
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 小川町商工会 

実施期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

目標 

【 テーマ 】 

“古き伝統を未来へ紡ぐ、多文化交流の町づくり”  

【 目標 】 

  会員事業所の持続的発展を第一義に『経営者資質向上』『事業承継支

 援』『販路拡充策』『地域資源の発掘、活用』により、近隣町村を含め

 た『地域活性化』を図り、埼玉県内では他にない複数の伝統産業が融

 合した町づくりの基盤を構築する。 

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【指針③】 

   （1）市場動向調査  （2）販路開拓調査 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
   （1）分析対象者の選定      （2）分析項目 

（3）専門家と連携した分析の実施 （4）分析結果の活用 

  ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
  ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（1）創業について   （2）経営革新について 

（3）事業承継について 
  ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
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）新規販路開拓を図る広域商談会の開催 
   （2）ユネスコ無形文化遺産にかかる手漉き和紙製品の販売会の 
      運営 
   （3）外国人の視点や、成功事例を学ぶ「おもてなしマインド塾」

の開催 
Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 

  １.地域活性化事業 

   （1）ウェルカムカードによるおもてなし作戦 

   （2）おもてなし案内員の育成 

   （3）海外観光客のおもてなし対策 

   （4）地酒による乾杯推進事業 

連絡先 

小川町商工会  担当：清水･菅間･鈴木 

〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大字大塚 33 

ＴＥＬ 0493－72－0280、ＦＡＸ 0493－72－1004 

URL  http://www.syokoukai.or.jp/syokokai/ogawa/index.html 

E-mail info@ogawa-saitama.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 

【 現状 】 

 

小川町は、埼玉県中央部よりやや西に位置し、市街地は小川盆地にあり外秩父山地に囲ま

れている。1300 年の伝統を誇る「小川和紙」をはじめ、「酒造」「建具」「絹」が地場産業と

して盛んであり、平成 8年に小京都認定も受け、これを活かそうとする試みは多い。和紙の

普及を目的とした当町の七夕まつりは平成 26 年度で 66 回目を数え、来場者は 20 万人以上

にも及ぶ。 

当町には有機農業の栽培で全国的に有名な農園があり、平成 22 年度（第 49 回）農林水産

祭むらづくり部門で下里地区「下里農地・水・環境保全向上対策委員会」による、地域ぐる

みの高付加価値有機農業生産の取り組みが天皇杯を受賞し、平成 26 年 11 月に天皇皇后両陛

下の行幸啓によりご視察を賜りました。当会としては今後この有機農業を、貸し農園等によ

り農商工連携等を通して支援を考えています。 

平成 26 年 11 月には当町にも継承されている細川紙が「和紙：日本の手漉和紙技術」とし

てユネスコ無形文化遺産に登録された。平成 26 年 12 月には「地酒等による乾杯条例案」が

可決され、平成 27 年 3 月には当町にある 3酒蔵と埼玉県の連携事業である「酒蔵めぐり in

おがわまち（仮称）」が企画されている。 

また、本田技研工業株式会社の小川エンジン工場（従業員約 500 名）が平成 25 年 7 月よ

り本格稼働。同年 10 月より当会に加入しており、本田技研工業関係の下請け業者を含め、

町内の商工業者の活性化につなげる方策を構築していきたい。なお、現状は雇用面・受注面

での影響は極めて少ない。 

  一方、町の人口は平成 8年の約 3万 8千人をピークに減少が続き、平成 26 年 12 月時点で

の人口は約 3万 2千人、また高齢化の進行も顕著である。事業所数においても平成 18 年の

1,342 から平成 24 年には 1,212 と減少しており、町全体が縮小傾向にあるといえる。 

  事業廃止の主な理由として後継者不在による廃業が増加しており、後継者の育成が急務と

なっている。また縮小傾向の続く経営環境では、後継者がいたとしても事業を承継しない、

また力のある企業はビジネスチャンスを求め、他地域へ移転するという事例も散見されるな

ど町の縮小に比例した傾向となっている。 

 そのような中、行政では小川町第 4次総合振興計画後期基本計画第 6章「産業の振興」内

にて「農林業振興の担い手の育成」「商業基盤の整備」「経営の支援」「商工会による中小企

業の取り組みを支援」を基本方針に打ち出している。 
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【 テーマ 】 

 

“古き伝統を未来へ紡ぐ、多文化交流の町づくり”  

 

