
寒川エコノミックガーデニング推進事業 
 

平成２９年度の取組報告について 

環境経済部 産業振興課 企業支援担当 



《平成２９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発足 
   内容：経営者の能力向上を目的に、交流や研修を通じ参加企業 
       同士が強調しながら研究会を実施する。 

  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 
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平成29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：６９０時間  若槻氏：４２０時間  籾山氏：３９０時間 

【取組内容】 
（１）企業訪問の実施 
 
（２）企業カルテの作成 
 
（３）販路拡大支援に伴うPRレポートの作成 
 
（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 
 
（６）創業支援セミナーの講師 
 
（７）町内企業向け支援制度の企画立案 
 
（８）商工会への指導・助言 



１．企業訪問の実施について 
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《参考》 
H３０年度当初町内（法人）企業数１１７８事業所（H２８年度当初 町内（法人）１１６８事業所） 
  製造業           １９９事業所（２０１事業所）   サービス業      ３２２事業所（３２０事業所） 
  運輸・通信業        ６８事業所（６８事業所）    卸売業・小売業   ２３２事業所（２３５事業所） 
  金融・保険業         ９事業所（８事業所）        建設業         ２３８事業所（２３７事業所） 
  電気・ガス・水道等供給業 ９事業所（８事業所）      不動産業            ８５事業所（８２事業所） 
  その他             １６事業所（９事業所）     

    ※税務課提供 H３０法人データ（平成３０年４月末現在） 
 

◎平成29年4月から平成30年3月までの企業訪問件数 

【訪問内容の詳細】 
・新規訪問・・・企業カルテの作成               ・事業計画支援・・・コンシェルジュが訪問し、企業の課題整理等行う。 

・事業承継調査等・・・事業承継周知及び調査       ・販路拡大支援・・・ＰＲレポートの作成 等 

・支援制度関係・・・・町支援制度の紹介等          ・次世代経営者研究会・・・次世代経営者研究会の紹介等 

・実態調査・・・経営者不在等で企業カルテの作成出来ていない企業等の実態を調査 
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２．さむかわ次世代経営者研究会について 
 ◎さむかわ次世代経営者研究会 準備委員会 
   目    的:平成２９年度からの研究会発足を目指し、体制・内容等を検討する。研究会では、次世代 
        を担う町内経営者の交流・共同研究・自社の経営革新を通じて参加者の経営能力を上げる。 
   対 象 者：企業訪問を通じ判明した、町内企業の若手経営者及び後継者を抽出し参加してもらう。 
   取り組み：準備委員会では、毎月１回程度の会合を開催し、研究会の体制、内容等を検討する。研究会 
         は、毎月１回程度の会合を開催し、年間テーマ（例：IOTを活用した経営革新）に関して 
         大企業の見学、相互見学、講演受講、課題抽出、意見交換、発表を行う 
   開 催 日：第４回：４月２０日（木）第５回：５月２４日（水）第６回：６月２１日（水） 
   内   容：第４回：研究会の取組内容の検討 
        第５回：準備会会員企業への訪問・見学 
         第６回：研究会の名称及び規約の検討 

【第５回の様子（準備会会員企業への企業見学）】 
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 ◎さむかわ次世代経営者研究会 
   目     的：エコノミックガーデニング推進事業の一環で、ものづくりに 
         係る寒川町内企業の若手経営者及び後継者が経営能力を向上 
         し、企業が単独あるいは共同で行う新たな取り組みを増やす 
                 ことを目的とする。 
     実 施 事 業：（１）将来構想 
             会員個々の取り組みを参考としながら、会員企業の 
             将来構想のイメージ形成を行う。 
          （２）課題解決 
             将来構想実現に向けての個別課題・共通課題を会員 
             相互の意見交換を通じ解決する。 
                （３）新事業の創出 
             会員企業の経営資源や強みを相互に活用し合うことに 
             よる会員企業の新事業創出の促進を図る。 
         （４）会員交流 
             会員間の交流や会員企業見学等により相互に交流出来る基盤を形成する。 
   会      員：９企業 １１名（平均年齢４２．４５歳） 
   コーディネーター：寒川町地域経済コンシェルジュ 
  
  
 【第1回さむかわ次世代経営者研究会】 
     開  催  日：平成２９年１０月１７日（火） 
   内   容：・発足式 
         ・参加メンバーの自己紹介 
         ・経済産業省の地域経済産業施策について  
          講師：関東経済産業局 地域振興部  
             地域振興課 村山課長補佐        



