
経営発達支援計画の概要 

実施者名 東松山市商工会（法人番号 5030005011324） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

地域の現状と課題を踏まえ以下の項目を目標とする。 

① 消費者調査を実施して、地域や商店会に必要な業種を把握し、商店会の業種

構成、改善計画、利益向上策、創業者支援に活かす。 

② 空き店舗実態調査を実施して、空地・空店舗発生要因や賃貸借が可能な候補

物件を探索し、創業者支援、地域コミュニティーサロンなどの活用計画に活

かす。 

③ 商店街の若手、後継者難の解消に向けて、東松山市と連携した創業支援によ

り創業件数の増加と事業継続率の増加の実現を目指す。 

④ 経営指導員の資質向上により、創業件数の増加の他、経営改善や経営革新に

取り組む小規模事業者数を増やし伴走型支援を強化する。特に中長期的な経

営計画の策定後のフォローアップをしっかり行いＰＤＣＡを回すことで持続

的発展を支援していく。 

⑤ 小規模事業者の財務諸表の見方や経営分析能力を向上させるための定期的な

研修会開催、ライフプランの設計支援、経営革新、新たな事業創出と利益改善

を目指す。 

⑥ 観光振興施策に沿って、地域資源や観光資源をテーマとした来街者向けの

商品、メニューやサービス、お土産品の開発を促進し、地域の活性化と市

内事業者の販路拡大、売上拡大を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

・地域の経済動向、経営状況の調査を実施し経営支援に活用する。 

・空き店舗実態把握と発生要因の調査を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
・融資や確定申告の際に入手する決算書などを基に、事業所の経営分析を行い、

以降の経営指導に活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・事業計画策定の必要性を、２で実施した経営分析を切り口として事業計画（経

営改善計画及び経営革新計画を一部含む）の取り組み勧奨を行う。 

・すぐに事業計画策定に至らない事業者に対して、ライフプランの必要性を切り

口とした事業計画作成支援を実施する。 

・創業セミナーの定期的開催により創業支援の強化を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・創業後及び事業計画策定後の小規模事業者に対するフォローアップを行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・地域の消費者動向調査を実施し、新商品開発・新役務開拓の検討時に活用する。 

・地域資源である「やきとり」の消費者動向調査を実施し、今後の事業展開の検

討に活用する。 

・地域の農産物である「梨」の加工品について需要動向調査を実施し、地域資源

を活かした商品としての事業展開の検討に活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

・製造業者のための販路開拓及び労働環境改善を図る事業（ビジネスマッチング

交流会やセミナー）を開催する。 

・新規販路開拓を図るリフォーム展示会（住環境まつり）を開催する。 

・商業・サービス業の新規販路開拓を図る物産展、商談会を開催する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

・『100円商店街お宝市』、『まちゼミ』などの地域活性化事業（既存事業） 

・地域特産品を活用したブランド化の取り組み 

連絡先 

東松山市商工会 埼玉県東松山市材木町２－３ 

ＴＥＬ0493-22-0761 ＦＡＸ 0493-24-0687 

E-mail  info@higashimatsuyama.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域の現状 

 

東松山市は、首都圏５０㎞に位置し、関越自動車道東松山インターチェンジ、国道２５４号

バイパスと国道４０７号バイパスが交差する、恵まれた交通アクセスと、美しい自然と伝統、文

化が特徴の人口約９万人の都市である。 

戦後、自動車機器㈱やヂーゼル機器㈱等の輸送用機器産業発展で栄えてきた企業城下町であ

る。 

当市は、全国でも珍しい“豚のかしら肉”を使用したやきとりが名物で、市内に５０店舗を超

えるやきとり店があり、「東松山やきとり組合」も組織されている。また、古くから梨の産地と

して知られており近年農業公社を中心に「梨ゼリー」や「梨ジュース」等の加工品の開発に取り

組んでいるほか、遊休農地対策として渋皮の剥きやすい栗「ポロタン」の栽培と特産品づくりが

進められている。 

観光面では比企丘陵の自然に恵まれ、毎年１１月上旬には歩く祭典「日本スリーデーマーチ」

が開催され、３日間で８万人以上が訪れるほか、初詣で賑わう箭弓稲荷神社、こども動物自然公

園もあり、四季を通じてウォーキングの街として有名である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口は、平成７年の９３，３４２人がピークで平成２９年４月時点において約８９，９５６人、

この５年間をみると人口は横ばい状態にはあるが若年層の転出が目立ち、住民の高齢化も進んで

いる。 

事業所数においても、平成２１年統計の３，６６３事業所から平成２４年統計の３，５０３事

業所と４．４％減少している。 
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２．地域の課題 

 

（１）商業の課題 
① 約２０年前までは、東松山商圏として、近隣市町村からも人を呼び込むことが出来たが、

車社会の進展や郊外大型商業施設の進出で中心商店街の集客力が非常に弱まっているた

め、専門店ならではの強みを活かしての集客を講ずることが課題となっている。 

② 小規模零細事業主の高齢化と後継者不足で廃業店舗が増加している。さらに、新規創業者 

不足や創業者などが空き店舗に出店するものの予想収益が上げられずに２、３年で閉店し 

てしまうなどして中心市街地の空き店舗が顕在化している。 

また、東松山市が商店街空き店舗対策事業を行い、入居する商業者に対し補助制度を設

けているが、一定の効果は見られるものの十分な結果に至っていない状況にあり、創業

者に対する支援体制の確立が課題といえる。 

③ 消費者動向として、日用品の買い出しには大型商業施設を利用し、飲食でもチェーン店を 

利用する人が多くなっていることから、商店街自体が、生鮮三品の店もなくなり、空き店 

舗が目立ち活気が無く、利便性も失い支持されなくなってしまっている。そのため、専門 

店の魅力を発信して集客を図る取り組み等の実施が課題といえる。 
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（２）工業の課題 
① 製造業においては、㈱ボッシュを中心とした自動車部品製造の系列下請け構造が多く、独

自の営業活動をすることもなく成り立っていたが、リーマンショック以降、親会社の海外

生産シフトが進み系列構造が崩れ環境変化に対応できないまま業績が伸び悩み後継者難

も含め廃業も目立っている。また、事業存続できていても親会社の景況に経営が左右され

る面が大きく一社下請け構造からの脱却、新たな販路開拓方法の構築などの経営改革が課

題である。 

② 建築業においても、受注は口コミ中心で若年層を中心に大手住宅メーカー、建売業者に流

れ新築一棟請負が非常に少なく厳しい経営環境に置かれている。また、リフォーム需要に

対しても競合が激しく新たな販路開拓の構築などの経営改革が課題である。 

③ 市内には新たな産業団地誘致の計画も推進されており、進出企業に対する新たな雇用の創

出やビジネスマッチング支援など産業振興と就労支援の充実をはかっていくことで市内

産業の活性化を図らなければならない。 

 

（３）観光振興の課題 

① 東松山インターチェンジにおける通行量が一日平均出入口合計で約２６，０００台と多く

の往来があり、流通面での産業の活性化がみられる一方、観光土産物や特産品などの対外

的にアピールができるコンテンツがなく、名物のやきとりや梨栗を使った地域特産品開発

を進めて交流人口拡大を図り経済効果に繋げることが課題である。 

② ＪＡ埼玉中央農産物直売所「いなほてらす」が２７年１１月に竣工し、農商工連携事業な

ど、農業+商業+観光の地域活性化拠点としての飛躍が期待されている。市の観光振興計画

に盛り込まれている点在する観光資源と繋げて観光特産品の販売拠点として魅力向上を

図り市内での消費行動を高めていくことが課題である。 

 