【 目標 】 

  会員事業所の持続的発展を第一義に『経営者資質向上』『事業承継支援』『販路拡充策』 

  『地域資源の発掘、活用』により近隣町村を含めた『地域活性化』を図り、埼玉県内では

他にない、複数の伝統産業が融合した歴史的、文化的に魅力のある町づくりの基盤を構築。

外国人向けの対策も進め、観光客数増加(27 年度対前年比 110％、28 年度 105％、以降 100％

を継続)と、合わせて地場産業・飲食店の売上機会拡充を図る。 

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 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 
 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

   会員事業所の持続的発展を第一義に『経営者資質向上』、『事業承継支援』、『販路拡充

策』、『地域資源の発掘、活用』、『外国人就労者の環境整備充実』『働きやすい環境づく

り』、『外国人観光客対策』の相互充実を図り、埼玉県内で他に無い“古き伝統を未来へ

紡ぐ、多文化交流の町”として産業発信できる基盤を県、国、各認定支援機関と連携を

し、構築する。 
 
 
 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】 
 
 （現状と課題） 
    現状では、経営指導員による巡回・窓口でのヒアリングや、各業種別会議における景

   況や課題の把握などを行っているが、狭い範囲での動向に限定されている。 
また、日本政策金融公庫や税務署など支援機関の研修会における資料で県レベルの数

値の確認は行っているが、当町が抱える課題の抽出は行われていない。 
加えて、当町内の小規模事業者の多くは経済動向などの情報に接する機会が少なく、

   またそういった情報が経営に活かされていない。 
 
 （事業内容） 

(1)市場動向調査（新規事業） 
「小規模企業景気動向調査」「中小企業景況調査」「家計調査」「金融機関の調査月

報」などの統計資料の活用及び民間調査会社などに調査・分析依頼するなど連携しな

がら、人口の推移・住宅着工戸数・観光客数などを把握することにより、今までは限

定的だった経済動向調査のデータ収集量を増加させる。 
また、今までは職員が回覧するにとどまっていた情報を、巡回・窓口相談時に小規

    模事業者へ適宜提供及び当会ホームページや商工会報で情報発信を行うことにより、

    小規模事業者が経済動向などの数値に触れる機会を提供する。 
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(2)販路開拓調査（新規事業） 
前述の「(1)市場動向調査」を踏まえた上で、小川町の地場産業である地酒や和紙、
地域資源であるのらぼう菜などの特産品及び小規模事業者が開発した商品やサービ 
スなどについて、販路開拓調査を実施する。 
実施にあたっては、行政に協力を仰ぎ、各町内区長を通じたアンケート調査の実施、

または民間調査会社などに調査・分析依頼するなど連携しながら、求めるターゲット

となる年齢層や性別、市場規模、商品やサービスの認知度などについて把握を行う。

 これにより、潜在的購買力や地域内生活者の購買動向、消費者ニーズが明確になる

ことで、小規模事業者の新たな販路開拓への提案助言につながる効果が見込める。 
調査結果については、巡回・窓口相談、商工会報及び当会ホームページなど様々な

機会・媒体を活用することにより、会員非会員問わず広く情報発信を行う。 
 
 （目標） 

事業内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
市場動向調査 未実施 1 1 1 1 1
販路開拓調査 未実施 1 1 1 1 1
 上記販路開拓調査に関する 
アンケート回収件数 

未実施 200 200 200 200 200

 
 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
 （現状と課題） 
    小川町商工会においては小規模・零細事業者が多く、自社の経営分析を行い、その強

み・弱みを明確に理解している事業者はきわめて少ない。 
今までは、小規模事業者からのマル経融資や県制度融資などの金融相談時や小規模事

業者持続化補助金をはじめとする各種補助金の申請時などに対象事業所の経営分析を 
行っていたが、経営分析を実施する事業所は限られていた。 
昨今の厳しい経営状況の中、小規模事業者が持続的な発展を続けていく為には、各事

