
寒川エコノミックガーデニング推進事業
平成２８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



１．エコノミックガーデニング推進事業の

協力機関について
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� 協力依頼の実施
各機関に訪問し、エコノミックガーデニングの取り組み内容の説明及び協力を
要請し、了解を得た。

� 協力機関
①①①①経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省 関東経済産業局関東経済産業局関東経済産業局関東経済産業局 企画課・新規事業課・地域振興課企画課・新規事業課・地域振興課企画課・新規事業課・地域振興課企画課・新規事業課・地域振興課・産業・産業・産業・産業振興課・経営支援課振興課・経営支援課振興課・経営支援課振興課・経営支援課・・・・

中小中小中小中小企業課企業課企業課企業課
②②②②中小企業基盤整備機構関東本部中小企業基盤整備機構関東本部中小企業基盤整備機構関東本部中小企業基盤整備機構関東本部 企画調整課・経営支援課・連携推進課企画調整課・経営支援課・連携推進課企画調整課・経営支援課・連携推進課企画調整課・経営支援課・連携推進課
③神奈川県③神奈川県③神奈川県③神奈川県 産業労働局産業労働局産業労働局産業労働局 中小企業部中小企業部中小企業部中小企業部 中小企業支援課・神奈川県産業技術センター中小企業支援課・神奈川県産業技術センター中小企業支援課・神奈川県産業技術センター中小企業支援課・神奈川県産業技術センター

産業部産業部産業部産業部 企業企業企業企業誘致・国際ビジネス課誘致・国際ビジネス課誘致・国際ビジネス課誘致・国際ビジネス課
④④④④神奈川県産業振興センター（神奈川県産業振興センター（神奈川県産業振興センター（神奈川県産業振興センター（KIPKIPKIPKIP）））） 事業部・事業引継支援センター事業部・事業引継支援センター事業部・事業引継支援センター事業部・事業引継支援センター
⑤⑤⑤⑤相模原市相模原市相模原市相模原市 環境経済部環境経済部環境経済部環境経済部 産業政策課産業政策課産業政策課産業政策課
⑥さがみはら産業創造センター⑥さがみはら産業創造センター⑥さがみはら産業創造センター⑥さがみはら産業創造センター 事業創造部・ロボット導入支援センター事業創造部・ロボット導入支援センター事業創造部・ロボット導入支援センター事業創造部・ロボット導入支援センター
⑦商工会連合会⑦商工会連合会⑦商工会連合会⑦商工会連合会 地域地域地域地域振興課振興課振興課振興課
⑧寒川町商工会⑧寒川町商工会⑧寒川町商工会⑧寒川町商工会
⑨⑨⑨⑨中小中小中小中小企業団体中央会企業団体中央会企業団体中央会企業団体中央会 組織支援部組織支援部組織支援部組織支援部
⑩⑩⑩⑩金融金融金融金融機関（日本政策金融公庫・横浜銀行・静岡中央銀行・湘南信用金庫機関（日本政策金融公庫・横浜銀行・静岡中央銀行・湘南信用金庫機関（日本政策金融公庫・横浜銀行・静岡中央銀行・湘南信用金庫機関（日本政策金融公庫・横浜銀行・静岡中央銀行・湘南信用金庫・平塚・平塚・平塚・平塚信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫・・・・

八千代八千代八千代八千代銀行・商工中金）銀行・商工中金）銀行・商工中金）銀行・商工中金）
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� これまでの主な連携内容
①静岡県藤枝市へEG取組内容視察の同行（関東経済産業局 地域振興課）