 

３．当会の役割と使命 

 

当会は、昭和２１年に武州松山商工会議所として設立され、昭和３６年東松山市商工会に改組、

７０年にわたり市内唯一の総合経済団体及び小規模事業者支援の拠り所として信頼関係を構築

し、関係機関と連携し様々な事業を行ってきた。 
しかし、小規模事業者の課題が多様化かつ高度化するなかニーズに対応し必要とされる支援機

関で有り続けるためには、不要な事業のスクラップを行い経営支援業務の拡充を図り、企業の減

少を食い止めいかに発展の道筋を見いだせるかにある。そのために、今まで出来ていなかった消

費者動向をはじめとする調査分析を行うことにより地域の現状と課題を的確に把握し、商工会職

員が資格取得やＯＪＴにより支援力強化を図り小規模事業者が抱える個々の課題を抽出し経営

分析を行い中長期的な経営計画の策定や販路開拓が出来るような伴走型支援を行い売上増加に

繋げていくことである。 
 
 

４．「中長期的な振興のあり方」 
 

こうした地域の現状と課題の解決を図り、「住みたいまち」「訪れたいまち」への発展を目指

し、東松山市は第５次総合計画（１０年：２０１６年～２０２５年）において、地域活性化を図

るための３つの柱として「産業の活性化」「子育て支援」「観光振興」を基本方針に打ち出し、「産

業の活性化」では、良好なアクセスや地盤の強さを活かした企業誘致により、雇用拡大や新たな

販路開拓・ビジネスマッチングの機会創出等や東松山駅前に創業支援センターを開設して、新た
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な企業・起業家が育つ街として地域経済の活性化を促す。「子育て支援」では、子育てしやすい

環境整備のため、就学前の教育・保育の充実や学校教育の充実のほか、学校・家庭・地域が一体

となった教育を推進した教育力の向上を図る。「観光振興」では、東松山市の観光資源を再発見

して、市民の郷土愛の醸成やＰＲ活動強化による来街者の増加を目指すとしている。 

当会は、地域の現状と課題および、市の第５次総合計画の産業の活性化計画を踏まえ、小規模

事業に対する中長期的な振興のあり方について、以下のとおり考えることとする。 
 
① 創業支援、空き店舗対策の強化、地域産業の技術力を活かした新たな取引の創出（ビジ

ネスマッチング事業） 
 
② 中心商店街活性化対策事業の継続による街なかの賑わいと個店強化に繫がる仕組み作り

の構築 

 

③ 観光振興施策に沿い、地域資源を活かした東松山ブランド特産品の開発（観光協会等と

の連携による物産展、商談会、新商品開発やテストマーケティングなどに取り組む事業

者の支援） 

 

 

５．経営発達支援事業の目標及び方針 
 

以上の中長期的な振興のあり方を踏まえ、市内唯一の総合経済団体として行政と密接な関係を

持ちながら国、県の小規模事業者施策をフルに活用し、創業を志す人や様々な経営課題を抱える

経営者の身近な支援機関としての役割に応え、創業者数の増加、中長期ビジョンを持った事業者

の増加を重点方針に役職員組織が一丸となり以下の経営発達支援計画を推進する。 
 

① 消費者調査を実施して、消費者のニーズや地域及び商店会に必要な業種の把握をすること 

で、商店会の業種構成改善、各事業者の経営改善計画、利益向上策に対する支援及び創業

者支援に活かす。 

 

② 空き店舗実態調査を実施して、空地・空店舗発生要因や賃貸借が可能な候補物件を探索し、

創業者支援において業種の適正やターゲットなど、継続的な事業の実現に活用する。また、

地域コミュニティーサロン等の有効活用の立案に活かす。 

 

③ 商店街の若手、後継者難の解消に向けて、東松山市と連携した創業支援により創業件数の

増加と事業継続率の増加の実現を目指す。 

 

④ 経営指導員の資質向上により、創業件数の増加の他、経営改善や経営革新に取り組む小規

模事業者数を増やし伴走型支援を強化する。特に中長期的な経営計画の策定後のフォロー

アップをしっかり行い、ＰＤＣＡを回すことで持続的発展を支援していく。 

 

⑤ 小規模事業者の財務諸表の見方や経営分析能力を向上させるための定期的な研修会の開

催、ライフプランの設計支援、経営革新、新たな事業創出と利益改善を目指す。 

 

 ⑥ 観光振興施策に沿って、地域資源や観光資源をテーマとした来街者向けの商品、メニュー

やサービス、お土産品の開発を促進し、地域の活性化と市内事業者の販路拡大、売上拡大

を図る。 
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以上の事業を展開し地域に必要な支援機関として産業の活性化と活力あるまちづくりを

目指し伴走型支援を実施し役割を果たしていく。 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１． 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

①地域の経済状況、経営状況の調査を実施し経営支援に活用する。 

 
<目的> 

地域内の経済状況、個店の経営状況を調査・分析し、小規模事業者の現状を把握する。

その調査・分析した結果を小規模事業者が自ら経営の分析をするための外部資料として

提供することで経営支援のために活用していく。 

 

<手段> 

市内の小規模事業者に対して、全国商工会連合会が四半期ごと実施している「景況調査」

の様式を参考に、売上、採算性、資金繰り、経営課題、今後の見通し、新規設備投資等

の項目について調査・分析する。調査手段としては、年２回市内の小規模事業者の業種

毎に全体の割合に応じて、対象事業者をピックアップして、ＦＡＸで回答を求める。 

 

<効果> 

全国商工会連合会の景況調査及び日本政策金融公庫が実施している中小企業動向調査

報告書、金融機関が実施している埼玉県内企業経営動向調査と、今回の景況調査による

当地域における景況感、経営課題、資金繰り、設備投資等の調査結果を比較、分析した

当地域の特性を把握して、窓口相談、巡回訪問時に小規模事業者の問題点や課題の抽出

に活用していく。また、会報やホームページに調査結果を公表し、市内の小規模事業者

の持続的発展のために情報提供する。 

 

<目標> 

 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

小規模事業者の

調査・分析数 
０件 １００件 １００件 １００件 

 

②空き店舗実態把握と発生要因の調査を行う。 

 
<目的> 

現状の空き店舗情報は、市の空き店舗情報と民間不動産会社が有する店舗情報の２種

類が存在する。しかし、市の空き店舗情報は容易に閲覧できる状況にあるが、不動産業

者が有する情報は状況が把握できていない。そのために不動産業者に対し空き店舗の状

況提供を求め、空き店舗数、空き店舗の場所、賃貸条件、適する業種を把握する。 
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<手段> 

平成３０年１月に、東松山市の空き店舗対策補助金の対象となる中心市街地の９商店

会に対し、 

・営業店舗数 

・空き店舗の場所 

・空き店舗数  

・空き店舗発生要因、賃貸できる状況にあるか等の実態調査を行う。 

また、平成３０年６～７月、㈱東上不動産、㈱松堀不動産、㈱三愛不動産等 

の不動産業者に対し、 

・空き店舗の場所 

・空き店舗の状況(広さ、設備) 