業者が持つ強みを更に伸ばしていくことが重要であり、経営分析などの実施は優先度の

高い課題である。 
 
（事業内容） 

前述の「１．地域の経済動向調査に関すること」を踏まえ、経営指導員・補助員の巡

回・窓口相談、記帳専任職員の税務指導、各種セミナーの開催を通じて小規模事業者の

課題などの抽出、現状把握及び会員事業所の人材や技術、ネットワーク等の「知的資産」

の発掘も行い、事業主に強みの一つである事を示し、競争力の源泉であることを理解し

てもらい、経営分析を行う。 
 専門的な課題については、県連合会に登録されている専門家の派遣や地域金融機関、

当会会員の中小企業診断士や税理士などの専門家と連携し、小規模事業者が抱える経営

上の課題に対して丁寧なサポートを行う。 
なお、経営分析などの結果については、経営指導員が使用できる共有ファイル上でい

つでも使用可能なデータとして管理する。 
 具体的には、以下(1)～(4)を実施する。 
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(1)分析対象者の選定 
直近 5年間の「マル経融資推薦事業所」や「小規模事業者持続化補助金申請事業所
（不採択先含む）」及び地場産業など地域をリードしていく事業所など、60社を試験
的にリストアップする。 
また、職員の巡回指導時に主要項目（売上・客数・セミナーの開催など商工会に対

する要望など）のチェックリストに基づいたヒアリングを行うことで、事業所の経営

状況と要望を確認する。あわせて、当会ホームページや商工会報を通じて経営分析事

業の周知を行い、潜在的な経営分析ニーズの発掘を行う。 
 

(2)分析項目 
① 事業所独自のノウハウや人脈などの知的資産の発掘を行う。 
② 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財務
分析システムなどを活用し、損益分岐点などの収益性・流動比率などの安全性・

在庫回転期間などの資金繰りの定量分析を行う。 
③ SWOT分析や市場ポジショニング分析などの定性分析により、自社の「強み」「弱
み」「機会」「脅威」を整理する。 

④ 事業所の商品・役務について、同業種の既存需要及び動向をインターネットや認
定支援機関から情報収集し、事業主と共にマーケティング分析を行う。 

    上記①～④を事業所の現状やニーズに合わせて実施する。 
 

(3)専門家と連携した分析の実施 
県、金融機関、よろず支援拠点、中小企業診断士、税理士等と連携して対象事業所

の経営分析を行う。また、必要に応じて「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の

金融支援、事業再生支援を行う。 
 

(4)分析結果の活用 
分析結果は、各種指標などを活用し同業種と比較することにより、現在の経営状態

の把握、今後の方向性や経営戦略の作成などに活かしていく。これにより、経営活動

の継続的な発展が期待できる。また、経営状況が厳しい事業所を早期発見することに

より、事業縮小や廃業などの回避・低減につなげていく。 
 収集したデータは、巡回・窓口相談時に小規模事業者へ適宜提供及び当会ホームペ

ージや商工会報により周知する。 
このような取組みは支援者及び支援団体と相談者の人間関係を深化させるもので 
あり、商工会は身近な相談相手であることが再認識され、信頼関係がよりいっそう強

まる。 
 
 （目標） 

支援内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
分析対象者の選定 未実施 60 60 90 90 90
分析に関する巡回件数 未実施 120 120 180 180 180
セミナー開催回数 未実施 1 1 1 1 1
上記セミナー参加者数 未実施 10 10 15 15 20
経営分析件数 未実施 20 20 30 30 30

  ※選定した分析対象者に対し平均 2回の巡回分析により要望や課題の確認を行い、選定先の 

3 分の 1の事業所で分析を実施する。 
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 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 
 （現状と課題） 
    国・県・町の支援策（小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、住宅リフォー

ム補助金など）を、前述の「２経営状況の分析」で収集・分析した各事業所のニーズに

合わせて最大限に活用できるよう、事業計画の策定・実施支援及び課題解決に取り組む。

あわせて、経営革新計画を同時に作成することにより、事業主の頭の中にあるアイデ

ア・事業所特有の知的資産（ノウハウ・人材・技術力など）・中長期ビジョンなどの「見

える化」を図る。事業計画策定後は、各専門家派遣制度や小規模事業者経営発達支援融

資制度などを活用しながらアフターフォローを行う。 
    上記の通り、商工会は事業計画策定から、その後のアフターフォローまでを一つのパ

ッケージとして考え、各事業所に合わせた形での伴走型支援を行っていく。 
 
（事業内容） 

(1) 当会開催の各セミナーや各部会議、商工会会報（小川町商工会だより）の配布など
に  より情報提供を行う。その後、アンケートや要望調査、職員巡回時のヒアリ

ングなどを行うことにより、事業主の頭の中にあるアイデアや経験によって培われ

てきた知的資産（ノウハウ・人材・技術力など）の洗い出しを行う。 
(2) 上記(1)で出て来た様々なアイデアに対し「自社の強み」や「ノウハウ」をぶつけ、
「外部環境の機会」などを考慮し、そのアイデアの中から費用対効果と実現性の高