②国の補正予算状況の提供（関東経済産業局 地域振興課）

③寒川町創業支援事業計画の相談（関東経済産業局 新規事業課）

④自動化・省人化支援セミナーの実施（さがみはら産業創造センター）

⑤町内企業訪問の同行（中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課）

⑥RESAS説明会の実施（関東経済産業局 企画課）

⑦経済産業省の創業・ベンチャー支援についての情報提供及び職員派遣

（関東経済産業局 新規事業課）

⑧金融機関向け事業承継セミナーの実施（中小企業基盤整備機構 関東本部）

⑨平成２９年度経済産業省予算の情報提供及び町内企業訪問

（関東経済産業局 地域振興課）

⑩販路拡大支援セミナーの実施（相模原市産業振興財団）

⑪「下請け取引調査」に伴う町内企業訪問（総務省 行政評価局）

⑫中小企業基盤整備機構関東本部との連携についての情報交換

（中小企業基盤整備機構 関東本部）



２．平成28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
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【【【【業務時間業務時間業務時間業務時間】】】】髙髙髙髙島氏：島氏：島氏：島氏：７２７２７２７２４４４４時間時間時間時間 若槻氏：３５２時間若槻氏：３５２時間若槻氏：３５２時間若槻氏：３５２時間 籾山氏：籾山氏：籾山氏：籾山氏：３０３０３０３０００００時間時間時間時間

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】
（１）企業訪問（町内企業基礎調査）の実施（１）企業訪問（町内企業基礎調査）の実施（１）企業訪問（町内企業基礎調査）の実施（１）企業訪問（町内企業基礎調査）の実施

（２）企業カルテの作成（２）企業カルテの作成（２）企業カルテの作成（２）企業カルテの作成

（３）販路拡大支援に伴う（３）販路拡大支援に伴う（３）販路拡大支援に伴う（３）販路拡大支援に伴うPRPRPRPRレポートの作成レポートの作成レポートの作成レポートの作成

（４）創業相談の実施（４）創業相談の実施（４）創業相談の実施（４）創業相談の実施

（５）創業支援セミナーの講師（５）創業支援セミナーの講師（５）創業支援セミナーの講師（５）創業支援セミナーの講師

（６）町内企業向け支援制度の企画立案（６）町内企業向け支援制度の企画立案（６）町内企業向け支援制度の企画立案（６）町内企業向け支援制度の企画立案

（７）商工会からの相談・対応（７）商工会からの相談・対応（７）商工会からの相談・対応（７）商工会からの相談・対応

《《《《PRPRPRPRレポートレポートレポートレポート》》》》《《《《企業カルテ企業カルテ企業カルテ企業カルテ（中小企業用）（中小企業用）（中小企業用）（中小企業用）》》》》

※Google等の検索サイトで【町内企業紹介＿寒川町】と
検索すると町HP内のPRレポートが閲覧出来ます。



３．企業訪問について
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� 目的及び対象
平成２８年度については、町内製造業を中心に企業訪問を実施し、企業
カルテの作成を進め課題のある企業には総合支援を進めました。
（目的）①企業カルテ及び製品等情報データベースの蓄積

②課題解決の支援
③各種支援メニューの見直し

� 方 法
従業員５０名以上の企業については、電話にてアポイント後訪問。

従業員５０名以下の企業については、直接訪問（アポイント無し）

《《《《参考参考参考参考》》》》

H２７町内（法人）企業２７町内（法人）企業２７町内（法人）企業２７町内（法人）企業数１１０７数１１０７数１１０７数１１０７事業所（事業所（事業所（事業所（H２６町内（法人２６町内（法人２６町内（法人２６町内（法人）１０８７）１０８７）１０８７）１０８７事業所）事業所）事業所）事業所）

製造業 １９６事業所 サービス業 ２９５事業所

運輸・通信業 ６４事業所 卸売業・小売業 ２２７事業所

金融・保険業 ７事業所 建設業 ２１７事業所

電気・ガス・水道等供給業 ６事業所 不動産業 ７６事業所

※税務課提供 H２７法人データ
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� 支援方法
町及び国・県・中小企業基盤整備機構、神奈川産業振興センター及び金融機関