・家賃、賃貸条件 

の情報提供を依頼し、出店希望者への情報提供、紹介に活用する。 

 

<効果> 

空き店舗実態調査の結果と賃貸可能な空き店舗の情報を当会ホームページ及び東松山

市ホームページ空き店舗対策ページ上に掲載し、創業希望者及び創業予定者に必要な情

報提供を行い、創業支援に役立てるとともに東松山市の空き店舗対策補助金の活用に繋

げ、創業件数を増やし空き店舗数を少なくする。 

 

<目標> 

空き店舗数の減少        1店舗／年間 

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

融資や確定申告の際に入手する決算書などを基に、事業所の定性的・定量的経営分

析を行い、以降の経営指導に活用する。 

 

<目的> 

東松山市の小規模事業者数は、平成２４年の経済センサスによると２３５７事業所で

ある。その小規模事業者の多くが、自社の経営分析及び経営計画の策定を行っていない

状況にあり、現状のままであれば、目標とする売上や新規事業の創出の実現は難しい。

そこで、融資や確定申告により入手する財務諸表から経営分析を、また職員の巡回指導

時のヒアリングから、自社（自店）の強み、弱み等を明確にするＳＷＯＴ分析を、十分

な利益を計上できていない事業所や経営改善、新たな取組に係る支援を要する小規模事

業者に対して実施する。 

   

  ＜情報収集の項目＞ 

   ①経営分析に必要な財務諸表（損益計算書、貸借対照表など）の数値 

   ②売上品目と売り場面積の割合や人員配置 

   ③現在の取引業者、販売業者の取引状況のリストアップ 

 

<調査・分析の手段> 

①経営指導員及び記帳担当者は融資と税務相談の都度、財務諸表（損益計算書、貸借対

照表など）を基に、中小企業基盤整備機構の中小企業ビジネス支援サイトＪ－ＮＥＴ
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２１の「経営自己診断システム」（※１）などを活用して、損益分岐点、流動比率、在

庫回転期間、労働分配率などの定量分析を行う。 

②ＳＷＯＴ分析やポジショニング分析などの定性分析を行い、自社（自店）の強み、弱

み、機会、脅威を事業主と共に整理する。 

③現在の取引先で、新規取引可能な商品や役務のリストアップを行う。 

④情報収集した項目などを活用して、埼玉県、埼玉県商工会連合会などと連携して経営

計画書策定などの支援を行う。 
 

（※１）経営自己診断システムに決算情報を入力することにより、ＣＲＤに蓄積された同業他社の

大量データ（各業種について数千社～数万社の同業他社データを保有）と比較することができる

ため、業界の中での貴社の各財務指標値の優劣を点検することができるほか、収益性、効率性、

生産性、安全性、成長性の５項目について経営状態を点検することができる 

 

<効果> 

分析結果に基づいて、事業者の今後の方向性や戦略、新規事業の取組み等に活かして行

く。分析により改善すべき点を洗い出すことにより、より具体的な経営課題の捻出が可能

となる。 

以降は職員が巡回を行い、経営改善指導及び進捗確認の実施、又は専門家派遣により経

営改善の実行に結び付ける。 

 

<目標> 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

経営分析件数 ２０社 ２４社 ２８社 ３２社 

巡回訪問（延べ数） ４０件  ４８件 ５６件  ６４件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

①事業計画策定の必要性を、２で実施した経営分析を切り口として事業計画（経営

改善計画及び経営革新計画を一部含む）の取り組み勧奨を行う。 

 

<目的> 

上記の経済動向調査や経営状況の把握から、経営の方向性を見極めるとともに、小規

模事業者の事業計画書の作成支援を行い、経営者が長期的視点に立った経営の重要性を

認識してもらい、小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

<手段> 

経営指導員と専門家の連携による経営計画作成支援セミナーを年２回開催し、事業計

画の必要性や作成のノウハウを伝え、事業計画書を作成してもらう。セミナーでの学習

のみで完成まで至らない場合は、指導員４名による巡回訪問や窓口相談による支援を実

施する。高度な課題については埼玉県商工会連合会のエキスパートバンクやミラサポ、

埼玉県よろず支援拠点を通じて支援を実施する。 

セミナーに参加できなかった事業者に対しても事業計画策定を推進し、年間を通じて
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同様の支援を実施する。 

事業計画策定の中で、経営革新計画に該当する計画があれば経営革新計画の承認まで

支援し、経営改善計画が必要な場合は経営改善計画を作成する等、専門家と連携して支

援を実施する。 

 

<効果> 

事業計画を策定することで、目標に対する経営戦略、経営ビジョン、資金計画、行動

計画が明確になり、より多くの小規模事業者の持続的な発展に大きな効果をもたらすこ

とが出来る。 

また、事業計画策定の経験により、事業の実行率が高まり業績良好な事業者が増える

と考える。 

 

②すぐに事業計画策定に至らない事業者に対して、ライフプランの必要性を切り口

とした事業計画作成支援を実施する。 

 

<目的> 

上記の経済動向調査や経営状況の把握から、経営の方向性を見極めるとともに、小規

模事業者のライフプランニングの作成支援を行い、経営者が長期的視点に立った経営の

重要性を知ってもらい、事業計画策定に結び付ける。 

ライフプランは、主に金銭面からの生活設計を指し、必要資金をどのように調達する

か、将来設計を変更する必要があるか、などを考えて設計していくことである。小規模

事業の多くが個人事業主であり、事業資金と個人の生活費が密接な関係にあることが多

いため、ライフプランからの切り口が必要であると考える。 

 

<手段> 

経営指導員４名及び補助員１名がＦＰ資格を保有しているため、ライフプランニング

の基礎知識を活かし、すでに手元にあるライフプランニングシート及びタブレット端末

を使用し、巡回時に簡単なライフプランを示す。 

ライフプランニングの重要性を理解してもらった上で、生活に最低限必要な資金をど

のように今後の経営から捻出していくか考えてもらい、６カ月を経過した時期に巡回訪

問又は窓口相談において事業計画作成につなげる提案及び支援を実施する。 

 

<効果> 

ライフプラン作成をきっかけに、事業に必要な売上の推移、個人のキャッシュフロー

の数値を明確にすることで、事業計画を作成（経営改善計画、経営革新計画を含む）す

る重要性を高め、事業計画作成を支援する。 
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③創業セミナーの定期的開催により創業支援の強化を図る。 

 

<目的> 

創業セミナーにより、地域の特性や顧客ニーズ、立地の重要性を認識してもらい、無理

のない資金計画及び実現性の高い利益計画を盛り込んだ創業計画書の作成支援を行い、創

業者の持続的な経営をバックアップする。 

 

<手段> 

東松山市や専門家・金融機関と連携して、毎年、創業予定者及び創業後間もない小規模

事業者を対象とした『創業セミナー』を開催する。 

個別の創業相談については経営指導員４名＋補助員２名で対応できる体制を構築する。 

 

<効果> 

創業件数及び事業継続率を高め、小規模事業者の増加に貢献する。 

 

