
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
「八潮市商工会 （法人番号 9030005005842）」 

実施期間 平成２８年４月 １日～平成３３年３月３１日 

目標 

八潮市商工会は、埼玉県・八潮市・埼玉県商工会連合会・金融機関等

と連携し、小規模事業者が厳しい経営環境を乗り越えるために、持続的

発達を目指し、きめ細かい経営指導を行う。 

また、経営環境の悪化から受注確保への競争力が激しく売上減少、人

材不足等、地域小規模事業者が抱える問題に対して、商工会は、小規模

事業者への事業計画策定支援を行い、新たなビジネスチャンスの創出や

各種補助金の積極活用で経営の持続的発展を目指す。 

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 

 小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員が巡回・窓口相談、各

種セミナー、金融相談や税務相談で小規模事業者の経営状況を把握し

て課題を抽出。経営分析を行い、経営上の問題点をサポートする。 

２．経営状況の分析に関すること 

 経営分析を実施して、小規模事業者の持続的発展に向けて経営改善の

支援をする。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営計画策支援セミナーや個別相談会を開催し、事業計画策定支援を

行い、経営革新計画承認や各種補助金制度申請などの支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援の関すること 

 定期的に巡回し、進捗状況の確認及び指導・助言を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

 製造業における需要動向調査・小規模事業者を対象とした調査の実施

及び統計資料により、需要の開拓につながる情報を提供。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 小規模事業者の新たな需要の開拓を支援するため、近隣商工団体で開

催する「埼玉東部工業展」や国や埼玉県が主催する大規模展示会等へ

の出展支援を積極的に行う。 

Ⅱ.地域の活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 

・小松菜・枝豆など特産品があり、農商工連携事業で「やしお枝豆まつ

り」「やしお八つの野菜博覧会」を開催し地元野菜ブランド力アップ

及び八潮市の知名度向上を図る。 

・中川河川敷を活用した、川の駅・中川やしおフラワーパークでの観光

事業を展開。 

連絡先 

八潮市商工会 

埼玉県八潮市中央１－６－１８  

TEL048-996-1926 FAX048-996-1427 
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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 

 

１．八潮市の概要 

 

八潮市は、埼玉県の東南部に位置し、東は三郷市、 

南は東京都足立区･葛飾区、西と北は草加市に接し          

ている。明治２２年に江戸時代から続く村々が合併し 

て八條村・八幡村・潮止村が成立、昭和３１年には３

か村が合併し、それぞれの村の頭文字をとって八潮村

が発足した。 

その後昭和４７年１月に市制（面積 18.02K ㎡）を

施行した。 

市内には、中川・綾瀬川・垳川・大場川・伝右川の

一級河川が流れ、北足立台地と野田台地にはさまれた

中川低地の南端に位置している。また、首都高速の整

備、つくばエクスプレスの開業により、都心から 15

ｋｍという立地の良さから人口は年々増加し、八潮駅

周辺を中心にショッピングモールや住宅地の建設、道

路の整備が進み都市化が進んでいる。 

 

２．八潮市の現状と課題 

 

（１）人口 

 八潮市の人口は、都心からのアクセスの近さもあり、年々増加している。 

平成元年 平成 17 年 平成 20 年 平成 23 年 平成 27 年 

70,373 76,132 80,012 82,813 85,574

 (出典：八潮市統計：４月１日現在) 

 

（２）事業所数の推移 

 次頁に平成 18 年、21 年、24 年の業種別事業所数を整理した。製造業比率が全体の

32.9％（平成 24 年）と高い。平成 24 年における近隣の草加市の製造業比率が 16.7％、

越谷市が 10.1％であることを考えると、製造業の比率が非常に高い市であることが統計

からも伺える。 

また、平成 18 年と 24 年を時系列比較すると、建設業では事業所数は増えているもの

の、それ以外の業種では事業所数は減っている。特に製造業、卸・小売業において減少

率が１割近くになっており、次頁以降で詳細に示している。 
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業種別事業所数 

業種 平成 18 年 平成 21 年 平成 24 年 

製造業 1,714 1,588 1,470 

建設業 515 608 534 

卸･小売業 879 881 807 

運輸業・郵便業 229 247 233 

不動産･金融･保険業 280 344 333 

宿泊･飲食サービス業 333 320 291 

生活関連サービス業･娯楽業 281 266 

その他サービス業 97 183 134 

医療･福祉 152 160 147 

農林･漁業 3 2 2 

他に分類されないサービス業 617 245 250 

合計 4,819 4,859 4,467 

出典：平成 18 年は、事業所･企業統計調査。平成 21 年は、経済センサス基礎調査。  

平成 24 年は、経済センサス活動調査。（いずれも「統計やしお」より） 

 

（３）産業 

 ①製造業 

江戸期以降、長い間農村地域であった八潮は、昭和３５年に工場誘致条例が施行さ

れ、昭和４２年に工場進出数が県下一になった。その後、首都高速６号三郷線や東京

外環自動車道の高速道路網が整備されたことにより交通の利便性が高まり市外から多

くの工場が転入し、金属加工関連を初めとして多種多様な業種の工業事業所が立地し、

「工業のまち・八潮」の名称が定着した。 

製造業事業所数（従業員 4 人以上）では、川口市・さいたま市に次いで県内３番目

に多い製造事業所（平成 25 年度埼玉県工業統計調査 622 社）で「工業のまち」として

発展してきた。主に、金属加工製品で自動車関連・機械関係の金属製品が多く、特に

プレス機械を使用しての素材加工品が多い。 

   

