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特集　平成３０年度ＫＩＰ事業

平成３０年度県産業労働局主要事業

平成３０年度県中小企業制度融資

受・発注商談会 ～横須賀会場／
平成30年１－３月期中小企業景気動向調査

神奈川がんばる企業エース ～株式会社 スリーハイ

第３５回神奈川工業技術開発大賞募集／
開発プロジェクト募集／障害者法定雇用率引き上げ

産技総研の研修を受けてみませんか

５月の巡回あっせん相談／KIPイベント情報4月～5月
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常にお客さまの隣に立ち、
ライフステージに応じた支援を
お届けします。

今年度の県・KIＰ施策!



特集　平成30年度KIP事業

御社の
ライフステージ
に応じてご支援します。

KIPでは、平成30年度も、「新たな事業を立ち上げたい」「取引先を増やしたい」
「海外へ進出したい」「M＆Ａで事業を承継したい」など、中小企業の皆さまのライ
フステージに応じて生ずる様々な経営課題の解決を支援していきます。

［重点的な取り組み］

事業承継を集中支援
2025年度までに70歳(平均引退年齢)を迎える経営者は全国で245万人、その約半数が
後継者未定といわれており、「事業承継」は今や喫緊の課題となっています。平成29年度
に県内の114の承継支援機関で立ち上げた、「神奈川県事業承継ネットワーク」のもと、
オール神奈川の体制で、事業承継診断の促進など事業承継の集中支援を強力に進めま
す。

生産性の向上やイノベーションの推進
人口減少や少子高齢化の進展などによる国内市場の変容や人材不足など、中小企業を
めぐる構造的な課題が進む中、新事業の展開や生産性の向上などに取り組む皆さまに対
して他支援機関と連携し、経営面・技術面・金融面から総合的に支援していきます。

皆さんにFIT

平成３０年度ＫＩＰ事業計画概要

ワンス
トップ
で相談

KIPは、今年度も職員や専門スタッフなど総勢約140名のもと、
皆さまの信頼のパートナーとして、

神奈川の中小企業の「元気」づくりに取り組みます。
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〇創業や新規事業のアイデアを形にするビジネスプラン
作成講座を年3回程度開催します（4日シリーズ）。

〇創業に必要な一般的知識を習得する座学に加え、受講
生同士のディスカッションなどにより、事業成功に必要
なノウハウの習得を目的としています！ ぜひご参加くだ
さい。

事業成功に必要なノウハウを伝授
「新事業成功講座」

〇神奈川のイノベーションの創出を促進するため、先進的・革新的な
事業への取り組みを広く募集します。

〇応募事業の中から優秀な事業を表彰し、ビジネスパートナーとの出
会いの場として発表の機会を提供します（2019年2月開催予定）。

〇受賞のビジネスプランは、事業の実現に向けKIPがサポートします。

新たなビジネスへの挑戦をサポート
 「ビジネスオーディション」

〇創業や新事業に挑戦している方々を応援するため
に、小規模のオフィススペース（インキュベート施
設）を設けています。

〇経験豊富なマネージャーや職員が問題解決のアド
バイスを行い、皆さまの夢やチャレンジを形あるも
のにしていきます。

〇起業家の皆さま同士やビジネスパートナーが交流
できるセミナーや情報交換会を開催し、ビジネスプ
ランの実現を後押しします。

ビジネスの夢、KIPで叶えてみませんか
 「インキュベート支援」

事業を
軌道に
乗せる！

起業皆さんにFIT

〇経営、労務、法務、税務、マーケティング、ブランディング、広報など、様々
な領域にワンストップで対応します。

〇皆さまの課題、悩み、夢、言葉にならない想いに至るまで、すべてお聴か
せください。我々のミッションは「聴く」ことから始まります。必ず私たち
が、皆さまの力になります。

総勢50名の専門家（中小企業診断士、税理士、弁護士、社会保険労務士など）が皆さまに寄り添う！
「経営の疑問・お悩みは、KIPへ」

●経営総合相談課［相談受付］　TEL 045（633）5200

県内7カ所に無料相談所を設置
神奈川県よろず支援拠点:横浜本部

【サテライト】
川崎／藤沢／県央／相模原／横須賀／小田原

●経営支援課　TEL 045（633）5203
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取引先を
増やす

〇主に製造業を対象とした商談会を横須賀（7
月）、川崎（9月）、相模原（11月）、横浜（2月）
の4会場で開催します。

〇県内外の幅広い分野の発注企業が参加す
るKIPの商談会は、商談件数が昨年度は4
会場で約3,100件に上りました。

〇日常の取引あっせんと合わせ、年間約150
件の商談が成立しています。

〇「IoTって具体的にどんなこと？」「何だかよくわからない」「中
小企業にはあまり関係ない」とお思いの皆さま、ぜひ一度ご
相談ください。

〇生産性の向上や新商品・サービスの創出など、中小企業に
とってのIoT活用について、そして御社にとって効果的な具体
的IoT活用手法をお伝えします！

※セミナー、相談会、専門家派遣（御社に専門家が訪問）などで、皆さまのもとに
「IoT」をお届けします

〇「テクノトランスファーinかわさき2018」
開催期間：7月11日（水）～13日（金）
開催場所：かながわサイエンスパーク 　
出展業種：産業機器、ICT、医療、健康関連等
　　　　  約120社が出展
来 場 者：約8,000人（前回実績）

〇「テクニカルショウヨコハマ2019」
開催期間：2019年2月6日（水）～8日（金）
開催場所： パシフィコ横浜展示ホール
出展業種：部品・機器・研究開発・ロボット・
　　　　  IoT関連企業 約800社が出展
来 場 者：約36,000人（前回実績）

