
経営発達支援計画の概要 

実施者名 富士見市商工会（法人番号 3030005007010） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

小規模事業者が事業を継続して発展させていくため経済情勢や経営環

境の変化に対応しながら自己の経営資源の充実や強化を図り、自社の強

み、弱みを踏まえた事業計画の策定を、埼玉県、富士見市等関係機関と

連携しながら伴走型の支援を行っていく。また、農商工の各産業間での

垣根を越えた連携を推進し、お互いの経営資源を有効活用した新製品の

開発、地産地消への取り組み・周知や市内産業の認知度を向上させるこ

とによって、消費の拡大による地域活性化を図っていき「富士見市を元

気にする」ことを目標とする。 

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 

地域の経済動向を調査・分析することで地域経済の現状を把握し、小

規模事業者の経営支援に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的発展に向け、巡回指導や窓口相談などを通じて 

経営分析を実施し、課題解決に向けた支援を継続的に行っていく。また、

専門的な課題等については、関係機関と連携し、小規模事業者の抱える

悩みに対し積極的に支援する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

上記Ⅰ.Ⅱの結果を踏まえ、小規模事業者が経営課題を解決し、持続的

発展を図るため、事業計画の策定・創業の支援及び関係機関と連携し伴

走型の指導・助言を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援の関すること 

事業計画策定後・創業後においても巡回訪問等により伴走型の支援を

継続する。 

５．需要動向調査に関すること 

販売する商品や提供するサービスを調査・分析・周知し、市場動向を

把握し需要開拓に繋げていく。 

６．小規模事業者販路開拓支援 

 関係機関と連携して、商談会、展示会への参加を促し、市内小規模事

業者の販路開拓を行う。また、フォローアップとして、中小企業診断士

等と連携して継続的な支援を実施する。 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

 関係機関と連携して、今後の地域活性化の方向性を検討するとともに、

市内産業の認知度を向上させるためにイベント等を開催し地域の活性化

を図る。 

連絡先 

富士見市商工会 ＴＥＬ ０４９－２５１－７８０１ 

ＦＡＸ ０４９－２５１－７６２４ 

e-mail hujimi@syokoukai.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 

【富士見市の現状】 

 富士見市は埼玉県の南西部にあり、都心から 30 ㎞圏に位置している。市の広がりは、

東西７㎞、南北 6,8 ㎞で、面積は 19,77 ㎢となっている。明治２２年に町村制が施行さ

れ、鶴瀬村、南畑村、水谷村の各村が誕生。昭和３１年には３村合併により富士見村が

誕生。富士見とは、３村のいずれからも眺望のすばらしい富士山にちなんで付けられた。

昭和３９年に富士見町となり、昭和４７年には県下３５番目の市として富士見市が誕生

した。 

 

  富士見市 

 

 

 

 

 

 

また、富士見市は、日本最大の平野である関東平

野の一角にある。関東平野は富士山などの火山灰

が堆積した台地と、利根川や荒川などの大きな川

が流れる低地からなる。富士見市は、西半分が武

蔵野台地、東半分が荒川低地の上に広がってい

る。この低地に、縄文時代は海が広がっており、

海の幸を求めて集った人々は台地の上に多くの

貝塚を残した。その中でも最も大規模なものが水

子貝塚である。水子貝塚は、昭和１２年に発見さ

れ、３回の調査によって縄文時代前期中頃の小貝  （富士見市から見た富士山） 

塚が環状に分布していることや、小貝塚は竪穴住

居跡に貝殻が捨てられたものであることなどが

明らかになった。昭和 44 年に国史跡に指定され

た。平成３年“ふるさと歴史の広場”事業として

整備事業を実施し、平成６年に水子貝塚公園とし

てオープンした。 

観光資源としては、難波田城公園が有名であ

る。難波田城は、中世に南畑地区を本拠としてい

た難波田氏が築いたといわれている。難波田氏

は、武蔵七党の一つである村山党に属する金子氏     （水子貝塚公園） 

の一族で、金子高範が鎌倉時代に居を構え、地名を名字としたのがはじまりと考え

られている。戦国時代には、難波田善銀が扇谷上杉氏の重臣として活躍。河越夜戦で敗

戦し北条氏の家臣となり、難波田の土地は北条氏の家臣上田氏が支配した。しかし、北
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条氏が豊臣秀吉に滅ぼされたため難波田城

