
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
越谷市商工会（法人番号 9030005010297） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

小規模事業者の持続的発展及び創業者支援に寄与することを目標に次の

事業を行う。 

１.既存産業の活性化を図る。 

 こしがや企業応援プラットフォームの取組を軸に小規模事業者が抱え

る経営課題解決や業績向上のための支援を積極的に行う。 

 ２．新たな産業を育成する。 

 越谷市からの委託事業である創業者等育成支援事業（二番館事業）を軸

に創業希望者や創業間もない者を積極的に支援する。 

 ３．魅力ある商店街の振興を図る。 

 中心市街地活性化事業を軸に商店街・商業者の支援や空き店舗対策に取

組む。 

事業内容 

１.地域の経済動向調査に関すること 

・小規模事業者に対する景況調査の実施や越谷市等の調査結果の活用 

・調査結果の公表及び今後の商工施策への反映 

２．経営状況の分析に関すること 

 ・財務分析、商品・サービス分析、SWOT 分析等の実施 

３．事業計画策定支援に関すること 

・経営革新計画、創業計画、補助金申請計画等の事業計画書作成支援 

・経営革新セミナー、創業セミナー等の開催 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

・国、埼玉県、越谷市などの公的支援策の広報・周知 

・定期的な巡回指導によるフォローアップ 

５.需要動向調査に関すること 

 ・個社に対する需要動向調査支援 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・展示会やマッチングイベントの開催 

・地域プラットフォーム構成機関が行う商談会や交流会 PR 

７．地域経済の活性化に資する取組 

 ・テーマイベントの開催 

 ・街バルの実施 

 ・地域特産品の普及・PR など 

連絡先 

越谷市商工会 

〒343-0817 埼玉県越谷市中町７－１７ 

電話：048-966-6111 FAX：048-965-4445 

ホームページアドレス：http://www.koshigyaya-sci.or.jp 

メールアドレス：k9664445@koshigaya-sci.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．越谷市の概況 

 

越谷市は、戦後の高度経済成長期以降、東京から 

２５km 圏内という立地から、首都近郊のベッドタウン 

として開発が進み、現在では人口約３３万人を有して 

いる。さいたま市、川口市、川越市、所沢市に次いで 

埼玉県では人口第 5位である。 

 

平成２４年４月には中核市に移行。埼玉県南東部の 

中核都市に発展してきた。 

 

鉄道は、東武スカイツリーラインが南北に縦断、JR 武蔵野線が東西に横断しており、

周辺の市町からの乗り換えも多く、交通至便な地域である。 

 

市街地は、日光街道（県道足立・越谷線（旧国道４号線））及び東武スカイツリーラ

イン沿線を中心に形成され、特に、越谷駅周辺は、かつて日光街道第三の宿場町「越ヶ

谷宿」として栄えるなど、古くからの商家のたたずまいを残す歴史的建築物が点在して

いる。 

 

市内には元荒川や古利根川など５本の一級河川が流れるなど「水郷こしがや」として

親しまれており、東京近郊でありながら豊かな自然と歴史が融合したまちである。 

 

さらに、平成２０年には「越谷レイクタウン」がまちびらきし、現在では、大型商業

施設を核として年間約５,０００万人超が来訪するなど、越谷市の新たな集客拠点とし

て重要な役割を担っている。 

 

      
日光街道沿いの歴史的な町並み      越谷レイクタウン      水郷こしがや 

 

 

 



２ 
 

２．地域の現状と課題について 

 

（１）人口の推移 

 
○越谷市の人口と世帯数の推移          （人口：人 世帯数：戸 世帯人員：人）

区分 昭和 59 年 平成元年 平成 6年 平成 11 年 平成 16 年 平成 21 年 平成 26 年

人口 243,328 277,144 294,257 305,566 316,466 323,886 332,745

世帯数 73,442 88,071 100,677 110,993 122,637 133,212 141,640

世帯人員 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6 2.4 2.3
（出典：越谷市情報統計課）

 

越谷市の人口は、越谷レイクタウンの整備の影響もあり、年々増加している。 

 

（２）事業所数、従業者数の推移 

 

 平成２１年と平成２４年の事業所数と従業員の比較は以下の通りである。ほとんどの

業種において事業所数が減少、農業、鉱業、製造業、情報通信業、医療福祉以外で従業

者数が減少している。 
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（３）事業所規模別従業者数 

 

平成２４年事業所規模別従業員数は下表の通りである。小規模事業者比率は建設業、

製造業は従業員１９人以下の事業所の従業員が全体に占める比率、商業、サービス業は

従業員４人以下の事業所の従業員が全体に占める比率を示している。いずれにせよ小規

模事業者に勤務する従業員の比率が高いことを示している。 

 
○平成 24 年 事業所規模別 従業者数 

 

（４）景気動向調査における企業の認識 

 平成２７年１１月に越谷市が市内事業者を対象に実施した景気動向調査（下表）を見

ると依然として厳しい見方をしている市内事業者が多く、市内経済は厳しい状況にあ

る。 
○越谷市景気動向調査結果（平成２７年１１月）                        （単位：％）

内容 時期 良い 同じ 悪い BSI 値 

業況 
現在 17.4 35.7 46.9 -29.5

３ヵ月後 11.0 46.2 42.8 -31.8

売上高 
現在 21.5 28.1 50.3 -28.8

３ヵ月後 11.8 40.5 47.8 -36.0

経常利益 
現在 14.4 31.8 53.8 -39.4

３ヵ月後 10.3 38.3 51.4 -41.1

従業員数 
現在 24.7 67.4 7.9 16.8

３ヵ月後 25.3 67.6 7.1 18.2

資金繰り 
現在 11.9 50.7 37.4 -25.5

３ヵ月後 9.3 56.0 34.7 -25.4

（出典：越谷市産業支援課）

＊（「良い」-「悪い」=BSI 値）BSI 値とは Business Survey Index の略で景気の見通しについて「強

気」・「弱気」の度合いを示すもので「プラス」ならば「強気」「楽観」、「マイナス」ならば「弱気」

「悲観」を意味する。 
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（５）業種別課題 

 

 ①商業・サービス業 

 個人消費の低迷や関東最大規模の大型商業施設の進出により、前述の事業所数統計の

通り、市内の小規模小売店数は年々減少している。 

 特に、越谷駅中心の旧日光街道沿いの商店街においては、業績不振や事業主の高齢化

などによる後継者難を理由に廃業も目立ち、個店の持続的な経営と商店街の活性化が課

題である。 

 

 ②製造業 

 製造業においては、首都圏に近いという好立地の一方で、都市化による住工混在や生

産拠点の海外移転による受注の減少、後継者難により廃業する事業所も多い。製造業の

ビジネスモデルの再構築や販路開拓が課題である。 

 

 ③建設業 

 建設業においては、公共事業の減少等や大手住宅メーカーの進出等により、事業所数

や従業員数の減少が起きている。製造業同様、ビジネスモデルの再構築や販路開拓が課

題である。 

 