受注機会をお膳立て！
「受・発注商談会」

生産性向上、新商品・サービスの創出をアドバイス！
「IoTの効果的活用手法を
お伝えします」

新製品や新技術を展示会でサポート！
「工業技術見本市」

●取引振興課
　TEL 045（633）5067

●経営総合相談課　TEL 045（633）5201

●取引振興課［展示会担当］
TEL 045（633）5170

成長
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生産性を
高める

小規模企業者等設備貸与事業
〇対 象 者：小規模企業者等
〇利用金額：100万円～1億円
〇利　　率：割賦損料率／1.15％～、リース料率／0.971％～
〇小規模企業者等の方が希望される設備を、メーカー、ディーラーから

KIPが購入し、長期かつ低利(1.15%～)で割賦販売（ローン）またはリー
スします。

〇信用保証協会の保証枠や金融機関の借入枠とは無関係であるため、運
転資金やその他の資金調達に余裕ができます。

〇設備導入後の専門家のフォローなどで、生産性向上など付加価値向上
をお約束します。

生産性向上、新商品・サービスの創出をアドバイス！
「IoTの効果的活用手法を
お伝えします」

割賦販売もリースもします！
「設備投資を支援」

●資金支援課　TEL 045（633）5066

○中国に進出する県内企業の皆さまに対して、中
国展示会出展支援のほか、現地企業の紹介、経
済情報の提供等を行っています。

○今年度は神奈川県と中国遼寧省との友好提携
35周年という節目にあたり、中国遼寧省（瀋陽・
大連市等）へのミッション派遣や現地企業との
ビジネスマッチング等を予定しています。

〈平成30年度の主な事業予定〉
・大連国際工業博覧会（大連市）：5月 
・神奈川県・中国遼寧省友好提携35周年事業：7月

ミッション派遣・ビジネスマッチング等
・遼寧省中日商談会（瀋陽市）：9月
・大連日本商品展覧会（大連市）：9月
・アウトメカニカ上海（上海市）：11月

中国でのビジネス展開もお任せください
「KIPには大連に
事務所があります」

○ベトナムで4カ所のレンタル工場・工業団地と提携しています。
優遇措置がありますので、ぜひご活用ください。

〈平成30年度の主な事業予定〉
新 欧州・北米・アジア地域での展示会出展支援
新 ベトナム展示会（ベトナム・メタレックス2018）への出展支援
　（10月）
充 大連日本商品展覧会、ハノイ商談会、タイ商談会の開催
充 神奈川インダストリアルパークの拡充（ハノイ近郊3カ所、
　 ホーチミン近郊1カ所）
新 中国遼寧省（瀋陽・大連市等）へのミッション派遣（7月）
新 ベトナムへのミッション派遣（11月）

アジア等での海外展開をサポート！
 「ベトナムレンタル工場・海外
展示会・商談会、ミッション」

●国際課　TEL 045（633）5126

海外に
打って
出る
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成長 成熟

明日の
成長企業

へ

即戦力
を採る

御社のお困りごと、トータルサポートのＫＩＰにお持ち込みください！

〇KIPと神奈川県立産業技術総合研究所の連携拠点を中心に
日本政策金融公庫、神奈川県信用保証協会の４者による企
業現場訪問などにより、県内中小企業が直面する課題の解
決を広域かつワンストップで対応します。

〇神奈川の将来の成長につながることが大きく期待される事
業を、「かながわイノベーション戦略的支援事業」として認定
し、４者が一体となり、重点的に支援します。

新事業活動・イノベーションをサポート
「経営・技術・金融の
連携による総合支援」

●経営支援課　TEL 045（633）5203

〇成長戦略実現に必要なプロ人材のニーズを明確化し、採用のサポート、フォロー
アップを金融機関や中小企業支援機関等の関係機関との連携を図りつつ実施
します。

〇多くの民間人材ビジネス事業者と協力体制をとることで、スキルと人脈を併せ持
つ専門的人材とのマッチングをサポートします。

プロフェッショナル人材の確保をサポート
「専門人材をマッチング」

●神奈川県プロ人材活用センター　TEL 045（633）5008
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御社のお困りごと、トータルサポートのＫＩＰにお持ち込みください！

○中小企業の皆さまが財務上の問題を解決し、“黒字体質への転換”や“新たな事業展開”を図る「経営
改善計画策定支援」を実施しています。金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が外部専門家
の助けを得て実施する経営改善計画の策定費用等につき、補助率２/3（上限200万円）を支援します。

○昨年5月から早期の段階で自己の経営を見直すための「早期経営改善計画策定支援事業」を開始して
います。計画策定費用及びモニタリング（1年）費用の総額について、補助率2/3（上限20万円）を支援
します。

経営改善計画の策定をサポート
「会社を立て直すための計画づくりの費用を補助」

●神奈川県経営改善支援センター　TEL 045（633）5148

○事業再生に関する知識と経験を有する専門家（金融機関出身者、公認会計士、中小企業診断士な
ど）が、ご相談企業の特性を踏まえ、再生に向けた相談から再生計画の策定まできめ細かな支援
を行っています。

○具体的には、企業の事業・財務面の調査分析を行い、問題点とその原因等を洗い出した上で再生
計画案の策定を支援するとともに、金融機関に再生計画案を提示し、金融調整を行います。

再生計画と金融調整をサポート
「事業再生をサポートします」

●神奈川県中小企業再生支援協議会　TEL 045（633）5143

後継ぎ探し
○事業引継ぎ（M&A）や親族内・親族外承継等の相談を受けるととも

に、事業引継ぎを支援するため、後継者を求めている企業と譲受けを
希望する企業とのマッチング支援を行っています。平成30年2月末時
点で、譲渡し（売）206社、譲受け（買）265社、その他69社、合計540社
から支援申込みがありました。