は廃城となった。現在城跡は市の発掘調査

後に「難波田城公園」として整備されてい

る。 

鉄道は東武東上線が市の南北方向を縦断

し、「みずほ台」「鶴瀬」「ふじみ野」の３駅

を有する。                       
                         （難波田城） 

人口は 109,714 人で、都心からも近く子育て世代を中心に増加し続けている。しかし、

都内勤務のベッドタウンということもあり、昼間人口が総人口の７２．４％まで減少し、

県内でもっとも低くなるという「埼玉都民の代表的地域」となっている。 

 商工業者数は、2,627 件で、商業・サービス

業が 82％を占め、建設業が 11％、工業が 7％と

なっている。 

富士見市の商工業者数割合建設業
11%

工業
7%

商業・ｻｰ
ﾋﾞｽ業
82%

商業・ｻｰﾋﾞｽ業

建設業

工業

富士見市総合計画によると「にぎわいと活力をつくる人のまち」として「商工業の振

興」が掲げられており、安定した経営基盤づくりや後継者育成などの支援を充実すると

ともに地域内消費を推進するなどと示されている。 

 商業環境については、市内に２１の商店会を有しているが、小売店数は平成 3年の 779

店から 394 店に減少している。「従業員数」と「売場面積」は平成 14 年をピークに減少

し、従業員数 3,276 人、売場面積約 5 万㎡となっている。また、「年間商品販売額」は

約 480 億円で、「従業員１人あたり年間商品販売額」は 1,488 万円となっており、埼玉

県平均の 1,942 万円より下回っている。これ

らの、原因として考えられることは、後継者

不足、店主の高齢化、大型店の進出などであ

る。 

 平成２７年４月には「ららぽーと富士見」

が開業した。店舗数は２９３店舗、年間売上

（目標）５００億円、売場面積は約８万㎡と

なっており、売上、面積ともに市内商業集積

全体を上回る規模となっている。１次商圏は、

富士見市・ふじみ野市・三芳町・志木市で、

車で２０分圏内の総人口は約６５万人。車で     （ららぽーと富士見） 
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３０分まで拡大した２次商圏は、北は川越市、東部はさいたま市西区・桜区、南部は朝

霞市・新座市、西部は所沢市、清瀬市、狭山市までを含み、総人口は約１６０万人と予

測される。 
２０１０年の国勢調査によると、周辺１０km圏内の年代別人口構成比は、２０～４０
歳代で 42.9％を占め、ファミリー層が厚い商圏、加えて６０歳代以上のシニア層も
27.0％を占め、幅広世代が居住する地域である。 
 

【富士見市商工会の現状】 

地域の商工業者数 2,627 件、会員数 1,823 件（組織率 69.4％）で商業・サービス業

1,232 件、建設業 424 件 工業 167 件という内訳となっている。 

富士見市商工会業種別会員組織率
建設業（424件）
23%

工業（167件）
9%

商業・サービス業
（1,232件）
68%

商業・サービス業（1,232件）

工業（167件）

建設業（424件）

 
（１）商業振興事業 

商工会では平成２１年度より４回にわたり行政の支援を受け、プレミアム付き商品券

を発行し市内消費の需要喚起を促しており市民に定着してきている。 

年度 実施期間 発行総額（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ率） 効果等 

２１ 6/1～8/31 1 億 1 千万円（10%） 当日に完売。加盟店約 400 店舗。再度実施

して欲しいとの声が多かった。 

２４ 9/2～12/31 2 億 2 千万円（10%） 1 週間で完売。加盟店約 400 店舗地デジ買

い換え需要もあり高額商品購入者が多か

った。 

２６ 11/16～1/31  2 億 2 千万円（10%） 1 週間で完売。加盟店約 450 店舗。期間が

短かったが購入者は多かった。 

２７ 8/1～1/31  6 億 5 千万円（30%） 当日完売。加盟店約 500 店舗。ﾌﾟﾚﾐｱﾑが

30%だったこともあり大好評。 

また、内部組織の「商業活性化研究会」が一店逸品運動を 10 年間展開しており、カ

タログや動画を作成し地元の逸品を PR しつづけ、毎年 11 月 23 日を「いい富士見の日」

として「ふじみマーケット」という販促イベントを開催し地域活性化に貢献している。

※「ふじみマーケット」は特産品の開発や地産地消、販路拡大、市産業の振興・発展を

目的に一店逸品参加店と農業者が中心となって富士見市役所に於いて実施している。 

「商業活性化研究会とは」 

 富士見市内の商業活性化を図ることを目的に、富士見市商工会と富士見市商店会連

合会より推薦された若手経営者・後継者により平成１４年３月２５日に発足。富士見
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市の商業活性化について研究会を開催し、平成１５年に「富士見市商業活性化ビジョ

ン」を策定。このビジョンの中心的事業が「一店逸品運動」であった。 

「一店逸品運動とは」 

それぞれの個店が、お客様に自信を持っておすすめできる商品を、積極的に展開して

いく運動のこと。商業者の逸品を見つめ直し、市内のこだわりのお店や商品の専門知

識、専門の技術などの情報を集め、逸品、逸サービスを認定し、集約した情報をホー

ムページやチラシなどに紹介、掲載することで販売促進させ商業活性化を図る活動を

実施。また、後継者の育成や経営者間の親睦を深めることで、新たなビジネスマッチ

ングの実現を目指すことでもある。当会では平成１８年度からスタートしている。 
 

〈 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈逸品カタログ表紙〉    〈逸品ＨＰ上の動画〉      〈ふじみマーケット会場風景〉 

 

（２）工業振興事業 

 商工会では、近隣の商工会・商工会議所と連携しビジネスマッチング事業を実施して

いる。また、平成２７年度より工業部会独自のホームページを開設し、企業 PR や将来

的にはホームページ上において会員間でビジネスマッチング事業もできるように準備

している。 
年度 スケジュール（内容） 

２７ ＨＰ名簿掲載企業募集開始 

２８ 未掲載先追加募集 

２９ 全会員掲載（目標） 

３０ ビジネスマッチング開始予定

 

                       

 

 
〈工業部会ＨＰ〉 

 

（３）建設業振興事業 

 商工会では、毎年「富士見ふるさと祭り」において住宅相談会のブースを出店し、来

場者には毎年更新している会員名簿を配布。地元企業を使って頂けるよう PR 活動を行

っている。 
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〈住宅相談会風景〉              〈会員名簿表紙〉 