 ④観光 

 観光においては、東京から近いという立地上、滞在型の観光は難しいものの、日光街

道越ヶ谷宿の整備や地域グルメなどに力を入れてきた。なかでも、宮内庁埼玉鴨場にち

なんだ「鴨」と「越谷ネギ」をはじめとする特産の地域野菜等を組み合わせた「こしが

や鴨ネギ鍋」を越谷市の地域ブランドに育てるプロジェクトがスタートし、平成１９年

度地域資源∞全国展開プロジェクト事業採択、平成２２年度優良ふるさと食品中央コン

クール会長賞（財団法人食品産業センター）受賞などをきっかけに、市内飲食店でも鴨

ネギ鍋の取り扱いが増えてきた。今後、越谷市外からの訪問を増やすための PR 活動や

飲食店の販促支援が課題である。 

 

３．越谷市商工会の概況 

 

 越谷市商工会は昭和３５年に発足。現在、会員数は約 5,300 事業所を数え、全国で最

も会員数の多い商工会として、全国および埼玉県内の商工会事業の中心的役割として

様々な活動を行ってきた。 

発足以降、地域の小規模事業者の取りまとめ役として、産業政策への提言や、日光街

道宿場まつりや街バル等、時代に合った様々な地域おこし活動を行ってきた。また、小

規模事業者の支援機関としては、従前の記帳・税務指導や金融指導はもちろん、経営革

新指導や情報提供等、小規模事業者の持続的発達に資する取組みを行ってきた。 

 特に、創業支援や小規模事業者支援には力を入れている。越谷市では平成１７年４月

から創業支援や市内事業者支援を行うために「越谷市産業雇用支援センター二番館」を

立ち上げ、①創業支援室(インキュベーションルーム)の賃貸事業、②専門家による相

談・指導事業、③セミナー・交流会の開催を行ってきた。当会はこの創業者等育成支援
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事業(二番館事業)を越谷市から委託され、運営を行っている。入居者に対する経営相談

を行なったり、毎月行っているセミナーでは平均１０～３０名程度の受講者を集めるよ

うになり、市民にも徐々に浸透してきたところである。 

また、平成２８年４月には、越谷市商工会から越谷商工会議所への組織変更を行い、

県南東部の中心都市としてふさわしい地域総合経済団体となるべく、地域商工業者が一

体となって地域経済と地域社会の発展に寄与していく所存である。 

 

４．地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

上述のような地域特性、課題を踏まえ、越谷市では、「水と緑と太陽に恵まれた人と

地域が支える安全・安心・快適都市」の実現をスローガンに掲げ、第４次越谷市総合振

興計画（平成２３年度～平成３２年度の１０年間）を策定、産業部門では 

 

（１）既存産業の活性化を図る  

（２）新たな産業を育成する  

（３）魅力ある商店街の振興を図る  

 

を柱に産業振興に取り組んでおり、現在５年が経過している。 

 

さらに、市内事業者を取りまく環境が厳しくなっていくなかで、１０年先を見据えた

振興のあり方を考えていくと、上記の３本柱そのものは変わらないが、現在の支援体制

をより充実させるとともに他支援機関との連携も強化し、産業振興を推進していくこと

が求められる。 

 

 既存産業の活性化においては、小規模事業者の持続的発展への取組みの支援とビジネ

スモデルの再構築の両面の支援を行い、継続意欲のある市内中小企業を規模の大小にか

かわらず生存・発展させていく取組みを考えていく必要がある。 

 新たな産業の育成については、当会の強みである「創業支援」を継続・発展させ、立

地が良く人口も増えている「魅力ある中核市：越谷」での創業を推進していく。あわせ

て、ソフト産業やコミュニティビジネス等成長分野での支援も行っていく。 

 また、魅力ある商店街の振興においては、郊外の大型店が多数あるなかで、日光街道

越ヶ谷宿やこしがや鴨ネギ鍋などの地域資源を有効活用しながら、空き店舗対策を行い

つつ、商店街の魅力をアピールする事業も行い、来街者の増加を狙っていく。     

 

５．中長期的な振興のあり方を踏まえた「経営発達支援事業の目標」 

 

 上記のような「中長期的な振興のあり方」を踏まえ、当会では中長期的な振興のあり

方に沿う形で平成２７年４月に、当会が代表機関となり地域の支援機関が自主的に連携

し中小企業者及び小規模事業者の支援を行う地域プラットフォーム（こしがや企業応援

プラットフォーム）を立ち上げた。商工会が代表機関になっているケースは全国でも当

会のみである。 

平成２８年４月には「越谷商工会議所」としてスタートし、今後は本プラットフォー
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ムを中心によろず支援拠点などの支援機関及び関係機関と 

連携し、個別企業の経営力向上に資する支援を継続的に行 

うとともに、創業者等育成支援事業及び地域活性化事業を 

実施し、創業者支及び小規模事業者の持続的発展に寄与す 

ることを目標とする。 

 

＜経営発達支援事業の目標＞ 

（１）既存産業の活性化を図る。 

 こしがや企業応援プラットフォームの取組を軸に小規模 

 事業者が抱える経営課題解決や業績向上のための支援を 

積極的に行う。 

① コーディネーターの設置によるワンストップ窓口 

相談 
＊コーディネーターとは 

専門的な知識・ネットワーク等を有し、中小企業者・小規模事業者からの相談に対して経

営課題や取組内容を明確化し、適した専門家の手配や施策情報を提供するなど企業支援の

中心的役割を果たす。 

② 専門家派遣 

③ 企業応援プロジェクト 
＊企業応援プロジェクトとは 
経営課題解決や新商品・新サービスの開発、販路開拓など新たな取組にチャレンジする成

長が見込まれる企業を選定し、プラットフォーム構成機関がコーディネーターを中心にチ

ームを組んで集中的に支援することにより更なる成長につなげる。 
④ 経営革新セミナー等の開催 
⑤ ビジネスマッチングイベントの開催、小規模事業者商品・サービス PR 
⑥ 国などの中小企業支援施策情報の発信 

 
 （２）新たな産業を育成する。 
  越谷市からの委託事業である創業者等育成支援事業（二番館事業）を軸に創業希

望者や創業間もない者を積極的に支援する。 
① コーディネーターの設置による相談・指導 
② 創業セミナー・交流会等の開催 
③ 創業計画書作成支援 
④ 創業支援室（インキュベーションルーム）の提供 
⑤ 創業後のフォローアップ 

 
 （３）魅力ある商店街の振興を図る。 
  中心市街地活性化事業を軸に商店街・商業者の支援や空き店舗対策に取組む。 

① テーマイベントの開催 
② 街バルの実施 
③ こしがや鴨ネギ鍋食せるまちづくり事業 
④ 地域支え合いサービス事業 
⑤ レイクタウン来訪者の街中誘導 
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 売上の維持向上や販路開拓、後継者・人財育成など様々な課題に適切に対応していく

には、事業者ニーズや時代の変化に即した支援策の充実を図るとともに専門性が高くか

つ事業者に密着したきめ細やかな支援を継続的に行うことができるよう地域が一体と

なった支援体制を構築し、経営発達支援事業に取り組んでいく。 
 

こしがや企業応援プラットフォーム構成図 

 