7 

 【第3回さむかわ次世代経営者研究会】 
     開  催  日：平成３０年１月１１日（木） 
   講   演：テーマ「根性の経営からスマート経営へ」 
         講師：株式会社 星製作所 代表取締役 星 肇 氏 
           ※下請け体質から脱却し攻めの中小企業として成功し、 
          ＷＥＢサイト内で自動見積りを行うなど中小企業IT 
          経営力大賞2014奨励賞や『攻めのIT経営』中小企業 
                   百選にも選定されている企業。     
   内   容：・スマート経営への変換した経緯 
              ・ＩＴ利活用の販路拡大 
              ・市場ニーズに合わせたＷＥＢブランド 
              ・ＩＴを活用した生産性の向上 
   意 見 交 換：WEBサイトを立ち上げる際に気をつけたこと、生産性向上 
                  の取り組み、設備投資への不安、経営者としての考えを 
                  従業員とどう共有したかなど活発な意見交換が行われた。 

 【第2回さむかわ次世代経営者研究会】 
     開  催  日：平成２９年１２月６日（水） 
   議   題：・スミファ（墨田ファクトリー）ツアー見学報告 
         ・今後の研究会の進め方について 
   内   容：・先進的な取り組みを行っている経営者の話を聞いて自分の会社に置き換え考えてみたい。 
         ・経営に関する知識を得たい。 
         ・参加者それぞれの事業を知りたい。等 
   結   果：経営者勉強会の活動についてのノウハウ・知識の習得、参加企業同士の事業内容を相互理解         
                 していく必要があるとの認識が共有された。 
         29年度については、①下請けから脱却し個人向け商品に特化した「板金ケース.com」で成功 
                 を収めるなど「攻めの経営」を実践している株式会社 星製作所の星社長をお招きして、 
         講演及び意見交換を行う。②研究会メンバー各社の事業内容及び強み等についてプレゼン 
         テーションを行い、お互いの企業を知る。 
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 【第4回・第5回さむかわ次世代経営者研究会】 
     開  催  日：第4回 平成３０年２月８日（木）17：30～20：00 
         第5回 平成３０年３月７日（水）17：30～21：00 
   内   容：自社企業のプレゼンテーション及び意見交換 
   目   的：会員同士の事業内容を共有する他に自社の強みや課題及び将来構想について考えをまとめ、 
         PowerPointにより資料を作成し、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力の向上 
         を目的として実施した。 
   発  表  者：相生電子工業株式会社   工場長    矢島源吾 氏 
             大成化光株式会社         代表取締役   大森  明 氏 

             有限会社 湘南技研        代表取締役   池田 博之 氏 

                               有限会社 堀川電気工業  代表取締役  堀川 浩一 氏 

             株式会社 ムラタ        代表取締役  村田 洋介  氏 ・電気担当  村田 雄三 氏 

             株式会社 木村産業     代表取締役  木村 孝明 氏 

             株式会社 天誠精工     取締役社長  天野  圭  氏 

             有限会社 湘南マシーン   代表取締役  菊地 慎一 氏 

                               大和電子工業株式会社   係長       岡本  勲 氏 ・営業担当  青木耕一郎 氏 
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３．経営計画作成等支援について 
 （１）経営者のための事業計画策定支援セミナー（寒川町商工会と共催） 
   目   的：経営環境の激変が加速化傾向にある今、改めて、小規模企業及び中小企業者は、今後どのように   

            事業に向けて取り組んでいくのかを考え、その事業と関連する経営環境の変化を予測し、より的確な 

            環境適応をしていくかが求められていることから、激変する経営環境下で、持続的に発展するために 

            事業計画の考え方を身につけることを目的に実施。 
   実 施 日：第１回：６月２１日（水） 
                第２回：７月 ２日（日） 
                第３回：８月 ６日（日） 
   内   容：第１回：事業計画策定の必要性 
         第２回：事業計画策定の考え方・手順習得 
         第３回：各社事業計画発表 
   講  師：寒川町地域経済コンシェルジュ 
   参 加 者：８名（製造業５企業、不動産業１企業、生花小売業１企業、旅行業１企業） 