<①～③の目標> 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

① 
セミナー開催による参加人数 １６社 １８社 ２０社 ２２社 

事業計画作成数 １７件 １８件 １９件 ２０件 

② ライフプラン作成数 ０件 ２件 ２件 ２件 

③ 

創業セミナー回数 １回 １回 １回 １回 

創業セミナー参加者数 ２０名 ２０名 ２２名 ２４名 

創業計画策定支援数 ５名 １０名 １１名 １２名 

創業者数 ４名 ５名 ６名 ７名 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

創業後及び事業計画策定後の小規模事業者に対するフォローアップを行う。 

 
<目的> 

創業後及び事業計画策定後の小規模事業者の経営状況は必ずしも計画どおり進まないケ

ースが多いことから、職員の巡回で定期的に経営状況を確認し、現段階の問題点を見つけ

出し、フォローアップを行うことで伴走支援により、創業者及び事業計画策定事業者の持

続的発展を図る。 

併せて、経営指導員の巡回指導計画に基づいて、市内全ての小規模事業者への巡回時に

自社（自店）の強み、弱み等を明確にするＳＷＯＴ分析や財務諸表を基にした経営分析を

提案して、要望に応じて支援を実施する。 

 

<指導内容> 

①経営指導員等は、創業者に対し、４半期に１回の巡回を実施して、売上や利益及び販促

活動の有無等を確認し、目標とする収益を上げられない創業者に対し、経営上の問題点

等を見つけ、支援する。問題点、課題が見つかった場合は、収益を改善する方法(客単価

の改善や客数の増加、営業・販促活動の重要性等)を説明し、時には専門家派遣制度を活

用し、経営改善支援を行う。 
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②創業者・事業計画策定事業者においては、財務諸表の数値データを用いて、中小企業基

盤整備機構の中小企業ビジネス支援サイトＪ－ＮＥＴ２１の「経営自己診断システム」

（※１）を活用して、経営分析を行い、事業の良い面・悪い面を指摘することも実施し

ていく。 
（※１）経営自己診断システム…Ｐ６中段（※１）参照 

 

③事業計画書策定事業者においても、４半期に１回の訪問により、事業計画の進捗確認を

行い、事業の効果を確認するとともに、成果が上がらない原因などの洗い出しを行う。

特に事業のスケジュールに照らし合わせて、遅延している業務や進行が進まない業務に

ついて、今後どのように進めるか、また計画に変更をかけて進めるか等確認するととも

に、事業が的確に遂行できるよう伴走支援する。 

 

④経営指導員等で事業者の経営課題解決ができない場合（主に原因が突き止められない、

指導しても事業遂行に移せない等）には、専門家派遣制度を活用し、専門家と連携して

問題の解決にあたり、事業が遂行できるようにする。 

 

<効果> 

経営指導員や専門家等第三者が多角的に経営状況を確認することにより、取り組み事

業所の経営改善が行われ、収益改善につながる。フォローアップの実施により、業種毎

の成功事例や課題解決のノウハウが蓄積されるため以降の支援に活用できる。 

 

<目標> 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

事業計画策定者への 

フォローアップ（延べ件数） 
４６件 ７２件 ７６件 ８０件 

創業計画策定者への 

フォローアップ（延べ件数） 
５件 ４０件 ４４件 ４８件 

   ※ライフプラン作成者については、事業計画策定に至った段階で４半期に１回 

の巡回訪問によるフォローアップを実施する 

 

 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

①地域資源である「やきとり」の需要動向調査を実施し、今後の事業展開の検討に

活用する。 

 

<目的> 

   東松山市の名物である「やきとり」が、店主の高齢化や事業継続が困難な状況から減少の 

一途をたどっている。当商工会としても「やきとり」という文化を守らなければならない使 

命を背負っていると考えている。 

そこで上記の消費動向調査に加えて、従来、やきとりはやきとり店で飲食するものであっ 

たが、近年は持ち帰りのニーズが高まっていることから、やきとりに対するニーズの多様化 

の現状と対応を検討するため、やきとり持ち帰り店にターゲットを絞り、アンケートを実施 

する。 
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<調査する項目> 

    ① 商品・サービスの満足度 

    ② 価格に対する満足度、味・好み 

    ③ 持ち帰る際に気にする点 

    ④ 購入動機 

    ⑤ 食べたい、購入したいやきとり・みそだれを活用した商品 

    ⑤ 利用したい販売チャンネル  等 

   

<調査の手段> 

①毎年１１月に行われる日本スリーデーマーチと同時開催する「東松山商工祭」の来場

者や中心商店街活性化対策事業として５月と１０月に実施する「１００円商店街お宝

市」の来場者に対して街頭アンケートを実施する。 

②やきとり持ち帰り店でのアンケートの配布、その場で回収する方法の他、回答方法と

して東松山市商工会ホームページからのＷｅｂアンケートを実施して回収率を高め

る。アンケートは半期に１回集計・分析する。 

 

<効果> 

東松山市の特産品として、今後の販売拡大の見込と商品としての改良点が明確となり、

新商品開発や新たな提供スタイル等の展開が図れることから、今後のＰＲ活動を踏まえて

新たなやきとり文化の創造に役立てる。 

この結果を活かしながら、持ち帰り店のみならずやきとりを取り扱う店舗が、売れる商

品開発または改善の方向性を明確にできるものと考える。創業者に対しても情報提供を行

い、創業計画の指導に役立てる。 

 

<目標> 

アンケート 現状  ３０年度 ３１年度 ３２年度 

東松山商工祭 

（日本スリーデーマーチ） 
０件 １００件 １００件 １００件 

１００円商店街お宝市 ０件 ５０件 ６０件 ７０件 

持ち帰り店＆Ｗｅｂアンケート  ０件 ３０件 ３０件 ３０件 

     

支援個社数  ０社 ４社 ５社 ６社 

 

 

 

②地域の農産物である「梨」の加工品について需要動向調査を実施し、地域資源を

活かした商品としての事業展開の検討に活用する。 

 

<目的> 

地域の特産品である梨は、東松山市及び近隣地域では有名な農産物であるが、現在加工 

品として通年販売できる商品は「梨ゼリー」「梨ジュース」にとどまっている。 

今後、観光振興を含めた地域活性化を目指すためには、梨の活用を梨狩りの季節だけに 
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限定されることのないように、新たな加工品開発により、「梨」及び「梨の加工品」を 

市内外にＰＲしていくことが必要である。 

そこで、お土産品や贈答品として販路拡大に繋げるために、和菓子と洋菓子を対象とし 

た梨の加工菓子についてのアンケートを実施する 

 

 <調査する項目> 

    ① 梨が合うと思う菓子の種類 

    ② 大きさや形状、味、色味 

    ③ 持ち帰る際に気にする点 

    ④ 購入したい価格（自家消費、贈答品） 

    ⑤ 利用したい販売チャンネル 等 

 

<調査の手段> 

①毎年１１月に行われる日本スリーデーマーチと同時開催する「東松山商工祭」の来場

者や中心商店街活性化対策事業として５月と１０月に実施する「１００円商店街お宝

市」の来場者に対して街頭アンケートを実施する。 

②東松山市商工会ホームページを活用してのＷｅｂアンケートを実施して、半期に１回

集計する。 

③ＪＡ直売所「いなほてらす」には、東松山市民のほか近隣地域から多くのお客様が来

店されるため、「いなほてらす」でのイベント開催に併せて来店客を対象にアンケート

を実施する。 

 