 
 
 
 
 

【目的】 １．中小企業・小規模事業者支援
２．構成機関の連携強化・情報共有

連携支援案件・
支援策等の共有

1‐③企業応援プロジェクト
（成長が見込まれる企業を集中支援）

連携した支援

連
携

【構成機関の強みを生かした支援】
・1‐②専門家派遣（1企業3回/年無料）
・1‐④セミナー開催
・1‐⑤ビジネスマッチングイベント開催
・1‐⑥支援策情報発信
その他支援策：経営革新、補助金、融資 等

1‐①ワンストップ相談窓口
コーディネーター設置

代表機関
越谷市商工会

【連携強化・情報共有】
2‐①連絡会議の開催

【支援能力向上】
2‐②構成機関職員向け
セミナー開催

相
談
・
支
援

・国 ・県
・よろず支援拠点
・中小機構
・商工会連合会
・信用保証協会 等

構成
機関

構成
機関

構成
機関

こしがや企業応援プラットフォーム

チームによる
集中支援

支援企業発掘

中核企業 ・ 中小企業 ・ 小規模事業者 ・ 創業者 等

こしがや企業応援プラットフォーム概要
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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２８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】 

これまで当会では地域経済動向調査等の実施、活用はしてこなかった。今後は越谷

市が実施する地区内の景気動向調査等の活用や小規模事業者に対する景況調査を実

施することにより市内中小企業・小規模事業者の業況について、現状及び今後の見通

しを分析し、市内の景気動向を把握する。また、その結果をもとに今後の商工施策に

反映させる。 

  （事業内容） 

   （１）越谷市景気動向調査等の活用（新規） 

    越谷市が実施している「越谷市景気動向調査」を中心に国、埼玉県、全国商

工会連合会、業界団体等が行っている調査資料を収集・分析し、業況・売上高・

経常利益・従業員数・資金繰りなど相談内容に応じた情報を提供する。 

   （２）小規模事業者景況調査の実施（新規） 

    【調査方法】 

     市内小規模事業者１００事業所（商業・工業各３０事業所・建設業・サービ

ス業各２０事業所）を対象にヒアリング調査 

    【調査内容】 

     売上高・売上単価・収益状況・資金繰り・借入状況・雇用人数・全体業況・

直面する経営課題等を調査し小規模事業者の景気動向を把握する。 

   上記、（１）、（２）の調査・分析結果を会報やホームページに掲載するとともに

経営分析や事業計画策定支援等の相談指導時に活用、提供していく。なお、調査

分析にあたっては地域プラットフォームコーディネーターのアドバイスを受け、

その結果を構成機関に提供し共有化を図る。 

（目標） 

   

  

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   現状、経営状況の分析に関しては小規模事業者を対象に決算書から読み取る財務

分析をテーマに財務セミナーを年 1回開催している。今後は小規模事業者の持続

的発展に向け、財務セミナーに参加した事業所や企業応援プロジェクト選定企業

を中心に経営指導員の巡回・窓口相談を通じて経営分析を行う。 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30 年度 31年度 32年度
越谷市景気動向調査

活用 
実施せず 4 回 ４回 ４回 ４回 ４回

小規模事業者景況調査 実施せず 4 回 ４回 ４回 ４回 ４回
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   専門的な課題については地域プラットフォーム（ミラサポ活用）やよろず支援拠

点、埼玉県商工会連合会の専門家派遣事業を活用し、小規模事業者が抱える経営

課題解決について支援する。 

  （事業内容） 

   （１）経営状況の把握・分析・活用（新規） 

巡回指導、窓口相談等の金融・税務相談業務により分析対象となる小規模事業者

をピックアップし、決算書やヒアリングを通して収益性（売上高営業利益率・売

上総利益率・損益分岐点比率等）、安全性（自己資本比率・流動比率・借入金平均

月商倍率等）、成長性（自己資本増加率・売上高増加率・総資本増加率等）等の定

量分析及び自社の商品・サービスの市場的価値分析（セグメンテーション、ター

ゲティング、ポジショニング等）、技術・ノウハウに関しては自社のコア技術は何

か・他社と差別化できるノウハウを持ち得ているかを分析し、SWOT 分析等により

自社の強み・弱みの内部要因及び機会と脅威の外部要因を探り、自社の現状を把

握・整理することによって経営課題等を抽出する。その抽出された課題解決に向

けて経営指導員会議で情報共有し、支援については経営指導員を中心に継続的に

行うとともに事業計画策定にも活用する。また、より高度な専門的課題について

は地域プラットフォームの枠組み等を活用し、コーディネーターや専門家と連携

し課題解決にあたる。また、その支援事例については会報やホームページに掲載

していく。 

  （目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡回指導件数 1,500 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800

セミナー開催回数

（参加人数） 1(10) 1(15) 1(15) 1(20) 1(20) 1(25)

経営分析件数 10 20 30 35 40 45

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   現在、事業計画策定支援については経営革新計画承認制度における中期経営計画

の策定や国の補助金（ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など）申請

に係る事業計画書作成支援を主に行っている。今後は地域内小規模事業者が自ら

の経営課題解決や業績向上を目指すために上記１・２の市場動向調査（外部要因）

や経営分析（内部要因）の結果を踏まえ、地域プラットフォームを活用し、事業

計画策定支援を行い、小規模事業者の持続的発展を応援する。また、経営革新を

目指す小規模事業者に対して経営革新セミナーの開催や専門家派遣などを行い、

経営革新計画書策定支援を実施する。また、雇用の創出や地域経済活性化のため、

越谷市が実施する「産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業」及び創業

者等育成支援事業（越谷市委託事業）と連携し創業塾及び創業に必要なセミナー

を開催し、創業計画策定支援を行う。創業後も巡回相談等により伴走型の支援を

行う。 

  （事業内容） 

  （１）既存事業者に対する事業計画策定支援 

① 経営課題解決・業績向上のための事業計画策定と支援（新規） 
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      巡回・窓口指導時やセミナー参加者へ計画経営の必要性とメリットを説明