いものを選んで事業計画策定を行う。 
(3) 事業計画策定時には適宜指導とアドバイスを行い、専門性の高い課題については県
連の専門家派遣制度の活用や当会会員の専門家（税理士・社会保険労務士・知的資

産経営認定士・中小企業診断士など）と連携しながら解決を図る。 
(4) 上記(3)の事業計画策定時に、経営革新計画承認制度にも同時に取組み、中長期ビジ
ョンなどの「見える化」を図る。また、小規模事業者持続化補助金やものづくり補

助金などの各種補助金や小規模事業者経営発達支援融資制度、マル経融資などの活

用を提案し、比較的即効性が高い資金面での支援もあわせて行っていく。 
(5) 事業計画に商工会、県、国などの各種支援策を組み込み、事業者にとって支援窓口
が複数あることを周知する。 

(6) 適宜、巡回訪問して計画のズレや遅れなど進捗状況を確認し、必要に応じて専門家

からの支援を受けつつ、計画継続へのメンタルフォローを行う。 
 
 （目標）策定数は指導員 2～3件、巡回数は各 6、支援策提供は 2～3回 

支援内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
事業計画策定事業者数 未実施 6 6 9 9 9
策定支援の巡回数 未実施 36 36 54 54 54
策定後の支援施策提供数 未実施 6 6 9 9 9
各補助金採択総数 20 20 20 20 20 20

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 
    創業・独立開業相談、経営革新計画作成支援を会員、非会員へ包括的に行うことで事

業の持続的発展を図る。事業承継では下記により若手後継者の早期意識付けと、現代表

との意思疎通を図る。 
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 （事業内容） 
(1)創業について 
現在では主に創業希望者が来会されての相談支援を行っていた。27年度より「通
年での創業個別相談開催」パンフレットを新聞折込広告にて告知を行う。政府系を含

む金融機関にパンフレットを設置し創業の際の融資支援を依頼。創業・独立時から税

務、労務、金融、補助金事業施策など創業者のみでは負荷が多くなる部分について、

包括的支援を提供することで会員獲得へと繋げる。 
 

   (2)経営革新について 
現在では会員宛ての告知を行っているが、今後は経営革新塾開催のパンフレットを

    新聞折込広告及び会員宛通知にて告知を行う。日常の指導巡回や経営相談から事業主

がアイデアを具体化したいという意思を掘り起し、経営革新計画策定による経営改善

を促進。承認後のフォローアップや県の支援制度の提供など行い、計画の実現へ伴走

型の支援を実施。 
 
   (3)事業承継について 

平成 23年に事業承継セミナーの開催実績がある。今後は「事業を引き渡す側」、ま
た「引き継ぐ側」それぞれの立場に立った各セミナーを開催。特に商工会青年部は当

町の未来を担う人材の集団であり、積極的な参加を促し、支援を行う。実際の事業承

継を想定して手続き、相続等の諸問題を学ぶ。 
 
 （目標） 

支援内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
創業個別相談数 2 10 10 10 10 10
経営革新塾開催数 
（5日間コースを予定） 

1 1 1 1 1 1

経営革新塾参加者数 4 15 15 15 15 15
経営革新承認件数 
（H27.1.13現在） 

1 6 6 6 6 6

事業承継セミナー開催数 未実施 2 2 2 2 2
事業承継セミナー参加者数 未実施 20 20 20 20 20

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 
 （現状と課題） 

当町には商店街が存続し、地元雇用や外国人就労者の受入れ事業所も多々存在するこ

とから地域内での経済の循環と、昨年ユネスコ無形文化遺産へ登録された「和紙：日本

の手漉和紙技術」などインバウンド効果も取り入れるための自主的な需要動向調査も必

須である。そのことにより小規模事業者が本来有しており、チェーン店が活発になる以

前には消費者より得ていた支持を再度獲得し、また、潜在的に有していた「強み」を顕

在化して把握した上で伸ばしていくことが重要であり、地域住民に消費喚起を促す仕組

みを構築していくことが持続的経営の根幹となる。 
 
 （事業内容） 

(1)町内での消費喚起を目的とする消費者アンケート実施 
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主に以下Ⅰ～Ⅴの質問を行う 
Ⅰ“購入意欲のあがる商品、サービス” 
Ⅱ“あると嬉しい商品、サービス” 
Ⅲ“購入意欲の起きないケース” 
Ⅳ“好きな飲食物” 
Ⅴ“自分が身を置く、好きな環境”  

