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令和2（2020）年度の取り組み（報告）
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取り組みの柱

寒川エコノミックガーデニングの推進

2. 創業支援

3. 全体（エコノミックガーデニング推進協議会の運営）

1. 経営支援

① さむかわ次世代経営者研究会等への支援
② 事業計画等策定及びフォロー
③ 販路開拓支援
④ 事業承継支援
⑤ 新型コロナの影響を踏まえた現状把握と支援



地域経済コンシェルジュの取り組み状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

高島利尚氏 10 11 11 12 12 12 18 11 12 13 10 13 145

若槻　直氏 6 6 5 6 4 6 7 6 4 5 4 8 67

籾山　豊氏 2 1 3 4 1 1 0 1 2 1 0 1 17

計 18 18 19 22 17 19 25 18 18 19 14 22 229

従事時間 髙島氏942時間、若槻氏380時間、籾山氏88時間

【取組内容】
（１）企業訪問の実施・企業カルテの作成 （２）経営課題整理・事業計画の策定支援
（３）販路拡大支援に伴うPRレポートの作成支援 （４）さむかわ次世代経営者研究会のサポーター
（５）創業相談の実施及び創業支援セミナーの講師 （６）事業承継診断の実施及び相談支援
（７）町内企業向け支援制度の企画立案 （８）商工会経営指導員への助言