    製造業事業所数（従業員 4人以上） 

  平成 22 年 平成 24 年 平成 26 年 

食品・木製品 102 101 87 

紙・印刷 164 164 156 

ゴム・革 79 69 67 

金属製品等 318 292 290 

その他の製品 28 22 22 

合計 691 648 622 

                     （出典：経済産業省 工業統計） 
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一方では、昨今の円高や原材料の高騰等が要因で中小・小規模製造業は厳しい経営環

境となっており、事業所数は年々減少している。下請企業が多い市内製造業においては

販路開拓やビジネスモデルの再構築など生き残りをかけた取り組みが課題となる。 

 

②商業 

 総務省「経済センサス」によれば、八潮市内の小売業販売額は平成 19 年の 69,154 百

万円から、平成 24 年には 59,477 百万円となり、年々減少している。 

近隣の商業関係では越谷市・草加市・三郷市への大型商業施設の進出や、つくばエク

スプレス八潮駅前の商業施設の充実、ならびに大都市東京と隣接していることから商業

環境が大きく変わり、地域小売業者は売上が低迷している。経営者の高齢化による廃業

や事業承継問題への対応、および地道な販路開拓による持続的な取組みが課題となって

いる。 

 

３．商工会の現状と課題 

八潮市商工会は、昭和 35 年に八潮村商工会として設立。以降、地域経済団体として

地域の発展・地域商工業者の総合的な振興発展と併せて社会一般の福祉の増進を図って

きた。 

地区内の商工業者数は、4,305（内小規模事業者数 3,445）で経営指導員 4人体制で、

巡回指導（Ｈ26 年度 1,428 回）・窓口相談（Ｈ26 年度 1,389 回）の積極的な支援を行っ

てきた。しかしながら、地域振興事業等の比率が高くなり、経営改善普及事業が受動的

となってしまい地域小規模事業者に対し均等的な指導は不十分であったため、地域の現

状を踏まえて商工会事業の再構築が課題であると認識している。 

  

４．地域における小規模事業の中長期的な振興のあり方 

 

以上を踏まえて、八潮市の 10 年後をイメージしてみる。交通アクセスの利便性やシ

ョッピングセンターの整備により、住みやすさは増すことが予想される。人口は年々増

加し、10 万人前後に達することが期待されている。 

 

その一方で、地域の小売業者の業績低迷や高齢者の廃業による事業承継問題により、

地域の中小企業者の減少が懸念される。「地域の小売業者の生き残り」が八潮市の活性

化においても必須の課題であり、特に自ら販路を創りだしていき、事業を次世代に引き

継いでいく企業の育成が必要である。 

 

製造業においては、都内へのアクセスが便利で一定の優位性は有るものの、下請構造

の中で大企業の方針に左右されやすいという一面を持っているため、今後東京オリンピ

ック以降の経営環境を考慮すると、こちらも「地域の製造業者の生き残り」が必須の課

題である。特に、自らの強みを基に事業を展開し、ビジネスモデルを変化させつづける

企業の育成が必要である。 
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５．経営発達支援事業の方針と目標 

（１）方針 

 

上記のような中長期的な振興のあり方を踏まえ、当会としては以下の方針を徹底して

いく。 

①市内企業の巡回訪問の徹底 

  なじみのある企業のみならず、市内の全中小企業を最低年に１回以上訪問し、企

業の状況を把握。 

 

②生き残りをかける企業への提案と実支援 

  巡回訪問の結果、問題がある企業に対して、補助金や融資等の最新情報や経営分

析・改善の方法等を提案していく。やる気のある企業を増やし、持続的な発展を支

援する。 

 

（２）目標 

 

今回、経営発達支援事業においては、以下の取組みを行っていく。 

 

① 生き残りをかける既存中小企業への支援 

 ・経営基盤の強化（経営分析と事業計画の徹底） 

 ・後継者対策を考えている企業への支援 

 ・経営革新を考えている企業への支援 

 ・経営に役立つ情報提供 

 

② 人口増加が予想される八潮市での創業者輩出 

 ・創業セミナー、創業塾の開講 

 ・創業希望者に対するフォローアップの徹底 

 

③ 地域活性化のための取組 

 ・八潮市民と中小企業を結ぶイベントの運営 

 ・地域の農家と市内中小企業との連携支援 

 ・「中川やしおフラワーパーク」等の観光資源の有効活用 

 

今後は、上記目標を踏まえながら、経営発達支援事業の実施で小規模事業者の持続的

発展を目指ししていく。これまでの商工会事業を専門家等と連携し、巡回･窓口の相談

方法などの見直しを図り、職員の資質の向上により、小規模事業者への積極的な経営改

善普及事業の実施を図る。 
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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】 