<効果> 

東松山市の特産品として、今後の販売拡大の見込と商品開発のポイントが明確となり、

新商品開発や新たな販売チャンネル等の検討が図れる。観光振興と並行してＰＲ活動を実

施していくことで東松山ブランド創造の一歩となる。 

この結果を活かしながら、市内和菓子及び洋菓子の製造及び小売を行う３４事業所が、

売れる商品開発または改善の方向性を明確にできるものと考える。創業者に対しても情報

提供を行い、創業計画の指導に役立てる。 

 

<目標> 

 アンケート 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

東松山商工祭 

（日本スリーデーマーチ） 
０件 ２００件 ２００件 ２００件 

１００円商店街お宝市 ０件 ５０件 ６０件 ７０件 

Ｗｅｂアンケート   ０件 ２０件 ２０件 ２０件 

     

支援個社数   ０社 ３社 ４社 ５社 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

① 製造業者のための販路開拓及び労働環境改善を図る事業（ビジネスマッチング交

流会やセミナー）を開催する 
 

<目的> 

製造業者の受注確保・販路開拓等を目的とし、広域的なネットワークを構築することに

より新たなビジネスチャンス創出の場を提供するため、販路開拓等を目的としたノウハウ

習得セミナーを開催する。また、労働環境改善セミナーを開催し、販売促進とともに就業

者の労働トラブル等を未然に防止することにより、事業所の生産性改善に繋げる。 

 

<手段> 

当年は川島町商工会が主幹となり近隣商工会と連携する。 

また、東松山市、県産業振興公社、地域振興センター、管内金融機関にも協力を仰ぐ。 

本年は中小企業診断士と社会保険労務士を講師に迎え、販路開拓ノウハウ習得セミナー

と労働環境改善セミナーを開催するとともに参加企業の企業紹介ＶＴＲを制作し、

YouTubeに投稿し広く視聴できるようにするとともに、ＶＴＲデータを参加企業に渡すこ

とで、企業公式ＨＰや展示会において自社の魅力を発信することで新たな取引につながる

ように支援する。 

 

<効果> 

各企業の事業活動や自社製品・アフターサービスのＰＲ、販路拡大や連携、製造業者等

の開拓、異業種交流、業界内外の情報交換を通じて企業認知度の向上並びに事業活動の活

性化を図れる。また、意欲のある企業には彩の国ビジネスアリーナ（※２）出展支援も後

押ししていく。参加企業には、アンケート調査を行い事業の効果を検証し今後の販路拡大

に繫がるよう支援をしていく。 

 

（※２）彩の国ビジネスアリーナ ： 埼玉県、（公財）埼玉県産業振興公社等が主催する

埼玉県内を中心とした中小企業の受注拡大、販路開拓を目的とした国内最大級の展示商

談会。 

２０１８年度開催実績 ： 開催日 ２０１９年２月１日～２日 入場者 １７，１４２人 

出展数 ６５３企業（県内４３７企業・団体） 

当市からは、毎年中堅企業が１～２社出展されているが小規模企業の出展実績はない。 

 

団体 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ交流会・セミナー １回 １回 １回 １回 

参加企業数 ８社 １０社 １２社 １４社 

彩の国ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ出展

支援 
０社 ２社 ３社 ４社 

 

 

②新規販路開拓を図るリフォーム展示相談会（住環境まつり）を開催する 
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<目的> 

小規模建設業者においては、受注は口コミ中心で大手住宅メーカー、建売業者に押され

新築一棟請負が非常に少なく厳しい経営環境に置かれている。営業力をカバーし大手に対

抗するため今後さらに需要が見込まれるリフォーム工事に的を絞って合同展示会、相談会

を開催することで目的意識のある消費者に足を運んでもらい販路開拓、受注に繋ぐことを

目的とする。 

 

<手段> 

工務店を中心に内外装等各種建築職方による展示、相談会を開催し自社の製品、技術の

ＰＲとリフォーム相談を行うと共に、東松山市と連携し太陽光発電普及促進セミナー・太

陽光発電設置補助金、住宅改修関連補助金の説明相談までカバーし、消費者に地元業者の

技術と実績をＰＲし受注拡大を図る。 

広報手段としては、新聞折込チラシ、自治会チラシ配布依頼、会報、ホームページ、行

政広報、マスコミへのプレスリリース、ＳＮＳなど出来うるものは全て活用する。 

 

<効果> 

営業を殆どせず口コミ中心で営業している企業が多い業界で消費者に安心感を持って

もらい出展企業の信用アップに繫っている。開催曜日を変えたり展示方法を毎回変えた

り、効果的な宣伝方法を勉強したりＰＤＣＡサイクルを回し受注に至るケースも徐々に増

えて参加者の意識改革も出ており経営革新承認企業も３社輩出できた。今後も商工会で各

企業のＰＲチラシ作成支援、来場者、出展者アンケート結果のフィードバックなど行い、

事業の効果を検証し今後に繫がるよう出展企業を伴走支援していく。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

ﾘﾌｫｰﾑ展示商談会 １回 １回 １回 １回 

出展者数 １３社 １５社 １６社 １７社 

来場者数 １５０人 １８０人 １９０人 ２００人 

相談件数 １５件  １８件   １９件  ２０件 

契約成立件数   ５件   ６件   ７件    ８件 

 

③商業・サービス業の新規販路開拓を図る物産展、商談会を開催する 

 
<目的> 

市内の小規模事業者は、地域経済の低迷と大型商業施設や飲食チェーン店の台頭による

消費者動向の変化に直面し、顧客離れが顕著化し売上が落ち込んでいる。 

また、当市はやきとりや梨などが有名であるが関連商品として企業や市民がまちの特産

品として胸を張って使ってもらえるお土産や特産品、スイーツなどが無く、市及び観光協

会、農業公社では、市内事業者や農業者、近隣大学と連携して特産品開発を行っている。 

このような現状を踏まえ、商業・サービス事業者は、顧客に支持される店づくりと新た

な販路開拓を進める必要があり、特産品の開発にかかわる事業者については販売をどう展

開していくのか、販路の開拓を支援するためにも物産展、商談会を開催する必要がある。 

 

<手段> 

商業、サービス事業者に対し、物産展・展示会を東松山市及び観光協会と連携して開
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催している「比企地域Ｂ級グルメ＆特産品フェスタ」する。会場としては集客効果を考え

大型店の駐車場やイベント広場を借りる。（既に市内１店舗で実績有り） 

商工会から大型店等のバイヤーにも参加も依頼して参加事業者との商談や事業者間の

マッチングも図り販路開拓を支援していく。 

また、特産品開発事業者のテストマーケティングの場として提供する他、個別商談会

にも参加してもらい販路開拓してもらう。 

広報手段としては、新聞折込チラシ、会報、ホームページ、行政広報、マスコミへの

プレスリリース、ＳＮＳなど出来うるものは全て活用する。 

他に販路拡大支援として、全国物産展や近隣を含めたご当地グルメ＆特産品フェア、

商工祭等への参加支援も行いより多くの利用を促す他、「ふるさとの名産品、隠れた逸品

が見つかる全国商工会連合会公式 ニッポンセレクト」への出店支援も実施する 

 

