掲げている。将来の横須賀を担う人財（小学生・中学生・高校生）を、地域で

育て・地域で活かす土壌を築くため、地域産業界が積極的に子ども達の教育に関わり、夢を与

え地域への愛着心を醸成させることを目的とした教育プログラムを校内で実践している。 

・平成 30 年度実績 

・キャリア教育応援団企業数（※１）：472 社 

・参加 MTT 数（※２）496 人 

※１ 応援団企業とは・・・本事業の主旨に賛同し、教育プログラムへの派遣や 

職場体験の受入れに協力をいただいている企業のこと 
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※２ MTT（ﾏｲ･ﾀｳﾝ･ﾃｨｰﾁｬｰ）とは・・・企業から派遣された地域企業で働く企業 

人講師のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■テレワーク事業の仕組み   ■キャリア教育事業における事業者による授業の様子      

 

（キ）地域企業情報サイト「横須賀一番」による情報発信の強化 

横須賀商工会議所が運営する、横須賀周辺の店舗約 600 店を紹介する企業情報サイト「横須賀

一番」により、情報発信力の弱い小規模事業者を中心とした地域企業の情報発信を実施。 

横須賀市との連携により、新聞折込みによる店舗紹介や、ガイドブックの作成・配布等により、

集客支援を実施している。（横須賀一番：http://www.sukaichi.com/） 

 

（ク）外国人向け情報発信事業 

米海軍横須賀基地と連携し、英語による市内のお店情報サイト「英語版横須賀一番」では、米

海軍横須賀基地在住の外国人を中心に、地域のお店情報を英語で外国人に紹介。外国人の市内店

舗への誘導を実施している。横須賀商工会議所では、外国人のお客様を歓迎する店舗を募集する

とともに、掲載店舗の周知を図るため、店頭ステッカーや英語表記のメニューやチラシ・ガイド

ブック等を作成し、外国人集客に寄与するプロモーション支援を行なっている。（英語版横須賀一

番：http://sukaichi-e.com/） 

 

（ケ）横須賀市の施策推進に係る各種委員会等への参加 

横須賀市が実施する基本計画等に基づく事業の進捗等に対する意見等を反映するため、横須

賀市観光振興推進委員会、横須賀市都市魅力委員会、横須賀市政策評価委員会等の各種委員会

へ参加し、横須賀市の施策に関する情報共有等を行う。 

 

（課題） 

（ア）「地産地消ショップ」の推進 

横須賀市と横須賀商工会議所が連携して実施している「よこすか地産地消ショップ」は 229

店舗が登録。飲食店等は、PR や販売促進等の一助となっているものの、更なる参加事業者の拡

大と集客が課題である。 

 

（イ）「産農人育成プロジェクト」と「三浦半島はイタリア半島プロジェクト」の展開 

「産農人育成プロジェクト」では、高校・農家・商業者等と連携し、市場のニーズに合わせた作

物をつくるという新しい形の農業人の育成を進めているが、プロジェクトを通して就農を目指そ

うとする非農家の生徒たちに、就農先を確保することが課題となっている。また、「三浦半島はイ

タリア半島プロジェクト」については、神奈川県、三浦半島地域 4 市 1 町（横須賀市・三浦市・

逗子市・葉山町）等で構成されている三浦半島観光連絡協議会が主体として事業展開されている

ことから、今後も神奈川県等と連携し、プロジェクトへの参加企業の拡大が課題である。 
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（ウ）カレーの街よこすか推進事業 

「よこすか海軍カレー」「海上自衛隊カレー」という 2 大ブランドを柱に、各種イベントを実施

しているが、更なる参加店舗の拡大が課題となっている。現在、本事業に参加している企業は飲

食店だけでなく、メーカー、小売店舗など多業種となることから、飲食店の拡大が課題である。 

 

（エ）横浜 DeNAベイスターズ、横浜 F・マリノスとの連携 

横浜 DeNAベイスターズ、横浜 F・マリノスとのスポーツ・イベント連携は、小規模事業者が直

接、横浜 DeNAベイスターズ、横浜 F・マリノスと連携することは困難であり、横須賀市、横須賀

商工会議所がいかにスポーツ関連企業と連携を図り、集客力の高い事業を展開してゆくかが課題

である。 

 