 （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回訪問や来庁してもらい、下記の 
       手順により企業が優先的に取り組むべき課題(新事業展開の手順、 
       在庫品及び購入品の管理方法等)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。 
   実施企業：１０企業（計８７回訪問） 
            ※実施企業の内、１企業が新事業検討を進め、実現性がある数値 
        目標を具体的に定めた「経営革新計画」を策定し、神奈川県に 
        認定されました。 

     【戦略策定手順と考え方】    ◎全社経営戦略策定のステップ 

 （１）進むべき方向、社長の思いの設定   （２）外部環境の調査分析     （３）内部の経営資源・環境の調査分析 

 （４）ＳＷＯＴ情報の整理            （５）環境変化情報の再収集    （６） 新事業の検討と主要事業領域の明確化 

 （７）重要課題の選定              （８）重要戦略課題の設定      （９）ありたい姿の具体化 

 （10）実現方策の選定                             （11）全社戦略のまとめ 
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 （３）生産性向上に向けた『自動化診断』の実施 
   委 託 先：㈱さがみはら産業創造センター 

    
     目   的：寒川町内の中小企業において労働力不足の解消や生産性向上による競争力の強化を図ること 
                   を目的とする。 
    
      内  容：技術コンサルタントが、自動化や業務改善を検討しているものづくり企業の経営者と一緒 
                に生産性向上のため、事業規模・事業内容・組織力・作業内容に最適な生産性向上に施策 
                の提案を行った。 
    
      受診回数：１企業あたり３回（打合せ・工場診断・診断報告） 
    
      受診企業：２企業 
 
      受診結果：診断結果として以下の内容を 
        提案しました。 
        （１）ユニット組立に関する 
           組立方法を提案 
          （キッティング生産方法） 
                 （２）在庫の可視化 
        （３）スペースの有効活用 
        （４）仕掛品の加工納期の細分化 
                                        など          
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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  ：２０企業 
   効  果  ：作成した企業の内、４企業に新たな取引に伴う問い合わせがあった。           
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５．事業承継支援について 
 （１）事業承継対象企業への訪問及び支援等に向けての調査を実施 
   対   象：経営者が６０歳以上の企業（製造業） 
   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：１６企業 
   内  容：①事業承継の時期、承継者の種別、事業承継 
         に向けて気になっていることの確認 
        ②事業承継診断の紹介 等 
     

 （２） 神奈川県事業承継ネットワークの参加 
   ◎神奈川県事業承継ネットワークの概要 
    目 的：中小企業・小規模企業が有する技術・ノウハウ 
        などの経営資源や雇用の喪失を防ぐため、ネット 
        ワークをもとに中小企業。小規模企業の事業承継 
        の早期・段階的な取り組みの促進を図る。 
    内 容：①普及・広報活動 
        ②事業承継診断の実施 
        ③アンケート調査 
        ④相談体制等の環境整備 
    町の取り組み：ネットワークで実施する事業承継セミナー 
           をメール配信等で周知。     
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（１）平成２９年度創業支援ネットワーク連絡会   
  開催日：５月２２日（月）１３：３０～１４：３０ 
   目  的：寒川町創業支援事業計画に伴う認定連携創業支援事業者が集まり、 
         町事業やそれぞれの機関における平成２９年度の取り組み内容の 
                  情報共有を図ることも目的に実施 
     内  容：①平成２８年度の実績報告  
         ②平成２９年度の支援制度説明 
         ③各支援機関の支援制度について       
   参加者：１６名 
       平塚信用金庫、湘南信用金庫、日本政策金融公庫、 
       寒川町商工会、（公財）湘南産業振興財団 

６．創業支援について 

（２）創業相談   
  相談者数：１５名（男性：７名 女性８名） 
  相談内容：・飲食店を創業する上でのアドバイス 
       ・自宅の一部を改装してレンタルスペース及び雑貨屋 
        をする構想があるのだが、創業にむけての手順 
       ・開業目的、事業内容の整理 
       ・販路開拓の方法について 
       ・町内にある事業関連団体の紹介  
       ・町の創業支援について              など 
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（３）創業成功事例セミナー（寒川町商工会と共催）    

    目 的：成功率の高い事業経営を学んでいただくことを目的 
       として実施。 
     実施日：４月２５日（火）１９：００～２１：００ 
     内 容：事業経営に必要不可欠な顧客視点に立った経営のあり方 
             や日々の活動における留意点等を学べ、創業の成功まで 
       の道のり等を踏まえ、成功のポイントを講義。 
   講 師：㈱コトリコ 江藤 梢氏、 
             寒川町地域経済コンシェルジュ 髙島利尚氏 
     参加者：１４名 