することにより事業計画書策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行い、

地域プラットフォームを活用して事業計画書策定を支援する。 

② 事業承継を目指した事業計画策定と支援（新規） 

      日々の相談業務の中で事業承継を考えている小規模事業者や当会青年部

に所属している部員に対し、事業計画策定による事業承継の必要性を訴

え、掘り起しを行い、地域プラットフォームを活用して事業計画書策定を

支援する。 

③ 制度融資活用のための事業計画策定と支援（既存拡充） 

日本政策金融公庫のマル経融資や埼玉県制度融資などの金融相談者に対

し、資金調達計画や返済計画の策定の必要性について説明し、掘り起しを

行い、地域プラットフォームを活用して事業計画書策定を支援する。 

④ 補助金制度活用のための事業計画策定と支援（既存） 

小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金等の各種補助金申請希望者

に対し、補助金説明会や事業計画策定セミナーを行い、申請書作成時に専

門家を招聘・派遣し、事業計画書の策定支援を行う。 

⑤ 事業再生のための事業計画策定と支援（新規） 

売上高減少や利益率の低下、資金繰りのひっ迫、売掛債権の回収長期化な

どによる経営の悪化に対する経営改善計画書作成支援については地域プラ

ットフォームを活用する。また、地域プラットフォームで解決できない事

業再生案件については経営サポート会議や再生支援協議会を活用し、モニ

タリングを行う。 

⑥ 経営革新に取組む小規模事業者の事業計画策定と支援（既存） 

新商品・新サービスの開発や新たな販売方法の導入など「新たな取組」を

行うための中期事業計画策定を目指す小規模事業者に対し、経営革新セミ

ナーの開催や計画書策定にあたっての専門家派遣による支援を行い、戦略

的事業展開を後押しする。経営革新計画策定後は経営指導員の巡回指導を

積極的に行い、進捗状況を把握するとともに計画目標達成のための支援を

行う。 

（２）創業者支援 

① 創業塾の開催（既存） 

越谷市と連携し、創業塾を開催、創業に必要な情報提供や知識を学ぶこと

により創業への取組支援を行う。 

② 個別セミナーの開催(既存) 

越谷市と連携し、創業時及び事業継続に必要な財務、マーケティング、人

材育成、資金調達等に関するセミナーを開催し、創業支援を行う。 

③ 創業計画書作成支援（新規） 

創業塾受講者や創業相談者を対象に創業計画書作成の必要性を説き、経営

指導員と地域プラットフォームコーディネーターと連携し創業計画策定支

援を行う。 

④ 創業支援室の提供（既存） 

越谷市からの委託事業である「創業者等育成支援事業」（二番館事業）にお



１１ 
 

いて創業予定者や創業後３年未満の事業者に対して創業支援室（インキュ

ベーションルーム）を提供し、継続的な指導を行う。 

⑤ 創業後のフォローアップ（新規） 

創業後は経営指導員の巡回指導を積極的に行い、創業計画書に沿った事業

が遂行されているかのチェックをするとともに直面する経営課題解決に向

けて伴走型の支援を行う。また、必要に応じて専門家の派遣も行い、フォ

ローアップする。 
＊創業者等育成支援事業とは 

 新たに事業を始めようと 
する方、事業開始後間もな 

い方などを対象にコーデ 

ィネーターや専門家の経 

営相談・指導やセミナー・ 

交流会の開催、廉価な料金 

での創業支援室（インキュ 

ベーションルーム）の提供 

など創業者等をワンスト 

ップで支援する事業。 

 

（目標） 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  現在、当会では事業計画策定後のフォローアップとして補助金実績報告書作成支援

を中心に行ってきたが、今後は定期的に事業計画の進捗状況をチェックし、小規模

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画作成セ

ミナー開催回数

(延参加人数) 
1(8) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20) 1(20)

補助金説明会
(参加人数) 

1(55) 1(60) 1(60) 1(60) 1(60) 1(60)

個別セミナー 
(延参加人数) 

9(150) 9(160) 10(180) 10(180) 10(190) 10(190)

経営革新計画策

定セミナー 

(延参加人数) 
1(18) 1(20) 1(25) 1(25) 1(27) 1(27)

事業計画策定

事業者数 
20 24 26 28 30 32

経営革新 

支援者数 
4 21 22 23 24 25

創業塾開催回数 

(延参加人数) 
2（30) 2(75) 2(80) 2(80) 2(85) 2(85)

創業計画作成

支援 
実施せず 20 22 24 26 28
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事業者が計画通りに事業遂行を行えるよう支援するとともに公的施策や地域プラッ

トフォーム構成機関が実施する事業についてもタイムリーに情報提供していく。 

 （１）国等の施策情報の提供（既存拡充） 

事業計画策定後に国、埼玉県、越谷市、全国商工会連合会、埼玉県商工会連合会、

地域プラットフォーム参加支援機関、その他関係する支援機関が行う支援策等を

会報やホームページにより案内しフォローアップを図る。 

 （２）定期的な巡回指導によるフォローアップ（新規） 

事業計画策定後、必要に応じて３ヶ月に１回程度巡回し進捗状況を把握するとと

もに計画目標達成のための指導・助言を行う。必要に応じてコーディネーターや

専門家と連携しフォローアップを行う。 

  （目標） 

 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

市内の小規模事業者においては、需要動向を調査するスキルやマンパワーが乏しく、

なかなか実施できないような状況にある。一方、当会の支援では、経営指導員ごとの

ばらつきがあり、個々の事業所に的確な動向調査を支援してきたとは言い難い。 

そこで、小規模事業者の需要動向調査については、小規模事業者と当会、外部専門

家などと連携しながら実施し、小規模事業者自らが戦略や商品販売の方法を見直すた

めのきっかけづくりを行う。 

（事業内容） 

（１）小規模事業者の販売する新商品・役務を対象とした調査 

  越谷市内の事業者が新商品や販路開拓などを行う際に、ターゲットを想定し、その

ターゲットのニーズやボリュームなどを予測することが必要となる。その調査につい

て、以下のとおり行っていく。 

 ① ターゲット顧客のニーズ調査（新規） 

  事業者が開発した新商品・役務を顧客がどう判断しているかを調査する際に、調査

の有効性を高めるため、当会において以下の支援を行っていく。 

・収集項目：顧客の生の声（商品・役務の満足度合い、価格に対する感度、味・雰

囲気などの好み、従来商品・他社商品との比較等） 

・分析手段：まず事業者と経営指導員とで協議の末、ターゲット顧客を想定し、ア

ンケートまたはヒアリングシートを作成する。続いて、郵送やメール、

物産展や展示会やイベントでの聞き取り等によりターゲット顧客から

の回答を入手する。回答結果については、経営指導員が、性別・年代別・

地域別等、その企業に合った切り口で分析し、事業者に直接フィードバ

ックする。 

・成果の活用：当所においては事業者へのアドバイス材料に、事業者においては販

路開拓や商品戦略の見直しの参考材料として活用する。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
フォローアッ

プ件数 
30 65 70 75 80 85
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 ② 商圏の把握（新規） 

  事業者が自社の商品・役務の新たな販路開拓を効果的に行うためには、今後狙いた

い商圏の状況を把握する必要がある。そこで当会において調査の有効性を高めるため

に、以下の支援を行っていく。 

  ・収集項目：商圏内人口（町別、男女別、年度ごとの増減等）、競合他店、通行量、

道路拡張計画の有無等 

・分析手段：まず事業者と経営指導員とで協議の末、今後狙いたい商圏を想定し、

商圏内の人口を越谷市の統計を基に調査する。続いて、タウンページや

実地調査にて競合他店や通行量を調査する。調査結果は、経営指導員が

商圏の地図として完成させ、事業者にフィードバックする。 

・成果の活用：当会においては事業者へのアドバイス材料に、事業者においては販

路開拓や事業戦略の見直しの参考材料として活用する。 

（２）統計資料や文献等による業種別・品目別の需要動向調査（既存拡充） 

  特定個者を対象としたものではないが、業種別や品目別の需要動向調査も、事業者

が新商品の事業計画を立てたり、販路開拓を行ったりする上で有効である。そこで、

事業者が販売ターゲットとする市場の消費者動向や規模を把握するために、担当経営

指導員が支援機関や業界団体からの情報収集を行い、小規模事業者の需要動向調査や

事業計画策定等に役立てる。 

  ・収集項目： 

資料 収集項目 

矢野経済研究所  

レポート・定期刊行物 

業種別・品目別 市場規模 

業種別・品目別 今後の展望 

貸出別審査事典 業界動向 

（業況や主要企業の紹介・分析、課題と展望など）

日経トレンディ 

日経レストラン等の業

界紙 

最新トレンド、ヒット商品、繁盛店の状況 

顧客の反応や声 

 