（オ）市内商店街と連携した活性化事業の実施 

街の賑わいづくりだけでなく、駅や商店街周辺の空き店舗対策等、継続的に商店街の集客に

繋がる事業の展開が課題である。 

 

（カ）地域雇用の促進と地域人材の育成に係る「キャリア教育」の推進 

①合同企業就職説明会 

更なる就職希望者の参加拡大に向けた事業の周知不足が課題である。また、開催時期により

就職希望者の人数が少ない場合があり、大学等との連携強化が課題である。 

②よこすかテレワーク 

企業が発注するアウトソーシング業務に応えられるスキルを持つテレワーカーの開拓と育 

成、また、アウトソーシング業務を発注する企業の開拓が課題。 

③よこすかキャリア教育推進事業 

  本事業の主旨に賛同し、中学生を中心とした子供たちの職業観・勤労観と地域への愛着心

の醸成に向け、地域企業の更なる賛同と支援企業の拡大が課題である。 

 

（キ）地域企業情報サイト「横須賀一番」による情報発信の強化 

  約 600店舗の横須賀地域独自のポータルサイトとして定着しているが、更なる掲載店舗情報 

の充実と参加店舗の拡大が課題である。 

 

（ク）外国人向け情報発信事業 

  米海軍横須賀基地の協力により、米海軍横須賀基地内に居住する外国人への認知度は向上し

つつあるが、掲載店舗における外国人とのコミュニケーションや、更なる掲載店舗の拡大が課

題である。 

 

（ケ）横須賀市の施策推進に係る各種委員会等への参加 

   横須賀市の実施する各委員会等への参加により、横須賀市の施策に関する情報共有等を行っ

ているが、更なる地域活性化に関する情報の共有や、定期的な協議が課題である。 

 

（２）事業内容 

（ア）「地産地消ショップ」の推進 

横須賀市と連携し、飲食店を中心とした「地産地消ショップ」の取組を更に拡大。現状の登録

店舗 229社を目標 300 社とし、関東近県から観光客の誘客を拡大する。 

 

（イ）「産農人育成プロジェクト」と「三浦半島はイタリア半島プロジェクト」の展開 

「産農人育成プロジェクト」は、若手農業者との連携により、高校生に労働時間やクオリテ

ィの差を実感してもらいながら、若手農業者の使用する設備等について学び、「設備投資」の考
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え方等、経営についても学ぶ機会とする。また流通についても商業者からビジネスを学び、市

場ニーズに合った作物を生産・流通させる”マーケットセンス”を養う実践型研修として継続

的に実施してゆく。 

また、「三浦半島はイタリア半島プロジェクト」は、「三浦半島と「イタリア半島」は、地形・

緯度・三方が海と地勢的な部分で類似しており、東西南の三方を海に囲まれた豊かな漁場で獲れ

る魚介類や、ミネラルたっぷりの南風と南方のやや温暖な気候を生かした農作物など、イタリア

料理で使用する全国では珍しいと思われる食材も三浦半島で入手することが出来、三浦半島の魅

力を「食」通して発信していく試みであるため、神奈川県・三浦半島地域の 4市 1町の行政・商

工会議所・商工会が連携し、地元飲食店と連携しながら本場の味を気軽に楽しんでもらうプロジ

ェクトとして、参加店舗の拡大を図る。 

 

（ウ）カレーの街よこすか推進事業 

横須賀市、海上自衛隊横須賀地方総監部と連携し、今後は、「よこすか海軍カレー」「海上自

衛隊カレー」に続く第 3 のブランドづくりに向けて、取り組むとともに、「カレーの街よこす

か」登録企業を現状の 105社から 150社に拡大し、地域経済の活性化に寄与する。 

 

（エ）横浜 DeNAベイスターズ、横浜 F・マリノスとの連携 

プロスポーツチームである、横浜 DeNAベイスターズファームチーム、横浜 F・マリノスは横

須賀市内にホームグラウンドを持っている。（マリノスは予定。）特に、横浜 DeNAベイスターズ

は、横須賀市の追浜公園内の新たなファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」を 2019年 7