○後継者バンクでは、後継者不在の事業者と、意欲ある起業家（創業希
望者）とのマッチングも行っています。

事業承継やＭ＆Ａをサポート
「事業の承継をお手伝いします」

●神奈川県事業引継ぎ支援センター　TEL 045（633）5061

経営改善・
事業再生
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県からのご案内

　県の平成30年度当初予算は、「かながわグランドデザイン第２期実施計画」（平成27年７月策定）の最終年
度として、「いのち輝くマグネット神奈川」の実現に向けて、計画に掲げるプロジェクトを着実に推進するため
の予算として編成しました。産業労働局の当初予算は、「神奈川から経済のエンジンを回す」ために、総額331
億4千326万余円を措置しました。中小企業・小規模企業の活性化を推進するとともに、「かながわスマートエ
ネルギー計画」、「セレクト神奈川100」による企業誘致及び「さがみロボット産業特区」などの取組みを積極的
に推進していきます。また、労働関係では、働き方改革を推進するため、企業への普及啓発、中小企業への専
門家派遣や相談会の開催等を行い、誰もがいきいきと働くことができる社会の実現を目指してまいります。
以下、概要を紹介します。(注：  は新規事業)なお、平成30年4月からの組織再編により、観光関係は国際文
化観光局の事業となっています。

Ⅰ 中小企業・小規模企業活性化の推進

①一部  神奈川産業振興センター事業費補助
3億8,869万円

　（公財）神奈川産業振興センターが実施する中小企業・
小規模企業支援事業に対して補助する。また、経営・技術・
金融を担う4機関の協定に基づき、将来の成長につながる
創業・イノベーションの戦略的な推進を図る事業を新たに
補助する。
 
②商工会・商工会議所が行う経営支援事業等への補助

17億3,883万円
　商工会議所等が行う経営相談や金融相談等の経営支
援事業や特産品の開発・普及等の地域活性化事業に対し
て補助する。

③中小企業団体中央会補助金 2億4,826万円
　神奈川県中小企業団体中央会が行う中小企業・小規
模企業の組織化の推進、連携の支援等の事業に対して補
助する。
 
④一部  神奈川産業振興センター国際ビジネス事業
費補助 8,508万円
　中小企業・小規模企業の海外展開の進展のため、（公
財）神奈川産業振興センターが行う、海外展開に向けた国
別勉強会、海外展示会支援（新たに北米等で実施）、現地
視察ミッション等の国際ビジネス支援事業及び中国の大
連に設置している事務所の運営に対して補助する。

⑤小規模企業支援強化事業費補助 3,925万円
　小規模企業応援隊を設け、小規模企業サポーターと
コーディネーターによる施策周知や支援を必要とする企業
の掘り起しを行い、経営課題解決に向けた支援を行う。

⑥一部  中小企業・小規模企業振興事業費 974万円
　地域経済の活性化を図るため､中小企業･小規模企業

の表彰等や、各種支援施策の積極的な周知及び活用促進
を行うとともに､円滑な事業承継の促進のため､新たに税
制も含めた事業承継の具体的手続について､県版の分か
りやすいマニュアルを作成する｡

⑦がんばる中小企業発信事業費 740万円
　成長している中小企業・小規模企業を県が認定し、広く
周知することで、認定企業の社会的認知度を高め、新たな
人材の確保や従業員のモチベーションの向上等につなげ
ていく。

⑧一部  中小企業制度融資事業費補助 6億6,005万円
　県、金融機関、神奈川県信用保証協会の三者が協調し
て、地域経済の状況に応じて長期・低利の政策融資を行
い、中小企業・小規模企業の事業活動の維持・安定を図る。

⑨  地域未来投資促進費  328万円
　県内中小企業に、新たに制度化された地域未来投資促
進法に基づく新制度の活用を促すため、地域経済牽引事業
計画の策定を支援するとともに、制度の円滑な運用を図る。

⑩成長ベンチャー開発費補助 1,084万円
　今後も高い成長が期待されるライフサイエンス・エネル
ギー・IT分野において、事業化に取り組むベンチャー企業
を支援するため、開発経費に対して補助する。

⑪一部  スタートアップ支援事業費  3,268万円
　ベンチャー企業の創出を促進するため､起業に関心を持
つ者を対象とした起業啓発イベントを開催するとともに、ベ
ンチャー企業の大きな成長を促すための個別相談会や起
業塾、コミュニティ形成を促すためのイベント等を実施する。

⑫シニア起業家の創出促進 835万円
　人生100歳時代を見据えて、シニア層による起業を促進
するため、起業スクールを開催するとともに､シニアの起業
家や起業準備者によるビジネスコンテストを開催する｡

平成30年度県産業労働局主要事業の紹介
かながわグランドデザイン総仕上げ～神奈川から経済のエンジンを回す～
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県からのご案内

Ⅲ 産業集積の促進と海外との経済交流の促進

Ⅳ ロボットと共生する社会の実現
①自家消費型太陽光発電等導入費補助 4,040万円
　固定価格買取制度を利用しない自家消費型の太陽光
発電等の導入を促進するため、太陽光発電等の導入に対
して補助する。

②  ワークプレイスチャージング導入事業費 2,250万円
　電気自動車（EV）の導入を促進するため、「ワークプレイ
スチャージング」のモデル事業として県内事業者による充
給電設備等の導入に対して補助し、効果の検証を行い、電
気自動車（EV）の蓄電池としての活用を図る。