<効果> 

物産展、商談会を開催することで、小規模事業者が個々の取り組みにおいて経営資源

の問題等での弱みとなっている部分をカバーし看板商品や新商品を販売、認知してもら

うことが出来、合わせて店の認知と誘引に繋がる。 

また、物産展が一時的な売上増加に終わらぬよう参加企業向けに、売れ筋商品や売価

などの需要動向の情報提供、商談やニッポンセレクトへの出店、販売促進ノウハウの講

習会開催や高度な内容には専門家と連携して伴走支援をしていくことで売上拡大に繋げ

る。 

単会開催で十分な成果が見られない場合は、３０年度以降は比企郡の商工会で連携し

広域開催で販路開拓が図れるよう提案していく。 

 

（目標） 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

物産展 未実施 １回 １回 １回 

出展者数 ０ １０社 １２社 １５社 

売上増加出展者数 ０ ２社 ３社 ４社 

商談会 ０ １回 １回 １回 

商談会参加数 ０ １０社 １２社 １５社 

商談成立件数 ０   ２件   ３件   ４件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
当市はボッシュ株式会社を中心に、自動車関連産業の発展に連動して、飲食店をはじめ

とする商業も発展してきたが、リーマンショック以降の環境変化に伴う就業人口の減少

が、市内の個店売上に大きな影響を及ぼしている。さらに高坂地区に大型ショッピングモ

ール「ピオニウォーク」が平成２２年３月にオープンしたことがその状況に拍車をかけた

結果となっている。 

当会としては、地域のあるべき姿を共有しながら地域経済の活性化に資する取組みとし

て、平成２８年度に選定された「サービス産業支援事業 地域連携モデルチーム※」を活

用して、サービス産業支援事業地域連携モデルチームの構成員に東松山市観光協会を加え

た（仮称）東松山市地域活性化検討委員会を設立する。   
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設置した委員会において年２回の会議を開催し、管内の事業者支援に関する情報のやり

とりやマッチング等、地域の活性化につなげるための連携を図る。 

 

※当商工会、市内金融機関、行政機関（東松山市・川越比企地域振興センター）及び管内 

 を中心に活動している専門家で組織する連携チーム 

 

  ＜地域連携モデルチームの支援内容＞ 

・新店舗・売れる店づくり、多店舗化に向けた支援 

・新サービス・商品づくり支援 

・創業者に対する支援 

・他分野への進出を検討する事業者に対する支援 

・ビジネスパートナーのマッチング支援 

 

また、専門店が大型店に対抗する唯一の手段として考えられている個店力強化を図りな

がら、個店の持続的な発展を支援するために①「１００円商店街お宝市」「得する街のゼ

ミナール」の実施②地域特産品を活用したブランド化の２項目を継続的に支援し、地域経

済の活性化に繋げる。 

 

 

① 『100 円商店街お宝市』、『まちゼミ』などの地域活性化事業（既存事業） 

 
「１００円商店街お宝市」 

市内中心市街地の空洞化に伴う空き店舗対策のため、市内中心市街地商業者等が、ま

ちなかの活性化に関心のある市民、企業各種団体と連携を図りながら「１００円商店街

お宝市」を展開することで、個店の販売促進や経営力の向上を図り、会員及東松山市中

心市街地の商業の活性化を図る。具体的には、中心市街地商店街全体（６商店街）を一

店の１００円ショップに見立て、全ての店の店頭に１００円コーナーを設置し、商工業

者やボランティア団体のオリジナル商品やサービスを１００円で提供する。 

 

<事業内容> 

①市内中心市街地の各商店街の役員、市商工観光課、商工会で実行委員会を組織して企

画、募集、説明会、反省会を計画する 

②上記実行委員は、各商店会の参加店舗の他「まちなか再生応援団 」として、まちなか

の再生に賛同する中心市街地以外の応援参加店（出店者）を募集する 

③参加店全店の商品・サービスを記載したチラシを作成し、市内及び近隣に約４０００

０部の折込を実施する他、商工会及び市のホームページ、市広報に掲載することで集

客力の向上を図る 

④１００円で販売する商品を、上記５で実施した消費者動向調査を基に、各個店の取り

扱い品の特徴を考慮しながら決定する。 

⑤事業終了後に売上や客層等を検証して、以降の販売計画や商品改善等に反映させる支

援を実施する。 

 

<効果> 

日頃の来街者とは比較できないほどの人で街が溢れかえることで、中心市街地の事業主

のモチベーションが高まり、事業継続の意欲につながる他、新商品のサンプリングにより

反応をみる絶好の機会となり、以降の売上拡大の支援にもつながる。また、１００円とい

うお手軽な商材を提供することで、地域のお客様とコミュニケーションをとるきっかけづ
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くりを創出でき、チラシやショップカード等の配布により再来店の機会を増やす機会とな

る。将来的には、今後の事業出店時の商品、サービスの内容検討に役立つほか、経営改善

等の取組みのきっかけに繋げられる。 

 

<目標> 

現状は、中心市街地６商店街１７０店舗の内、５０店舗の参加と中心街地以外からのま

ちなか再生応援団３０店舗の参加店で開催されている。 

 ２９年度以降、中心市街地６商店街からの参加店を増やす事で、中心市街地の店舗から

活性化できる仕組みを図る 

 

１００円商店街お宝市 

項目 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

開催回数 ２回 ２回 ２回 ２回 

中心市街地出店者数 

（１回あたり） 
５０店 ５２店 ５４店 ５６店 

まちなか再生応援団出

店者数（１回あたり） 
３０店 ３０店 ３０店 ３０店 

来街者数 5,000人 6,000 人 6,000 人 6,500 人 

 

「得する街のゼミナール（まちゼミ）」 

１００円商店街お宝市のような商店街に人が集まるイベントと並行して、商店街ならび

に各商店のファンづくりを目的とした少人数のゼミナール（無料）を開催することにより、

やる気と魅力ある商店をアピールする。 

このまちゼミでは、市内の各商店の店主や従業員が、専門店ならではの専門知識やちょ

っとしたコツを伝授する少人数のゼミナールを通じて、受講生（お客様）とのコミュニケ

ーションを深めることで、商店街ならびに各商店のファンづくりと活性化を推進する。 

 

<事業内容> 

①市内商店街の役員・商工会員、市商工観光課、商工会で実行委員会を組織して企画、

募集、説明会、反省会を計画する。 

②上記実行委員を中心に、商工会の会報や募集要項により参加店を募集する 

③参加店全店の商品・サービスを記載したチラシを作成し、市内及び近隣に約４０００

０部の折込を実施する他、商工会及び市のホームページ、市広報に掲載することで集

客力の向上を図る 

④ゼミナールのテーマや開催日程など、上記５で実施した消費者動向調査を基に、各個

店の取り扱い品の特徴を考慮しながら決定する。 

⑤事業終了後に受講者アンケートを回答してもらい、自店の反響に加えて、参加店全体

のアンケートを商工会で集計を行い、結果報告会を実施する。 

⑥アンケート結果の集計を基に、顧客ニーズの把握を行い、以降の販売計画や商品改善

等に反映させ、売上拡大につながる支援を実施する。 
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<目標> 