  地域の経済動向調査を実施して、小規模事業者の抱える経営の課題等を分析して情

報提供し、中長期的な伴走型支援を実施する。 

（事業内容） 

(1)これまで、埼玉県商工会連合会が実施している「中小企業景況調査」や埼玉県が

実施している「埼玉県四半期経営動向調査」等による調査結果を情報提供してき

たが、小規模事業者には情報量としては不十分でした。今後は、八潮市や商工会

に対して要望等を盛り込んだ八潮市商工会独自の「八潮市景況調査」を年 2回程

（Ｈ29 年度から四半期毎）実施して、業界毎の市場状況等と比較して専門家や外

部支援機関とも連携して小規模事業者の経営課題を明確化し、分析した結果は、

経営指導員による巡回での情報提供また商工会報やホームページや調査報告書を

作成し、情報提供し経営力の向上を図り持続的発展を図る。 

(2)八潮市産業経済振興条例に基づき、八潮市では平成２７年度「製造業実態調査」

を実施。商工会は八潮市と連携して、本調査に係わり製造業（工業）の実態把握

を行い、製造製品の「地域ブランド」の確立と小規模事業者の販路開拓や技術開

発を支援する。 

  

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

八潮市景況調査実施件数 未実施 100 200 200 200 200

景況調査報告書作成（年） 0 2 4 4 4 4

八潮市製造業実態調査 1 0 0 0 0 1

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

これまでは、セミナーや窓口相談での対応等、いわゆる「待ちの姿勢」が多かった

ので、今後は、経営指導員等の巡回指導を通じて経営状況の分析の必要性を提案して

いく。 

分析の手段としては、従来どおり窓口相談や各種セミナーの開催等を通じて、小規

模事業者の経営状況の分析を行う。専門的な課題等については、埼玉県商工会連合会

の専門家派遣事業、埼玉県、市内金融機関のコーディネーター等と連携し、財務分析・

ＳＷＯＴ分析により、事業者の強みと弱みを把握する。 

分析結果は所内で共有化し経営指導の判断材料にするとともに、事業者にもフィー

ドバックし、事業計画の作成および販路開拓などの検討材料にしていただく。 

（事業内容） 

(1)経営分析に関するセミナーや勉強会等 
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巡回指導・窓口相談、商工会が主催する各種セミナー（経営計画作成や経営革新

などテーマの中で経営分析を取り上げるようなセミナー）や部会ごとの業種別（IT

活用セミナー・事業承継セミナー、建設業資格取得技能講習会、集客力アップセミ

ナー等）に特化した勉強会・セミナーの開催を行う。 

ここでは、ＳＷＯＴの各要素、特に受講生の強みの源泉や弱みの真因はもちろん、

外部環境についても分析を行っていただく。セミナーや勉強会では経営指導員が同

席し、受講者の進捗に合わせて指導を行う。分析の結果は、受講者による経営分析

や経営指導員による指導方針の参考としていただく。 

 

（2）記帳指導、金融相談、税務相談による経営分析 

記帳指導、金融相談、税務相談等を通して、財務分析・ＳＷＯＴ分析を実施して

経営状況を分析する。特に財務分析（３期分の決算書を基に、収益性、安全性、生

産性、成長性）を重点に置く。決算書が苦手な事業者が多いので、経営指導員や記

帳指導職員が、決算書の見方から基本を説明し、分析し、最終的には自分で分析が

できるよう指導していく。 

ＳＷＯＴ分析についても、言葉を知らないような事業者に対して経営指導員が丁

寧に説明し、事業者と経営指導員双方でやり取りしながら完成させていく。 

 

（3）専門家による経営分析 

業種に特化した専門的な分野や、業績が厳しい企業、新分野を考えている企業な

どは、経営指導員による分析の他に、専門知識を有する専門家と連携することで、

分析の質を高めていく。ここでは、財務分析やＳＷＯＴ分析はもちろん、業績改善

のためのヒアリング（社長や管理職の意見）や経営革新等のための業界動向分析等

も行う。 

 

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

経営に関するセミナ

ー・勉強会等開催回数

 年７回 年８回 年９回 年 10 回 年 10 回 年 10 回

経営に関するセミナ

ー・勉強会等を通じた

経営分析 

（回数×10名で計算）

70 80 90 100 100 100

記帳指導、金融相談、

税務相談を通じた経営

分析 

10 30 40 50 50 50

専門家による経営分析

件数 

2 5 10 20 20 20

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者に対する事業計画策定の支援は、これまで金融支援・経営革新計

画承認支援・各種補助金申請に係る事案が生じた時の取り組みであった。フォロ

ーアップについても積極的には実施せず、小規模事業者からの依頼があってから
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の支援がほとんどであった。 

今後は「項目２．経営状況の分析」において実際に分析を行った企業のなかか

ら、事業計画の策定を積極的に薦めていく。事業計画策定希望者においては、経

営指導員などの巡回指導・窓口相談による指導はもちろん、中小企業診断士・地

域金融機関・よろず支援拠点・創業ベンチャー支援センター埼玉・八潮市等とも

連携し、伴走型の指導・助言を行い小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

また、創業希望者の多くは事業計画の作成が無い方が多いことから、創業希望

者においても、事業計画の策定まで丁寧に指導していく。 

 

（事業内容） 

(1)事業計画作成企業の掘り起こし 

商工会報や当所ホームページなどに、事業計画のノウハウ・策定等に関するセミ

ナー、個別相談会の開催案内を行い、より多くの事業策定計画を目指す小規模事業

者を掘り起こし、経営の向上等を目指す。また、経営分析の結果、業績不振や更な

る事業展開の予定がある等など、当所にて必要と判断した企業については当所から

事業者に対して提案を行う。 

 