 

【地域と富士見市商工会の課題】 

①事業者の高齢化・後継者不足が課題となっており、空き店舗も増加傾向にある。 
〈Ｈ25 年老年人口比較〉              〈空き店舗率〉 

 総人口 老年人口 割合 

全  国 12726 万人 3186 万人 25.0％

埼 玉 県 725 万人  157 万人 21.7％

富士見市 107 千万人  23 千人 21.5％

②歴史はあるが、地域ブランドとしての意識が低い。 

③商業においては「ららぽーと富士見」開業により、地域内雇用創出・市外からの来客

者増加等が大幅に見込める反面、市内商業者にとっては、顧客流出や売上げ減少等の影

響が懸念される。来店者を市内に引き込むことと高齢者向けの対策が急務となってい

る。 

④工業においては、小規模な下請け企業が多く自社製品を持たず宅地開発等による住工

混在の問題を抱えている。 

⑤建設業も同様に小規模な下請け企業が多く、大手ハウスメーカーの住宅開発が進む

中、受注は、減少傾向にある。 

⑥業務の割合として、一般事業と地域振興事業の比率が高くなっており、経営支援業務

の比率が低くなっている。 
 〈業務割合〉 

業 務 内 容 現 在 今後の目標 
一般事業（部会事業、共済事業）   40％   30％ 
地域振興事業（祭り、イベント、農商工連携）   40％   30％ 
経営改善普及事業（金融・税務・労務・経営相談）   20％   40％ 

 

【取り組みの目標】 

 上記のような地域の現状と課題を踏まえ、埼玉県、富士見市、その他関係機関と連携

し、個別企業の経営力向上や販売促進等の継続的な支援、経営革新取得支援、創業支援

などの取り組みを行う。また、セミナー・相談会の開催、巡回指導にて企業の掘り起こ

しを行い、目標を達成していく。 

 

 

H24 年度全国平均 14.6％ 

H25 年度富士見市 9.3％ 
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（数値目標） 

 

また、地域の活性化に資する取り組みについては、農業・商業及び工業の各産業間で

の垣根を越えた連携を推進し、お互いの経営資源を有効活用した新製品の開発、地産地

消への取り組み周知や市内産業の認知度を向上させることによって、消費の拡大による

地域活性化を図っていく。将来的には、「移動マーケット」として、都内注目スポット

にて開催していきたいと考える。 

（数値目標） 
    内 容 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ふじみﾏｰｹｯﾄ開催回数 １ １ １ １ １ １ 

農商工連携会議開催数 ３ ３ ３ ３ ５ ５ 

移動ﾏｰｹｯﾄ実施予定場所 無 無 銀座 丸の内 有楽町 浅草 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支援内容 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経営革新計画支援者数 １０  １５  １０  １０  １０  １０ 

創業支援者数    ４  １０  １０  １０  １０   １０ 
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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】 

従来は、埼玉県や埼玉県商工会連合会が実施している調査の結果を小規模事業者へ提

供するに留まり、有効活用されていなかった。今後は、四半期に１度、地域の経済動向

を定期的に調査分析し、業種ごとの地域経済の現状を把握する。調査に当たっては、経

営指導員等が巡回により調査を行い、調査用紙に直接記入、またはヒヤリングによるも

のとする。調査結果は、中小企業基盤整備機構や全国商工会連合会が実施している調査

と比較・分析し、ホームページや商工会報等により情報を提供し、小規模事業者の事業

計画策定等の際の外部環境資料として活用していく。 

【目標】 

調査業種 現 状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

商業    ０   ２０   ４０   ５０ ５０   ５０ 

ｻｰﾋﾞｽ業    ０   １０   １５   ２０   ２０   ２０ 

工業    ０ １０   １５   ２０   ２０    ２０ 

建設業    ０   １０   １５   ２０   ２０   ２０ 

合計    ０   ５０   ８５  １１０ １１０  １１０ 

【調査項目】 

①前年同時期と比較した 3ヶ月間の売上額、利益率、仕入れ単価、採算 

②資金繰りの状況 

③業界の景況 

④客層（性別、年齢、リピーター） 

⑤顧客のニーズ 

⑥全国商工会連合会が実施している小規模企業景気動向調査の上記①～③ 

⑦中小企業基盤整備機構が実施する中小企業景況調査の上記①～③ 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

従来は、記帳機械化データの財務諸表の経営指標に基づき金融支援の一環としての活

用に留まり、課題解決に反映されていなかった。今後は、会員非会員問わず、小規模事

業者の持続的発展に向け、巡回指導や窓口相談などを通じて経営分析の支援を行い、課

題解決に向けた支援を継続的に行っていく。専門的な課題等については、埼玉県商工会

連合会、税理士等と連携し、小規模事業者の抱える悩みに対し積極的に支援する。【指

針①】 

【目標】 

・小規模事業者の経営課題を抽出し、解決に向けた支援を継続的に行う。 

・経営資源、財務分析をすることにより効果的に事業計画策定を行う。 
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・記帳機械化委託事業所（７５件）、融資斡旋先を中心に実施する。 
〈記帳機械化委託先業種別件数〉 

小売 卸売 飲食 サービス 製造 建設 

 １０   ２  １７  ２５   ５  １６ 

 