③燃料電池自動車導入費補助  1億1,350万円
　水素エネルギーの導入を促進するため、個人や事業者
による燃料電池自動車等の導入に対して補助する。

④一部  エネルギー自立型住宅促進事業費補助 9,000万円
　省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を
正味でゼロにする、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）
の導入及びZEH化が困難な既存住宅の省エネ改修に対
して補助する。

⑤ＺＥＢ導入費補助  2,500万円
　省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を
正味でゼロにする、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の
導入を促進するため、ＺＥＢの実現を目指すモデル事業を
公募し、ZEBの導入に対して補助する。

①企業誘致促進補助金 1億4,015万円
　市場の創出や拡大が見込まれる成長産業の企業等の
立地を促進するため、県外・国外から立地する企業の土
地・建物・設備への投資に対して補助する。

②企業誘致促進融資事業費補助 1億9,727万円
　県外・国外から立地する中小企業者等及び生産施設の
拡張を伴う設備投資等を行う県内中小企業者等に対して
低利融資を行うため、企業誘致促進融資の取扱金融機関
に対して補助する。

③外国企業立上げ支援補助 700万円
　外国企業進出時の立ち上げを支援するため、専門家に
よるコンサルティングや会社設立の手続に係る経費に対し
て補助する。

④  県内企業による中国への事業展開の支援等
234万円

　遼寧省友好提携35周年に合わせて、県内企業の中国
への販路拡大・進出を支援するため、商談会を開催する。
また、経済交流を進めるため、中国において神奈川投資環
境セミナーを開催する。

①  さがみロボット産業特区参加促進事業費 1,804万円
　特区の取組効果を地域経済の活性化につなげるため、
テクニカルショウヨコハマへの出展支援など、中小企業等
がロボット関連産業に関わる機会を提供するとともに、ロ
ボットを活用した新たな市場形成の可能性を示していくこ
とにより、「産業界にとっての見える化」を推進し、特区への
参加を促進する。

②ロボット実用化促進事業費 2,700万円
　中小企業・小規模企業のロボット事業への参入を促進
するため、ロボットの開発プロジェクトに対して補助する。

③  ロボット共生社会推進事業費 2,953万円
　ロボットと共生する社会の実現に向けて、ロボットが活
用されている様子を身近な場所で実感できるモデル空間
（ショーケース）の整備や、ロボットを活用したイベントを
実施するとともに、セーリングワールドカップシリーズ江の
島大会の際に自動運転バスで来場者を輸送する実証に取
り組み、「県民にとっての見える化」を推進する。

Ⅱ かながわスマートエネルギー計画の推進

⑬一部  プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業費 
4,360万円

　中小企業・小規模企業の事業革新を促進するため、「神
奈川県プロ人材活用センター」を設置し、企業に必要な専
門的知識・ノウハウを持った人材の採用をサポートするとと
もに、新たに県内中小企業と大企業との人材連携を促進す
る。

⑭中小企業等戦略的経営促進事業費補助 420万円
　「神奈川県プロ人材活用センター」の支援を受けて専門
的知識・ノウハウを持った人材を採用した場合に、雇用に
必要な経費に対して補助する。

⑮小規模企業販路開拓支援事業費 400万円
　県や支援機関の支援策を活用した小規模企業者等を
対象に､県外の展示･販売会へ出展支援を行う。

⑯小規模企業者等設備貸与事業資金貸付金 10億円
　経営革新に取り組む小規模企業者等が導入を希望する
設備を、長期かつ低利で割賦販売またはリースを行うため
に、（公財）神奈川産業振興センターに財源を貸し付ける。
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県からのご案内

●お問い合わせ　これまでにご紹介した主要事業についてのお問い合わせは、次の電話番号へ直接おかけください。
主要事業 担当課グループ ＴＥＬ

Ⅰ

①②③⑤ 中小企業支援課 団体指導グループ 045(210)5553
⑥⑦⑫の一部⑬⑭⑮ 中小企業支援課 中小企業支援グループ 045(210)5556

④ 企業誘致・国際ビジネス課 国際ビジネスグループ 045(210)5565
⑧         金融課 融資グループ 045(210)5677

⑨⑩⑫ 産業振興課 新産業振興グループ 045(210)5636
⑯ 金融課 資金貸付グループ 045(210)5681

Ⅱ ①④⑤ エネルギー課 太陽光発電グループ 045(210)4090
②③ エネルギー課 次世代自動車グループ 045(210)4133

Ⅲ
① 企業誘致・国際ビジネス課 企業誘致グループ 045(210)5573
②   金融課 資金貸付グループ   045(210)5681

③④ 企業誘致・国際ビジネス課 国際ビジネスグループ    045(210)5565

Ⅳ ①② 産業振興課 さがみロボット産業特区グループ 045(210)5650
③ 産業振興課 技術開発グループ 045(210)5646

Ｖ

①の一部⑤の一部 労政福祉課 労政グループ 045(210)5739
①の一部⑤の一部 労政福祉課 両立支援グループ 045(210)5744

②③ 雇用対策課 雇用対策グループ 045(210)5867
④ 雇用対策課 障害者雇用促進グループ 045(210)5871
⑥⑦⑧ 産業人材課 職業能力開発グループ 045(210)5713
⑨ 産業人材課 調整グループ 045(210)5705

①一部  働き方改革推進事業費 1,695万円
　働き方改革を推進するため、中小企業・小規模企業等
を対象に、普及啓発やテレワークの導入促進に取り組むと
ともに、新たに、働き方改革の内容やその対応方策等につ
いて解説したパンフレットの作成と県内4地区での相談会
を実施する。