・分析手段：担当経営指導員が事業者の要望に即した統計資料等を入手し、業種や

品目等に関連する資料を抜粋し、事業者に提供していく。 

・成果の活用：業種別や品目別の動向を知ることで、新商品のアイデア探索や今後

の事業戦略を考える参考材料として活用できる。 

（３）商店街内小売店における需要動向調査（新規） 

  商店街内小売店個々では、規模の問題等により需要動向調査が難しい現状にある。

そこで市内在住・在勤者の購買状況を把握し、商店街小売店における経営戦略や販売

戦略を見直すための検討資料をする。 

 ・調査内容：年齢・性別、大型店での購入品、小規模商店での購入品、よく利用する

小売店など、大型店で購入する理由、購買決定のポイント（購買者のニ

ーズ）など 

 ・分析内容：各店舗に来店した顧客および商工会に来所してきた方々に対して 、当

会主導でアンケート調査を実施する。当会にて取りまとめ、商店街全体

および個店別に分析を行い、各個店にフィードバックを行いながら、ア
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ドバイスを行う。 

 ・成果の活用：個店において大型店に対抗する戦略の立案や商品・サービスなどの見

直し等に活用する。 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

小規模事業者が販売する新

商品・役務を対象とした調

査 
実施せず 4社 5社 6社 7社 8 社

統計資料や文献等による業

種別・品目別の需要動向調

査 
8 社 10 社 12 社 15 社 18 社 20 社

商店街内小売店における需

要動向調査 実施せず １回 １回 １回 １回 １回

 

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】 

（現状と課題） 

小規模事業者自らが販路開拓を行う際に、小規模ゆえに単独で広報戦略を取りづら

い、ＩＴに関するスキルが乏しい等の制約ゆえに、単独では思うような効果が得られ

ないケースが数多く散見される。 

このため、当会では、広報、展示会等、ＩＴ支援の３つの活動について支援を行う

ことで、小規模事業者の販路開拓に貢献する。 

特に、地域における小規模事業者の販路開拓支援をするため、展示会、ビジネス交

流会（商談会）を開催するとともに、ものづくりに関する受発注情報を充実させ、小

規模事業者のＰＲと販売や情報収集の機会の創出を目指す。 

（事業内容） 

（１）マスメディア、各種広報誌等の広報支援（新規） 

越谷市内の企業のなかで、特に新商品・サービスを展開した企業やイベントを実施

する企業等が広報戦略を取る際に、当会として支援を行う。具体的には、当会会報・

ホームページ、広報こしがや、埼玉新聞、地元ケーブルテレビ、地域ＦＭ等、当会と

のつながりの中で企業を推薦しＰＲしていくことで、販路開拓の一助とする。 

（２）商談会、展示会、即売会等の開催又は参加 

  ①「こしがや産業フェスタ」出展による自社製品 PR 及び販売（既存拡充） 

越谷市内の小規模事業者の事業 PR、商品販売、商談等を目的に「こしがや産業フェ

スタ」を開催する。当産業フェスタは、越谷市と当会が主催し、平成１４年以降継続

開催。市民のイベントとしても定着しており、平成２７年のフェスタでは１２万人が

来場し、出展事業者においては市民への絶好のアピールの場となっている。平成２７

年度の出展者は約１３５社である。 

当会としては、出展企業のブースでの商品ＰＲ等のアドバイスや、他企業とのマッ

チングの橋渡し役として支援する。また出展後の巡回訪問も行う。単に出展したこと

で満足させず、売上や引き合いに繋げる支援を行うとともに出展後の売上額や新規受

注件数を効果測定する。 
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  ②「埼玉東部工業展」出展による取引の拡大等（既存拡充） 

取引の拡大、技術交流、情報交換等を目的に「埼玉東部工業展」を開催する。当工

業展は、近隣５市１町（越谷、草加、春日部、三郷、八潮、松伏）の商工団体が持ち

回りで主催し、平成７年以降継続開催。現在は約 50 社が出展を行っており、越谷市内

からは約 5社が毎年出展している。 

当会としては、出展企業のブースでの商品ＰＲ等のアドバイスや、他企業とのマッ

チングの橋渡し役として支援することで、単に出展したことで満足させず、売上や引

き合いに繋げる支援を行い、出展後の売上額や新規受注件数を効果測定する。 

③国・埼玉県が主催するマッチングイベントへの助成（既存拡充） 

国内最大の展示会「中小企業総合展」や、県内約６００社が参加する「彩の国ビジ

ネスアリーナ」など国・埼玉県等公的機関が主催する商談会・マッチングイベントに

出展する小規模事業者に対し、出展料の助成を行い、ビジネスチャンスの促進を図る。

当会としては、出展企業のブースでの商品ＰＲ等のアドバイスや、他企業とのマッ

チングの橋渡し役として支援することで、単に出展したことで満足させず、引き合い

や売上に繋げる支援を行う。特に大きなイベントであることから、ブースでの訴求方

法やアンケートの取り方等も支援を行っていく。 

  ④地域プラットフォーム構成機関が開催するマッチングイベントの紹介（新規） 

地域プラットフォームに参画する金融機関等が主催するマッチングイベントの紹介

を積極的に行い、受注拡大、取引の活性化を図る。 

現在では、常陽銀行や埼玉縣信用金庫などがマッチングイベントを行っており、有

効と思われるであろう事業者に対して情報提供を行っていく。主催者である金融機関

とも連携を取りながら、マッチング相手の紹介を行っていく。 

（３）ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用支援 

  ① ホームページの活用支援（新規） 

ホームページは持っていても、分析や更新が不得手な事業者が数多く散見されるこ

とから、「ホームページの分析・活用セミナー」を年に１回行い、アクセス状況の分析

や自社の戦略とホームページの整合性を確認していただき、今後の販路開拓に活かす。

また、問題解決が事業者単独では難しい場合は、ＩＴに精通した専門家を派遣し、

問題解決に努める。 

  ② ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の活用支援（新規） 

Facebook 等のＳＮＳに取組む事業者は増えてきているものの、集客やＰＲに繋がる

ような効果的な活用まで至っていないケースが多いため、担当経営指導員が活用状況

を確認して巡回訪問時に指導を行う。また「Facebook 活用セミナー」を年に１度程度

行い、事業者の知識啓蒙を促す。 

また、問題解決が事業者単独では難しい場合は、ＩＴに精通した専門家を派遣し、

問題解決に努める。 

（４）その他 

① 商業・サービス業向けの販路開拓支援（既存） 

（自社イチオシ商品・サービスやブランド認定品等の PR 事業） 

平成２５年以降３年間、自店のイチオシ商品を紹介する冊子「一店逸品」や、越谷

市と連携して「こしがやブランド認定品」冊子を作成している。 

今後は、越谷の魅力を冊子やホームページ上で発信し、平成２６年にオープンした
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ウェブサイト「こしがやブランドショップ」での販売を促進することによって、掲載

