
寒川エコノミックガーデニング推進事業

令和元年度の取組報告について
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《令和元年度 EG支援の取り組みの方向性》
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２．さむかわ次世代経営者研究会の運営及びさむかわ次世代経営者勉強会の発足
内容：自主運営となる研究会の支援及び新たな企業を募集し経営者の能力向上を

目的とした勉強会を実施する。

３．経営計画策定等支援
内容：経営革新計画や経営力向上計画などの策定を希望する企業の発掘と計画

の策定支援を行う。

４．販路開拓支援
内容：企業の得意技や製品をまとめたＰＲレポートの作成やマッチング

サイトへの登録を希望する企業の発掘と作成支援を行う。

５．事業承継支援
内容：事業承継を控えている企業に対してその承継計画の作成を支援する。

また、相続やＭ＆Ａを行う企業に対して専門家や引継ぎセンター等と
連携して支援を実施する。

６．創業支援
内容：創業相談窓口を周知し相談業務を継続して実施する。なお、創業希望者に

対して創業計画作成や創業後の支援を行う。また、商工会と連携して創業
セミナーを実施する。

１．企業訪問の実施

内容：企業カルテの作成、支援内容の周知、実態調査等

７．寒川エコノミックガーデニング推進協議会の運営
内容：企業への支援等を行っている各機関の役割の共有化を図りながら地域経済の成長

や企業が活動しやすい環境づくりを行うため、「寒川町エコノミックガーデニン
グ推進協議会」を設置する。また情報発信のためポータルサイトを運用する。
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令和元年度寒川町地域経済コンシェルジュ
の取り組み状況について

【業務時間】髙島氏：６７０時間 若槻氏：４１６時間 籾山氏：３１４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コーディネーター

（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



１．企業訪問の実施について
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◎令和元年４月から令和２年３月までの企業訪問件数

【訪問内容の詳細】
新規訪問・・・・・・・新規企業、食品製造企業等の訪問 経営課題整理・・・企業の課題整理等に伴う事業計画策定等支援
補助金申請等支援・・・もの補助等の申請書作成 事業承継・・・・・事業承継周知及び調査及び事業承継診断の実施等
販路拡大支援・・・・・ＰＲレポートの作成 等 セミナー等周知・・町のセミナーや支援制度の紹介等

《参考》
H３１年度当初町内（法人）企業数１３５３事業所
製造業 ２２１事業所 サービス業 ３８６事業所
運輸・通信業 ７６事業所 卸売業・小売業 ２６１事業所
金融・保険業 １０事業所 建設業 ２７２事業所
電気・ガス・水道等供給業 １１事業所 不動産業 １０５事業所
その他 １１事業所

※税務課提供 H３１法人データ（平成３１年４月末現在）
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２－１．さむかわ次世代経営者研究会の運営
【第１回さむかわ次世代経営者研究会】
開催日：平成３１年４月１８日（木）
議 題：研究会の自主運営について・事業計画の発表（木村産業）
結 果：今年度から行政運営から自主運営にすることになり、会員から年会費を徴収する。

会長：木村社長 副会長：村田社長、池田社長 会計：青木社長 書記：大森社長
産業振興課職員及び地域経済コンシェルジュはサポーターとする。

【第２回さむかわ次世代経営者研究会】
開催日：令和元年５月２７日（月）
内 容：事業計画の発表（大成化光・湘南技研）

【第３回さむかわ次世代経営者研究会（合宿）】
開催日：令和元年６月１６日（日）～１７日（月）
内 容：事業計画の発表（相生電子工業・堀川電機工業）

地域経済コンシェルジュの講演
①「今日から始める生産性向上5段活用」・・・若槻中小企業診断士
②「激変する経営環境下にて勝ち抜く」・・・・・高島中小企業診断士

【第４回さむかわ次世代経営者研究会】
開催日：令和元年７月４日（木）
内 容：事業計画の発表（ムラタ・大和電子工業）
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【第５回さむかわ次世代経営者研究会】
開催日：令和元年８月１日（木）
内 容：①寒川高校生職場インタビューについて