日数

支援方法をオンラインによる相談にシフト



さむかわ次世代経営者研究会の支援①

 第1回定例会

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

 第2回定例会（総会）令和2年5月20日（水）書面開催

1. 2019年度事業報告について

2. 2019年度会計報告について

3. 2020年度事業計画について

4. 2020年度予算について

5. 役員交代の件について

6. 新入会員について

 第3回定例会 令和2年6月22日（月） （寒川町役場本庁舎3階 議会第1・2会議室）

1. 新入会員について

2. 今後の方向性および例会について

3. 講演「明日の経営を考える」

4. その他



さむかわ次世代経営者研究会の支援②

 第4回定例会 令和2年7月3日（金） （寒川町役場本庁舎2階 災害対策本部室）

1. 事業計画に基づく今後の展望や課題の共有

株式会社 木村産業、株式会社 ムラタ、有限会社 湘南技研

（事業計画を発表し意見交換を実施）

 第5回定例会 令和2年8月7日（金） （寒川町役場本庁舎2階 災害対策本部室）

1. 事業計画に基づく今後の展望や課題の共有

大和電子工業 株式会社、大成化光 株式会社、相生電子工業 株式会社

2. 講義「経済財政運営と改革の基本方針2020～危機の克服、そして新しい未来へ～」

講師：高島利尚（寒川町地域経済コンシェルジュ）

 第6回定例会 令和2年9月4日（金） （寒川町役場本庁舎2階 災害対策本部室）

1. 事業計画に基づく今後の展望や課題の共有 株式会社菱和園

2. 寒川町中小企業販路拡大事業補助金について



さむかわ次世代経営者研究会の支援③

 臨時定例会 令和2年9月24日（金） （寒川町役場東分庁舎2階 第3会議室）

1. オンライン展示会について

2. 動画制作セミナーへの参加について

 第7回定例会 令和2年10月2日（金） （寒川町商工会大会議室）

1. オンライン展示会の出展について（費用負担、ネーミング、集客コンセプト等）

2. ECサイトで映える動画撮影テクニック講座を受講

 第8回定例会 令和2年11月5日（金） （寒川町役場本庁舎2階 災害対策本部室）

1. 事業計画に基づく今後の展望や課題の共有 有限会社湘南マシーン

2. 研究会ロゴデザインについて

3. オンライン展示会（サイトフレーム、スケジュール、実施体制について）

 第9回定例会 令和2年12月4日（金） （寒川町役場本庁舎2階 災害対策本部室）

1. 事業計画に基づく今後の展望や課題の共有 有限会社堀川電機工業

2. オンライン展示会（グループ間の情報共有、パネルディスカッション、個社撮影日

等）



さむかわ次世代経営者研究会の支援④

 第10回定例会 令和3年1月15日（金）（ズーム）

1. オンライン会議実施にあたっての注意事項について

2. オンライン展示会、研究会サイトの進捗状況について

3. 書籍出版・オンライン展示会開催記念講演会について

4. 今後の研究会の進め方について

 第11回定例会 令和3年2月15日（月）（ズーム）

1.記念講演の振り返り・意見交換

2.オンライン展示会/研究会サイトの進捗状況確認

3.寒川町販路拡大事業補助金の手続きについて

4.4月以降の日程について

 第12回定例会 令和3年3月12日（金）（ズーム）

1. .オンライン展示会の途中経過について（来場者分析）

2.書籍のダウンロード状況について

3.今後の研究会の進め方について

4.補助金について

5.今後の日程について



さむかわ製造リーダー研修会

 中小製造業のマネージャー・リーダーとして、設

計・製造・販売等を管理できるためのスキルアッ

プを目的に、知識習得、自社の課題に対する個人

演習などの研修会（全10回）を開催。

 参加者 8名

 研修（演習）内容

1. コミュニケーションとプレゼンテーション

2. 経営課題の発見と解決

3. ５S・見える化・標準化

4. 労務管理と組織文化

5. 品質管理と工程管理

6. 利益管理と原価管理

7. 販売管理と販路開拓

8. 情報管理とIT利用

9. 自分の目指す姿と課題

10.まとめ



（１）事業計画策定セミナー（寒川町商工会と共催）
目 的：AI、IoT、ロボットなどの新たな技術が、日常の諸活動で活用される「第４次産業革命」が

話題になり、また、少子高齢化の進展、新たな「働き方改革」、消費税増税とキャッシュレス
社会など、今までに経験したことのない経営環境下において、活力ある経営を持続的に推進
していくための『事業計画策定』について、基本的な考え方、策定手順を学び、簡単な演習
を交えて「実践できる腕」を身に着けることを目的とする。

実 施 日：9月9日（水）、9月17日（木）、9月30日（水）、10月7日（水） 計４回
内 容：①事業計画策定の必要性と手順 ②事業計画の基本を考える

③自社の強みを活かす ④事業計画骨子の作成
講 師：寒川町地域経済コンシェルジュ 髙島 利尚氏、若槻直氏、籾山豊氏
参 加 者 ：15名

（２）事業計画策定等支援（経営課題整理・経営戦略策定）
内 容：支援を希望する企業へ月１～２回訪問し、企業が優先的に取り組むべき課題

（限界利益率の求め方・新事業展開の手順等)について 地域経済コンシェルジュ
から助言等を行い支援を進めている。
また国が公募していた「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
や「IT導入補助金」 への申請希望企業に申請書の作成支援等も行った。

実施企業：14企業（計139回）

【令和2年度における国等の補助金採択状況】
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金・・・2件
その他補助金等申請支援・・・14件

経営計画等策定支援



販路開拓等支援

1. 補助事業の目的

新型コロナウイルス感染症に拡大による社会情勢の変化に対応する中小企業者の販

路拡大事業を支援することを目的とする。

2. 補助対象となる事業

①新事業開発、②展示会等出展、③ホームページ作成・充実強化、④PR動画作成
※同一の補助対象事業に対する補助金の交付は、各事業につきそれぞれ1回限り。各事業の併用は可。

3. 募集期間

令和2年8月4日（火）～10月30日（金）

4. 補助事業の申請等状況

• 補助事業相談・問い合わせ企業数：37社

• 申請企業数30社（うち団体1）

• 申請件数：34件

• 採択件数：31件、交付決定額：25,496,000円

• 交付件数：29件、交付額：22,139,000円

中止2件（中止理由①期限内の事業完了の見込めないため。②委託業者との契約

締結に至らなかったため。）
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採択に至った主な事業

【団体申請】

さむかわ次世代経営者研究会によるオンライン展示会の開催】

• 事業の背景と内容

新型コロナの影響による、ニューノーマルな時代において、変革期だからこそ原点に立ち

返り、環境に適応すべく新たなビジネス創出を検討。

昨年テクニカルショウへの合同出展から新たな引き合いや気付きが得られたこと。さらに

コロナ禍においてリアル展示会の中止やオンラインに移行している現状を踏まえ、研究会

（9社）として、単独では得られない誘客とEGのネットワークを活かした新たな販路拡大

を期待し、オンライン展示会を自主開催する。

• オンライン展示会のコンセプト

・令和3年2月15日： 書籍出版・オンライン展示会記念講演会

・令和3年3月1日～3月31日 ： オンライン展示会
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採択事業（次世代経営者研究会オンライン展示会）