店の認知度を高め、売上拡大を図る。 

       
      （パンフレット：表面）      （パンフレット：裏面） 

  

  ② 製造業向けの販路開拓支援（「越谷ものづくり企業ガイドブック」）（新規） 

平成２７年、優れた技術や製品を有する市内ものづくり企業の情報を広く発信す

ることにより、事業の成長発展に向けた販路拡大や企業間連携を促進するととも

に、越谷市ものづくり産業の振興を図ることを目的として、越谷市にて、越谷もの

づくり企業ガイドブック『CREATION＆PRODUCTION』を発行した。 

   当会においても、市内・市外の製造業に配布し、市内ものづくり企業の魅力を知

っていただき、取引の拡大や企業間連携の促進、イノベーションの創出などを支援

する。 

・掲載企業数：80 社 

・内訳 機械器具製造（22 社）、電子・電気機械製造（5社）、金属加工（14 社）、

樹脂・ゴム加工（7社）、紙加工・印刷（7社）、表面処理加工（5社）、

その他加工（4社）、材料・化学工業（5社）、食品製造（4社）、 

衣料・鞄関連（3社）、その他（4社） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
      （表紙）            （見開き写真） 
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 （目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
広報等掲載企業数 実施せず 5 5 8 8 10
こしがや産業フェ

スタ参加事業所 

（成約数） 

135 

（10) 

140

（15)

140

（18)

145

（21)

 145 

（24）

150

（27）
埼玉東部工業展 

参加事業所 

（成約数） 

5 

（2) 

6

（3)

7

（4)

8

（5)

9 

（5) 

10

（6)
国・埼玉県マッチン

グイベント参加数 

（成約数） 

5 

（2) 

6

（3)

7

（4)

8

（5)

9 

（5) 

10

（6)
地域プラットフォ

ームマッチングイ

ベント参加数 

（成約数） 

実施せず 
6

（3)

7

（4)

8

（5)

9 

（5) 

10

（6)

ホームページセミ

ナー開催数 

（受講者数） 
実施せず 

１

（10）

１

（10）

１

（10）

１ 

（10） 

１

（10）
Facebook セミナー

開催数 

（受講者数） 
実施せず 

１

（10）

１

（10）

１

（10）

１ 

（10） 

１

（10）
「こしがやブラン

ドショップ」からの

受注件数 
250 300 310 320 330 340

「越谷ものづくり

企業ガイドブック」

からの成約数 
実施せず 20 25 30 35 40

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

  埼玉県、越谷市、（一社）越谷市観光協会、越谷市商店会連合会等の関係団体と連携

し、街中のにぎわい創出及び活性化を図るため、地域振興事業を行う。 

（事業内容） 

 （１）テーマイベントの開催（既存） 

商店会活性化のため、日光街道越谷宿や地元地場産業をテーマにイベントを開催

し、商店会振興や街中のにぎわい創出に寄与する。 

 ・日光街道宿場まつり 

 ・雛めぐり・甲冑めぐり 

 ・まるななマーケット 

 ・街ゼミ（店主を講師にしたお店のゼミナール） 

 （２）街バルの実施（既存） 

駅前商店会を中心に「街バル」を開催し、小規模飲食店への顧客誘導や売上拡大

を図る。 

（３）こしがや鴨ネギ鍋食せるまちづくり事業（既存） 

地域特産品である「こしがや鴨ネギ鍋」を市内小規模飲食店に提供してもらい、

「こしがや鴨ネギ鍋」の普及 PR を図るとともに店の売上拡大を目指す。 

 （４）地域支え合いサービス事業（既存） 
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商店街空き店舗を利用し、こしがやブランド認定品 PR や地元農産物販売、高齢者

の居場所づくり等地域住民や高齢者等の交流拠点として地域コミュニティの向上

を図るとともに新たな来街機会の創出による商店会活性化事業として地域支え合

い事業を行う。 

 （５）レイクタウン来訪者の街中誘導（新規） 

（一社）越谷市観光協会との連携により年間約 5,000 万人のレイクタウン来訪者の

市内回遊策を協議し、地域の活性化に結びつける。現状ではレイクタウン来訪者

等への観光・買い物・レジャー意識調査、市内在住者の越谷観光・レジャーに関

する意識調査、市内事業者に対する越谷観光・レジャーに関する意識調査はすで

に行っており、その結果をもとに２７年度は越谷市内に流れる 5 本の一級河川を

活かした街中回遊策を協議中である。 

   （目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
テーマ 

イベント 
5 6 6 7 7 7

街バル 2 2 2 2 2 2
鴨ネギ鍋関

連事業 
1 2 2 2 2 2

 

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み 

 

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 

（１）埼玉県商工会第１０ブロック連絡協議会（既存） 

   埼玉県東南部５商工会で年２回連絡会議を開催し、各商工会で実施している事業・

経営支援事例・支援ノウハウ等の情報交換を行う。 

（２）埼玉県東部広域商工団体連絡協議会（既存） 

埼玉県東南部５商工会・商工会議所で組織する「埼玉県東部広域商工団体連絡協

議会」で年２回役員及び職員に対して研修を行い、直面する課題等について情報

交換を行う。 

 （３）日本政策金融公庫越谷支店連絡協議会・マル経協議会（既存） 

毎年 1 回、日本政策金融公庫と商工会・商工会議所で組織する「日本政策金融公

庫越谷支店連絡協議会・マル経協議会」で最近の金融情勢やマル経推薦事例・マ

ル経融資状況等について情報交換を行う。 

 （４）こしがや企業応援プラットフォーム連絡会議（既存） 

地域プラットフォーム構成機関の支援情報共有を目的として地域プラットフォー

ム連絡会議（年６回程度）を開催している。そのなかで各支援機関での支援事例

や支援ノウハウ等の意見交換を行う。 

 （５）金融機関との懇談会（既存） 

市内金融機関との懇談会を年１回開催し、最近の金融事情や金融機関の支援の取

組について情報交換を行う。 
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２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