②テクニカルショウヨコハマの共同出展について

【第10回さむかわ次世代経営者研究会】
開催日 ：令和２年１月１0日（金）
内 容 ：近隣市にある企業への訪問

これまでの取り組み、事業計画について講演してもらい、
意見交換を実施した。

訪問企業：株式会社 由紀精密 （茅ヶ崎市）

【第７回～第９回さむかわ次世代経営者研究会】
開催日： 第7回 令和元年１０月７日（月）

第8回 令和元年１１月２７日(水）
第９回 令和元年１２月９日

内 容：テクニカルショウヨコハマの出展内容について検討した。
また、展示会出展に伴い新価値創造展を視察も行った。

【第６回さむかわ次世代経営者研究会】
開催日：令和元年９月１３日（金）
内 容：講演「経済産業省来年度の概算要求について」
講 師：経済産業省 関東経済産業局 地域経済部

地域振興課 係長 中村 文明 氏
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【第１１回さむかわ次世代経営者研究会（テクニカルショウヨコハマ2020共同出展】
開催日：令和２年２月５日（水）～２月７日（金）
場 所：パシフィコ横浜
内 容： 展示会期間内については、会員同士調整したうえで、展示

会出席者を決め来場者の質問等に対応した。

結 果：連絡先（名刺）の交換 約98件
受発注の引き合い 約10件

メンバー企業で作成した
「ノッチ装置」
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２－２．さむかわ次世代経営者勉強会の発足
令和元年6月に新たな「さむかわ次世代経営者研究会」のメンバーを育てるため、経営基礎等を学ぶことを目的に
「さむかわ次世代経営者勉強会」を５企業６名（全て女性）で発足しました。

【第1回さむかわ次世代経営者勉強会】
開 催 日：令和元年６月２１日（金）
内 容：・発足式

・参加メンバーの自己紹介
・講演：激変する経営環境下において勝ち抜いていける経営を考える
講師：髙島中小企業診断士

【第2回さむかわ次世代経営者勉強会】
開 催 日：令和元年７月９日（火）
内 容：・今後の進め方についての意見交換

⇒業績を確認する。
各社のプレゼンを行い、互いに良いところを知りあい、
会社見学を行うこととなった。

【第3回さむかわ次世代経営者勉強会】
開 催 日：令和元年８月２日（金）
内 容：・自社企業のプレゼンテーション及び意見交換（３企業）
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【第4回さむかわ次世代経営者勉強会】＊第6回さむかわ次世代経営者研究会と合同開催
開催日：令和元年９月１３日（金）
内 容：講演「経済産業省来年度の概算要求について」
講 師：経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 地域振興課 係長 中村 文明 氏

【第5・6・7・8回さむかわ次世代経営者勉強会】
開催日： 第5回 令和元年１０月１７日（木） 第6回 令和元年１２月１９日(木）

第7回 令和 ２年 1月１６日（木） 第8回 令和元年 2月２７日（木）
内 容：企業訪問・自社プレゼンテーション
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３．経営計画等作成支援について
（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：１１月６日（水）、１１月１４日（木）、１１月２０日（火）、１１月２６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 ：９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：１３企業（計１３５回）

【令和元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企業
神奈川県小規模事業者支援推進事業費補助金・・・・・・４企業（不採択3企業）
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４．販路開拓等支援について
（１）寒川町中小企業情報（魅力発信レポート）の作成

内 容 :町内の中小製造業の企業情報（企業概要、製品・技術ＰＲ等）をとりまとめ、
町民等へ周知する。

活用方法 ：①町内大企業や中堅企業とのマッチングに活用
②町ホームページに掲載することにより、ホームページを作成していない企業でも、

ＰＣからの検索により、企業の情報が発信できる。
作成サポート：希望企業へ訪問し記載内容を打合せした後、地域経済コンシェルジュが素案を作成し

共同で作成する。
周 知 ：町ホームページ及びエコノミックガーデニングホームページに掲載

町内大企業へ取りまとめたレポートを配布
作成状況 ：１０企業 （合計３５企業）
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（２）「広報さむかわ」での企業周知