などの支援策の紹介及び仲介する。

� 聞き取り内容

《中小企業》
①企業基礎情報

（代表者・年齢・従業員数・資本金・年商・HPなど）

②事業内容

③主な得意先

④現在の重要な課題

⑤支援を受けたい経営課題

⑥事業承継の見込み

⑦商工会加入の有無

⑧取引金融機関

⑨行政からの支援の有無

《大企業》
①企業基礎情報

（寒川での設立年・従業員数・資本金・年商など）

②事業内容

③主な得意先

④５年後の町内事業所の継続見込み

⑤取引のある町内企業及び取引拡大意欲

⑥町内での人材採用実績及び採用意欲

⑦町や商工会等への期待

⑧早期退職制度とその利用者の有無

⑨障がい者雇用について



14%

38%
34%

14%

0%

今後今後今後今後のののの方針方針方針方針（（（（H28.5H28.5H28.5H28.5～～～～H29.3 H29.3 H29.3 H29.3 訪問先企業訪問先企業訪問先企業訪問先企業））））

①支援なし

②情報のみ発信

③支援候補

④積極的支援候補

⑤経営計画等作成支援

④14企業
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４．平成28年5月～平成29月3月

企業訪問実施件数及び内容ついて

基礎調査実施企業（企業カルテ作成企業）の

うち、各企業が抱えている課題や対応等から、

5段階で支援の必要性のある企業なのか仕分け

を行った。

� 今後の支援方針

①15企業

②40企業③36企業

⑤0企業

輸送機械器具

製造業

17%

生産用機械器具

製造業

17%

その他の

製造業

9%
化学工業

8%
業務用機械器具

製造業

8%

紙加工品製造業

7%

金属製品製造業

7%

情報通信機械

器具、電子部品・

デバイス・電子

回路製造業

6%

食品飲料

たばこ飼料

製造業

6%

電気機械器具

製造業

5%

木材木製品パルプ

紙加工品製造業

5%

非鉄金属製造業

4%
繊維工業

1%

製造業中分類別企業製造業中分類別企業製造業中分類別企業製造業中分類別企業
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・事業承継問題について

※後継者がいない。廃業予定など

・人材の確保（不足）

※ハローワークや広告などで募集しても人が集まらない。

・販路拡大について

※中小企業においては、営業に人を充てられず、企業の名刺とも言えるホームページ

を作成していない企業が多い。

・資金調達について

� 主な経営課題について

《《《《参考参考参考参考》》》》
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� 大企業における主な基礎調査結果について

《《《《町内大企業（製造業）１４企業に調査町内大企業（製造業）１４企業に調査町内大企業（製造業）１４企業に調査町内大企業（製造業）１４企業に調査》》》》

【【【【大企業５年後の町内事業所継続見込み大企業５年後の町内事業所継続見込み大企業５年後の町内事業所継続見込み大企業５年後の町内事業所継続見込み】】】】

【【【【町内中小企業町内中小企業町内中小企業町内中小企業との取引拡大意欲との取引拡大意欲との取引拡大意欲との取引拡大意欲】】】】

現状維持

８企業拡大見込み

３企業

拡大移転等

検討２企業

減少見込み

１企業
積極的に

採用したい

５企業

良い人がいれば

採用したい

７企業

採用予定なし

２企業

【【【【地元で地元で地元で地元での人材採用意欲の人材採用意欲の人材採用意欲の人材採用意欲】】】】
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５．既存企業支援の取り組み
（１）自動化・省人化支援セミナー

目 的：町内企業（製造業）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に実施。

（第１回）
委託先：(株)さがみはら産業創造センター
実施日：１０月１４日（金）１３：００～１７：００
内 容：①「自動化・省人化の考え方、知識」

②「自動化のための改善」
講 師：①さがみはらロボット導入支援センター

総括コーディネーター 宮川 孝文 氏
②青山学院大学 理工学部 経営システム工学科
教授 松本 俊之 氏

参加者：１５名（１０企業・２信用金庫）

（第２回）
委託先：(株)さがみはら産業創造センター
実施日：２月１５日（水）９：３０～１６：３０
内 容：①『ロボットの目となる画像処理技術』

②『直交ロボットを活用した生産コスト削減事例のご紹介』
③『最新ロボットによる自動化への取組み動向』
④『ロボットによる自動化と導入事例』

講 師：①コグネックス株式会社
②株式会社アイエイアイ
③川崎重工業株式会社
④三菱電機システムサービス株式会社

参加者：１１名（８企業・１信用金庫）
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（２）販路拡大支援セミナー「湘南から世界へ挑戦！」