②一部  若年者雇用対策費 6,627万円
　若年者の就職を支援するため、「かながわ若者就職支
援センター」において、キャリアカウンセリング、就職活動支
援セミナーや就職情報・職業訓練情報の提供を行う。ま
た、人材確保に困難を抱える中小企業と、正規雇用を目指
す若者や就職氷河期世代との面接会を行うとともに、新た
に、「神奈川がんばる企業」をはじめとした県の認定等を受
けた魅力ある中小企業の企業説明会を実施する。

③一部  中高年齢者雇用対策費 4,805万円
　中高年齢者の多様な働き方を支援するため、「シニア・
ジョブスタイル・かながわ」において、キャリアカウンセリング
等を行うとともに、新たに、高年齢者に合わせた雇用環境
の整備を進めている企業と高年齢者の交流会等を行う。

④一部  障害者雇用対策費 6,671万円
　中小企業における障がい者雇用を促進するため、障害
者雇用促進センターの職員が中小企業を個別訪問し、情
報提供や出前講座等の支援を実施する。また、障がい者
雇用促進フォーラムや中小企業における優良事例の紹介
等を行う企業交流会を開催するほか、精神障がい者を雇
用して1年以内の事業主が行う職場指導員の設置に対し
て補助する。

⑤女性就業支援推進事業費 627万円
　育児等の理由で就業を断念している女性の就業を支援
するため、国のマザーズハローワーク横浜においてキャリア
カウンセリング等を実施するとともに、起業等による女性の
能力の発揮を支援する。

⑥総合職業技術校・産業技術短期大学校における職業
訓練の推進 3億2,901万円
　求職者の技能習得と企業等の人材育成を支援するた
め、東西２校の総合職業技術校及び産業技術短期大学
校において、職業訓練を実施する。また、離転職者等を対
象に再就職に必要となる知識、技術、技能を習得するため
の訓練を実施するとともに、若年者を対象に企業実習付き
の訓練を実施する。

⑦在職者訓練の推進 7,078万円
　総合職業技術校等において、企業等の在職者を対象に
スキルアップを図る訓練と、中堅若手の技術・技能者を対
象に高度熟練技能の継承を支援する訓練を実施する。

⑧一部  離職者等委託訓練事業費 7億7,225万円
　民間教育訓練機関に委託して離職者等を対象とした職
業訓練を行うとともに、非正規雇用労働者等の正規雇用
を促進するため、介護、保育、IT分野等の国家資格の取得
等を目指す長期の訓練を拡充する。

⑨職業訓練強化事業費 2億2,844万円
　人手が不足している介護･物流･ITの各分野における中
小企業等の人材確保等を支援するため、従来の公的職業
訓練の枠組みでは対応できなかった新たな職業訓練を実
施する。

Ⅴ 労働関係施策の推進
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県 内で原則1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者を対象に、事業
に必要な資金の借入れを支援する中小企業制度融資を実施しています。県が

貸付原資の一部を負担し、神奈川県信用保証協会が公的な保証人となることで、銀
行や信用金庫などの金融機関が低利な融資を行います。
　平成30年度の改正のポイントについてご案内しますので、ぜひご活用ください。

中小企業・小規模企業の皆
さまの資金繰りを支援します
～神奈川県中小企業制度融資を
ご活用ください～

●県金融課　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5782/
融資グループ（制度の内容）     TEL 045（210）5677
金融相談窓口（借入のご相談） TEL 045（210）5695

上記のほか、事業承継関連融資も拡充されています。詳細は、県のホームページをご覧ください。

融資名 融資対象 融資限度額 融資期間・利率
（年利：固定金利）

保証
料率 改正のポイント

小口零細企業保証資金

従業員数20人（卸売業・小売業・飲食
業・サービス業の場合は5人）以下の小
規模企業者（NPO法人を除く※）
※ 医業を主たる事業とする場合は対象

全国の信用保証協会
の保証付き融資残高と
の合計で2,000万円

1年以内：1.1%以内
1年超5年以内：1.6%以内
5年超10年以内：1.8%以内

0.50
～

1.76％

融資限度額、期間が拡充
されました！
融資利率、保証料率が軽
減されました！

小規模クイック融資
（運転・設備）

従業員数30人（卸売業・小売業・飲食
業・サービス業の場合は10人）以下の
中小企業者

4,000万円

1年以内：金融機関所定の固定金利
1年超5年以内：1.8%以内
5年超7年以内：2.0%以内
7年超10年以内：2.3%以内

（1年超は金融機関所定の変動金利も可）

0.45
～

1.52％

融資限度額、期間が拡充
されました！
融資利率が軽減されま
した！

創業支援融資

ア現在、事業を行っていない開業前の
個人で、次のいずれかに該当する創
業者

①1か月以内に新たに個人事業を開業
予定の方

②2か月以内に新たに法人事業（NPO
法人、医療法人を除く）を開業予定
の方

イ事業を行っていない個人による開業
で、開業してから5年未満の中小企業
者（NPO法人、医療法人を除く）

3,500万円※

※開業前の場合、2,000万
円までは自己資金の制限
がなく2,000万円を超える
分は自己資金と同額の範
囲内

1年超10年以内
2.0％以内 0.80%

融資限度額が拡充され
ました！
創業特例の保証料率が軽
減されました！

創業
特例

上記ア又はイに該当する方のうち、
ウ融資申込前に創業支援機関（KIP、商

工会、商工会議所等）の経営指導を
受け、かつ、融資実行後も概ね2回以
上の経営指導を受ける方

エ国が認定した市町村の特定創業支援
事業を利用した方（開業前の場合は、
開業の6か月前から利用可）

1年超10年以内
1.6％以内 0.60%

かながわイノベーション
戦略的支援融資

「かながわイノベーション戦略的支援事
業」の認定を受けた中小企業者等 8,000万円

1年超10年以内
1.6％以内

0.40
～

1.33％

今年度新設されました！
上記に該当する方のうち、「創業支援融
資」の融資対象ア又はイの要件を満た
す創業者、中小企業者

3,500万円※

※｢創業支援融資」
の融資額と合算

0.20%

未病関連産業融資

「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦
略」における成長産業の代表格である
未病産業、ロボット産業、エネルギー産
業、観光産業に関連する分野に取り組
む中小企業者等