内 容 : 町内企業を町民に周知するため、広報さむかわにて「さむかわのちょっと
気になるあそこの会社」という記事にて町内企業を紹介しています。

周知企業 ：２企業
【広報さむかわ10月１日号】 【広報さむかわ1月１日号】【広報さむかわ7月１日号】

（３）中小機構が運営するジェグテックへの登録

内 容 : 販路開拓や海外展開を行いたい企業向けに、
自社技術やサービスを大手企業等に発信する
ことが出来る中小企業基盤整備機構が運営す
るマッチングサイト「J-Goodtech（ｼﾞｪｸﾞﾃｯｸ）」
の情報周知及び登録等を支援しています。

登録企業 ： ２企業
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（４）令和元年度神奈川県優良小規模事業者表彰【表彰式：令和2年1月14日（火）】

概 要：県が県内に立地し、独自の技術、工法、発想による商品化、事業化している者や
長年にわたり地元に根差した活動など地域活性化に貢献している者など、特筆
すべき実績を残している又は特徴的な経営を実践している小規模企業者を神奈川
県優良小規模企業者として表彰しています。

受賞企業： ①株式会社 菱和園 代表取締役 小尾 勝一氏

（寒川町倉見1134）
②大和電子工業株式会社 代表取締役 青木 耕一郎 氏
（寒川町一之宮4丁目15－18）

③大 黒 屋 代表 野中 正博 氏
（寒川町岡田1丁目8－11）

※令和元年度受賞企業者数：13企業
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５．事業承継支援について
（１）事業承継診断の実施

対 象：事業承継を控えている企業
目 的：事業承継に向けた早期かつ計画的な準備を促すことを目的とする。
調査企業：２企業
支援内容：①M＆Aによる企業の売却を希望している。将来的に売却を行うにあたり自社

の希望等聞き取りを行っており、今後事業引継ぎ支援センターに引き継ぐ
予定。

②親族内承継を行う予定であり、今後税理士を含め、事業承継計画を策定
する予定。



【親族内承継】
〇 A社・・・・・現社長、専務、後継者と今後の事業承継に向けて話し合いを行い、5月1日（新元号

と同時）に承継する予定。現在は経営権を引き継ぐことに伴い課題を整理し事業計画
の策定支援を行っている。

〇 B社・・・・・将来的に親族内承継を行う予定であり、株式譲渡が発生することから税制優遇に
ついて説明した。今後、状況によってはネットワークの専門家派遣を活用する予定。
後継者育成についても支援中。

【親族外承継】
〇 C社・・・・・来年度、代表権は現社長が持ったまま、社長職を工場長へ承継する予定であることから

後継者に対して経営分析の仕方や今後の事業計画等について支援を行っている。

〇 D社・・・・・現社長から取締役へ承継する予定であり、法務面や税務面、資金面など承継を見据えた
対策等も進めていることから、税制優遇について説明している。後継者育成については
来年度から実施予定。

【事業譲渡】
〇 E社・・・・・5年以内には事業承継したいのだが後継者がいないことから引継ぎ支援センターを紹介。

今後、事業譲渡を含めた事業承継について計画的に進められるようサポートを行って
いる。

〇 F社・・・・・社員への承継を考えているが社員の承諾が得られていないことから、M&A等も検討
している。現在は社長及び後継者候補を交え、事業承継計画の作成を進めている。

（製造業）

（製造業）

（製造業）

（製造業）

（食品製造業）

（卸売・小売業）

15
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６．創業支援について
（１）創業相談

相談者数：１６名（男性：９名 女性７名）
相談内容：・女性起業家のための融資・補助制度について

・自宅の一部を改装して飲食店を創業する構想があり、創業にむけての手順
・事業計画の作成について
・美容、理容における許認可について
・個人事業主の開業届の方法について
・経営の基本について など