得する街のゼミナール（まちゼミ） 

項目 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

開催回数 ２回 ２回 ２回 ２回 

講座数 

（１回あたり） 
９０講座 ９５講座 １００講座 １０５講座 

受講者数 

（1 回あたり） 
1000人 1100 人 1200 人 1300 人 

  

 

②  地域特産品を活用したブランド化の取り組み 

 
    市の特産品といえば「みそだれやきとり」が有名で、市内では５０を超えるやきとり

店が営業している。また、東平地区の梨、渋皮の剥きやすい栗「ポロタン」なども地域

資源として、市の特産品として露出を強めている。 

    現在は、いくつかの事業所において、やきとりの味噌だれを活用した煎餅やおかき、唐

揚げ、ぎょうざ等の商品が既に開発され販売されており、梨やポロタンについても商品化

されている物もある。 

しかしながら、「東松山市のお土産と言えば○○○」という商品が存在していないのが

事実であり、お土産商品開発は急がれている。 

 

 <事業内容> 

① 現状、市内の個店で開発されている商品について商工会で把握できていない為、既に特

産品を利用して商品開発が完了している商品を、商工会ホームページでの情報提供、

会報による情報提供依頼の他、職員の巡回時のヒアリングにてリストアップする。 

② ５で実施した需要動向調査から得たニーズのある商品やサービスの分析結果をもとに、

市内の食品製造加工のできる事業者をリストアップして、職員の巡回訪問で商品開発

の提案を行う。 

③ リストアップされた開発商品の情報をもとに、販売先の候補として、ＪＡ農産物直売       

所「いなほてらす」、高坂サービスエリア、市内の大型スーパーに地元特産品コーナー 

 の開設依頼を打診して、販路開拓を推進する。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 
<目的> 

 当会が、支援機関として経営発達支援事業の効果的な推進を図るには様々な不足する資

源がある。そのため小規模事業者の様々な問題に対応できる支援スキルを習得するために

は他の支援機関との情報交換、研修会を行うことにより意志疎通を図りながらノウハウの

習得・支援状況について情報交換を行うことが必要である。 

 

<手段> 

①比企地区８商工会が支援機関連携の検討会を毎月開催し経営指導員と県連合会及び川

越比企地域振興センター、中小企業診断士も招へいし支援ノウハウと支援の状況につい
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て情報交換する。（毎月）また、管内商工団体連絡会議を通じ県の施策・支援体制と支

援機関の取組状況についても情報交換する。 

②日本政策金融公庫川越支店と各種金融支援メニューや支援ノウハウについて情報交換

会を年２回実施する。 

③市内金融機関と創業塾で金融支援策や地域経済・需要動向情報で連携を図るほか経営革

新計画作成支援の勉強会を年２回開催する。 

④東松山市まち、ひと、しごと意見交換会に事務局長が参画し市の産業振興計画、観光振

興計画と経営発達支援計画の連携を図っていく。 

 

<効果> 

     広域連携することで他地区の支援状況やスキルを知ることが出来、担当者同士の信頼関

係も構築される。セミナー等も連携開催を行うことで支援力向上に繋がる。 

 

<目標> 

   創業、経営革新計画、販路拡大等支援連携体制を最大限に活かした基盤の構築を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

①ＦＰ資格と定期的ＯＪＴの実施 

 
<目的> 

ベテラン経営指導員２名(指導員歴：29年、15年)が経験の浅い経営指導員２名(指導員

歴：5年、4年半)と補助員２名(指導歴：無し)に対し、ＯＪＴを実施することにより、指

導方法の知識を伝授し、対応力強化を図る。 

また、ファイナンシャルプランナー３級資格を取得し、基礎能力を身につける。 

 

<手段> 

経営指導員４名及び補助員１名がファイナンシャルプランナー３級資格を取得してい

る。補助員１名は３０年度中の取得を目指す。 

また、月１回上記６名による勉強会を終業後１時間程度行い、ライフプラン手法や創業

支援や経営改善計画書作成支援等の知識を身につける。 

 

<効果> 

相談対応力強化により、小規模事業者に対する伴走型の支援ができる。 

 

<目標> 

指導職員すべてのファイナンシャルプランナー３級資格取得、ケーススタディ、マネジ

メント本の読書により、指導能力を高める。 

 
③ 情報の共有と蓄積 

 
①各種研修への参加は、他の業務とのかねあいで殆どが指導員１名しか参加することが出

来ないので、受講後に研修内容の報告書を速やかに回覧するほか共有の資料棚を設け保

管し情報共有する。さらに事業者に提供すべき有益な情報や資料は毎日の朝礼時に説

明、配布し知らなかったということの無いようにする。 
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②指導員歴の短い指導員は、必要に応じ巡回及び窓口相談において経験豊富な指導員と２

人体制で小規模事業者を支援する体制をとりＯＪＴにより支援能力の向上と情報を共

有する。また、それぞれの指導員が個別に把握している支援企業の状況が把握できるよ

う月１回連絡会議を開催し支援内容と状況を共有する。また、日々の指導内容はその日

の内に経営カルテに入力し他の指導員に指導経過、顛末がわかるように打ち込む。 
 
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 
<目的> 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について評価・検証を行う。 

 

<手段> 

 本計画書の実施報告書を経営指導員中心に年１回作成し、埼玉県川越比企地域振興セン

ター、東松山市の担当職員及び外部の中小企業診断士、税理士等の外部有識者により事業

の実施状況、成果の評価を受け、計画と評価の検証から商工会幹部（正副会長、商業・工

業部長）及び経営指導員により見直し案を作成し、次年度以降の事業実施に活用する。 

結果は理事会で報告し、承認を受けホームページで公表する。また、概要を抜粋して会

報に掲載し市内の小規模事業者に対して配布し内容を周知させる。 

 

<効果> 

 外部からの評価、見直し案をもとに幹部会で評価・見直しの方針が決定できる。 

 

<目標> 

ＰＤＣＡにより、見直し案に基づいた改善計画を実施することによりさらなる経営発達

を伴走支援する。 
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（別表２） 

経営発達支援事業の実施体制 

                              （平成２９年１０月現在） 

（１）全体の組織 

  ・会  員 

     商  業  １，２３１事業所 

     工  業    ５５８事業所     計 １，７８９事業所 

  ・役  員 

     会  長      １名 

     副 会 長      ２名 

     理  事      ２５名 

     監  事      ２名       計       ３０名 

  ・総  代 

     商  業     ９１名 

     工  業     ５６名       計     １４７名 

  ・事 務 局 

     事務局長      １名 

     経営指導員     ４名 

     補 助 員      ２名 

     記帳専任職員    １名 

     記帳指導員     １名 

パート職員     ２名  計      １１名 

 

（２）実施体制              <所有資格> 

  ・事務局長      １名      <中小企業診断士> 

  ・経営指導員     ４名      <FP2級 1名、3級 3名、初級シスアド 3 級 1名 

簿記 2級 1名、簿記 3級 3名> 

  ・補助員       ２名      <簿記 2級、3級,FP3級１名> 

  ・記帳専任職員    １名      <簿記 1級> 

  ・記帳指導員     １名      <簿記 2級> 

 