(2)事業計画の実作成支援 

  ①既存事業者向けの事業計画策定支援（一部、持続化補助金申請も含む） 

    窓口相談や、経営計画を作成するためのセミナーにおいて、事業計画の必要性

や策定手法を伝えるとともに、実際に事業計画を書いていただく。セミナーで全

て作成できるとは限らないので、書けないところについては担当経営指導員が丁

寧に完成まで指導する。過去の経験から、作成までに１事業者当たり平均３回程

度の対応が必要だと考えている。 

    また、小規模事業者持続化補助金については、過去年度において多くの事業者

が取り組んでおり、事業計画を書くための良いきっかけとなっているので、公募

があった時には市内企業に告知し、上記と同様の支援を行うことで、補助金申請

に取り組んでもらう。 

 

  ②創業希望者向けの事業計画策定支援 

    過去において創業塾を行ったこともあるが、今年八潮市において特定創業支援

事業の認定を受ける予定であり、今後は年１回創業塾を開講する。担当経営指導

員が受講者への継続フォローを行い、丁寧に完成まで指導する。過去の経験から、

作成までに１人あたり５回程度来所相談が必要だと考えている。 

 

  ③経営革新実施者向けの経営革新計画策定支援 

厳しい経済市場の変化に対し、現状から踏み出し変革を図るため、近隣の商工

会（三郷市商工会・吉川市商工会・松伏町商工会）との持ち回り開催にて経営革

新塾を年に１回開催し、知識の向上、相談会の開催による経営革新計画策定など

の支援を実施する。 

経営革新塾だけで経営革新計画が策定できるケースはほとんどないので、書け

ないところについては担当経営指導員が丁寧に完成まで指導する。また、より詳
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細に検討していくために、専門家を派遣し、県知事への申請・承認まで指導する。

過去の経験から、作成までに１人あたり５回程度訪問が必要だと考えている。 

 

④資金調達のための事業計画策定支援 

持続的発展に取組むために必要な設備資金等については、従前どおりマル経や

小規模事業者経営発達支援融資制度の活用を提案し、担当経営指導員が事業計画

の策定を支援する。 

 

⑤事業承継のための事業計画策定支援 

事業存続に関する事業承継は、早めの取組みが肝心であるため、事業承継に特

化したセミナー開催・個別相談会を開催し、該当事業者の参加を促す。担当経営

指導員が、地域金融機関等と連携し、事業承継計画の作成を支援する。また、要

望があれば、地域金融機関等の協力を得て他地域の起業家とマッチング等の情報

提供を行い、小規模事業者の事業引継ぎによる持続的発展を促す。 

 

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

経営計画作成のためのセミナ

ー等開催数 

年１回 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回

既存事業者向け事業計画 12 20 22 25 28 30

創業希望者向け創業計画 1 3 5 5 5 5

経営革新計画の県知事承認 4 10 15 15 15 15

資金調達のための事業計画 30 35 40 40 45 45

事業承継計画 0 2 3 4 5 5

事業計画作成事業者合計 47 70 85 89 98 100

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

   過去数年の小規模事業者持続化補助金の採択事業者を見てみると、策定した事業

計画を上手く活用しているケースが少ないことから、多くの企業において事業計画

策定後のＰＤＣＡサイクルが機能していないことが類推される。 

ついては、「３．事業計画策定支援」において事業計画を策定した事業者全てを

対象に、担当経営指導員が３か月ごとに巡回訪問し、進捗状況の確認と課題解決に

向けて支援する。 

 

(事業内容) 

(1)事業計画策定事業者への支援  

事業計画策定後、担当経営指導員が３か月ごとに巡回訪問を行い、進捗状況を確

認するとともに、必要な指導や助言を行う。問題点が発覚した場合や更なる取組を

行いたい場合は、経営指導員自身による指導を継続するとともに、登録専門家の派

遣を行い、課題解決に向けて支援する。 

なお、事業計画策定事業者への巡回訪問は、新規事業者への訪問時間の確保の必

要性を考えると、原則２年間とし、自分でＰＤＣＡサイクルを回すようなアドバイ
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スを行う。 

 

(2)事業計画策定事業者への情報提供 

また、事業計画策定後に、国、県、市、支援機関等が行う支援策等を掲載したパ

ンフレットの活用、広報、案内により周知し、支援策が必ず伝わるよう、告知を行

う。 

 

(3)創業計画策定事業者への支援 

創業者については、開業後の心理的不安や資金面での不安もあることから、１か

月に１回程度の巡回訪問を行う。また、創業後は記帳指導、所得税の確定申告指導

等の必要な支援を行うことが多いが、巡回訪問において問題が発生した場合は、担

当指導員による指導のほか、専門家派遣の活用により、創業者の課題解決を勧める。

 

(4)各種セミナーの開催 

事業承継や業種別テーマ、決算書分析等の課題別テーマ等、経営課題に即したセ

ミナーを開講し、事業計画を策定した事業の意識づけを継続させていく。セミナー

終了後はアンケートを取り、担当経営指導員が課題を有する企業へ訪問し、専門家

派遣なども活用しながら課題解決に努めていく。 

 