（２）寒川町特定創業支援事業「創業支援セミナー」（寒川町商工会との共催事業）
目 的：特定創業支援事業の受講希望者のため、創業に必要な基本的な

知識を身に付け、創業に向けてステップアップの一環として実施。
実施日：第１回 ５月１４日（火）１８：３０～２１：３０

第２回 ５月２２日（水）１８：３０～２１：３０
第３回 ５月２８日（火）１８：３０～２１：３０
第４回 ６月 ６日（木）１８：３０～２１：３０

内 容：①「創業は楽しい」事業の基本を考えよう（経営）
講師：寒川町地域経済コンシェルジュ 髙島利尚氏

②「お金」は大事です～経理・税金・決算～（財務）
講師：寒川町地域経済コンシェルジュ 若槻 直氏

③お客様あってのご商売です（販路開拓）
講師：寒川町地域経済コンシェルジュ 籾山 豊氏

④創業に向けての総合的な道筋を確認しましょう（人材育成）
講師：寒川町地域経済コンシェルジュ 髙島利尚氏

参加者： 11名×４回



（１）寒川エコノミックガーデニング推進協議会の発足
【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。

７．エコノミックガーデニングコンソーシアムの運営

17
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【第1回寒川エコノミックガーデニング推進協議会（総会）】

開 催 日：令和元年４月 ５日（金）15：00～17：00
議 題：１．協議会規約（案）について

２．副会長及び監事の互選について
３．2019年度 協議会の取り組みについて
４．協議会のポータルサイトについて
５．2019年度予算(案）について
６．2019年度協議会の目標(案）について

結 果：１．規約が確定
２．副会長 内野委員（寒川商工会長）

監 事 橋本委員（横浜銀行寒川支店長）
林委員 （湘南信用金庫寒川支店長）

３．事務局案了承
４．事務局案及び取扱要領承認
５．予算案了承
６．協議会目標事務局案了承
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【第２回寒川エコノミックガーデニング推進協議会】

開 催 日：令和２年１月１７日（金）14：00～16：00
内 容：１．ワーキンググループ会議について

２．今年度の事業について
３．2019年度協議会目標の進捗状況について
４．町からの情報提供について

・町融資制度の改正案について
・田端西地区まちづくりの状況について

５．各支援機関からの情報提供について
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（２）ワーキンググループ会議の取り組みについて

≪構成員≫
横浜銀行寒川支店、静岡中央銀行寒川支店、湘南信用金庫寒川支店、平塚信用金庫寒川支店、
日本政策金融公庫厚木支店、神奈川県信用保証協会藤沢支店、寒川町商工会、寒川町産業振興課の担当者

【第１回 ワーキンググループ会議】
開 催 日：令和元年５月２０日（月）15：30～17：00
議 題：①各支援機関の取り組みについて ②協議会事業について ③その他
結 果：・協議会及びポータルサイトの周知に関して、ノベルティなどは作成せず、タウンニュースなどに記事として掲載する。

・企業の人材確保に伴い、外国人雇用等に関するセミナー（勉強会）を事業として検討する。
・国、県、町、商工会等の支援内容を説明する企業支援説明会を開催する。
・引き続き事業については検討していく。
・ワーキンググループ会議については二カ月に１回程度開催する。

【第２回 ワーキンググループ会議】
開 催 日：令和元年７月１２日（月）16：00～17：15
議 題：①町からの情報提供及び意見交換について

情報提供：地域経済分析システム、中小企業強靭化法について 意見交換：町融資制度について
②寒川町商工会からの情報提供及び意見交換について
情報提供：神奈川県版持続化補助金、軽減税率レジ補助セミナー 意見交換：キャッシュレスの取り組み内容について