目 的：町内企業の海外・国内展開を視野に入れた販路拡大の支援を

図ることを目的に実施。
委託先：(公財)相模原市産業振興財団
実施日：３月１０日（金）１３：３０～１６：４５
内 容：①「インターネットを使った海外（国内）販売」

②「海外展示会の現状と出展に対するアドバイス」
③「相模原市の国内外への販路開拓支援について」

講 師：①株式会社 ピンポイント・マーケティング・ジャパン
代表取締役 大澤 裕 氏
②株式会社 アクト・インターナショナル
代表取締役 谷口 昭雄 氏
③公益財団法人 相模原市産業振興財団
事務局長 中村 浩 氏

参加者：１４名（７企業・３金融機関・商工会）

（３）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。
進め方：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１回：１１月２９日（月）
第２回： １月２３日（月）
第３回： ２月２１日（火）

内 容：第１回：研究会の趣旨説明
第２回：研究会の取組内容
第３回：アズビル(株)の工場見学

及び工場長との意見交換
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６．創業支援の取り組みについて
� 中小企業診断士による創業相談窓口の設置

平成２８年７月から産業振興課内

に創業相談窓口を設置しました。

周知方法：①町ホームページに掲載
②広報掲示板に掲載
③関係金融機関にて配布
・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
④寒川駅付近の商店にて配布
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� 寒川町創業支援事業計画の変更

【 現 行 （平成27年5月認定）】 【 変更後（平成28年12月26日認定）】

創業支援計画とは・・・平成26年1月20⽇に施⾏された「産業競争⼒強化法」では、地域の創業を促進させる

ため、市区町村が⺠間の創業⽀援事業者（地域⾦融機関、商⼯会等）と連携して、ワンストップ相談窓⼝の設

置、創業セミナーの開催等の創業を支援する取り組みを「創業支援事業計画」としてまとめ、国が町の「創業

支援事業計画」として認定されると補助⾦をはじめとした関係省庁の各種施策やメリットを活⽤出来ます。



計画の変更理由：計画の変更理由：計画の変更理由：計画の変更理由：寒川町の創業支援事業計画の状況では、創業者数及び創業支援者数ともに目標に達して寒川町の創業支援事業計画の状況では、創業者数及び創業支援者数ともに目標に達して寒川町の創業支援事業計画の状況では、創業者数及び創業支援者数ともに目標に達して寒川町の創業支援事業計画の状況では、創業者数及び創業支援者数ともに目標に達して
いないことから、地域で連携し創業しやすい環境を整えるため、エコノミックガーデニいないことから、地域で連携し創業しやすい環境を整えるため、エコノミックガーデニいないことから、地域で連携し創業しやすい環境を整えるため、エコノミックガーデニいないことから、地域で連携し創業しやすい環境を整えるため、エコノミックガーデニ
ングを今年度進めてきた結果を踏まえ、創業相談窓口を増やすなど創業希望者が創業しングを今年度進めてきた結果を踏まえ、創業相談窓口を増やすなど創業希望者が創業しングを今年度進めてきた結果を踏まえ、創業相談窓口を増やすなど創業希望者が創業しングを今年度進めてきた結果を踏まえ、創業相談窓口を増やすなど創業希望者が創業し
やすい体制を整えるため、計画を変更することにしました。やすい体制を整えるため、計画を変更することにしました。やすい体制を整えるため、計画を変更することにしました。やすい体制を整えるため、計画を変更することにしました。

