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平成２３年度 事業報告書 

              （平成２３年４月～平成２４年３月） 

 

                法人の名称  特定非営利活動法人 ＮＰＯあつぎみらい２１ 

 

Ⅰ 事業の成果 

（１） 人材育成に関する事業 

今年度は、中小企業の後継者や幹部候補者等の実践的育成を目的とした当ＮＰＯ主催の次世代

経営者実践塾、厚木商工会議所から受託したセミナー２件、綾瀬市から受託したセミナー１件、

海老名商工会議所から受託したセミナー１件、企業から受託した研修１件、そして東北大震災の

影響による前年度実施予定の次世代経営者育成塾延期分１件、合計７件のセミナーを開催し延べ

２２８名の参加を得た。 

   次世代経営者実践塾は、未曾有の東北大震災後に、その影響を受けた中小企業がどのように新 

  しい企業モデルを作るかを考える目的で、前年度の座学中心の講義から演習と討論中心の形式に 

  変え、６回にわたって実施し参加者から好評であったが、集客面での課題が残った。 

   「食品衛生」、「事業承継」、「経営革新」、「事業継続計画（ＢＣＰ）」の専門分野に特化したセミ 

  ナーは、好評で集客性も高いものがあった。 

 

（２） 活力あるまちづくり支援事業 

   海老名商工会議所主催の合同就職説明会の５月、１１月開催の企画運営を支援した。参加企 

  業や参加大学の広域化を図りその目的を達成することが出来た。 

   ５月、１１月合計で、参加企業は延べ４４社、参加者数は延べ３５１名となり、参加企業や学 

  生等参加者へのアンケート結果も有意義であったとの回答が多く好評であった。 

   特に１１月は、集客努力の結果、５月より参加者が７９名の増加を得ることが出来た。 

 

（３） 地域活性化支援事業 

   厚木市から産学・産産連携を目指した「中小企業活性化事業」を受託し、地域の中小企業を巡回訪問 

  し、中小企業の経営課題の抽出や解決、産学・産産連携、行政施策活用を支援した。 

   また、厚木市における活動の評価の高まりや積極的な受注活動により、綾瀬市から「工業活性 

  化コーディネーター設置事業」、「コミュニティビジネス調査研究業務」を受託し、地域中小企業 

  やコミュニティの活性化に貢献した。 

   三浦藤沢信用金庫取引先と個別契約を結び、１４社延べ７２日の経営指導を行った。 

 

（４）組織運営 

   前年度から新たに設置した運営委員会による機動的運営が定着した。 

  また、当ＮＰＯの情報発信機能強化を目指して、メールマガジンの月２回発行や当ＮＰＯのパン 

  フレットのリニューアルを行った。 

 

Ⅱ 事業内容 

１．自主事業（特定非営利活動に係る事業） 

（１）人材育成に関する事業 
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  １）ＮＰＯ主催セミナー 

     ①次世代経営者育成塾（東北大震災のため、３月実施を延期して実施） 

        日 時  ５月１９日（木） 

     場 所  プロミティ厚木 

     参加費  有料 

     参加者  １３名 

 

     ②次世代経営者実践塾 

     日 時  １０月５日（水）、１０月２１日（金）、１１月１７日（木）、１２月１５日（木） 

          １月１９日（木）、２月１６日（木） 

     場 所  厚木市勤労福祉センター（第２回のみプロミティ厚木） 

     参加費  有料 

     参加者  延べ４６名 

 

２．その他事業 

（１）人材育成に関する事業 

  １）受託セミナー 

     ① 食品衛生セミナー （厚木商工会議所から受託） 

        日 時   ７月１９日（火）１４時～１７時 

     場 所   厚木商工会議所会議室 

     参加費   無料 

     参加者   １６名 

 

   ② 事業承継セミナー （厚木商工会議所から受託） 

     日 時   １１月１４日（月）１４時～１７時 

     場 所   厚木商工会議所会議室 

     参加費   無料 

     参加者   １０名 

 

   ③ 経営革新セミナー （綾瀬市から受託） 

     日 時   １月２５日（水）、２月１日（水）、２月８日（水）１８時～２０時 

     場 所   綾瀬市役所会議室 

     参加費   無料 

     参加者   延べ４１名 

 

   ④ＢＣＰセミナー  （海老名商工会議所から受託） 

     日 時   ３月１日（木） １３時３０分～１５時３０分 

     場 所   海老名商工会議所会議室 

     参加費   無料 

     参加者   １２名 
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２）企業受託研修 

 ①Ｔ社職場活性化研修 

   日時    ４月１４日（木）、２６日（火）、５月１２日（木）、２４日（火） 

   場所    Ｔ社 

   研修費   有料 

   参加者   延べ９０名 

 

（２）活力あるまちづくり支援事業 

  １）合同就職説明会開催事業（日本商工会議所事業） 

   ①海老名合同就職説明会（海老名商工会議所から受託） 

     日 時   ５月３０日（火） １３時～１７時 

     場 所   ザ・ウィングス海老名 

     参加費   無料 

     参加企業  １７社 

     参加者   １３６名 

 