③その他
結 果：情報提供のあった件について、情報共有が図られた。その他意見として、この会議にはいずれ関東局にも参加していただき、

WGに取り組んでもらいたいことなどの意見交換を実施したいとの意見があった。

【第３回 ワーキンググループ会議】
開 催 日：令和元年１０月１８日（金）16：00～17：15
議 題：①事業承継の取り組み及び意見交換について

町の現状について説明、事業承継ネットワークからの取り組みの説明
②今年度の事業について
・タウンニュースへの広告掲載・働き方改革セミナー・中小企業支援活用セミナー

③その他（意見交換）
・台風被害について・町の融資について・信用保証料補助について
・事業継続力強化計画について

結 果：各金融機関等については、事業承継を控える企業の発掘を行い、事業承継の問題がある企業があれば町も協力し支援を行う。
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（３）令和元年度協議会主催の実施事業について

①タウンニュースによる協議会周知広告の掲載
【目 的】 協議会の取り組みを周知するため。
【掲 載 日】 令和２年１月１０日
【掲 載 紙】 タウンニュース寒川版

②中小企業働き方改革セミナー
【目 的】 2020年4月から導入される中小企業に対する時間外労働の上限規制

など、経営者及び総務担当者が実務上押さえておくべきポイントに
ついて、中小企業の対応事例を踏まえ、分かりやすくご説明すると
共に、神奈川県の取り組みについて紹介することを目的とした。

【開催日時】 令和２年１月２７日 月曜日
【内 容】 （１）働き方改革関連法の概要 ～労働法制７０年ぶりの大改革～

厚生労働省 神奈川労働局 藤沢労働基準監督署
第一方面主任 労働基準監督官 青山 浩二 氏

（２）働き方改革に向けて～貴社が取り組むこと～
神奈川働き方改革推進支援センター
アドバイザー（特定社会保険労務士） 渡辺 栄英 氏

（３）神奈川県の取り組みについて
神奈川県 産業労働局 労働部 雇用労政課 労政グループ
グループリーダー 牧 洋樹 氏

【参 加 者】 ４０名
【個別相談会】 ４企業（製造業：２企業、観光業：１企業、人材派遣業：１企業）

③中小企業支援活用セミナー
【目 的】 国・県・町等が実施している中小企業支援を上手に活用して、企業の

新事業展開、持続的かつ発展的な経営に役立ててもらうことを目的とする。
【内 容】 （１）国（経済産業省）の中小企業支援策について

（２）神奈川県の中小企業支援策について
（３）寒川町の融資・補助等の支援策について
（４）商工会の企業支援について

＊新型コロナウィルス感染症拡大抑制に伴い、中止としました。
＊参加申込者には、セミナーで使用する予定の資料を送付し、質問等がある場合は個別に
対応することとした。
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（４）寒川エコノミックガーデニングポータルサイトについて

【アクセス数】 ４，７７９アクセス （ページビュー数）

【その他】 〇ユーザー数 １，１９５ユーザー

（デスクトップ760、モバイル378、タブレット57）
〇平均セッション時間 ２分２１秒
〇ユーザーあたりのセッション数 １．６２
〇ページセッション（平均） ２．４７
〇直帰率 ６０．４４％
（デスクトップ60.10、モバイル65.23％、タブレット48.09％）

＊googleアナリティクスにより算出
＊４月～５月末については、カウントがされていなかった為、令和元年６月から

令和２年３月で算出しています。

【HPトップ画面】

【URL】https://www.samukawa-eg.jp/ 【QRコード】

【掲載内容】・創業支援、企業支援、事業承継支援情報
・補助金、助成金募集情報
・セミナー、イベント情報
・町内企業求人情報
・町内不動産情報
・連携支援機関ホームページへのリンク 等

【投稿件数】 新着情報・お知らせ ３８件

セミナー・イベント等の情報 ３１件
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８．その他
（１）生産性向上特別措置法に伴う先端設備等導入計画の申請状況について

生産性向上特別措置法第37条第1項の規定に基づき、寒川町導入促進基本計画が
国から同意されたことから7月1日から「先端設備等導入計画」の申請受付を開始
しています。