【主な出展内容】

木材・木製品製造（木製パレット製造）

パレット制作機械と多様な要請に対応す

る手作業の強みを動画等で訴求

電子部品・デバイス・電子回路製造

ハーネスの配線技術によるブランドの確

立、「様々なニーズ対応」、「改造を意

識した引き回し」、「仕上げのクオリ

ティ」を動画等で訴求

日本茶製造

農林水産大臣賞受賞茶葉や新たに開発し

た有機茶などをPR動画で訴求（ECサイト

開設）

真空部品製造

新事業開発（真空中での粉体の小型拡販

装置）した機構をソリューションとして

動画等で訴求

金属切削加工

社会インフラ関連機器をターゲットとし、

胸像を5軸MCで作成。複雑形状が可能な

切削技術を動画等で訴求

プラスティック用無機顔料製造

無機物の光拡散剤の拡散性、優位性、使

用例を動画等で訴求

電子機器部品製造

試作開発品のスピード対応、実装技術、

リワーク技術、改造作業などの対応力を

動画等で訴求

自動制御システム

制御盤のレトロフィットを見える化し動

画等で訴求

製袋機製造

製袋機のオーバーホール・改造における

中心技術を動画で訴求
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事業承継支援

（１）令和2年度実績

事業承継支援：延べ14件

【内訳】

事業承継調査：4企業

親族内承継支援：2企業（うち承継済み1件）

親族外承継支援：2企業（うち承継済み1件）

事業譲渡相談：1企業

（2）事業開始以降の承継実績

親族内承継済み件数：2企業

親族外承継：1企業



創業支援

（１）令和2年度支援実績

創業相談 10名

セミナー申込者：19名 修了者：10名

（2）創業セミナー

１．講 師：中小企業診断士 竹内幸次 氏

２．対 象：創業して間もない方、創業予定者・創業希望者

内容（全5回）

第1回 令和2年10月24日 創業への第一歩を踏み出そう（経営）

第2回 令和2年10月31日 お客様を見つけ維持していこう（販路）

第3回 令和2年11月21日 儲けのしくみを考えよう（財務）

第4回 令和2年11月28日 事業を円滑に進めよう（人事）

第5回 令和2年12月5日 フォローアップ（創業計画書作成）



エコノミックガーデニング推進協議会

（１）寒川エコノミックガーデニング推進協議会とは
【目 的】

寒川町内における意欲ある企業が活動しやすいビジネス環境をつくり、地域企業等
の成長により地域経済の活性化を図るため、関係機関及び関係団体相互間の厳密な
連携のもとに、エコノミックガーデニングを円滑に推進することを目的とする。

1. 企業の活性化に向けた取り組みに関すること。
2. 地域企業の生産性向上の促進に関すること
3. 企業支援策の広報に関すること。（ホームページの運用等）
4. その他目的達成に必要なこと。

【構成団体】
関東経済産業局・中小企業基盤整備機構関東本部
・神奈川県・神奈川県産業振興センター・
横浜銀行・静岡中央銀行・湘南信用金庫・平塚信用金庫
・日本政策金融公庫・神奈川県信用保証協会・
寒川町商工会・寒川町工業協会・
寒川町不動産業協会・学識経験者（大学教授・中小企業診断士）

【事 業】
創業支援・既存企業支援・事業承継支援に伴う支援策等についての各機関の情報を
共有し、下記における事業を実施する。



令和2年度エコノミックガーデニング推進協議会の運営

1. 推進協議会（総会） 書面会議（R2.7.15～8/4）

2. ワーキンググループ会議

① 調査（5月）：新型コロナウイルス感染症に係る支援について

1）新型コロナウイルス感染症関連で実施した支援の状況、2）新型コロナウイルス感染症関連で実施

している独自施策について、3）ウィズコロナ・アフターコロナにおける企業支援として有効と考える

施策、4）ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、寒川エコノミックガーデニング推進協議会のネッ

トワークを活かした取り組みの可能性について

② ワーキンググループ個別ヒアリング（9月～10月）

内容：コロナにおける企業支援状況の共有及び支援方策の検討

③ 各支援機関における中小企業支援好事例報告会（延期）

3. 事業（後援）

○ さむかわ次世代経営者研究会書籍出版・オンライン展示会記念講演会

○ さむかわ次世代経営者研究会オンライン展示会