目標を下記の表のとおりとする。 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

フォローアップ企業数
（項目３「事業計画策定」

における全事業者数） 

47 70 85 89 98 100

フォローアップ訪問数

（創業者×年 12 回） 

１ 36 60 60 60 60

フォローアップ訪問数

（創業者以外×年4回）

30 268 320 336 372 380

各種セミナー 年３回 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

事業者が自らの新商品・サービスを販売したいときにまず考えないといけないのが、

需要動向調査である。ところが多くの小規模事業者において、需要動向調査の必要性

を認識していない、方法論が分からない等の理由により、需要動向調査をきっちり行

っている事業者が少ないのが現状である。 

 そこで、事業者が行う需要動向調査において、当所でも側面から支援を行うことで、

新商品・新サービスの販売促進の確度を高めていく。 

 

（事業内容）  

 

(1)製造業における需要動向調査支援 

  市内の主要産業である製造業者が展示会に出展する際に、来訪者（見込顧客）の意



- 10 - 
 

向を知ることは、次の販路開拓を考える上でたいへん有効である。ついては、調査を

行いたい事業者が、新製品について来訪者にアンケートを取ったりヒアリング調査を

したりする際には、担当経営指導員がその内容や実施方法について指導を行い、分析

し、分析結果を事業者と協議しながら、今後の方策を考えていくきっかけとする。 

  ・調査項目 ：当社に対する認知度、製品に対する認知度、既存顧客の満足度、要

望、関心ある製品など 

  ・分析手法 ：アンケートやヒアリング結果を基に、顧客の関心度や要望を抽出し

ていく。また統計や書籍などとも照らし合わせ、調査結果の確度を

高めていく。 

  ・成果の活用：調査結果を次の事業展開（新事業展開や販路開拓）策定の参考材料

として活用する。 

 

(2)小規模事業者の販売する新商品・役務を対象とした調査 

  八潮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 

  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、当所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、当該事業者の顧客

情報をもとに郵送やメールにてアンケートを送付したり、物産展や展示

会やイベントでの聞き取りを行ったりすることで、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、事業者には巡回訪問時に

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。 

 

 ②商圏の把握 

  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。そこで当所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。商圏範囲は原則八潮市を対象とするが、事業者が他市

を希望する場合は、該当する商工団体から競合他店や通行量等の情報を入手し、対応

する。 

 ・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

圏内の人口を八潮市の統計を基に調査する。続いて、タウンページや実
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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

開拓や事業戦略の見直しの参考材料として活用する。 

 

(3)統計資料や文献等による業種別・品目別の需要動向調査 

 

  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、売れ筋商品、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。 

 

（目標）  
支 援 内 容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

製造業による需要動向

調査 
なし 2社 4社 6社 8社 10社

ターゲット顧客のニー

ズ調査 
5社 10社 12社 14社 16社 18社

商圏調査 1社 1社 2社 3社 4社 4社
トレンド調査 なし 2社 4社 6社 8社 10社
 

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】 

当会では、小規模事業者の新たな需要の開拓を支援するため、展示会や商談会を

開催し、自社製品（商品）の PR や優れた技術を PR し、受注や販路の拡大支援を行

っている。 

八潮市民まつりでの物産展示会の実施や八潮市特産品・推奨品フェアを開催し、特

産品推奨品認定店舗が出店し販路開拓を図っている。 
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 国や埼玉県が主催（後援）する東京のビッグサイトや埼玉県の彩の国ビジネスア

リーナ等の展示会への出展支援を行い、出展料補助支援も行っている。また、近隣

の商工団体が連携して行う「埼玉東部工業展」を開催している。 

 

(事業内容) 

(1)地域における商工業者の認知度アップ、販路拡大をはかるため、八潮市民まつり

等の展示即売会を開催し、商品 PR を行う支援を実施する。【指針④】 

(2)商工業者支援のために、東京のビッグサイトや千葉の幕張メッセ・彩の国ビジネ

スアリーナ等で開催される、商業・工業・建設業等の関係する展示会への出店支

援を行い、当会が実施している出展料補助支援を活用する。【指針④】 

(3)地域工業者支援のため、近隣商工団体（草加商工会議所・越谷市商工会・三郷市

商工会・吉川市商工会・松伏町商工会）と連携して「埼玉東部工業展」を開催（幹

事持ち回り）し、企業間取引の拡大し販路開拓を図るために本事業を活用する。

【指針④】 

(4)３年間継続している、各工業者のセールスポイントや技術を掲載した会員紙面

情報誌を作成し、関係機関や市民に配布し販路開拓や認知度の向上を図るために

支援を行う。【指針④】 

(5)当会が平成１２年に立ち上げた、工場検索システム「バーチャルマーケット」を

見直し、工業者の販路開拓ツールとして活用する。 

(6)商業･サービス業では、「一店逸品」「宅配サービス」事業を継続し、小規模小売

店ではなかなかＰＲできなかったことをカタログまたはチラシ等で、自慢の商

品・サービスを地域に配布し、知名度アップ・売上増加を図る。 

また、埼玉県地域支え合い推進事業の一環事業の「八潮たすけあいサービス」は、

地域の 1人暮らしの高齢者等を対象にボランティアが身の回りのお手伝いサービ

ス（１時間 500 円の商品券を発行）を実施。地域小規模小売業が商品券の取り扱

い店に登録し、売上増加を図る。 

(7)建設業は、「住まいの何でも相談会」を常時実施して、地域建設業者の認知度向

上を図るとともに受注拡大を図っている。また、工事別名簿（チラシ）を作成し、

地域市民に配布し、地元小規模建設業の認知度向上・受注促進を図るために本事

業を継続し支援を行う。【指針④】 

(8)上記各種事業は、メディア（埼玉新聞・東部よみうり新聞・テレビ埼玉・ケーブ

ルテレビ（Ｊ：ＣＯＭ）・ちいき新聞等の活用により情報発信して、小規模事業者

の支援を実施している。 

 