8,000万円

1年超
（運転資金）  7年以内
（設備資金）10年以内

1.6％以内

0.45
～

1.52％
融資利率が軽減されま
した！

ロボット関連産業融資 8,000万円

エネルギー関連産業融資 8,000万円

観光関連産業融資 8,000万円
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新規取引開拓
　

受・発注商談会（横須賀会場）
7月5日（木）
　ＫＩＰでは、製造業の皆さまの取引拡大を促進するため、発注企業と受注企業が一堂に会
し、事前マッチング形式による、個別商談を実施する「受・発注商談会」を開催します。新規取
引先等を開拓し、事業拡大を図りたいとお考えの皆さま、ぜひご参加ください。

●取引振興課 TEL 045（633）5067
■会　　場

■アクセス

■募集対象
■商談形式

■参 加 費
■募 集 数

■主　　催

■後　　援
　（予定）

ヨコスカ・ベイサイドポケット
（横須賀市本町3-27）
京浜急行「汐入駅」徒歩2分
JR横須賀線「横須賀駅」徒歩10分
中小企業（主に製造業）
発注企業との対面式での商談
※商談先は、事前に受注企業から商談希望先をお
聞きする「事前マッチング方式」となります

無料（県外受注企業は5,000円〈税込〉）
発注企業：40社　受注企業：300社
※会場の都合上、定数を超えた場合は参加をお断
りすることもあります。あらかじめご了承ください

公益財団法人神奈川産業振興センター、
横須賀市、横須賀商工会議所、公益財団法
人横須賀市産業振興財団、かながわ信用
金庫、湘南信用金庫
神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター、
かながわ中小企業支援プラットフォーム、
神奈川県信用保証協会

※詳細及び募集時期は、KIPホームページをご覧ください（４月初旬公開予定）

■申込期限

■申込方法

発注企業：4月初旬～下旬
受注企業：5月中旬～下旬
KIPホームページ（http://www.kipc.
or.jp）の、受・発注商談会（横須賀会場）
ページより

調査結果

平成30年1-3月期 中小企業景気動向調査
業況DIは1.7ポイントの低下
　KIPでは、県内中小企業の景気動向等を把握し、これを効率的な中小企業支援の実施に活
用するとともに、県内中小企業者等の皆さまに経営判断の参考としていただくため、四半期
に１度、中小企業景気動向調査を実施しています。今回は、平成29年度第４四半期(30年 2
月調査)の調査結果について、お伝えします。 ●経営総合相談課 TEL 045（633）5201

■調査概要
・調査期間(時期)平成30年1-3月期(同年2月)
・調査対象 県内中小企業2,000社
  (製造業550社、建設業250社、商業・サービス業1,200社)

・回答数(率)1,080社(54.0％)
・分析方法 DI(Diffusion Index)※による分析
※業況等について、「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と

回答した企業の割合を引いた数値

■調査結果
　総合の業況DIは、前期比1.7ポイント低下の
▲19.1となりました。
　業種別では、製造業は同3.9ポイント低下の
1.9、建設業は同3.1ポイント低下の0.7、商業・
サービス業は同0.4ポイント上昇の▲37.5とな
りました。
　今後の総合の業況DIでは、3カ月後は現在比
1.0ポイント上昇の▲18.1を見込み、半年後は
同1.7ポイント低下の▲20.8を見込んでいます。

（調査結果の詳細はKIPホームページに掲載しています。）

業況DIの推移
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県からのご案内

見てくれ、神奈川の企業力!
— 神奈川がんばる企業エース —　［ Vol.2 ］

県は、独自の工夫により付加価値額や経常利益を増加させた中小企業からの申請により46社を「神
奈川がんばる企業」として認定し、その中でもビジネスモデルの独創性や地域貢献度などが特に優れ
た10社を「神奈川がんばる企業エース」に認定しました。エース企業に、その原動力をインタビュー!

貴社独自の工夫とは
北海道から沖縄まで、様々な地域のニー
ズを把握したヒーターの製造により、付
加価値の高い少量多品種の製造業に転
換。HPに用途例や当日出荷サービスな
どの仕掛けを盛り込んだ結果、引き合い
が爆発的に増え、また、温度コントローラ

「monoone」（モノワン）のブランディン
グにも挑戦し、大手企業の商品採用につ
なげました。CSRにも力を入れ、小学校で
の出前授業など子どもたちにものづくり
の面白さを伝える活動を継続しています。
少量多品種へ舵を切ったきっかけは
大手企業からの受注依存への危機感で
す。2014年は景気が落ち込み、減収減益
となりました。そこで、①大企業への依存
度を下げる ②利益率を上げる ③他の売
上の柱を3つ持つ、という3点に重点を置
き、営業の見直しを行いました。

他社に負けない！という部分は
私たちの仕事は「ヒーター屋」ではありま
せん。事業を通じて「もの」と「ひと」をど
こまでも温めたい。そんな気持ちで接客
をしています。お客さまの悩みがどんな
に小さくても、お客さまがどんなに遠くて
も現場に駆けつけ、その場で提案、解決
へと導きます。悩みの根源は現場にあり
ますので、一緒に考えるというスタンス
です。この圧倒的なスピード力と提案力
は絶対に負けません。