主な変更内容主な変更内容主な変更内容主な変更内容 ：：：：①①①①町に創業相談窓口を設置し特定創業支援事業とする町に創業相談窓口を設置し特定創業支援事業とする町に創業相談窓口を設置し特定創業支援事業とする町に創業相談窓口を設置し特定創業支援事業とする。。。。
②②②②金融機関金融機関金融機関金融機関((((日本政策金融公庫・平塚信用金庫・湘南信用金庫日本政策金融公庫・平塚信用金庫・湘南信用金庫日本政策金融公庫・平塚信用金庫・湘南信用金庫日本政策金融公庫・平塚信用金庫・湘南信用金庫))))のののの窓口窓口窓口窓口に創業相談窓口をに創業相談窓口をに創業相談窓口をに創業相談窓口を
設置設置設置設置する。する。する。する。その内２その内２その内２その内２信金について信金について信金について信金については、伴走型は、伴走型は、伴走型は、伴走型支援支援支援支援を行うを行うを行うを行うことことことことから特定から特定から特定から特定創業支援事業創業支援事業創業支援事業創業支援事業とととと
する。する。する。する。

③計画期間の変更（③計画期間の変更（③計画期間の変更（③計画期間の変更（ 平成平成平成平成30303030年年年年3333月月月月31313131日まで日まで日まで日まで →→→→ 平成平成平成平成32323232年年年年3333月月月月31313131日まで日まで日まで日まで ））））
④年間目標数の変更④年間目標数の変更④年間目標数の変更④年間目標数の変更
・創業支援者数・創業支援者数・創業支援者数・創業支援者数 変更前変更前変更前変更前 12121212人人人人 → → → → 変更後変更後変更後変更後 74747474人人人人
・創業者数・創業者数・創業者数・創業者数 変更前変更前変更前変更前 4444人人人人 → → → → 変更後変更後変更後変更後 24242424人人人人

※※※※連携機関を増やしたことにより、各事業の目標を積み上げた数値を目標とした。連携機関を増やしたことにより、各事業の目標を積み上げた数値を目標とした。連携機関を増やしたことにより、各事業の目標を積み上げた数値を目標とした。連携機関を増やしたことにより、各事業の目標を積み上げた数値を目標とした。

○特定創業支援事業を受けた場合のメリット○特定創業支援事業を受けた場合のメリット○特定創業支援事業を受けた場合のメリット○特定創業支援事業を受けた場合のメリット

【【【【創業者への支援創業者への支援創業者への支援創業者への支援】】】】

１１１１．創業．創業．創業．創業・事業承継補助金への応募資格・事業承継補助金への応募資格・事業承継補助金への応募資格・事業承継補助金への応募資格

①創業促進補助金・・・新たなニーズを興し、雇用の創出を促す創業プランを応援する補助金

補助率：１／２以内 補助金額の範囲：➀外部資金調達がない場合５０万円以上１００万円以内

②外部資金調達がある場合５０万円以上２００万円以内

②事業承継補助金・・・事業承継をチャンスとした、経営革新や事業転換への挑戦を応援する補助金

補助率：２／３以内

補助金額の範囲：➀事業所の廃止・既存事業の廃止集約を伴わない場合１００万円以上２００万円以内

②事業所の廃止・既存事業の廃止集約を伴う場合１００万円以上５００万円以内
２２２２....会社設立時の登録免許税の減免会社設立時の登録免許税の減免会社設立時の登録免許税の減免会社設立時の登録免許税の減免

創業を行おうとする者又は創業後５年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能。

（資本金の０．７％の登録免許税が０．３５％に減免）
３３３３....創業関連保証の特例創業関連保証の特例創業関連保証の特例創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の６か月前から支援を

受けることが可能。

４４４４....日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能。

（別途、審査を受けることが必要)
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� 第1回 創業支援ネットワーク連絡会

� 創業相談

目 的：寒川町創業支援事業計画が変更認定されたことに伴い、町創業支援の取り組み
内容及び認定連携機関の今後の取り組み方などの情報共有を図ることを目的と
して実施。