 
対  象：町内在住者 200名、町内在勤者 100名 

町内在住者を対象としたアンケートは、前述の「１．地域の経済動向調査に

関すること」の中で実施する「(2)販路開拓調査」のデータを活用する。 
また、在勤者を対象としたアンケートは、当会会員事業所の中から業種・事

業規模・従業員数などが偏らないように対象事業所を抽出し、町外から通勤

している従業員へのアンケート調査を実施する。 
 

実施目的：大型商業施設や都内に足を運んでまで、町内小売店と同等の商品を購入する

動機（接客技術、賑わい、陳列方法、オリジナリティ）を分析し、町内小売

店に還元できるポイントを収束。A４用紙１枚ベースでの「お客様を呼び込
む提案型パンフレット」を作成して事業所に提言する。これにも各認定支援

機関、中小企業診断士、税理士、よろず支援拠点、ミラサポ等と連携する。

商業では「商品」や「接客等」に、製造業や建設業では「労使間や従業員同

士のコミュニケーション手法」にと、機転を利かした用途を提言する。消費

者アンケートを毎年行い、町内での消費動向の変遷を把握する。 
アンケートで収集したデータは、巡回・窓口相談時に小規模事業者へ適宜

提供及び当会ホームページや商工会報、パンフレットなどにより周知する。

 
   (2)インバウンド調査 
    円安の進展等により外国人観光客の人数が過去最多を記録する中、埼玉県への訪問率

は２％前後と高くはない。その状況下でも同じ東武東上線沿線である川越市では前年 
度、「蔵造りの町並み」等で統計以降過去最多を記録した。 
小川町は「小京都認定」を受けており、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和紙：

日本の手漉和紙技術」に係る体験センターや工房、そして「和食：日本人の伝統的な食

文化」を味わうことの出来る割烹料理店など、インバウンド消費が期待出来ることから、

県内及び近県観光地域（川越、長瀞、秩父、みなかみ町、湯田中温泉）などの観光客数

の推移・売上推移を調査・把握する。 
また、日本政府観光局発表の「国別・目的別訪日外国人客数」等で「目的、体験、お

土産、予算」を把握し、当町にフィードバック可能なものを取り込み、データ化して、

(1)の消費者アンケートとともに町内事業所に活用提案を行う。事業主の販売コンセプト
と、消費者の需要との差異やその内容を調査・把握する。 

 
(3)事業者向け調査 
前述の SWOT 分析を事業所へ活用する。インバウンドおよび町内消費者に向けた各

事業所の「強み」「機会」を把握し、(1)・(2)で得たデータと照合して「ターゲット」「実
施時期」等の戦略を練る。モデル戦略として前述の 60 社よりサービス業・小売業を中
心に取り組む。当町の特徴として有機農法の先進地であるように農業も盛んであること

から、業種により、健康志向消費者・ベジタリアン向けの地産地消の発信も戦略に含む。
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 （目標） 
前述の「大型商業施設や都内に足を運ぶ傾向」の反面、スローライフを好まれる方、

地域資源探訪や、自然に触れる・身を置く事に関心を持つ傾向も（フリーペーパーなど

身近な探訪を提案する雑誌の人気）顕著であり、小規模事業者が自らの「強み」「魅力」

を再度、きちんと把握した上で、地域住民に消費喚起を促す“人と人の繋がりに暖かさ

を実感する魅力ある事業所化”を推進する。 
 

支援内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
消費者アンケート 未実施 1 1 1 1 1
 町内在住者を対象とした 
アンケート回収件数 

未実施 200 200 200 200 200

 在勤者を対象とした 
アンケート回収件数 

未実施 100 100 100 100 100

インバウンド調査 未実施 1 1 1 1 1
事業者向け要望調査 未実施 1 1 1 1 1
需要動向集約、パンフレット作成 未実施 1 1 1 1 1
パンフレット実践事業所（累計） 未実施 60 100 150 200 300

 

 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】 
 
 （事業内容） 
 
   (1)新規販路開拓を図る広域商談会の開催 
   1）既存取引の枠を越えて比企地域広範での新規販路の開拓及び取引先獲得を目的と
     する異業種商談会を開催予定。比企郡下・東松山市の計 8商工会との連携で参加会