【申請（認定）状況】 １１件（平成31年4月～令和2年3月）

【新規設備導入件数】 機械装置１３台 ・ 建物付属設備 １台
器具備品 2台 ・ ソフトフェア １台

【設備購入（投資）額】 ２２６，７９５，０００円

「先端設備等導入計画」の概要

中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、
「寒川町導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、町から認定
を受けることで、認定を受けた際の支援措置としては、国が実施する補助金における
審査時の加点や信用保証に伴う資金繰りの支援、また生産性を高めるための設備等を
取得し、一定の要件を満たした場合、新規取得設備の固定資産税（償却資産）が最大
３年間ゼロとなります。
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（２）町中小企業支援制度の見直しについて

①寒川町中小企業事業資金融資利子補給金の新設（令和2年度新規）

補助対象者 寒川町中小企業事業資金融資を行った取扱金融機関

補助内容
補助率：年１．３％
期 間：返済開始から完了までの期間

申請方法 取扱金融機関が申請書に関係書類を添えて毎年２月末日までに町産業振興課へ提出

申込書類
１．申請書
２．中小企業事業資金利子支払い明細書
３．貸付金償還表またはその写し

②寒川町中小企業信用保証料補助金対象融資の拡大（令和2年度から対象拡大）

補助対象者
寒川町中小企業事業資金融資、寒川町中小企業施設整備資金特別融資及び神奈川県の制度融資（一部）
を受け、信用保証料を支払った中小企業者

補助内容
補助対象 神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料
補助額 保証料相当額（上限１０万円）

申請方法
申請書に関係書類を添えて保証料払込みの日から９０日以内に神奈川県信用保証協会藤沢支店を経由して、
町産業振興課へ提出

申込書類
１．申請書
２．中小企業信用保証料補助調書

【改正内容】
神奈川県の制度融資の対象を拡大
改正前：小規模クイック融資、小口零細企業保証資金
改正後：小規模クイック融資、小口零細企業保証資金、創業支援融資、経営力強化サポート融資、あらたな事業展開対策融資、

かながわイノベーション戦略的支援融資、経営革新支援融資、生産性向上支援融資、未病関連産業融資、ロボット関連産業融資、
エネルギー関連産業融資、観光関連産業融資、事業承継関連融資、BCP策定支援融資、環境・省エネルギー対策融資

中小企業者の経営の合理化促進及び振興を図ることを目的に町内中小企業が寒川町事業資金融資を
活用した場合に融資に伴う利子の一部を補助するため、利子補給金を新設する。
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（３）神奈川県立寒川高等学校との連携について

①インターンシップ受入れ企業の紹介について

②総合学習職場インタビューの講師紹介について

目的：進路への意欲・関心を高めるとともに職場インタビューを通して「職業の意義」「社会参加」について
考えることを目的に実施。

日時：令和2年6月25日（火） １４：２５～１５：１５
対象：高校2年生のうち卒業後の進路として主に就職を強く希望する生徒 28名
町内企業：5企業が参加

目的：企業や事業所等における体験学習を通じて、望ましい職業観・勤労観を学び、自己の将来における
職業選択能力を育てることや、実際的な知識や技術・技能に触れ、社会生活・職業生活を営む上での
ルール・マナーを学ぶことで、規律・礼儀等を会得し、社会人としての適応力を高めることを目的とする。

期間：7月下旬から8月（夏休み期間中）＜１日～5日程度＞
対象：全学年(希望者）

【寒川高校インターンシップの概要】

【取り組み内容】
寒川高校側の課題として、卒業後の進路として就職が増えてきていることから、職業体験の場を広げていきたいのだが、
町内企業でインターンシップにより生徒を受け入れてもらえる企業が少ない。（分からない）とのことから、町内企業
において、高卒新卒者の社員の募集を考えている企業に対して、インターンシップの受け入れについて説明し、同意を
得た企業を寒川高校に紹介した。