実施日：平成２９年１月３０日（月）１３：３０～１５：００
内 容：①町及び各連携機関の取り組みについて

②連携に伴う情報共有について
③平成29年度創業に伴う支援策について
④経済産業省創業・ベンチャー支援について

参加者：１７名（平塚信用金庫４名・湘南信用金庫３名・日本政策金融公庫１名・
寒川町商工会１名・経済産業省２名・町６名）

相談者数：１３名（男性：９名 女性：４名）
創業者数： ４名（男性：４名）
相談内容：・特定創業支援事業の相談

・融資相談
・販路開拓相談

特定創業支援事業
修了者数：６名（男性：５名、女性：１名）

建設業建設業建設業建設業

18%18%18%18%
製造業製造業製造業製造業

9%9%9%9%

飲食業飲食業飲食業飲食業

9%9%9%9%
卸売業卸売業卸売業卸売業・・・・

小売業小売業小売業小売業

9%9%9%9%

不動産業不動産業不動産業不動産業

9%9%9%9%

サービス業サービス業サービス業サービス業

46%46%46%46%

創業予定業種創業予定業種創業予定業種創業予定業種
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（２）寒川町特定創業支援事業「創業支援セミナー」
目 的：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。
実施日：第１回 １月１８日（水）１７：３０～１９：３０

第２回 １月２７日（金）１７：３０～１９：３０
第３回 ２月 １日（水）１７：３０～１９：３０
第４回 ２月１０日（金）１７：３０～１９：３０

内 容：①創業に向けての考え方（経営）
②儲けの仕組みを考える（財務）
③マーケティングと営業活動（販路開拓）
④事業を発展させる人材の確保・育成・活用（人材育成）など

講 師：寒川町地域経済コンシェルジュ
参加者：６名（創業希望者４名・創業３年未満の創業者２名）

※その他オブザーバーとして湘南信用金庫職員、商工会職員が参加。

（１）さむかわ創業支援セミナー
「創業をしてみませんか？」

目 的：創業希望者及び創業後の相談希望者の発掘を目的として実施。
実施日：１１月２３日（水・祝）１３：３０～１７：００
内 容：①変革期における創業のポイント

②創業事例で見る工夫
③事業タイトルで呼び込む共感
④町及び商工会の支援内容
⑤個別相談（希望者）

講 師：①寒川町地域経済コンシェルジュ 髙島 利尚（中小企業診断士）
②寒川町地域経済コンシェルジュ 籾山 豊 （中小企業診断士）
③寒川町地域経済コンシェルジュ 若槻 直 （中小企業診断士）

参加者：１０名（創業希望者７名・創業３年未満の創業者３名）

� 創業支援セミナー



●1－1創業支援相談窓口 目標 支援対象者数24件、創業者数6件

実績 支援対象者数13件、創業者数4件

●2－1ワンストップ相談窓口 目標 支援対象者数6件、創業者数1件

実績 支援対象者数4件、創業者数1件

●2－3創業支援セミナー 目標 支援対象者数3件、創業件数1件

実績 支援対象者数16件、創業件数1件

17

� 平成２８年度創業支援実績について

●1－2創業支援ブース（産業まつり） 目標 支援対象者数3件、創業者数1件

実績 支援対象者数2件 ※創業済み

●2－2湘南ビジネスコンテスト 目標 支援対象者数1件、創業者数1件

実績 なし ※仮申請応募者1件

●2－4創業応援窓口（平塚信用金庫） 目標 支援対象者数38件、創業件数14件

2－5創業応援窓口（湘南信用金庫） 実績 支援対象者数12件、創業件数8件

2－6創業サポート窓口（日本政策金融公庫）

【寒川町創業支援事業計画】
平成２８年度 目標 支援対象者数 ７４人 ・ 創業者 ２４人

実績 支援対象者数 ４７人 ・ 創業者 １７人

82%82%82%82%

18%18%18%18%

性別比率性別比率性別比率性別比率

男性 女性

1111

16161616

0000
0

5

10

15

20

29歳以下 30～54歳 55歳以上

年齢層比率年齢層比率年齢層比率年齢層比率

【支援対象者】 【 創 業 者 】

70%70%70%70%

30%30%30%30%

性別性別性別性別比率比率比率比率

男性 女性

2222

41414141

4444
0

10

20

30

40

50

29歳以下 30～54歳 55歳以上

年齢層比率年齢層比率年齢層比率年齢層比率
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《《《《 参参参参 考考考考 》》》》