【項目】 

・貸借対照表、損益計算書を基にし、売上、利益、従業員数を分析する。 

・ＳＷＯＴ分析を活用し、自社の強みや弱みなどを整理する。 

・経営指導員の巡回指導によるヒヤリングを実施する。小規模事業者の隠れた経営資

源（人脈、保有技術、ノウハウなど）を収集する。「自社では気づいていない長所、

強み」を指摘し、「ＰＤＣＡ 管理表」（Ｐ１４参照）をその場で説明、提供し、そ

の延長線上で「自社の長所・強み」を活かした事業計画の策定に繋げる。 
 

【手段】 

・巡回指導や個別相談時はもとより、経営診断事業のＰＲや会報・ホームページ等で

経営分析を希望する企業の掘り起こしも実施し、経営状況を把握していく。 

・「ＰＤＣＡ 管理表」で指導した企業は、事業計画の進捗状況を「月単位」でフォ

ロー（電話・メール等の手段で）し、必要に応じ半年に一度、定期的に訪問巡回す

る。その際、経営状況の確認を行うなどの伴走型の支援を実施し「富士見市発のグ

ローバル企業」へ育成支援を行う。 

 

【活用方法】 

・中小企業基盤整備機構の「経営診断システム」を活用。必要な情報を入力し、分析

結果を今後の経営戦略に活かす。記帳機械化委託先には、確定申告書提出時期に診

断結果を提供し必要な助言・指導を行う。 

・分析により経営課題を抽出し、専門的な課題等については、埼玉県商工会連合会や

埼玉県の提案型事業（７商工会で実施）の専門家派遣制度を利用し課題解決に向け

た支援を継続的に行う。 

（数値目標） 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

専門家派遣回数    0    10    15    15    15 15 

巡回件数  1,910 1,950  2,000 2,000  2,000 2,000 

経営分析実施件数    0    75   100   100   100 100 

 

（指導フローチャート） 

経営指導員の
巡 回 指 導

自社の気づいてい
ない長所・強みの
ア ド バ イ ス

ＰＤＣＡ管理表の
説明、記入方法等
アドバイス・提供

自社の長所・強み
を活かした事業
計 画 作 成 支 援

富 士 見 市 発 の
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業へ育成

必要に応じ、定期的
に 巡 回 訪 問
（ 伴 走 型 支 援 ）

月単位でフォロー
（電話・ﾒｰﾙ・FAX等）
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〈経営診断システム〉 

                    

                    

 

 

                  
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

             〈決算書項目入力画面〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              〈総合診断結果〉 
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              〈個別指標診断結果〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               〈資金繰診断結果〉 
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３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

当会管内の小規模事業者においては「人、モノ、金（資金・財務）、ノウハウ・情報

＋スピード」を基本的に有しているものの、特に情報やノウハウなど経営資源に乏しい

ことが多く、グローバルな経済社会の動きに対応出来ていない状況が経営指導員の巡回

指導において多々見受けられる。また、富士見市は、首都圏近郊にありながら、安心・

安全の食材の産地であり、特に良質な米（コシヒカリ）やかぶ（富士見市のある入間地

区は全国 2位）の産地にもかかわらず、特産品の開発や周知・ＰＲが出来ていないのが
現状である。そこで、当会では地域産業資源・農商工連携での認定を目指す小規模事業

者への事業計画策定支援、販路開拓支援、情報提供支援等総合的な支援を行い、「富士

見市発オンリーワン企業」へ育て上げる支援を実施していく。 
また、上記１及び２の結果を踏まえ、小規模事業者が漠然と経営をしていくのではな

く、目標を明確にし、事業を将来に向かって継続させていくため、埼玉県商工会連合会、

税理士、中小企業診断士、地元金融機関等と連携し伴走型の指導・助言を行う。 

創業・第二創業に関しては、従来、商工会窓口に見えた相談者への事業計画の策定、

金融斡旋支援を実施してきた。今後は、更なる地域の創業・第二創業の促進のため、埼

玉県、埼玉県商工会連合会、富士見市と連携して創業支援を行う。 

（事業内容） 

①特産品を活用した地域ブランドをつくるため、地域産業資源・農商工連携での認定

を目指す小規模事業者への事業計画策定を支援していくとともに「ＰＤＣＡ管理表」に

より進捗管理を個別事業者ごとに定期的に（月単位で管理：電話、メール等の手段、必

要に応じ巡回指導）きめ細かく実施し「富士見ブランド」を育成する。専門的な見地が

必要な場合には、外部よりアドバイザー派遣などによる支援も行い、事業計画策定を支

援していく。【指針②】 

②補助金申請などを目的とした事業計画策定に関するセミナー、個別相談会の開催に

より事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

③経営相談、巡回指導時に相談を受けるとともに、事業計画策定を目指す小規模事業

者の掘り起こしを行う。【指針②】 

④各種補助金の申請、経営革新計画の申請時等に事業計画の策定支援を行う。【指針

②】 

⑤埼玉県や埼玉県商工会連合会が主催する創業塾等の情報を得て、市内の創業者に対

して受講する情報を提供する。【指針②】 

⑥商工会のホームページや会報に創業支援を実施していることを目立つように周知

し、会員企業の知り合いに創業希望者がいれば紹介して頂いたり、富士見市のホームペ

ージや広報誌には創業の相談は商工会が窓口という記事を掲載してもらい、創業を目指

す小規模事業者の掘り起こしをし、創業計画策定支援を実施する。【指針②】 

（数値目標） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

事業計画策定支援件数  ３５  ４４  ２０  ２０  ２０ ２０

ｾﾐﾅｰ･個別相談会開催回数   ０   ３   ５   ５   ５   ５

創業支援者数   ４  １０  １０  １０  １０  １０

第二創業支援者数   ０   ０   １   ２   ２   ３
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（富士見市の安心・安全の食材） 