（目標） 

   工業者向け展示会・商業者向け即売会等を下表のとおり目標とする。 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

工業者展示会開催回数 １回 1 回 1 回 1回 1回 1 回 

商業者展示会開催回数 3 回 3 回 3 回 3回 3回 3 回 
商談会開催回数 未実施 １回 １回 １回 2回 2 回 

工業展示会出展支援者数 6 件 10 件 15 件 15 件 20 件 20 件 

商業展示会出展支援者数 20 件 20 件 20 件 20 件 25 件 25 件 
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Ⅱ地域の活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 

  当地域は、地元産業と農商工振興には特に力を入れている。農業については、もと

もと八潮は、農業の盛んな町で小松菜、枝豆などの特産品がある。 

当会では、八潮市・（一社）八潮市観光協会・農業団体と連携して八潮市の知名度アッ

プを目的に農商工連携イベント等を実施して地域活性化を図っている。 

 八潮市・八潮市観光協会と連携して、観光振興として中川河川敷を活用した「川の

駅：中川やしおフラワーパーク」を官民一体となり、観光事業を実施。季節ごとに 150

本の花桃や菜の花・コスモス・彼岸花が咲き誇る。また、ボランティア団体との連携、

自由花壇では市民団体等が自主的に管理運営している。観光地として知名度は上がっ

てきている。 

（事業内容） 

(1)市内小売飲食業の PR、八潮市・（一社）八潮市観光協会・農業団体と連携して、「や

しお枝豆まつり」(枝豆ヌーヴォー祭・枝豆大感謝祭)を八潮駅前商業施設の駐車場

で開催。 

(2)地域のブランド野菜の PR 及び地域の飲食業等の知名度向上を図るために、八潮市

では、八潮八つの野菜を推奨しており、その野菜を利用したオリジナルメニューを

地域飲食業等が開発して一般消費者に提供する事業「八潮八つのハッピー野菜博覧

会」を実施する。 

(3)中川やしおフラワーパークでは、地域商工業者の知名度向上を図り、八潮市・（一

社）八潮市観光協会と連携して「花桃まつり」を実施する。 

(4)地域小売飲食業の知名度向上を図るため、八潮駅南口公園で「八潮夜市・盆踊り大

会」を八潮市・（一社）八潮市観光協会・首都圏新都市鉄道㈱・農業団体と連携して

実施する。 

 
（目標） 
市内各機関と連携した、地域活性化に資する事業を下記表のとおり目標とする。 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

開催回数 5 回 5 回 5 回 5回 5回 5 回

出展者数 30 件 30 件 30 件 35 件 35 件 40 件

来場者数 65000 人 75000 人 75000 人 76000 人 77000 人 78000 人

 

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り組み 

 

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 

当会では、支援機関との情報交換会や埼玉県や埼玉県商工会連合会等の研修会等に

参加していたが、既存の経営改善普及事業の推進を図るための内容であった。 

今後は、経営発達支援事業の効果的な推進を図るための支援ノウハウ等の習得を念頭

においた情報交換会や研修会を関係支援機関との意思疎通を図り開催する。 

(1)埼玉県商工会連合会、事務局長会議、経営指導員協議会等の会議や研修会に出席し、

支援ノウハウ等の情報交換を実施する。 
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(2)日本政策金融公庫越谷支店との連絡会議に出席し、管内及び地域の金融動向や小規

模事業者の支援及び創業者支援の状況なども共有し情報交換を実施する。 

(3)地区内金融機関との連携支援会議を年２回程度開催し、金融支援の施策、財務状

況・経営状況などお互い共有して小規模事業者の事業の持続的発展について情報交

換を実施する。 

(4)八潮市の総合計画と当会の事業計画との整合性を図るため、八潮市商工観光課を中

心とした担当部局との意見交換会を年数回開催する。 

 

２． 経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)埼玉県商工会連合会が開催する資質向上のための課題別職員研修会（金融･税務･