月に開設し、「選手寮」「屋内練習場」「屋外練習場」が揃い、更なる地域密着が期待される。横

須賀市と横須賀商工会議所は、この機会を活用すべく、試合におけるイベントの開催や店舗出

展等、積極的に連携し、集客促進に繋げてゆく。横浜 F・マリノスのサッカーグラウンドは、

2020年より工事開始予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」 

 

 

 

 

 

 

 

 
■横浜 F・マリノス練習場整備後のイメージ 

 

 

 

京浜急行追浜駅近くの追浜公園内に横浜 DeNA ベイスターズ

ファーム施設が整備（2019 年 7 月） 

屋外練習場 

①サブグラウンド（投手・内野手の練習場として使用予定） 

②坂路（全長 75m、高低差 3.5m。トレーニング利用で設置） 

③見学スペース（約 100 名程度が観覧可能なエリア） 

④グラウンド（横浜スタジアムと同じ人工芝を使用） 

屋内練習場 

⑤寮から屋内練習場、屋外練習場へ最短距離で移動できる動線

を設計。 

JR 久里浜駅近くの久里浜台 1 丁目公園にサッカーグラウンド

とフットサルコートを整備。2019 年度中に実施設計を終え、

2020 年度に工事を開始、2022 年 9 月までに全施設を利用でき

るようにする。約 3.6 ヘクタールの公園敷地内に天然芝のサッ

カーグラウンド 2 面、人工芝のフットサルコート 2 面、管理

棟、駐車場、芝生広場、周遊路などを整備する。 
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（オ）市内商店街と連携した活性化事業の実施 

商店街を中心とした地域活性化イベントである「ヨコスカハロウィンフェスティバル」は、

参加型のイベントとして定着、ファミリー層も多く参加していることから、商店街での消費の

拡大に向け、SNSの活用や、商店街での消費喚起イベントとの連携等を実施する。 

飲食店の小規模事業者が、各店自慢の酒やつまみを味わってもらい店舗のファンになっても

らうことを目的とした「横須賀ちょい呑みフェスティバル」は、近年、地域毎に「ちょい呑み」

を企画する飲食店も増えてきたことから、新たに横須賀商店街連合会・各商店街や飲食店と連

携し、全市的に自主的な「ちょい呑み」を開催・運営すべく、ノウハウ提供等を行う。 

また、横須賀市と連携し、地域商店街の継続的な活性化事業として、地域に住む人が楽しく集

えるお店『まちの寄（やどりき）』となる店舗の開店支援事業を実施し、商店街や駅の半径 1 キロ

メートル圏内の住民ニーズに基づいた憩いの場となる店舗の開業を支援する。 

 

（カ）地域雇用の促進と地域人材の育成に係る「キャリア教育」の推進 

①合同企業就職説明会 

神奈川労働局、横須賀市と横須賀商工会議所が雇用促進協定を締結したことにより、それま

で個々が実施していた就職支援事業を連携して実施することが可能となった。これにより、若

年層や高齢者、障害者らの就労拡大に努めるとともに、海上自衛隊 OB や横須賀市 OB の地域企

業による再就職支援等も神奈川労働局、横須賀市と連携し実施してゆく。 

②よこすかテレワーク 

テレワーク事業及びテレワーカーの拡大に向け、地域企業へのテレワーク事業とアウトソー

シングの活用について周知を拡大する。 

③よこすかキャリア教育推進事業 

   中学生を中心とした子供たちの職業観・勤労観と地域への愛着心の醸成に向け、横須賀市・

横須賀市教育委員会と連携し、支援企業の拡大について、地域企業の理解と周知を行う。 

 

（キ）地域企業情報サイト「横須賀一番」による情報発信の強化 

観光客の増加、観光消費の増加に向け、「横須賀一番」の登録企業の「特徴的なサービス」「地

元食材の活用」等、登録情報の充実化と登録店舗の拡大に向け、横須賀市・地域商店街等と連

携し、「横須賀一番」のコンテンツの強化を実施し、サイトの認知度向上に努める。 

 