 
米（ｺｼﾋｶﾘ､ｷﾇﾋｶﾘ､彩のかがやき）    かぶ        トマト（麗夏、アイコ） 

 
 イチゴ（章姫、紅ほっぺ）  梨（幸水、豊水、彩玉） 
 
 
                   富士見市産酒米の純米吟醸酒「縄文海進」 
※地元産米（高温障害に強い県推奨品種「彩のきずな」）を原料にした純米吟醸酒を、

市内酒販組合が越生町の佐藤酒造に依頼して製造。酒の名前は、縄文前期（約５５００

年前）に地球温暖化で海水が同市まで浸水していた現象から付けた。市内で出土した「獣

面把手付土器」（県指定有形文化財）をラベルにデザインした。 
 

４．事業計画の策定後の実施支援に関すること【指針②】 

従来は、事案が生じた際の実施に留まっていたが、今後は定期的に巡回指導し、必要

に応じて事業計画の見直しや作成した計画において資金調達が必要な場合には、日本政

策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用するなど、フォローアップ

についても継続的に支援していく。また、創業後においても巡回指導等により伴走型の

支援を継続する。 

（事業内容） 

①事業計画策定後に、国、県、市、関係機関の行う支援策等の周知をホームページ、

会報等を通じて行い、フォローアップを実施する。【指針②】 

②事業計画策定後に、資金調達が必要な場合は、日本政策金融公庫の「小規模事業者

経営発達支援融資制度」を活用し支援を行い、融資実行後の事後指導は公庫担当者と連

携しその後のフォローアップを行う。【指針②】 

③事業計画策定後に必要に応じて３ヶ月に 1度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うと

ともに必要な指導・助言を行う。【指針②】 

④創業後、資金調達が必要な場合は、日本政策金融公庫や地元金融機関と連携し金融

支援を行い、融資実行後はフォローアップを実施する。【指針②】 
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⑤創業後は、経営・労務・税務相談を重点的に行い、着実な計画実行に向け、伴走型

の支援を継続する。【指針②】 

※フォローアップは、事業者・創業者ごとに担当職員がＰＤＣＡ表を作成し、事業者・

創業者と共に進捗状況を管理する。 

• 現時点での経営資源

創業の夢・志

創業者としての資質は?

創業者５W１Hチェックリスト診断

強み 弱み

機会 脅威

D

CA

P

P 計画
D 実施
C 検証(検討)
A 改善・修正

経営資源

 
（数値目標） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度 

事業計画策定後フォ

ローアップ件数 

３５  ４４ ２０  ２０  ２０  ２０ 

創業後フォローアッ

プ件数 

  ４  １０  １０  １０  １０  １０ 

※フォローアップも支援者数と同じ件数を支援していく。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 従来は、調査・会議等で得た情報の収集に留まっていた。今後は、販売する商品や提

供するサービスを調査・分析・周知し、市場動向を把握し需要開拓に繋げていく。【指

針③】 

 

【目標】 

・潜在的な顧客の掘り起こしを行い、需要開拓に繋がる情報を提供する。 

・経営指導員が巡回・窓口相談時に適切な助言・指導が出来るようにする。 

【項目】 

・一店逸品運動参加店（３６店）の売れ筋商品、客層、ニーズなどの情報。 

・巡回やイベントを通じて直接得られたニーズ、事例紹介などの情報。 

・市内農産物の売れ筋情報。 

【手段】 

・毎年行われる逸品フェア開催期間中（２週間）の各店舗の客層・売れ筋商品等につ



１４ 
 

いて、ヒアリング・アンケート調査により情報を収集し整理する。 

・指導員等が巡回等で得た情報を収集・整理して共有する。 

 ・富士見市産業振興課や農業協同組合と定期的に会議を開催し情報を入手する。 

【活用方法】 

 ・同業他社との比較や売上げ分析等の結果を一店逸品運動の会議の際に提供し、今後

の逸品の参考にしていく。 

・地元農産物を利用した新商品の開発が可能かを、富士見市、農業協同組合、商工業

者で構成する「農商工連携事業推進委員会」で検討する際の参考とする。 
〈一店逸品運動参加店数実績〉 
18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

４２ ４３ ４５ ４４ ４８ ４７ ３３ ３６ ３６ 

 