労務・経営革新・創業・各種補助金・経営分析･マイナンバー等）に全職員が積極的

に参加し、支援能力の向上を図る。また経営指導員等は各種補助金制度の説明会等

にも積極的に参加し、小規模事業者の求めている補助金制度を積極活用できるよう

に支援する。 

(2)中小企業基盤整備機構の運営する中小企業大学校の課題別研修会に参加し、専門的

知識を習得し資質向上を目指す。また、年１回当会と日本政策金融公庫越谷支店と

で行っていた経済動向・金融情報交換会を年数回開催し、小規模事業者のニーズに

応えるべき、マルケイ資金をはじめとする各種制度資金全般の概要を習得すること

とする。 

(3)全国商工会連合会が運営する「経営指導員等ＷＥＢ研修」を受講し、小規模事業者

の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・経営革新につながる提案型指導がで

きるよう、経営指導員等の専門化や資質向上に必要な知識を習得する。 

(4)月２回の職員会議の中で、経営発達支援の進捗状況の報告及び若手職員へのアドバ

イスも行い、各職員の能力チェック・スキルチェックを図り組織内での共有化を図

る。 

(5)若手経営指導員等が、ベテラン経営指導員等と巡回指導に帯同し、実践での指導方

法（ＯＪＴ）を習得する。 

(6)個々人のノウハウを組織として共有・蓄積するために、以下の取組を行う。 

  ①現在、埼玉県商工会連合会にある基幹システムのなかに、経営指導員の指導業務

を「経営指導カルテ」として保管し、記帳指導の内容を「記帳指導カルテ」とし

て保管している。このカルテを巡回訪問や各種指導の都度更新するよう徹底し、

その企業の指導実態が誰もが一目で把握できるようにする。 

  ②創業、経営革新、事業承継等については、研修で学んだ内容や過去の支援事例を

もとに指導をすることが多いことから、テーマ別にファイリングをし、研修で学

んだ内容や過去の支援事例を誰でも参考にできるようにする。 

  ③経営指導員等が参加した研修会等で得た知識は、レポート資料等と共に職員に回

覧し、共有化を図る。 

 

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 

経営発達計画支援計画を適正に実施するために、年 2回程度、事業の評価をし達

成できていない点について見直しを図るためにＰＤＣＡサイクル（計画･行動・

検証・改善）を回す。 
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外部の税理士・金融機関・中小企業診断士・学識経験者・八潮市等からと、商工

会三役を含め、事業評価委員会を設置して事業の検証を行い、経営支援発達計画

事業の見直し結果を地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態にする。 
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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 2 月現在）

（１）組織体制 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局体制 

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）、

記帳指導職員（2名）    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長以下、経営指導員 4 人を中心に全職員が一丸となって経営発達支援事業

を実施する。 

 

（２）連絡先 

   八潮市商工会  

   埼玉県八潮市中央１－６－１８ 

   TEL 048-996-1926  FAX 048-996-1427 

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

      メールアドレス    info@yashio.or.jo 
 

事務局長 山﨑健之

指導課 
事務局次長兼課長・ 
経営指導員 ： 宍倉 身 
経営指導員 ： 中川盛弘 
記帳専任職員： 吉野友紀 
記帳指導職員： 山内美織 

振興課 
課長・経営指導員：  橋本 昇 
係長・経営指導員：  矢野 正 
補 助 員 ：    海老原秀行 
補 助 員 ：    佐々木瑞穂 
記帳指導職員：    関根裕哉 

総代会

委員会 理事会 
会長･副会長 
理 事(25)

監事(2) 
会 長(1) 
副会長(2) 

工業部会 

事務局(10) 
下図のとおり 

商業･サービス業部会 建設業部会 

青年部 
女性部 
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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） 

 
平成28年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

必要な資金の額 9,780 10,000 10,300 10,400 10,400

 

経営発達支援事業費
1、経営発達分析事業費 

2、事業計画策定事業費 

① 講習会開催費 
② 創業・経営革新推
進事業費 

③ 金融指導事業費 
 

3、地域活性化事業費 

① 工業振興費 
② 商業振興費 
③ 建設振興費 
 

※H28 年度は東部工業

展主幹のため 1,000 千

円増 

500

700

1,000

280

3,100

2,800

1,400

600

800

2,000

300

2,100

2,800

1,400

700

1,000

2,000

300

2,100

2,800

1,400

 

800 

 

1,000 

2,000 

 

300 

 

 

2,100 

2,800 

1,400 

 

 

800

1,000

2,000

300

2,100

2,800

1,400

 

（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 

商工会費、国補助金、県補助金、市補助金、各種手数料等 

平成 28 年度「埼玉東部工業展」主管（市補助金 100 万円予定） 

 

（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.地域の経済動向調査に関すること 

「八潮市景況調査」等を実施して経済動向指数の分析と活用。経営分析結果と需要動向

調査に関する専門的支援。 

 連携者：八潮市・中小企業診断士 

2.経営状況の分析に関すること 

 経営分析結果に基づき、専門的な支援を実施。 

 連携者：八潮市・埼玉県・埼玉県商工会連合会・中小企業診断士 

3.事業計画策定支援に関すること 

 創業・経営革新承認の事業計画策定支援。事業計画策定と金融・補助金等の活用方法。

連携者：中小企業診断士・地域金融機関・よろず支援拠点・創業ベンチャー支援セン

ター埼玉・八潮市 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 持続的発展支援の各種支援セミナー開催しフォローアップを実施。 

連携者：中小企業基盤整備機構・よろず支援拠点・創業ベンチャー支援センター埼玉・

八潮市・埼玉県商工会連合会 

5.需要動向調査に関すること 

 需要動向調査において側面から支援し、販売促進を高める。 

 連携者：埼玉県商工会連合会・中小企業診断士 

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・商談会を通じての販路開拓支援。 

連携者：八潮市 

7.地域の活性化に資する取り組み 

 イベント開催による地域活性化。 

連携者：八潮市・（一社）八潮市観光協会・さいかつ農業協同組合（八潮市ふれあい農

産物直売所） 

8.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 

 各支援機関との情報交換を行い、支援ノウハウの習得。 

連携者：埼玉県商工会連合会・日本政策金融公庫越谷支店・地区内金融機関・八潮市 

9.経営指導員等の資質向上等に関すること 

 各種研修会への積極的参加し、資質向上を図る。県商工会連合会の基幹システムの有

効活用で指導強化。 

10.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 

連携者：税理士・金融機関・中小企業診断士・学識経験者・八潮市 
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連携者及びその役割 