（４）寒川町特定創業支援事業「創業支援セミナー」（寒川町商工会と共催） 
     特定創業支援事業の受講希望者のため、創業相談窓口の一環として実施。 

 【上半期実施】 
   実施日：第１回 ６月１３日（火）１８：３０～２１：３０ 
      第２回 ６月２３日（金）１８：３０～２１：３０ 
      第３回 ６月２９日（木）１８：３０～２１：３０ 
      第４回 ７月 ６日（木）１８：３０～２１：３０ 
   内 容：①創業への第一歩を踏み出そう（経営）  
       講師：寒川町地域経済コンシェルジュ 髙島利尚氏 
      ②お客さまをみつけ、維持していこう（販路開拓） 
       講師：㈱イーフープ 世良伸一郎氏 
      ③儲けの仕組みを考えよう（財務） 
       講師：湘南信用金庫、平塚信用金庫 
      ④人材の確保と活用（人材育成） 
       講師：特定社会保険労務士 安田厚氏 
   参加者：１３名 

 【下半期実施】 
    実施日：第１回 １１月 ７日（火）１８：３０～２１：３０ 
       第２回 １１月１５日（金）１８：３０～２１：３０ 
       第３回 １１月２２日（木）１８：３０～２１：３０ 
       第４回 １２月 ７日（木）１８：３０～２１：３０ 
    内 容：①『創業は楽しい』ビジネスの基本を考えよう（経営）  
        講師：寒川町地域経済コンシェルジュ 髙島利尚 氏 
       ②お客さま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 
       ③『お金』は大事です！！（財務） 
        講師：寒川町地域経済コンシェルジュ 若槻 直 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：９名 
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（５）寒川町創業支援事業計画に伴う平成29年度創業支援実績について   

【寒川町創業支援事業計画】 
  平成29年度 目標 支援対象者数 ７４人   創業者数 ２４人 

           実績 支援対象者数 ７１人       創業者数 ２５人 

●1－1創業支援相談窓口        
                                             
 
●1－2創業支援ブース（産業まつり）      
                       
 
●2－1ワンストップ相談窓口         
                        
 
●2－2湘南ビジネスコンテスト        
                                 
                        
●2－3創業支援セミナー           
                       
 
●2－4創業応援窓口（平塚信用金庫） 
 2－5創業応援窓口（湘南信用金庫）              
 2－6創業サポート窓口                               
        （日本政策金融公庫） 

目標 支援対象者数２４件、創業者数６件 
実績 支援対象者数１５件、創業者数７件 
 
目標 支援対象者数  ３件、創業者数１件 
実績 支援対象者数  ６件  
 
目標 支援対象者数 ６件、創業者数１件 
実績 支援対象者数１６件、創業者数６件  
 
目標 支援対象者数 １件、創業者数１件 
実績 申請応募者数 １件 
                        
目標 支援対象者数 ８件、創業件数１件 
実績 支援対象者数２２件、創業件数５件 
 
 
目標 支援対象者数３８件、創業件数１４件  
実績 支援対象者数１１件、創業件数  ７件 

※平成29年度特定創業支援事業修了者 １５名   
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７．その他 
（１）エコノミックガーデニングの周知について   
  

   ・商工会会員への周知 
    商工会の全会員を対象に、商工会便りに寒川町 
    地域経済コンシェルジュの活用及び町支援制度 
    のチラシを郵送にて配布した。 
   
 

   ・「広報さむかわ」での周知 
    広報さむかわ７月号において、昨年度支援を受けた経営者のインタビュー等   
    を内容としたエコノミックガーデニングの特集記事を掲載し周知を図った。 
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（２）「産業のまちネットワーク推進協議会」の参加について 
   

  ・「産業のまちネットワーク推進協議会」とは 
    東日本の工業都市（２４都市）の産業政策担当者で組織した「ものづくり産業」の振興を   

     考えるグループで年に３回総会・定例会・研究会を開催している。   

  ・協議会の目的 

    工業都市の工業振興担当者の交流を通して、協議会加盟各自治体の課題解決を促し、市民・  
     研究者・企業との連携と地域間企業ネットワークの推進を図り、地域経済の発展に寄与する 
          ことを目的とする。 