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】 

 従来、小規模事業者に対する販路開拓支援は、商談会や物産展開催の参加に関する広

報活動に留まっていた。また、工業関係は、得意先が確定している下請け企業が多く参

加企業がほとんどなかった。今後は、埼玉県、富士見市、全国商工会連合会、埼玉県商

工会連合会、地元金融機関と連携し、積極的な参加事業の掘り起こしを実施し、県内外

商談会、展示会への出展支援を行い、市内小規模事業者の販路開拓を行う。 

（事業内容） 

 ①全国商工会連合会主催のニッポン全国物産展への出展企業の掘り起こしを商工会

報やホームページ等で周知し出展支援を行う。また、必要であれば会場レイアウト、デ

ィスプレイ、パネル・チラシ作成などの支援も行う。【指針④】 

 ②埼玉県で開催される彩の国ビジネスアリーナへの出展に向けて埼玉県商工会連合

会と連携し小規模事業者に対し出展料の補助を行い、積極的な支援を行う。また、必要

であれば、事前準備の支援を実施する。【指針④】 

 ③展示会や商談会の参加企業に対しては、フォローアップとして、ヒヤリングを実施

し、中小企業診断士等と連携して販路開拓の継続的な支援をＰＤＣＡに基づき実施す

る。【指針④】 

（数値目標） 

支援内容 現 状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度 

出展支援事業者数   ０   １   ２   ３   ３   ３ 

フォローアップ件数   ０    １   ２   ３   ３   ３ 
〈ＰＤＣＡ管理表〉  
事業 P 計画 D 実施(事業・準備) C チェック、検証 A 修正・調整、改善

○○○     

全体 

・まとめ 

・バランス 

    

※事業者ごとに担当職員がＰＤＣＡ表を作成し、事業者と共に進捗管理していく。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

富士見市総合計画によると「にぎわいと活力をつくる人のまち」として「商工業の振

興」が掲げられており、安定した経営基盤づくりや後継者育成などの支援を充実すると

ともに地域内消費を推進するなどと示されている。 

従来から事業自体は実施していたが、他団体と十分な連携・協議が出来ていなかった。

今後は、地域経済活性化のためより一層の協力体制のもと実施していく。 

（事業内容） 

当会内の「商業活性化研究会」（※P.3～4 参照）が主体となって１０年継続している

「一店逸品運動」（※P.4 参照）が各店舗の魅力向上に寄与してきており、今春の「らら

ぽーと富士見」（※P.２参照）開業は小規模事業者にとっては脅威にもなりえるものの、

市外からの多数の来客が見込めるため、更なる各参加店の魅力の周知、売上げの増加を

もって「富士見市を元気にする」ことを目標とする。 

 また、富士見市、農業協同組合、商工業者で構成する「農商工連携事業推進委員会」

を組織し、農業・商業及び工業の各産業間での垣根を越えた連携を推進し、お互いの経

営資源を有効活用した新製品の開発、地産地消への取り組み周知や市内産業の認知度を

向上させることによって、消費の拡大による地域活性化を図る。 

①逸品参加店、地元野菜・青果を使用している飲食店等を掲載した富士見市元気プロ

ジェクトカタログを作成する。（年間２万部作成）参加店・地域金融機関・公共機関に

設置し、認知度の向上と売上げの増加を図る。 

②逸品参加店による動画（ＹｏｕＴｕｂｅ）での周知活動により、商品・サービスの

ブランド化や販売促進のための地域情報発信を行う。 

③安全・安心の市内で生産された農産物を使った食品・加工品を取り扱う小売店や飲

食店等販売機会増加や認知度向上のためのイベント「ふじみマーケット」（※P.3 参照）

を、富士見市役所周辺において実施し、小規模事業者の利益確保や地域経済の活性化を

図る。 

農家件数（戸） 

埼玉県 富士見市  構成比 

 ７２，９５７     ５５３   0.7％ 

現状出店者数（１６店）の内訳          

農業関係 飲食業 小 売 サービス

 ３ ３ ９ １ 

（数値目標） 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

逸品参加店数 ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ５０

ふじみマーケ

ット開催回数 

１ １ １ １ １ １

出店者数 １６ １７ １８ １９ ２０ ２０

来場者数 ５００ ６００ ７００ ８００ ９００ １０００

※魅力あるお店の出店を募りリピーターの増加を図り、また、口コミによる来場者数の

増加を図ることによって平成３２年度には１，０００人の来場者を見込む。 
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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 

 地区内の金融機関を対象とする「情報交換会」、当会顧問税理士を対象とする「税務

懇談会」を年各一回開催し、支援ノウハウ、支援の現状等について情報交換をする。 

 

２．経営指導員の資質向上等に関すること 

 ①埼玉県商工会連合会が主催する研修会に参加し、経営分析の手法や事業計画作成と

いった支援能力の向上を図る。また、次年度の受講内容が重複しないよう調整し、総合

的な能力を向上させていく。 
 〈H26 年度受講状況〉 
職員・役職 受講内容 効果・成果 

経営指導員 A 各種補助金制度の活用

と申請支援のポイント 

小規模事業持続化補助金などの申請の際、計画書

の作成に役に立った。 

経営指導員 A 経営革新計画作成支援

テクニック講座 

計画書作成の具体的手法を学び、今後の支援の参

考になった。 

経営指導員 B 事業承継支援 相続・不動産を踏まえた支援のポイントを学び、

今後の支援に活かして行きたい。 

経営指導員 B 飲食業支援のポイント 飲食業に特化した支援について学んだ。飲食業の

方の開業相談も多いので参考になった。 

経営指導員 C IT 活用支援研修 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの業務における活用方法を学び、