【【【【平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年 寒川町寒川町寒川町寒川町 法人法人法人法人 設立設立設立設立・開業企業数（業種分類ごと）・開業企業数（業種分類ごと）・開業企業数（業種分類ごと）・開業企業数（業種分類ごと）】】】】

サービス業サービス業サービス業サービス業

39%39%39%39%

卸売業卸売業卸売業卸売業・小売業・小売業・小売業・小売業

21%21%21%21%

建設業建設業建設業建設業

18%18%18%18%

製造業製造業製造業製造業

7%7%7%7%

電気・ガス電気・ガス電気・ガス電気・ガス・・・・

水道水道水道水道・熱供給業・熱供給業・熱供給業・熱供給業

3%3%3%3%

金融・保険業金融・保険業金融・保険業金融・保険業

3%3%3%3%

不動産業不動産業不動産業不動産業

2%2%2%2%

不明不明不明不明

7%7%7%7%



現在現在現在現在、、、、全国的全国的全国的全国的にににに中小企業経営者中小企業経営者中小企業経営者中小企業経営者のののの平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢はははは上昇傾向上昇傾向上昇傾向上昇傾向にあるにあるにあるにある、、、、町内町内町内町内においてもにおいてもにおいてもにおいても

同同同同じじじじ状況状況状況状況でありでありでありであり、、、、RESASRESASRESASRESASデータでデータでデータでデータで比較比較比較比較するとするとするとすると、、、、全国全国全国全国・・・・神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県よりもよりもよりもよりも平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢はははは

低低低低いがいがいがいが７０７０７０７０歳代歳代歳代歳代のののの経営者経営者経営者経営者がががが多多多多いいいい状況状況状況状況がががが確認確認確認確認できるできるできるできる。。。。

７．事業承継支援の取り組み
� 町の現状

年代データ ２０１５年
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2015年
神奈川県平均：58.8歳
全国平均 ：58.5歳
寒川町平均 ：57.9歳

※ＲＥＳＡＳデータから抜粋
（株）帝国データバンク「企業概要データベース COSMOS2」

※ＲＥＳＡＳデータから抜粋
（株）帝国データバンク「企業概要データベース COSMOS2」

（全企業）

全企業
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中小企業庁中小企業庁中小企業庁中小企業庁「「「「事業承継事業承継事業承継事業承継ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン」」」」ではではではでは、、、、中小企業経営者中小企業経営者中小企業経営者中小企業経営者のののの引退年齢引退年齢引退年齢引退年齢はははは

平均平均平均平均でででで６７６７６７６７歳歳歳歳～～～～７０７０７０７０歳程度歳程度歳程度歳程度とされておりとされておりとされておりとされており、、、、後継者後継者後継者後継者のののの育成期間育成期間育成期間育成期間もももも含含含含めればめればめればめれば、、、、

事業承継事業承継事業承継事業承継のののの準備準備準備準備にはにはにはには５５５５年年年年からからからから１０１０１０１０年程度要年程度要年程度要年程度要することからすることからすることからすることから、、、、寒川町内寒川町内寒川町内寒川町内のののの状況状況状況状況からからからから

見見見見てもてもてもても、、、、多多多多くのくのくのくの中小企業中小企業中小企業中小企業がががが事業承継事業承継事業承継事業承継のタイミングをのタイミングをのタイミングをのタイミングを迎迎迎迎えようとしているえようとしているえようとしているえようとしている。。。。

しかししかししかししかし、、、、経営者経営者経営者経営者からはからはからはからは事業承継事業承継事業承継事業承継ではではではでは何何何何をしてをしてをしてをして良良良良いのかわからないといのかわからないといのかわからないといのかわからないと言言言言うううう

意見意見意見意見がががが多多多多くくくく、、、、先延先延先延先延ばしにしているばしにしているばしにしているばしにしている企業企業企業企業がががが多多多多いいいい状況状況状況状況。。。。

（H28企業訪問データ）
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（１）事業承継セミナー（１）事業承継セミナー（１）事業承継セミナー（１）事業承継セミナー
目 的：事業承継については、中小企業に日常的に接し経営の状況