      ・参加した経緯 
           工業振興に力を入れている都市の産業政策担当者が集まり、各都市の課題解決を話し合う場 
            として、当協議会を経済産業省関東経済産業局から紹介され、エコノミックガーデニングを 
            進める上で各都市の取り組みなどの情報を把握出来ることからオブザーバーとして参加する 
      ことになった。 

    ※平成２９年度は埼玉県さいたま市、東京都江東区、綾瀬市、寒川町 
       の４市区町がオブザーバーとして参加。 

   ・平成２９年度第１回定例会（研究会）の内容 
     ・板橋区産業振興の取り組みについて 
    ・板橋区内の企業見学 
    ・グループディスカッション 
     「各自治体及び地域企業の人材確保に関する取組について」 

  ・今後について 

      平成２９年・３０年についてはオブザーバーとして 
     参加させてもらい、平成３１年度から正式加入に 
     向けて検討中。    

※Google等の検索サイトで【産業のまちネットワーク】 
  と検索すると活動報告等が閲覧出来ます。 
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（３）平成29年度神奈川県優良工場・優良小規模事業者表彰【表彰式：平成30年1月17日（水）】 

   １．神奈川県優良工場表彰 
    概  要：県が県内に立地し、製造業を営む中小企業工場のうち、経営成績、作業環境、 

              生産技術などが特に優れており、労働災害や公害の発生防止、労働時間の短縮、 

                                環境関連手続の厳守などに取り組んでいる工場を神奈川県優良工場として表彰 

                                しています。 

               受賞工場：株式会社 木村産業  代表取締役 木村 孝明 氏 

                  （寒川町田端2046-1） 
                  ※平成29年度受賞工場数：11工場 

   ２．神奈川県優良小規模事業者表彰 
    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有限会社 湘南技研  代表取締役 池田 博之 氏 

          （寒川町一之宮4-22-23） 
          ②豊月堂  代表 天利 一雄 氏 
          （寒川町一之宮4-19-16） 
         ③株式会社 ムラタ  代表取締役 村田 洋介 氏 
         ※平成29年度受賞企業者数：18企業  

 優良工場表彰及び優良小規模事業者表彰については、昨年度から産業振興課で 

 実施している企業訪問を行った結果、経営状況や独自技術等優れている企業のうち  

 県が定める審査基準の達成を見込める町内企業4社を町から推薦し、全ての企業が  

 受賞されました。 
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（４）中小企業支援活用説明会の開催 
  目  的：「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間」に基づき、寒川エコノミック 
       ガーデニング連携機関の協力を得て、国・県・町等が実施している中小企業支援    
       策を町内企業に知っていただき、企業の新事業展開や持続的かつ発展的な経営に 
       役立てることを目的とする。 
    
  開催日時：平成３０年２月２１日(水）１４：００～１６：３０ 
    
  開催場所：寒川町商工会２階 大会議室 
    
  対  象：中小企業の経営者及び従業員 
  
 参 加 者：３９名 
       企業18名、金融機関等：8名、経済産業省1名、神奈川県2名、 
       商工会2名、コンシェルジュ2名、町6名 
 
  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. 信用保証協会の取り組みについて 
       ３．寒川町の融資・補助等の支援制度について 
       ４．商工会の企業支援について 
    
 協力機関：経済産業省 関東経済産業局 地域振興部 地域振興課 
       神奈川県 産業労働局 中小企業部 中小企業支援課 
      神奈川県信用保証協会 
       寒川町商工会 
      



20 

（５）寒川町不動産業協会との連携 
  目  的：寒川町不動産業協会と「企業立地・創業情報ネットワーク」を構築し、寒川町 
      不動産業協会の会員企業と企業立地希望者及び創業希望者をマッチングを行い、 
      町内での創業企業が見込まれ地域産業の振興を図ることを目的とする。 
    
  連携機関：寒川町不動産業協会（町内３１事業者が加盟） 
  
 内  容：【パターン１】企業立地希望者や創業希望者から町内の物件について問合せが 
             あったものを寒川町不動産業協会の事務局である寒川町商工会 
             を通じ、不動産業協会の会員に情報を提供する。提供した情報 
             を基に各会員が取り扱っている物件と一致するした場合、立地 
             希望者及び創業希望者の意向を確認したうえでマッチングを図る。 
                  ４ 
                       【パターン２】 
                        不動産業協会会員が所有している物件情報 
                        を町に提供してもらい、ホームページ等で 
                        周知し、立地希望者及び創業希望者との 
                        マッチングを図る。 
  