小規模事業者への導入相談の参考になった。 

経営指導員 C ものづくり技術革新と

成長分野進出 

急速に普及している３Dプリンターの特徴、活用

方法について今後の支援の参考にしていきたい。

補助員 D 社会保険・労働保険の手

続きについて 

労働保険は担当していないので、担当した際の参

考になった。 

補助員 E   

記帳専任 F 

開業相談の対応と各種

手続き 

開業者の対応について様々の事例があることが

わかり今後の支援の参考になった。 

②専門家を活用する際には、必ず支援の場に同席し、指導・助言内容などの支援能力

の向上に努める。 
〈H26 年度専門家派遣状況〉 

支援項目 企業名 業種 派遣回数 支援内容等 

経営革新 A 社 介護事業   ２回 経営革新計画の取得が出来た。 

経営相談 B 社 製造販売   １回 商標登録の商品の販促方法について 

経営相談 C 社 印刷業   １回 資産整理、人的リストラについて 

③職員が普段の経営支援で知り得た情報、上記①②で得た情報やノウハウの共有化を

図るため、経営指導員を中心に毎週ミーティングを開催する。 

④巡回訪問や個別相談業務において、ベテラン職員と若い職員がペアで小規模事業者

を支援することを通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴

走型の支援能力の向上に努める。将来的には、全職員が経営指導が出来るレベルにして

いきたい。 
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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、本計画に記載の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 富士見市、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。 

② 三役会において、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・見直しの結果を富士見市商工会のホームページで計画期間中公
表する。（http://www.2434.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 

（１）組織体制                        （平成２８年２月）

 

・事務局 

事務局長 １名  経営指導員 ３名   

補助員  ２名  記帳専任  １名  記帳指導員 ２名 

 

・１．地域の経済動向調査に関することは、経営指導員３名を中心とし、他の職員の協

力のもと実施する。 

・２～５の経営状況の分析・事業計画策定支援・事業計画策定後の実施支援・需要動向

調査に関することは、経営指導員３名を中心として取り組む。記帳機械化委託先につ

いては、担当する記帳専任職員、記帳指導員が実施する。専門的な課題については、

中小企業診断士と連携して対応する。また、創業・第二創業支援に関しては、経営指

導員３名が中心となるが、税務相談に関しては、記帳専任職員、記帳指導員が担当す

る。 

・６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関することは、経営指導員３名を中心とし、

他の職員の協力を得ながら実施する。 

 

 

「事務局機構図」 

                事 務 局 長 

 

 

                経営指導員 

 

 

補 助 員    記帳専任職員    記帳指導員 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   住所 埼玉県富士見市羽沢３－２３－１５ 

   電話 ０４９－２５１－７８０１ 

   ＨＰ http://www.2434.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） 

 平成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  58,785 59,667 60,561 61,466 62,363 

 

・小規模事業 

対策事業費 

・経営普及改

善費 

・地域振興費 

・講習会開催

費 

8,211 

 

 47,237 

 

  2,060 

1,277 

8,334 

 

47,946 

 

2,090 

1,297 

 

8,459 

 

  48,665 

 

   2,120 

   1,317 

 8,585 

 

49,394 

 

 2,150 

 1,337 

 

 8,711 

 

50,133 

 

 2,180 

 1,339 

 

（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、市補助金、事業費 

 

 

（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 

○地域の経済動向調査に関すること  

 連携内容：景気動向調査、景況調査の分析と活用 

 連 携 者：埼玉県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、全国商工会連合会 

 

○経営状況の分析に関すること  

連携内容：経営分析結果に基づく専門的な支援 

連 携 者：中小企業基盤整備機構、税理士 

 

○事業計画の策定支援に関すること 

連携内容：事業計画・創業計画策定支援 

連 携 者：埼玉県、富士見市、埼玉県商工会連合会、税理士、中小企業診断士、金融

機関 

 

○事業計画策定後の実施支援に関すること 

 連携内容：創業計画策定支援及び金融支援 

 連 携 者：金融機関 

 

○需要動向調査に関すること 

 連携内容：会議の開催・情報提供 

 連 携 者：富士見市、農業協同組合 

 

○新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 連携内容：販売促進 

 連 携 者：埼玉県、富士見市、全国商工会連合会、埼玉県商工会連合会、地元金融機

      関、中小企業診断士 

 

○地域経済の活性化に資する取組 

 連携内容：イベント開催及び情報発信 

 連 携 者：富士見市、農業協同組合、地元金融機関 

 

○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 

 連携内容：情報交換 

 連 携 者：税理士 

 

○経営指導員の資質向上に等に関すること 

 連 携 者：埼玉県商工会連合会 
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連携者及びその役割 

○埼玉県 知事 上田 清司 

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

○富士見市 市長 星野 信吾 

埼玉県富士見市鶴馬１８００－１           ０４９－２５１－２７１１

○全国商工会連合会 会長 石澤 義文 

 東京都千代田区有楽町１－７－１           ０３－６２６８－００８８

○埼玉県商工会連合会 会長 大久保 義海 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５       ０４８－６４１－３６１７

○独立行政法人中小企業基盤整備機構 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５Ｆ   ０３－５４７０－１５６４