（３）連絡先 

  東松山市商工会 担当：経営指導員  小川  治・村田 秀樹・宮内 秀明 

柏俣 一成 

〒３５５－００１６  東松山市材木町２－３ 

  ＴＥＬ ０４９３－２２－０７６１  ＦＡＸ ０４９３－２４－０６８７ 

メールアドレス  info@higashimatsuyama.or.jp 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@higashimatsuyama.or.jp


- 22 - 
 

（別表３） 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

必要な資金の額 ８，６７０ ８，６７０ ８，６７０ 

１００円商店街お宝市 

得する街のゼミナール 

ビジネスマッチング交流会 

ﾘﾌｫｰﾑ展示相談会(住環境まつり) 

物産展・商談会 

専門家派遣費 

創業セミナー 

調査事業 

９００ 

１，４００ 

１２０ 

５５０ 

 １，０００ 

１，２００ 

１，５００ 

２，０００ 

９００ 

１，４００ 

１２０ 

５５０ 

１，０００ 

１，２００ 

１，５００ 

２，０００ 

９００ 

１，４００ 

１２０ 

５５０ 

１，０００ 

１，２００ 

１，５００ 

２，０００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費・国補助金・県補助金・市補助金・事業受託費 

（備考）調達方法については、想定される調達方法と額を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する

事項 

連携する内容 

各機関の強みを活かした相互連携、情報交換を実施しながら、小規模事業者の伴走支援を実施

する。 

事業計画策定支援については専門家・金融機関と連携して計画実行による収益改善の実現に向

け支援する。また、創業支援については、東松山市や専門家・金融機関と連携して創業支援及び

持続的な経営支援を実施する。 

地域経済の活性化に資する取組では、東松山市や㈱全国商店街支援センター、金融機関と連携

して、「１００円商店街」「まちゼミ」に参加する事業者に対し個店力強化のための施策支援を実

施する。 

連携者及びその役割 

 

支 援 機 関 名 役   割 

◎東松山市商工会 地域の総合経済団体、支援機関のとりまとめ 

 代表者：会長 伊藤一久  住所：東松山市材木町 2-3 電話：0493-22-0761 

◎東松山市 創業者・小規模事業者の施策支援を行う 

 代表者:市長 森田光一 住所:東松山市松葉町 1-1-58 電話 0493-23-2221 

◎東松山市観光協会 地域の観光振興に関わる施策支援を行う 

 代表者:会長 内山明夫 住所:東松山市松葉町 1-1-58 電話 0493-23-3344 

◎埼玉県川越比企地域振興センター 創業者・小規模事業者への施策支援を行う 

 代表者:担当部長 若月健太 住所:東松山市六軒町 5-1 電話 0493-24-1110 

◎埼玉県商工会連合会 創業者・小規模事業者の施策支援を行う  

 代表者:会長 大久保義海 住所:さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 電話 048-641-3617 

㈱エイチ・エーエル 創業者・小規模事業者への経営計画策定、経営改善支援を主に行う 

 代表者:代表取締役 水野隆行 住所:さいたま市中央区新都心 4-12 電話 048-600-2508 

㈱ディセンター 創業者・小規模事業者への経営計画策定、経営改善支援を主に行う 

 代表者:代表取締役 折原 浩 住所:さいたま市大宮区宮町 2-55-2 電話 048-783-2626 

関東信越税理士会東松山支部 創業者・小規模事業者への税務支援を主に行う 

代表者：支部長 石井隆行 住所：東松山市箭弓町 1-17-9  電話 0493-25-2670 

㈱全国商店街支援センター 商店街を通じて小規模事業者の支援を行う 

 代表者:代表取締役 桑島俊彦 住所:東京都中央区湊 1-6-11 電話 03-6228-3061 

◎埼玉りそな銀行東松山支店 創業者・小規模事業者への金融支援を主に行う 

 代表者：支店長 池原賢二 住所：東松山市箭弓町 3-4-3 電話 0493-24-1211 

◎武蔵野銀行 東松山支店 創業者・小規模事業者への金融支援を主に行う 

 代表者：支店長 小松秀章 住所：東松山市松葉町 1-3-2 電話 0493-22-1180 

◎埼玉懸信用金庫東松山支店 創業者・小規模事業者への金融支援を主に行う 

 代表者:支店長 中村雅俊 住所:東松山市松葉町 1-5-2 電話 0493-24-6501 

◎東和銀行 東松山支店 創業者・小規模事業者への金融支援を主に行う 

 代表者:支店長 早川 晶 住所:東松山市箭弓町 1-4-20 電話 0493-22-0950 

◎日本政策金融公庫川越支店 創業者・小規模事業者への金融支援を主に行う 

 代表者:支店長 山崎郁夫 住所:川越市脇田本町 14-1 電話 049-246-4171 
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小川町商工会 広域商談会における連携、経済動向、支援状況等の情報交換を主に行う 

 代表者：会長 小久保文雄 住所：比企郡小川町大塚３３ 電話 0493-72-0280 

嵐山町商工会 広域商談会における連携、経済動向、支援状況等の情報交換を主に行う 

 代表者：会長 新井 茂 住所：比企郡嵐山町大字菅谷４４５－１ 電話 0493-62-2895 

滑川町商工会 広域商談会における連携、経済動向、支援状況等の情報交換を主に行う 

 代表者：会長 松本 明 住所：比企郡滑川町大字羽尾 4972-11 電話 0493-56-3110 

吉見町商工会 広域商談会における連携、経済動向、支援状況等の情報交換を主に行う 

 代表者：会長 三村喜宏 住所：比企郡吉見町大字下細谷１２１０ 電話 0493-54-0701 

川島町商工会 広域商談会における連携、経済動向、支援状況等の情報交換を主に行う 

 代表者：会長 尾﨑宗良 住所：比企郡川島町大字平沼１１７５ 電話 049-297-6566 

鳩山町商工会 広域商談会における連携、経済動向、支援状況等の情報交換を主に行う 

 代表者：会長 福岡次郎 住所：比企郡鳩山町大字赤沼２６０１ 電話 049-296-0591 

ときがわ町商工会 広域商談会における連携、経済動向、支援状況等の情報交換を主に行う 

 代表者：会長 小野田八郎 住所：比企郡ときがわ町大字玉川 2475-5 電話 0493-56-3110 

 

※ ◎のついた支援機関は、地域連携モデルチームの構成員です。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者・創業者 

東松山市 
埼玉県川越比企地域振興センター 

埼玉県商工会連合会 
 

東松山市商工会 

●金融機関・税理士会 
埼玉りそな銀行東松山支店・武蔵野銀行東松山支店 
埼玉懸信用金庫東松山支店・東和銀行東松山支店 
日本政策金融公庫川越支店・税理士会東松山支部 

●コンサルタント 
㈱エイチ・エーエル・㈱ディセンター、専門家 

 

施策支援 

【創業支援・専門家派遣】 

【100 円商店街・まちゼミ支援など】 

 
㈱全国商店街支援センター 

地域経済に資する 

取組支援 

【100 円商店街・まちゼミなど】 

事業計画策定支援 

【経営改善計画・経営革新計画策定など】 
創業支援 

【開業相談・資金調達など】 

東松山市 
埼玉県川越比企地域振興センター 

埼玉県商工会連合会 
比企地域商工会（7 商工会） 

東松山市観光協会 

連携支援 

【ビジネマッチング・物産展・商談会】 
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