埼玉県商工会連合会 

048－645－0283 

会長 大久保義海 さいたま市大宮区桜

木町 1-7-5 

専門家派遣事業での小

規模事業者への適切な

アドバイス、商工会へ

のアドバイス 

八潮市 

048－996－2111 

市長 大山 忍 八潮市中央 1-2-1 経営革新承認支援・農

商工連携事業での連携

埼玉県 

048－824－2111 

知事 上田清司 さいたま市浦和区高

砂 3-15-1 

経営革新承認支援・工

業展・商談会等の開催。

独立行政法人中小企業基盤

整備機構 

03-5470-1509 

理事長高田坦史 東 京 都 港 区 虎 ノ

門 3-5-1 虎ノ門

37 森ビル 

専門家派遣事業での小

規模事業者への適切な

アドバイス 

公益財団法人埼玉県産業振

興公社 048-647-4101 

理事長 織田秀明 さいたま市大宮区桜

木町 1-7-5 

補助金申請の指導・助

言 

埼玉県よろず支援拠点 

0120－973－248 

理事長 織田秀明 同上 専門家派遣事業での小

規模事業者への適切な

アドバイス 

創業・ベンチャー支援セン

ター埼玉 048－711－2222 

理事長 織田秀明 さいたま市中央区上

落合 2-3-2 

創業に必要な事業計画

作成支援・販路開拓支援

日本政策金融公庫越谷支店 

048－964－5561 

支店長 萩原 薫 越谷市弥生町 3-33 事業計画・創業計画の

指導・金融支援 

関東信越税理士会越谷支部 

048－962－6131 

支部長 戸井田均 越谷市赤山町 3-3-4 税務指導・事業承継な

ど専門的知識による指

導・助言、 

さいかつ農業協同組合 

048-952-2100 

八潮市ふれあい農産物直売

所 048-996-0003 

組合長 鹿野新佐 三郷市幸房 101 地域ブランド野菜の情

報提供、農商工連携事

業（イベント等）の連

携 

埼玉県信用金庫八潮支店 支店長 宮内栄二 八潮市中央 1-15-11

金融の情報提供・金融

相談・融資実行 

埼玉県信用金庫八潮南支店 支店長 古川貴博 八潮市大曽根 863-2

埼玉県信用金庫東八潮支店 支店長 久保 浩 八潮市二丁目 1065-1

亀有信用金庫八潮支店 支店長 恩田泰彦 八潮市中央 2-12-20

亀有信用金庫南八潮支店 支店長 梅津郁夫 八潮市大曽根 529-3

亀有信用金庫東八潮支店 支店長 茅原伸一 八潮市木曽根 1382-3

亀有信用金庫八條支店 支店長 戸沢祐範 八潮市鶴ｹ曽根 925-1

城北信用金庫八潮支店 支店長 荒木正隆 八潮市中央 4-7-9 
城北信用金庫南八潮支店 支店長 木川清貴 八潮市大瀬 6-8-22 
足立成和信用金庫八潮中央支店 支店長 中島盛昭 八潮市中央 1-3-37 
青木信用金庫八潮市店 支店長 杉浦 勧 八潮市緑町 5-12-7 
埼玉りそな銀行八潮支店 支店長 仲田政司 八潮市鶴ｹ曽根 1377-2

武蔵野銀行八潮支店 支店長 酒巻利行 八潮市中央 1-7-3 
千葉銀行八潮駅前支店 支店長 江下 亮 八潮市大瀬 780-1 
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連携体制図等 

 

・地域の経済動向調査・経営状況分析 

 

 情報提供・専門家派遣 

 

 派遣依頼                    支援依頼  

              支援依頼  

 情報提供 

報告･提言          支援提言 

 

  

 

・経営計画策定（後）支援 

    情報提供・専門家派遣 

 

 支援依頼                   支援依頼 

            

                            情報提供 

報告･提言         支援提言 

    

 

 

 

 

・需要動向調査 

 

支援依頼          支援依頼 

 

               報告・提言                 支援提言 

 

 

 

・新たな需要に開拓支援 

 

 

 

 連携 販路開拓支援 

  

                             

 

 

 

 

 

埼玉県商工会連合会 
埼玉県 
八潮市商工観光課 
日本政策金融公庫越谷支店 
中小企業診断士 

八潮市商工会 

小規模事業者

中小企業基盤整備機構 
埼玉県よろず支援拠点 
八潮市商工観光課 
創業・ベンチャー支援セン

ター埼玉 
地域金融機関 
中小企業診断士 

八潮市商工会 

小規模事業者

創業者 

埼玉県 
八潮市商工観光課 
八潮市農政課 
さいかつ農業協同組合 
八潮市ふれあい農産物直売所 

八潮市商工会

小規模事業者

埼玉県商工会連合会 
八潮市 
中小企業診断士 

八潮市商工会 小規模事業者
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・地域の活性化に資する取り組み 

 

 

 

 連携 イベントＰＲ 

 

 情報提供 

 

 

 

 

・事業の評価・見直し 

 

 

 

 事業評価依頼        結果好評 

 

 検証 閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県 
八潮市商工観光課 
八潮市農政課 
さいかつ農業協同組合 
八潮市ふれあい農産物直売所 

八潮市商工会

小規模事業者

外部の税理士 

地域金融機関 

中小企業診断士 

学識経験者 

八潮市 

商工会三役 

八潮市商工会 小規模事業者