○関東信越税理士会 川越支部 支部長 林 和彦 

 埼玉県川越市脇田本町１４－２３ カーニープレイス７Ｆ ０４９－２４６－６１８８

○中小企業診断士 

・上野コンサルティング事務所 代表 上野 敏男 

 埼玉県ふじみ野市亀久保６６５－９－２０２      ０４９－２６５－８３７６

・ＮＰＯ法人一店逸品運動協会 理事長 太田 巳津彦 

 東京都中央区東日本橋３－９－２ サンクビル６Ｆ    ０３－３２４９－０５２３

・ＮＳコンサルティング 代表 佐藤 直美 

 東京都中野区江原町２－１４－８           ０３－３９５２－８１３２

○いるま野農業協同組合 代表理事組合長 宮岡 宏太郎 

 埼玉県川越市今成２－２９－４            ０４９－２２４－１６０７

○日本政策金融公庫 川越支店 事業統轄 牧 雅弘 

 埼玉県川越市脇田本町１４－１ 日本生命川越ビル５Ｆ  ０４９－２４６－３２１１

○地元金融機関 

・埼玉りそな銀行鶴瀬支店 支店長 長南 光宜 

 埼玉県富士見市鶴馬２６０２－３           ０４９－２５１－２３５１

・埼玉りそな銀行みずほ台支店 支店長 山田 雄樹 

 埼玉県富士見市東みずほ台１－１－５         ０４９－２５３－１３１１

・埼玉りそな銀行ふじみ野支店 支店長 田島 典夫 

 埼玉県富士見市ふじみ野西１－２－１         ０４９－２６３－８８８１

・みずほ銀行鶴瀬支店 支店長 寺田 尚史 

 埼玉県富士見市鶴瀬東１－７－４０          ０４９－２５１－２１１１

・武蔵野銀行みずほ台支店 支店長 吉田 郁夫 

 埼玉県富士見市西みずほ台１－２０－１        ０４９－２５４－１１５１

・武蔵野銀行ふじみ野支店 支店長 岡部 学 

 埼玉県富士見市ふじみ野西３－１３－１        ０４９－２６４－５３０１

・東和銀行鶴瀬支店 支店長 木暮 正弘 

 埼玉県富士見市鶴馬３４５８             ０４９－２５１－７１１１

・埼玉縣信用金庫鶴瀬支店 支店長 小泉 紀之 

 埼玉県富士見市鶴瀬東２－１５－１７         ０４９－２５１－３３５０
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・埼玉縣信用金庫ふじみ野支店 支店長 橋立 実 

 埼玉県富士見市ふじみ野西１－１８－２        ０４９－２６６－２７１１

・川口信用金庫みずほ台支店 支店長 丸田 信一郎 

 埼玉県富士見市東みずほ台２－８－１１        ０４９－２５４－３４５２

・飯能信用金庫三芳支店 支店長 田中幸雄 

 埼玉県入間郡三芳町藤久保９６８－６         ０４９－２５９－８４１１

 

※尚、各役割については、別紙連携体制図に記載 
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連携体制図等 

○地域経済の動向調査に関すること 

   
調査結果による              景況・市場・ 

課題抽出                経済動向等  

小規模事業者       富士見市商工会        

                    全国商工会連合会 

市場経済動向の        調査分析・整理        埼玉県商工会連合会 

把握                          中小企業基盤整備機構 

                           
         調査・経済動向              調査分析提供 
              分析結果提供                 

 

○経営状況の分析に関すること 
                     専門家派遣・ 

経営課題                支援策依頼 

小規模事業者       富士見市商工会        

                    中小企業基盤整備機構 
経営状況の把握        経営状況分析・整理  

                            税理士 

                           
          専門家等派遣               専門家等派遣 
 

○事業計画の策定支援に関すること 
                     専門家派遣・ 

計画策定・支援相談             支援依頼 

小規模事業者       富士見市商工会       埼玉県商工会連合会 

                    税理士 

ｾﾐﾅｰ・個別相談会       事業計画策定・ｾﾐﾅｰ       中小企業診断士 

への参加           ・個別相談会の開催       金融機関 

                           
          専門家派遣                専門家派遣・ 
                               支援策派遣 
 

○事業計画策定後の実施支援に関すること 
                      

支援相談                 支援依頼 

小規模事業者       富士見市商工会        

                     

進捗状況把握         事業計画見直し等        金融機関 
             巡回指導              

                           
          ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ                  ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 
           資金支援                  資金支援 
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○需要動向調査に関すること 
 

支援依頼                 会議の開催 

小規模事業者       富士見市商工会        

                    富士見市 
市場動向の把握        市場動向の把握・ 

              分析・整理         農業協同組合 

                           
          巡回訪問・情報               情報提供 
          提供 
 

○新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
                     販路需要拡大 

販路需要拡大                依頼 

小規模事業者       富士見市商工会       埼玉県・富士見市 

                    全国商工会連合会 

商談会・物産展へ        商談会・物産展へ        埼玉県商工会連合会 

の参加             参加推進ＰＲ          地元金融機関 

                          中小企業診断士 
          情報提供・                商談会等企画 
           ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ                案内、事前相談 
 

○地域活性化に資する取組 
 

支援依頼                 会議の開催 

小規模事業者       富士見市商工会        

                    富士見市 

イベントへの参加        イベントの開催        農業協同組合 

                             地元金融機関 

                           
          ｲﾍﾞﾝﾄ参加促進              活性化策の推進 
         ・情報発信 
 

○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 

○経営指導員の資質向上に等に関すること 

 
相談・課題の               資質・支援力 

多様化                  の向上 

小規模事業者       富士見市商工会        

               職員の研修への参加      埼玉県商工会連合会 
 経営上の課題        ・OJT による支援能        

                 力の向上            税理士 

                             

                           
          支援力の強化                情報の提供・ 
                               研修会の開催 
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