（ク）外国人向け情報発信事業 

外国人の集客・消費による地域経済の活性化を目指し、受け入れる店舗におけるメニューの

英語化やコミュニケーションサポート等を実施するとともに、店舗情報等のコンテンツの強化

を実施し、外国人に向けた周知を、横須賀市と連携し、外国人の集まる場所での冊子配布等、

サイトの認知度向上に努める。 

 

（ケ）横須賀市の施策推進に係る各種委員会等への参加 

 横須賀市の会議への参加だけでなく、各域活性化事業の推進に向け、横須賀市関係部署との

連携強化による各事業の推進に関する情報共有・協議を実施、横須賀商工会議所の事業に反映

してゆく。 

 

（コ） 横須賀市地域活性化協議会の開催 

（ア）～（ケ）の地域活性化事業の実施に際し、今後の活性化について方向性を共有するこ

とを目的に、横須賀市、横須賀市観光協会、地域金融機関、専門家等の参加による連絡会議を

年 1回開催する。 
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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）現状において、支援機関との連絡会議として下記を実施している。 

(1)三浦半島地域商工会議所・商工会連絡会議（年 1回） 

(2)三浦半島地域中小企業支援ネットワーク（事務局：神奈川県信用保証協会・横須賀商工会

議所）（年 2回） 

協力機関（団体） 計 35 機関 （都市銀行 4 機関、地方銀行 5 機関、信用金庫 2 機関、

政府系金融機関 1 機関、中小企業支援団体 14 機関、国・地方公共団体 9 機関） 

(3)横須賀市中小企業アドバイザーネットワーク（横浜銀行・神奈川銀行・かながわ信用金庫・

湘南信用金庫・神奈川県信用保証協会・横須賀市・横須賀市産業振興財団・横須賀商工会議

所）（年 2回） 

 

（課題）各機関との連絡会議において、情報共有はするものの、支援事例の共有や案件の深掘り

等が不足している。地域各支援機関は、様々な事例・案件を持っていることから、共有する仕

組みを構築し、今後の支援連携に繋げる。 

 

（２）事業内容 

（ア）各地商工会議所との連携 
(1)「おもてなしギフト」参加商工会議所との連携拡大 

  インターネット・ギフトショップ「おもてなしギフト」に参加している商工会議所（全国

53会議所）を対象として日本商工会議所と連携し、「連携会議」を設置。事業計画支援ノウハ

ウ、ネットショップ支援ノウハウ、小規模事業者の現状と課題、ネット販売動向等、意見交

換と情報共有を行う。（年 1回） 

 

(2)神奈川県下商工会議所との連携 

神奈川県商工会議所連合会、神奈川県下商工会議所と連携し、「経営発達支援事業」に係る

情報交換会を開催。支援状況・課題等について共有し、各々の経営発達支援事業に活用する。

（年 2回） 

 

（イ）横須賀市中小企業アドバイザーネットワークによる支援事例の共有 

横須賀市中小企業アドバイザーネットワーク（横浜銀行・神奈川銀行・かながわ信用金庫・

湘南信用金庫・神奈川県信用保証協会・横須賀市・横須賀市産業振興財団・横須賀商工会議

所）会議において、各支援機関の支援ノウハウの共有と事例の共有を促進する。（年 2回） 

 

（ウ）他支援機関との連携 

 (公益財団法人)神奈川県産業振興センター（よろず支援拠点、神奈川事業承継ネットワーク、

神奈川事業承継引継ぎセンター）と連携し、小規模事業者の持続的な振興に向けた、地域経

済動向の共有、地域の支援事例の情報の共有と支援課題の把握等を実施、新たな小規模事業

者支援策の検討と経営指導員等の支援能力向上を図る。また、必要に応じ地域で活躍する外

部有識者(経営コンサルタント・ICTコンサルタント・企業再生士・中小企業診断士・税理士・

ネットショップコンサルタント等)にも参加を募り、広く課題と事例を共有する。（年 4回） 
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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）日本商工会議所、神奈川県商工会議所連合会、中小企業大学校等が主催する研修の参加に