【インターンシップ受入れ同意企業数】 ９企業（事業所）
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（４）寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に伴う
令和元年度（平成3１年度）の進捗状況（指標）

○商工業支援プログラム推進事業

企業訪問回数

相談企業数

○企業等立地促進事業

創業相談件数

創業支援に伴う講座・セミナーの実施

支援メニュー利用数

販路拡大支援数
新規事業所届出数（法人）

創業に関する支援数

50

55

12

257

10

15

H29

H30

－ 229

61

5

13

1 4 4 4

20

その他の指標

単位

H28 H29 H30 H31

10 15 20

10 15 15

H31

回 135 180 180

H28 H29

180

H29 H30

H30 H31

回

社

目標値
活動指標 現状値（H27）

1 H26 件 6 6 7 7

63 H26 件 65 70 75 80
2 H26 件 10 10 12

H28 H29 H30 H31

74 H24-H26 件 105 115 125 130
8

重要業績評価指標（KPI） 現状値（年度） 単位
目標値

現状値（H27） 単位
目標値

その他の指標

活動指標 現状値（H27） 単位
目標値

現状値（H27） 単位
目標値

H31

10

H28

0 件

0

0

H28 H29

実績値

H31

273

H31

15

H31

16

H31

105

H28 H29 H30

H28 H29 H30

H28 H29 H30

H28

218

13

10

H31

127
25
73

41

実績値

実績値

実績値

実績値

135
15
54

42

H28 H29 H30

H30

163
12

31

4

161
15

※支援メニュー利用数内訳 H31(件)
小口短期資金貸付 0
ＩＳＯ等認証取得事業補助 0
事業資格取得補助金 4
中小企業施設整備資金特別融資利子補助17
小規模事業者経営改善資金融資利子補助36
中小企業信用保証料補助 4
中小企業退職金共済掛金補助 14
中小企業融資貸付 41
街路灯電灯料補助 4
にぎわい創出支援事業補助 1

販路拡大等事業補助金 6

※販路拡大支援数 H31(件)
テクニカルショウヨコハマ出展 2

販路拡大等事業補助 6

県優良工場小規模事業者表彰　　 3

ジェグテック登録・更新 6

PRレポート作成 8

※創業に関する支援数 H31(件)
創業支援ブース 3

湘南ビジネスコンテスト 0

創業支援セミナー 22

創業相談窓口 16

創業成功事例セミナー 0



《令和２年度 EG支援の取り組みの方向性》
1. 企業訪問の実施（製造業及び法人向けサービス業・卸売業等）

企業カルテの作成、支援内容の周知、実態調査等 ＋ 新型コロナ調査訪問・相談

2. さむかわ次世代経営者研究会・さむかわ製造業リーダー研修会
研究会：自主運営となる研究会の支援 ＋ ウィズコロナを前提とした経営相談
勉強会：企業のリーダー的人材の発掘とマネジメントの知識習得のための研修会開催

3. 経営計画策定等支援
経営革新計画や経営力向上計画などの策定を希望する企業の発掘と計画の策定支援

4. 販路開拓支援
企業の得意技や製品をまとめた「ＰＲレポート」の作成や中小機構が運営するマッチングサイトへの
登録企業の発掘と作成支援 ＋ 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための「販路拡大事業補
助金（特別枠）」創設

5. 事業承継支援
事業承継を控えている企業に対してその承継計画の作成支援。また相続やＭ＆Ａを行う企業に対して
専門家や引継ぎセンター等と連携して支援

6. 創業支援
創業相談窓口を周知し相談業務を継続実施。創業希望者に対して創業計画作成や創業後の支援を実施。
また、商工会と連携して創業セミナー実施。 ＋ 創業者への影響調査・フォローアップの実施

7. 寒川エコノミックガーデニング推進協議会の運営
企業への支援等を行っている各機関の役割の共有化を図りながら地域経済の成長や企業が活動しやす
い環境づくりを行うため、「寒川町エコノミックガーデニング推進協議会」の運営
＋ ウィズコロナを前提とした連携支援