                         
                           ※平成30年度から試行的に運用し、 
                            平成31年度から正式に運用する 
                            予定。 
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８．寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に伴う 
  平成２９年度の進捗状況（指標）  
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 ファーストステップで展開した企業訪問の結果を踏まえ、特に中小企業をターゲットとした効果的な企業支援策の拡充 
 （販路拡大、経営改善に必要な情報ツール提供などを想定） 
 地域経済の担い手となる新たなプレーヤーの育成を図るため、創業相談、創業支援制度（経営サポート、販路等の支援

メニュー）など、創業希望者が創業しやすい環境を整える。 
 ファーストステップの取組により構築した、各構成組織との連携基盤をもとに、各組織の役割等の共有化を図りながら、 
  ①寒川町の地域経済の成長、②企業が活動しやすい環境づくり、③企業が地域に根差した永続企業に成長するための 
  支援を目的とした「寒川ｴｺﾉﾐｯｸｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｺﾝｿｰｼｱﾑ」を組織化。 
  （ＳＥＧＣは支援のための情報共有や連携、先進事例研究のほか、取組の進行管理面において有識者からの助言や提言を 
   取り入れることができるシステムする必要がある） 
 ＳＥＧＣの組織化と並行し、企業間、創業者間の交流、研究、情報交換を促すため、（仮称）寒川ｴｺﾉﾐｯｸｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ交流

ネットワーク会議を設置。 
 
 

 

ＳＥＧＣのセカンドステップ（Ｈ３０年度～）（連携組織の構築・運用） 

９．平成３０年度以降の取り組み  



《平成３０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 
   内容：経営者の能力向上を目的に、交流や研修を通じ参加企業 
       同士が強調しながら研究会を実施する。 

  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（製造業及び法人向けサービス業・卸売業等） 
   内容：企業カルテの作成、支援内容の周知、実態調査等 

  ７．エコノミックガーデニングコンソーシアムの構築 
   内容：各連携支援機関の役割等を確認し、コンソーシアムの構築及び専用ホーム 
       ページの運用について調整を図る。 
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１０．平成３０年度 新規事業 

○現状の課題及び問題点 

１．町のホームページでは、支援情報等の知りたい情報がどこにあるのか探しにくい。 
 
２．町内企業者から、国･県・町等が実施している支援制度がわからないのでわかるようにして欲しいとの意見がある。 
 
３．エコノミックガーデニングの取り組みを町民をはじめ、町内企業や創業希望者へもっと周知する必要がある。 
   
４．エコノミックガーデニングを進めるにあたり、地域全体で企業等を支援することとしているが、商工会や金融機関 
  等、連携機関の支援情報が掲載出来ていない。 
 
５．平成２９年５月に開催された寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定等外部委員会において、「成功事例など 
  を町民に広く発信するような仕組みが出来ないか。顔が見えるような情報も発信してほしい。」との意見が出され 
  ている。 
 
６．平成29年寒川町議会第2回定例会6月会議の一般質問において、エコノミックガーデニング事業をより知ってもらう 
  ためにホームページの工夫が必要との意見が出されている。 

連携支援機関で運営する「寒川エコノミックガーデニング」 
の専用ホームページを作成！！ 

○寒川エコノミックガーデニング専用ホームページの作成 
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現在検討を進めているＨＰのトップページ（想定） 

【ＥＧ専用ホームページの特徴】 

１．連携支援機関（町・商工会・金融機関）共同で運営するホームページにすることにより、エコノミックガーデニング 
  の根本でもある地域全体で企業等を支援していることを町民等にアピール出来る。 
２．民間のサーバを使用することにより、連携支援機関にログインパスワードを配布し、各支援機関が実施している支援 
  内容やセミナー情報を掲載し、周知することが出来る。 
３．企業及び創業を希望している方などが支援内容を探しやすくなる。 
４．支援を受けた企業等の情報等を掲載できる。 
５．各企業の人材募集情報なども掲載し、今年度、広報戦略課で作成する移住ポータルサイトと連動させることにより、 
  移住・定住者への「しごと」情報を発信することが出来る。 