地域を意識した経営については
マンションが林立する都筑区の準工業
地域で企業活動を続けていく上で、「もの
づくり」の楽しさを子どもたちに伝える活
動は重要です。本業を通じて、地域ボラン
ティア活動などの社会的事業にも取り組
んでいます。
エース企業認定の反響は
特にメイン銀行の方は自分たち以上に喜
んでいて、融資面でも有利な展開になりま
した。これからもこの認定を武器にいろん
な展開をしていきたいと思っています。
貴社の目指す企業像を教えてください
スリーハイはよく失敗する会社です。製品
づくりもCSRも思ったような結果になら
ないことが多いです。でもそれをやめるこ
とはありません。やめたらすべてが終わる
からです。これからもお客さまも地域も、
温め続ける。そんな会社でいたいです。

「実はこういうヒーターが欲しかった」
付加価値は、お客さまの現場で生まれる

さまざまな地域のニーズに対応した産業用電気ヒーターで、ニッチだ
が受けの良い少量多品種の製造業へ転換。どんなに遠くても、どんな
に小さな案件でも現場に急行! 「お客さまの悩みの根源は現場にあ
り」という男澤誠社長に伺った。●県中小企業支援課 TEL 045(210)5556

多くの中小企業の中から選ば

れたことで、製品や取り組みが

県内のみならず多方面に知ら

れ、従業員のモチベーションが

一気に上がりました。 

エース企業に
選ばれて

株式会社 スリーハイ
「もの」と「ひと」をどこまでも温めたい

エースの楯を手にする男澤社長（右から7人目）と社員の皆さん
株式会社スリーハイ
創業：1987年
事業内容：産業用電気ヒーター等の製造・販売
横浜市都筑区東山田4-42-16　TEL 045(590)5561

12 中小企業サポートかながわ　2018-4 13中小企業サポートかながわ　2018-4



県からのご案内

開発プロジェクトを募集！
成長分野のベンチャーやロボット
産業を担う企業を支援します

県 と神奈川新聞社は、共催により、技術開発の奨励と技術開発力の向上を図る
ことを目的に、県内の中堅・中小企業が開発した優れた工業技術・製品を表

彰しています。下記のとおり募集していますので、奮ってご応募ください。

事 業主の皆さまには、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、一定の
割合（＝法定雇用率）以上の障がい者を雇用する義務があります。

　平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障がい者が加わり、法定雇
用率も変わります。民間企業の法定雇用率は2.0％から2.2％になり、障害者雇用率
制度の対象となる民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上になりま
す。さらに、平成33年4月までに法定雇用率が0.1％引き上げられることが決まって
います。
　また、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障がい者につい
て、雇用率算定におけるカウント方法が変わります。次の①と②の条件をともに満た
す場合、対象者1人につき1人とみなします（例外もあります）。
　①「雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内」
　②平成35年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得

「第35回神奈川工業技術
開発大賞」募集中です！

障害者法定雇用率引き上げ

— 明日をになう独創技術は
　　　　　　　　　神奈川から —

～平成30年４月１日から～

●県産業振興課 新産業振興グループ　TEL 045(210)5639

●県産業振興課 技術開発グループ　TEL 045(210)5640

●県産業振興課 技術開発グループ　TEL 045（210）5640

●県雇用対策課 障害者雇用促進グループ　TEL 045(210)5871

■成長ベンチャー開発費補助金
ライフサイエンス・エネルギー・IT分野において、事業化に取り組むベンチャー企業
に向け、開発プロジェクトを募集し、その開発経費の一部を補助します。
補助制度の概要　・採択件数：7件程度・補助額：100～150万円（補助率1/3）
　　　　　　　　・募集開始時期：4月上旬（予定）
　　　　　　　　※ 詳細は県ホームページにてお知らせします

■ロボット実用化促進補助金
「さがみロボット産業特区」の取組みとして、早期の実用化が望まれている生活支援
ロボットの開発プロジェクトを募集し、その開発経費の一部を補助します。
補助制度の概要　・採択件数：8件程度・補助上限額：最大450万円（補助率1/3）
　　　　　　　　・募集開始時期：4月上旬（予定）
　　　　　　　　※ 詳細は県ホームページにてお知らせします

募集期間： 4月2日（月）～5月31日（木）
賞の種類： 大賞(2件以内) ビジネス賞(2件以内) 奨励賞(3件以内)
受賞のメリット
・神奈川新聞のほか各種広報誌に記事が掲載されます。
・工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ」の県出展ブースで、受賞技術・製品

を展示します。
・神奈川工業技術開発大賞のシンボルマークを使用できます。（左マーク）
・表彰状と副賞をお渡しします。

　※詳細は、県ホームページにてお知らせします。
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産技総研からのご案内

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 人材育成部

産技総研の研修を受けてみませんか

●製造現場に役立つ、問題解決の手法を学ぶことができます

●講義と実習で技術力強化に最適です
　中小企業の技術人材育成を支援する、高度技術活用研修の受講生を募集します。専
門家の講義と当所の試験設備を用いた実習を受けることができます。技術課題の解決
のヒントを得られ、貴社の技術力強化および技術人材育成に最適です。各技術科の詳
細・申込はホームページをご覧ください（1時限は3時間相当）。

https://www.kanagawa-iri.jp/
category/human_res_devl/trng_sme_eng/trng-engineer/ 

※ 10月以降にも開講される研修があります。ホームページをご覧ください。

　上記研修の他、品質管理講習会をはじめ、環境保全および工程改善など製造現場の問
題解決に役立つ研修を開催します。各研修の詳細・申込はホームページをご覧ください。

https://www.kanagawa-iri.jp/
category/human_res_devl/trng_sme_eng/productmanegement/