   ②海老名合同就職説明会（海老名商工会議所から受託） 

     日 時   １１月８日（火） １３時～１７時 

     場 所   ザ・ウィングス海老名 

     参加費   無料 

     参加企業  ２７社 

     参加者   ２１５名 

 

（３）地域活性化支援事業 

  １）厚木市中小企業活性化事業（厚木市から受託） 

   ①経営改善巡回訪問 

     実施時期   ２３年５月～２４年３月 

     実施内容   市内中小企業（主に製造業）３０社を訪問し産学・産産連携を中心とした

技術課題及び経営全般の相談を受け助言した 

     実施件数   ３０件（延べ３６名） 

 

   ②相談サポート 

     実施時期   ２３年４月～２４年２月 

     実施内容   個別に市へ問い合わせあった相談者に当ＮＰＯ会員が対応助言した 

     実施件数   ２５件（延べ２７名） 

 

   ③調整連絡会議への参加 

     実施時期   ２３年５月、２４年３月 

     実施内容   産学官での会合、産学連携を中心に情報・意見の交換 

     実施回数   ２回（延べ６名） 
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   ④報告書提出 

     実施時期   ２３年３月 

     実施内容   報告書を作成し提出した 

 

  ２）厚木アクストインキュベータ入居企業成長支援事業（（公）神奈川産業振興センターから受託） 

     実施時期   ２３年５月～２４年２月、在室日数は３４日 

     実施内容   入居企業の経営相談や支援（６件）、委託機関の会議出席、事業申請書の 

            作成・提出、年間報告書の提出、その他運営管理業務を実施 

 

  ３）綾瀬市工業活性化コーディネーター設置事業（綾瀬市から受託） 

     実施時期   ２３年５月～２４年３月 

     実施内容   市内中小企業（主に製造業）２７社を訪問し産学・産産連携を中心とした 

            技術課題及び経営全般の相談を受け助言した 

     実施件数   ２７件 

     従事者数   ４名 

 

  ４）コミュニティビジネス調査研究業務（綾瀬市から受託） 

     実施時期   ２３年５月～２３年１０月 

     実施内容   綾瀬市綾西地区をモデル地区としたコミュニティビジネスの調査・研究、 

            報告書提出、報告会実施 

     従事者数   ６名 

 

  ５）三浦藤沢信用金庫取引先経営指導事業（個別企業と契約） 

     実施時期   ２３年４月～２４年３月 

     実施内容   三浦藤沢信用金庫取引先１４社への経営指導 

     実施日数   延べ７２日 

 

  ６）七沢プロジェクト（厚木商工会議所から受託） 

     実施時期   ２３年１１月～２４年１月 

     実施内容   「クラフト体験ツアー」の現況調査、事業化調査、試作品開発、アンケー 

             ト、検討会の実施、報告書の提出 

     従事者数   ４名 

 

（４）研究会 

  １）コミュニティビジネス研究会 

     実施内容   ４商店街の見学を実施し、商店街振興の研究を行った 

     実施回数   ４回 

 

  ２）製造業支援研究会 

     実施内容   ヒアリングの要点等企業訪問時の要点について研究を行った 

     実施回数   ４回 
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（５）企業間連携支援 

  １）厚木商工会議所ブロック地区懇談会への参画（１名参加） 

     実施回数   ３回 

 

  ２）厚木アントレ会支援 

     内容     厚木アクストインキュベート事業者と厚木市内の企業経営者との交流を 

            支援する 

     実施時期   ２３年７月、２４年２月 

     参加者    延べ２１名 

 

（６）金融機関への提案活動 

     訪問回数   ４回 

 

（７）組織運営 

  １）運営委員会の開催 

     実施時期   毎月開催 

 

  ２）メールマガジンの発行 

     実施時期   ２３年４月～２４年３月 

     実施内容   創業者や中小企業経営者向けに経営情報を月２回配信 
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以下はＮＰＯ内限定の情報です。 

ホームページ掲載などの外部への発信情報には使わないで下さい。 

 

  ３．その他の対外活動 

  （１）創業相談サテライトステーション事業（相談員６名派遣） 

     実施時期   ２３年５月～２４年３月 

     実施場所   厚木商工会議所 

     相談者数   延べ２９名 

 

  （２）厚木市相談事業（個別契約） 

    １）空き店舗入居審査会（委員２名派遣） 

     実施時期   ２３年６月～２４年３月 

     実施内容   空き店舗入居希望の商業者審査 

     実施件数   ４件 

 

    ２）空き店舗入居者経営指導助言事業（相談員４名派遣） 

     実施時期   ２３年７月～２４年３月 

     実施内容   空き店舗入居者への経営助言指導 

     実施件数   １５件 

 

  （３）県の仕事総点検（委員４名派遣） 

     実施時期   ２３年７月 

     実施場所   神奈川県庁 

 

  （４）あつぎ起業スクール（講師３名派遣） 

     実施時期   ２３年６月１１日（土）～７月９日（土）計５回   

     実施場所   厚木市勤労福祉センター 

     参 加 費   無料 

     参 加 者   ６０名 

                  