  経営発達支援事業実施にあたり、経営指導員等が資質の向上への意欲と自己研鑽に

励むことにより質の高い支援サービスが提供できることを鑑み、研修等へ積極的に

参加する。 

 （１）職員研修会受講（既存） 

全職員を対象に埼玉県商工連合会・埼玉県商工会議所連合会が主催する「職員研

修会」を受講する。決算書分析の方法や経営計画の作成方法等、支援に必要な知

識・ノウハウを習得し小規模事業者に対する支援能力向上を図る。経営指導員会

議において受講内容を発表、指導員の情報共有を図る。 

 （２）中小企業大学校研修受講（既存） 

経営指導員を対象に毎年２名を中小企業大学校が行う研修会に参加させ、専門性

の高い支援ノウハウを習得し資質の向上を図る。経営指導員会議において受講内

容を発表、指導員の情報共有を図る。 

 （３）Web 研修受講（既存） 

経営指導員を対象に Web 研修を受講し、事業経営に必要な知識や国の施策等を習

得することによって小規模事業者の支援の向上を図る。 

 （４）経営指導員会議開催（既存） 

１か月に１回、経営指導員会議を開催し、最近の指導事例を発表することにより

支援情報の共有化を図る。 

 （５）地域プラットフォーム構成機関職員支援能力向上セミナーへの参加（既存） 

全職員対象に年３回実施する地域プラットフォーム構成機関職員支援能力向上の

ためのセミナーに経営指導員を参加させ、支援能力向上を図る。 

（６）外部講師による職員資質向上勉強会（既存） 

全職員対象に毎月１回外部講師を招へいし、経営革新計画書作成や伴走型経営支

援のノウハウ等について学ぶことにより支援能力の向上を図る。 

 （７）コーディネーターや専門家派遣同行による支援能力向上 OJT（既存） 

地域プラットフォームコーディネーターによる小規模事業者支援や専門家派遣事

業の際、経営指導員等が同行し、コーディネーターから経営指導員に対してフィ

ードバックを行うことによって専門家の支援ノウハウを学び、今後の経営支援に

活かす（OJT）。 

 （８）組織内のノウハウの共有のための取組（既存拡充） 

組織におけるノウハウの共有のために、現在も存在する「経営カルテ」の活用を

徹底する。また上記（１）～（７）の各項目については、関与した経営指導員等

が内容を詳細にデータベース上に蓄積する。全職員がデータベースを閲覧できる

ようになることで、経営指導員等個人が有するノウハウや情報を組織の財産とし

て保有する。 

 

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 

 毎年度、本計画に記載事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行う。 

（１）税理士・中小企業診断士等の外部有識者により事業の実施状況、成果の評価・

見直し案の提示を行う。 
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（２）経営指導員会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については理事会へ報告し、承認を受ける。

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を越谷商工会議所ホームページ等で計画期

間中公表する。（http://www.koshigyaya-sci.or.jp） 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年１月現在）

（１）組織体制 

   ・経営指導員等補助対象職員が中心となり本経営発達支援事業を実施していく。

   ・組織図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総代会 

監事 

理事会 
 

TMO協議会 

会 長 

副会長 

専務理事

理 事 

サ
ー
ビ
ス
業
部
会 

建
設
業
部
会 

工
業
部
会 

商
業
部
会 

女
性
部 

青
年
部 

会員 

委員会 
・総務委員会 
・企画財務委員会 
・組織委員会 
・小規模事業者経営改善 

資金融資審査会 
・福利厚生委員会 
・会報編集委員会 
・越谷産業会館 

管理運営委員会 
・規約審議特別委員会 
・特産品等開発推進委員会

特別委員会 
・商工会議所移行 

推進委員会 
・商工会課題検討委員会 

事務局長 

指導部 

総務部 

指導一課

指導二課

総務課 
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   ・経営発達支援に従事する職員数 ＊（ ）内は全体職員数 

     事務局長０（１） 

     経営指導員９（９） 

     補助員３（３） 

     記帳専任職員１（１） 

     記帳指導職員１（１） 

     一般職員０（２） 

     パート職員０（３） 

     嘱託職員０（１） 

 

（２）連絡先 

   越谷市商工会 指導部指導一課・指導二課 

   〒343-0817 

埼玉県越谷市中町７－１７ 

電話：048-966-6111 

FAX：048-965-4445 

ホームページアドレス：http://www.koshigyaya-sci.or.jp 

メールアドレス：k9664445@koshigaya-sci.or.jp 
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（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） 

 ２８年度 

(２８年４

月以降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 36,770,000 36,770,000 36,770,000 36,770,000 36,770,000

 

講習会等開催

費 

創業者等育成

支援事業 

地域プラット

フォーム運営

事業費 

一店逸品推進

事業費 

街おこし推進

事業費 

商工物産展開

催費 

工業振興対策

費 

中心市街地活

性化対策事業 

越谷地域支え

合いサービス

事業 

 

300,000 

 

9,000,000 

 

 

1,500,000 

 

2,500,000 

 

2,150,000 

 

5,300,000 

 

220,000 

 

7,800,000 

 

 

8,000,000 

300,000

9,000,000

1,500,000

2,500,000

2,150,000

5,300,000

220,000

7,800,000

8,000,000

300,000

9,000,000

1,500,000

2,500,000

2,150,000

5,300,000

220,000

7,800,000

8,000,000

 

300,000 

 

9,000,000 

 

 

1,500,000 

 

2,500,000 

 

2,150,000 

 

5,300,000 

 

220,000 

 

7,800,000 

 

 

8,000,000 

300,000

9,000,000

1,500,000

2,500,000

2,150,000

5,300,000

220,000

7,800,000

8,000,000

（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 

（１）「Ⅰ－１．地域の経済動向調査に関すること」で埼玉県（産業労働部）、越谷市（産

業支援課）、全国商工会連合会、埼玉県商工会連合会が発表する「埼玉県四半期経

営動向調査」、「越谷市景気動向調査」、「小規模企業景気動向調査」、「埼玉県中小

企業景況調査」を活用し、小規模事業者へ提供する。 

（２）「Ⅰ－２．経営状況の分析に関すること」で専門的な課題解決については地域プラ

ットフォーム事業を中心にミラサポ、よろず支援拠点、埼玉県商工会連合会の専

門家派遣事業を活用し支援する。 

（３）「Ⅰ－３．事業計画策定支援に関すること」で地域プラットフォーム事業を中心に

市内金融機関などの経営革新等認定支援機関、中小企業診断士などの専門家とも

連携し小規模事業者の持続的発展を支援する。 

（４）「Ⅰ－３．事業計画策定支援に関すること」では越谷市（産業支援課）が実施する

「産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業」と連携し経営革新塾や創業

に必要な各種セミナーを開催し創業者支援を行う。 

（５）「Ⅰ－３．創業・経営革新支援」では経営革新計画の策定に関してミラサポ、よろ

ず支援拠点、埼玉県商工会連合会の専門家派遣事業を活用し支援する。 

（６）「Ⅰ－６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」では小規模事業者に近

隣５市１町で組織する埼玉県東部広域商工団体連絡協議会（TSK）が主催する「埼

玉東部工業展」への出展を促し、取引の拡大・技術交流・情報交換等を図る。 

（７）「Ⅰ－６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」では金融機関が主催す

るマッチングイベントや商談会の紹介を行い、受注拡大、取引の活性化を図る。

（８）「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」では越谷市商店会連合会と連携、街バルや

それぞれの商店会にあったテーマのイベントを開催し、街中にぎわい創出や商店

会活性化を図る。 

（９）「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」では（一社）越谷市観光協会と連携し、レ

イクタウン来訪者の市内回遊策を検討・協議し地域の活性化に結びつける。 

（10）「Ⅲ－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」では埼玉県商工会第１０ブロック連絡協議会、埼玉県東部広域商工団体連絡