平成30年度の製造現場向け研修日程（4～9月）

平成30年度 高度技術活用研修日程

講 義

実 習

機械技術科 電子技術科
化学技術科

化学分析コース 材料評価コース

定員 25名 20名 各コース8名

研修
期間

6月～2019年3月
講義84時限
実習21時限

6月～2019年3月
講義81時限
実習13時限

8月～2019年3月
各コース 講義30時限
　　　　実習12時限

受講料
（税込） 135,000円 123,000円 各コース 98,000円

※ 両コース受講はプラス50,000円

募集
締め切り 5月11日（金） 5月11日（金） 7月13日（金）

研　修　名 開講日 日数 定員 受講料（税込） 募集開始（予定）

若手社員育成講座 4月10日（火） 1日間 20名 5,000円

募集中

ISO9001内部監査員養成講座 4月19日（木） 2日間 24名 20,000円

ISO140001内部監査員養成講座 5月9日（水） 2日間 24名 20,000円

管理・監督者養成講座 5月24日（木） 2日間 25名 10,000円

品質管理講習会（基礎課程） 6月1日（金） 15日間 80名 25,000円

よくわかる品質ISO講座 7月10日（火） 1日間 30名 5,000円 5月初旬

生産管理と製造マネジメント講習会 8月30日（木） 9日間 30名 25,000円 7月初旬

第11回品質管理県民大会 9月上旬 午後のみ 350名 無料 7月初旬

お問い合わせ
046-236-1500

試験分析

産学公連携

売れる
モノづくり支援

研究開発支援
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「中小企業サポートかながわ」はK I Pのホー
ムページにも掲載しています。冊子をご
希望の方には、毎号お届けします（無料）。
郵便番号／所在地／企業名／担当者名（個
人も可）／部数を、右記にご連絡ください。
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公益財団法人 神奈川産業振興センター（KIP）

Kanagawa Industrial Promotion Center

横浜市中区尾上町5-80

神奈川中小企業センタービル

TEL 045（633）5201

FAX 045（633）5194

http://www.kipc.or.jp

編集／発行

KIPからのご案内

新たな取引先をご紹介します！
5月の巡回あっせん相談
　KIPでは、県内中小企業者等の皆さまの安定的な取引の確保・拡大を図るため、各地区
で受・発注取引のあっせん相談を行っています。あっせん相談は、県内7地区の商工会議
所等とKIPの川崎・相模原両駐在事務所でも実施しています。新たな販路開拓をお考えの
皆さま、お近くの会場をご利用ください。

開 催 場 所 日　時
藤沢商工会議所   1日（火） 13:00 ～ 16:00
小田原箱根商工会議所   9日（水） 13:30 ～ 16:00
横須賀三浦地域県政総合センター 10日（木）

13:00 ～ 16:00秦野商工会議所 11日（金）
大和商工会議所 15日（火）
平塚商工会議所 16日（水） 13:30 ～ 16:00
茅ヶ崎商工会議所 21日（月） 13:00 ～ 16:00
川崎駐在事務所 ※ 1 毎週木曜日

13:00 ～ 16:00相模原駐在事務所 ※ 2   9日（水）
23日（水）

※1 川崎市産業振興会館 6F
　　「（公財）川崎市産業振興財団」内
※2 相模原商工会議所商工会館 3F
　　「相模原商工会議所」内

●取引振興課 TEL 045（633）5067

取引相談会

KIP

マークのあるイベントの詳細・お申し込みは

※ 予定情報につき、詳細はこちらでご確認ください
http://www.kipc.or.jp

4月 5月

  

イ
ベ
ン
ト

茅ヶ崎商工会議所：aloha@chigasaki-cci.or.jp

▶開催日時：5月12日（土）・13日（日）9：00〜17：00
▶場所：茅ヶ崎西浜駐車場跡地

茅ヶ崎アロハマーケット開催！
～ハワイを感じられるステージイベント・食べ物・グッズ・アロハシャツなど

よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

▶開催日時：4月25日（水）14：00〜17：00
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：金子 綾 氏（ITアドバイザー）
　　　　（有）青木萬吉商店 代表取締役　青木 智子 氏

「私にも出来た！」
お金をかけずにSNSで売上１２０％アップする方法

  

セ
ミ
ナ
ー

（先着60名）

  

セ
ミ
ナ
ー

よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

▶開催日時：5月8日（火）15：00〜17：00
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：ライフスタイルアクセント（株）
　　　　ファクトリエ 小林 正樹 氏

「売れる理由はここにあり！」
なぜファクトリエは熱狂的なファンに支持されるのか？

（先着60名）

  

セ
ミ
ナ
ー

産技総研：https://www.kanagawa-iri.jp/

▶開催日時：４月17日（火）13：00〜14：30
　　　　　　（一般公開は9：30〜16：30）
▶場所：（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部
　　　　※ 溝の口支所へ中継あり
▶講師：藤嶋 昭 氏（平成29年度 文化勲章受章）

「広がる光触媒－現状とこれからの発展への期待－」
～平成30年度一般公開講演会～

  

セ
ミ
ナ
ー

川崎商工会議所：sodan@kawasaki-cci.or.jp

（先着70名）

▶開催日時：4月23日（月）15：00〜16：30
▶場所：川崎フロンティアビル
▶講師：アップコン（株）代表取締役　松藤 展和 氏

健康経営の実践と展望

  

セ
ミ
ナ
ー

川崎商工会議所：sodan@kawasaki-cci.or.jp

▶開催日時：5月16日（水）15：00〜16：30
▶場所：川崎フロンティアビル
▶講師：サイ・クリエイション代表　福田 剛大 氏

出会った瞬間に心を掴む！名刺交換の極意
 ～24人に1人、絶対受注！～ （先着60名）