加え、「伴走型支援」をテーマに 1回 5時間の独自研修会を年間２回企画。経営指導員等が 20時

間程度の研修参加を義務付け、経営発達支援に係る支援能力を向上させてきた。 

（独自研修会による支援能力の向上研修会） 

・商圏分析レポートを活用した企業の経営戦略支援 

・事業承継支援のポイント 

・事業計画作成・経営革新承認・事業承継等、課題解決力向上に向けた支援の在り方 

 

(課題)事業計画策定支援能力、補助金支援力の向上等、支援能力は向上しつつある。今後は、

BIZ ミルの活用による支援状況の共有を行い、小規模事業者がどの段階にあるのか共有すると

ともに、研修会、OJT、資格取得の推奨等の実施により支援力向上に努める。 

 

（２）事業内容 

（ア） 専門家と同行による伴走型支援 OJTの実施 

セミナー・個別相談会や「内川塾」「補助金支援」「足元商圏実践塾」等、支援プロジェクト

を通じ、専門家との連携事業が実施されていることから、若手経営指導員を中心に専門家との

同行による OJT を実施、専門家のノウハウや支援を学ぶ。また同行により蓄積された事例・ノ

ウハウは、BIZ ミルにより、全職員で所内情報共有システムや所内会議により共有し支援能力

の向上に努める。 

 

（イ）経営指導員等の情報共有を目的としたミーティングの設置 

  小規模事業者への支援力の向上を目的とした経営指導員等の定期ミーティングを実施（月１

回）。専門家の指導を仰ぎながら、支援に係る情報共有を図る。 

 

（ウ）ノウハウや事例のデータベース化 

学びえたノウハウや支援事例は、BIZミルに入力し、組織内で常時、閲覧可能な状況とする。

BIZミルの活用では「経済・需要動向調査」「経営状況の分析」「事業計画策定支援」の情報共

有のみならず、固定の経営指導員等だけでなく、全ての経営指導員等が、どの小規模事業者に

対してもフォローアップ支援が可能となるよう小規模事業者支援情報の入力を進め、集中的に

支援すべき小規模事業者を共有する。また、一般職員も、支援事例を共有し、ノウハウの取得

に努める。 

 

（エ）金融支援・税務支援力の向上 

金融・税務支援については、経営指導員等が日常的に所内で情報共有するとともに、日本政

策金融公庫・税務署等と連携し、情報収集並びに資質向上のための研修会を実施する。 

 

（オ）資格取得・研修会の実施 

    経営指導員等が支援力向上に必要な資格取得の推奨や、職員自らが提案し、必要と思われる研

修会について随時実施し、経営指導員等の支援力向上に努める。 

 
（カ）国・県の施策に基づく研修会の実施によるノウハウの取得 

    商工会議所職員として必要と思われる国・県の施策に関しては、経営指導員だけではなく、一

般職員も必要になることから、組織全体として取り組み、資質の向上に努める。 
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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 

（現状）経営発達支援計画に基づく評価会議として、地域で活躍する外部有識者(経営コンサルタ

ント・中小企業診断士・ネットコンサルタント・地域金融機関等)の専門家による評価会議を毎

年 2～4 回実施し、小規模事業者の支援事業に基づく評価と専門家から事業推進に係るアドバ

イスを頂いている。 

 

（課題）外部有識者や金融機関だけでなく、地元で活動している税理士、支援機関等にも参加を

要請し、地域の小規模事業者の情報を共有する仕組みづくりが必要である。 

 

（２）事業内容 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。 

 

（ア）横須賀市経済部、法定経営指導員、地域で活躍する外部有識者(経営コンサルタント・ICT

コンサルタント・中小企業診断士・税理士・ネットコンサルタント等)の専門家、地域金融機関

による評価・検証会議を開催し、各事業の実施状況、成果の評価・検証・見直し案の提示を行う。

（年 2回） 

 

（イ）役員会となる正副会頭会議・常議員会にて、各事業の実施状況、成果の評価・検証・見直

し案の提示を行う。 

 

（ウ）事業の進捗・成果・評価・見直しの結果について報告書として取り纏め閲覧出来るように

設 置 す る と と も に 横 須 賀 商 工 会 議 所 会 報 、 横 須 賀 商 工 会 議 所 Web サ イ ト

(http://www.yokosukacci.com)にて公表する。 

 

http://www.yokosukacci.com/
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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１０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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①横須賀市との連携は、専務理事兼事務局長が横須賀市担当部長等と施策に関する情報を共有し、