協議会、日本政策金融公庫、市内金融機関など経営革新等認定支援機関との連携

により支援ノウハウの情報交換を図る。 

（11）「Ⅲ－２．経営指導員等の資質向上等に関すること」では埼玉県商工会連合会、中

小企業大学校の研修を通して支援に必要な知識やノウハウを習得する。 

（12）「Ⅲ－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」では外部の中

小企業診断士や税理士等の意見を参考にする。 
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連携者及びその役割 

（１）埼玉県 

代表者：知事 上田清司  

住所：埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 電話：048-824-2111 

（役割） 

   ・埼玉県施策情報提供 

   ・統計資料提供 

（２）越谷市（産業支援課）…地域プラットフォーム構成機関 

   代表者：市長 髙橋努 

   住所：埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目 2番 1号 電話：048-964-2111 

   （役割） 

   ・越谷市施策情報提供 

   ・統計資料提供 

   ・地域プラットフォーム構成機関 

   ・産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業 

（３）全国商工会連合会 

   代表者：会長 石澤義文 
   住所：東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 有楽町電気ビル北館１９階 

   電話：03-6268-0088 

   （役割） 

   ・国等補助金情報提供 

   ・統計資料提供 

（４）埼玉県商工会連合会 

   代表者：会長 大久保義海 

   住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 

 電話：048-641-3617 

   （役割） 

   ・国・県等の施策情報提供 

   ・統計資料提供 

   ・専門家派遣事業 

   ・経営指導員等の資質向上のための研修会開催 

（５）埼玉県よろず支援拠点 

   代表者：理事長 織田秀明 

   住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティビル１０階 

   電話：048-647-4085 

   （役割） 

   ・商工会では解決できない相談についての窓口相談 

   ・専門的かつ高度な窓口相談 

   ・セミナー講師派遣 
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（６）市内金融機関 

   ①埼玉りそな銀行越谷支店…地域プラットフォーム構成機関 

    代表者：支店長 鈴木正広 

    住所：越谷市越ヶ谷２－２－４０ 電話：048-962-5111 

    （役割） 

     ・金融業務 

     ・マッチングイベント等の開催に関する情報提供 

②武蔵野銀行越谷支店…地域プラットフォーム構成機関 

 代表者：支店長 大友謙 

 住所：埼玉県越谷市越ヶ谷１－２－８ 電話：048-962-4131 

 （役割） 

  ・金融業務 

  ・マッチングイベント等の開催に関する情報提供 

③埼玉縣信用金庫越谷支店…地域プラットフォーム構成機関 

 代表者：支店長 山鹿賢一 

 住所：埼玉県越谷市越ヶ谷３－５－１ 電話：048-962-5151 

 （役割） 

  ・金融業務 

  ・マッチングイベント等の開催に関する情報提供 

④栃木銀行越谷支店…地域プラットフォーム構成機関 

 代表者：支店長 近藤浩 

 住所：埼玉県越谷市越ヶ谷１－９－１９ 電話：048-966-2176 

 （役割） 

  ・金融業務 

  ・マッチングイベント等の開催に関する情報提供 

⑤常陽銀行越谷支店…地域プラットフォーム構成機関 

 代表者：支店長 海野宏明 

 住所：越谷市南越谷１－１－３５ 電話：048-988-4321 

 （役割） 

      ・金融業務 

      ・マッチングイベント等の開催に関する情報提供 

（７）NPO 法人ネットワークさいたま…地域プラットフォーム構成機関 

   代表者：代表理事 水野隆行 

   住所：埼玉県さいたま市中央区新都心 4-12 ミツエビル 302 電話：048-600-2508

   （役割） 

   ・創業者・事業者向けセミナー企画 

   ・コーディネーター派遣 

   ・専門家派遣先 
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（８）埼玉県東部広域商工団体連絡協議会（TSK） 

   代表者：会長 川田康雄 

   住所：埼玉県三郷市花和田 650-4 電話：048-952-1231 

   （役割） 

   ・近隣商工団体の情報交換 

   ・埼玉東部工業展の開催 

   ・商工会職員の資質向上のための研修会開催 

（９）埼玉県商工会第１０ブロック連絡協議会 

   代表者：会長 竹内武 

   住所：埼玉県吉川市平沼 1-21-26 電話：048-981-1211 

   （役割） 

   ・近隣商工団体の情報交換 

   ・埼玉県商工会連合会事業提供の場 

（10）越谷市商店会連合会 

   代表者 会長 桃木利幸 

   住所：埼玉県越谷市中町７－１７ 電話：048-966-6111 

   （役割） 

   ・街バル開催等商店会活性化事業 

（11）（一社）越谷市観光協会 

   代表者 代表理事 井橋吉一 

   住所：埼玉県越谷市レイクタウン 4-1-4 電話：048-971-9002 

   （役割） 

   ・観光事業による市内活性化ための連携 

（12）日本政策金融公庫越谷支店…地域プラットフォーム構成機関 

   代表者 支店長 萩原薫 

   住所：埼玉県越谷市弥生町３－３３ 電話：048-964-5719 

   （役割） 

   ・マル経を主とする金融事業 

   ・制度融資情報提供 

   ・金融に関する研修会・情報交換会の開催 

（13）中小企業大学校東京校 

   代表者 理事長 高田坦史 

   住所：東京都東大和市桜が丘 2-137-5 電話：042-565-1192 

   （役割） 

   ・経営指導員資質向上のための研修会開催（中小企業大学校） 

（14）関東信越税理士会越谷支部 

   代表者：支部長 戸井田均 

   住所：埼玉県越谷市赤山町３－３－４ 電話：048-962-6131 

   （役割） 

   ・事業の実施状況、成果の評価・見直し 
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連携体制図等 

こしがや企業応援プラットフォーム構成図 

 

 
 
 
 
 

【目的】 １．中小企業・小規模事業者支援
２．構成機関の連携強化・情報共有

連携支援案件・
支援策等の共有

1‐③企業応援プロジェクト
（成長が見込まれる企業を集中支援）

連携した支援

連
携

【構成機関の強みを生かした支援】
・1‐②専門家派遣（1企業 3回 /年無料）
・1‐④セミナー開催
・1‐⑤ビジネスマッチングイベント開催
・1‐⑥支援策情報発信
その他支援策：経営革新、補助金、融資 等

1‐①ワンストップ相談窓口
コーディネーター設置

代表機関
越谷市商工会

【連携強化・情報共有】
2‐①連絡会議の開催

【支援能力向上】
2‐②構成機関職員向け
セミナー開催

相
談
・
支
援

・国 ・県
・よろず支援拠点
・中小機構
・商工会連合会
・信用保証協会 等

構成
機関

構成
機関

構成
機関

こしがや企業応援プラットフォーム

チームによる
集中支援

支援企業発掘

中核企業 ・ 中小企業 ・ 小規模事業者 ・ 創業者 等

こしがや企業応援プラットフォーム概要

 
 

 

 
 