を把握し、経営支援を行っている金融機関や商工会の協力
が必要であり、金融機関・商工会・行政が連携して問題に
取り組む必要があることから、事業承継のポイントと事例
を学ぶことを目的にセミナーを開催し、各機関において町
活動の周知や事業承継に関連する取り組みを検討してもら
うため実施。

実施日：平成２９年１月３０日（月）１５：００～１７：００
内 容：①事業承継の３つのポイントと事例に学ぶ事業承継

②事業承継に伴う支援について
対象者：金融機関職員、商工会職員、行政職員
講 師：中小企業基盤整備機構 関東本部

事業承継コーディネーター 小松 久男 氏
参加者：２７名（金融機関１６名・商工会３名・行政８名）

� セミナー

27%

0%23%

50%

【【【【各金融機関各金融機関各金融機関各金融機関における事業承継支援の現状における事業承継支援の現状における事業承継支援の現状における事業承継支援の現状】】】】

事業承継に関する相談を受けたことがある

事業承継計画書の作成を支援したことがある

その他、事業承継に関する支援をしたことがある

支援したことはない



１．事業承継相談の実施（ワンストップ窓口）１．事業承継相談の実施（ワンストップ窓口）１．事業承継相談の実施（ワンストップ窓口）１．事業承継相談の実施（ワンストップ窓口）

町の産業振興課にて、中小企業経営者等からの事業承継に伴う相談に
対応します。

２２２２．事業承継診断の実施．事業承継診断の実施．事業承継診断の実施．事業承継診断の実施

事業承継に向けた早期かつ計画的な準備への
着手を促すツールとして事業承継診断を紹介
します。

３．各支援機関の紹介３．各支援機関の紹介３．各支援機関の紹介３．各支援機関の紹介

商工会・金融機関・事業承継支援センターや
各種専門家への紹介及び取り次ぎを行います。

４４４４．後継者の育成．後継者の育成．後継者の育成．後継者の育成

寒川町内で活力ある経営を行ってもらうため
平成２９年度から(仮)さむかわ次世代経営者
研究会を発足し、若手経営者及び後継者の
経営能力の向上を図ります。

� 今後事業承継問題に対する町の取り組み

22
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８．寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に伴う

進捗状況（指標）
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９．平成２９年度以降の支援方向性
（１）（仮）（１）（仮）（１）（仮）（１）（仮）さむさむさむさむかわ次世代経営者研究会の発足かわ次世代経営者研究会の発足かわ次世代経営者研究会の発足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。

（２）経営計画等策定支援（２）経営計画等策定支援（２）経営計画等策定支援（２）経営計画等策定支援

内容：※１ 経営革新計画や※2 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。

（（（（３３３３）販路開拓支援）販路開拓支援）販路開拓支援）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。販路拡大事業補助金の補助対象を拡大する
こととし、展示会への出展料の他展示装飾品及びオプション備品代も補助対象とし、
また、企業のホームページやPR動画の作成についても補助対象とする。

（（（（４４４４）事業承継支援）事業承継支援）事業承継支援）事業承継支援

内容：事業承継相談を行い、事業承継を控えている企業に対して事業承継診断を実施し、
その承継計画の作成を支援する。また、相談内容の前さばきを実施したうえで、
事業引継ぎセンター等を紹介し、相談の取り次ぎを行う。

（（（（５５５５）創業支援）創業支援）創業支援）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し、立地場所におけるマーケット分析
及び人口分析のレポートを提供し、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。
また、特定創業支援事業修了者に対しての支援策として創業者支援利子補助金を新設
する。

※1 経営革新計画・・・中小企業が取り組む「新たな事業活動」について、
「実現性がある数値目標」を具体的に定めた中期的な経営計画書で、国や
都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となる他、計画策定を
とおして現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待出来る。

※２ 経営力向上計画・・・人材育成、コスト管理等の
マネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向
上するために実施する計画で、国に認定された事業者
は、税制や金融の支援等を受けることが出来る。