法定経営指導員は、専務理事兼事務局長の指示のもと、横須賀市関係担当課長との連携により、

各種事業の進捗を管理・共有する。 

 

②経営発達支援事業は、専務理事兼事務局長が管理のもと、法定経営指導員が進捗・事業推進を 

チェックし、産業・地域活性課経営指導員等 9名、情報企画課 5名を交え実施。 

 

③専務理事兼事務局長、各課長による課長会議（月 2回）では、法定経営指導員を交え事業検証・

アドバイス等を行う。 

 

④横須賀市、金融機関、外部有識者、法定経営指導員等で構成された評価・検証会議において、小

規模事業者の現状と課題、支援事業の効果検証等を行い、支援実績の評価と支援計画の見直し

提案を行う。 

 

（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：工藤幸久  

■連絡先：横須賀商工会議所 TEL：046－823-0400 
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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） 

    月 2 回開催される課長会議での情報共有と月 2 回開催される各課会議（産業・地域活性課会議

（経営指導員が所属する課））における経営発達支援事業の実施に係る指導及び助言を実施。目標 

 達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直しに必要な情報の提供等を行う。 

  また、必要に応じ、随時、個別の経営指導員との協議による各事業における課題や今後の方向性

についてアドバイスを実施する。 

  

（３）商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会議所 

    〒238-8585 横須賀市平成町 2-14-4 

  横須賀商工会議所 産業・地域活性課 TEL：046-823-0400 / FAX：046-823-0401 

  e-mail:you@yokosukacci.com 

②関係市町村 

  〒232-8550 横須賀市小川町 11 

    横須賀市 経済部 経済企画課 TEL：046-822-9523 / FAX：046-823-0164 

    e-mail: kazuya-naitou@city.yokosuka.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 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 

 

1.産業振興費 

・観光資源開発 

・ビジネスマッチング 

・集客促進事業 

・地域活性化事業 

 

2.経営支援事業費 

・事業計画支援 

・分析支援 

・金融支援 

 

3.小規模企業専門指導費 

・専門家連携 

 

4.経営資源強化支援事業費 

・創業支援 

・事業承継支援 

・伴走型支援 

 

 

 

 

 

95,000 

 

 

 

 

66,000 

 

 

 

1,000 

 

 

11,000 

95,000 

 

 

 

 

66,000 

 

 

 

1,000 

 

 

11,000 

95,000 

 

 

 

 

66,000 

 

 

 

1,000 

 

 

11,000 

95,000 

 

 

 

 

66,000 

 

 

 

1,000 

 

 

11,000 

95,000 

 

 

 

 

66,000 

 

 

 

1,000 

 

 

11,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、各種事業収入、受託事業収入 
 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 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 

名称：公益財団法人神奈川産業振興センター 

住所：神奈川県横浜市中区尾上町５丁目 80番地 

理事長：北村 明 氏 

連携して実施する事業の内容 

①よろず支援拠点専門家との連携による「経済動向分析」「経営状況分析」「事業計画策定支援」「フ

ォローアップ支援」「販路拡大支援」 

②神奈川県事業引継ぎ支援センター・神奈川県事業承継ネットワーク専門家との連携による「事業

承継支援」 

連携して事業を実施する者の役割 

①よろず支援拠点専門家との連携 

・地域経済動向に係る分析（地域特性・傾向） 

・専門家としての経営状況に係る分析（強み・弱み・機会・脅威） 

・専門家としての事業計画策定に係る支援（分析結果・地域特性を鑑みた計画策定） 

・経営指導員・職員等との伴走型による支援（フォローアップにおける OJT） 

・専門家としての商品開発・販路拡大に向けた支援（販路拡大に向けた戦略支援） 

 

②神奈川県事業引継ぎ支援センター・神奈川県事業承継ネットワーク専門家との連携 

・事業承継に係る計画策定・マッチング支援（円滑な事業承継を目指した支援） 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