員を募る。金融機関も参画依頼し、金融機関の持つ商談会ノウハウを取り入れる。

参加会員には事前に「参加事業所リスト（業種、主な取扱製品一覧等を記載）」を

作成、提供して当日の商談にスムーズに取り組めるよう支援。開催中の事業所間の

取り次ぎ、事業所 PRのアシストも行う。年度を経て比企郡隣接市町村へ取引範囲
を拡大し、商圏ネットワークを拡げる。 
27、28年度は比企郡・東松山市の各商工会における現状の同ブロックでの連携。
29年度より参加機会の拡充も行い、寄居町・東秩父村の参加を見込む。 
30年度より夏冬の 2開催とし、越生町・毛呂山町・坂戸市の参加を見込む。 

2）彩の国ビジネスアリーナや彩北ビジネスマッチングなど、各展示商談会への出展
     を支援する。 
 
 （目標）参加商工会あたり 3～4事業所の参加を換算。 

項目 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
商談会開催数 0 1 1 1 2 2
参加商工会数 未実施 8 8 10 13 13
参加事業所数 未実施 25 35 40 50 50
商談成立数（1事業所複数含む） 未実施 8 10 12 14 16
ビジネスアリーナ等出展支援 2 4 4 4 4 4
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   (2)ユネスコ無形文化遺産にかかる手漉き和紙製品の販売会の運営 
細川紙、小川和紙（手漉き、機械漉き共に）を活用した商品の販売会を開催。小川

    和紙工業協同組合、酒販、小売、木材等のコラボレーション製品を販売する機会を創

出。 
1）羽田空港、成田空港、東武百貨店、都内アンテナショップ等、外国人観光客また
は文化的趣向者の購買がある場所での開催を打診。これら開催場所の選定、協力を

産業労働部等からの情報紹介を得る。 
2）JTB等の旅行代理店とコラボレーションして日帰り体験ツアー、Two Days生活
 体験ツアーのプランを提案し、『和食文化』と『手漉和紙技術』を地場産業とコラ

ボレーションする企画も組み込む。販売会場を小川和紙体験学習センターや特別展

などを設ける。29年に過去 2回の実施を基に開催数の増加を提案。 
 

（目標）参加事業所あたり 3～5万円／1日の売上げを試算。 
項目 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

販売会開催数 0 1 1 1 2 2
参加事業所数（29年以降合算） 未実施 8 10 10 24 24
売上額(単位千円。29年以降合算) 未実施 240 300 400 1080 1200

 
   (3)外国人の視点や、成功事例を学ぶ「おもてなしマインド塾」の開催 

日本在住外国人複数名を講師に招き、外国人が感じる『和食』や『手漉和紙技術』

などの伝統文化の素晴らしさのほか、日本人では気づけない観光資源、自然資源、環

境資源（Cool Japan小川版）をセミナー形式で学び、意見交換を行うことで主に商
業展開や製造業、建設業での外国人労働者受入れ環境の改良に繋げる。（他、群馬県

みなかみ町のラフティング・大泉町のブラジリアンタウンなどの事例を学ぶ等） 
これらセミナーには駅前停車場通り商店会、三愛会、東小川パークヒル商店会など

に積極的な参加を促す。（当町ではメニュー英語表記、製造業など受入側の外国人就

労者に対する環境整備等） 
 

 （目標）年 1回開催。取組事業所は各業種合計。 
項目 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

セミナー開催数 未実施 1 1 1 1 1
参加事業所数 未実施 20 20 30 40 50
新規取組事業所数 未実施 5 10 20 20 30

 

 

 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

 地域活性化事業 

 

  小川町は、1300 年の歴史を誇る「小川和紙」をはじめ、「酒造」「建具」「絹」などの伝統

 産業で古くから栄えてきた。その伝統産業の一つである細川紙が、「和紙：日本の手漉和紙

技術」として平成 26 年 11 月にユネスコ無形文化遺産登録を受けたことを機に、日本の伝統

文化である「和紙」「紙漉」に対する注目度が高まっており、紙漉の実演などを行っている

埼玉伝統工芸会館への来場者数も前年比で約 1.5 倍（前年 12 月比）に増加している。また、

下里・青山板碑製作遺跡が平成 26 年 12 月に国指定史跡に指定され、他にも吉田家住宅や大
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聖寺の石造法華供養塔（六角石塔婆）など国指定重要文化財などがある。このような「観光

資源」を活かすために、細川紙の見学や観光で来られた方に対する情報提供やアプローチ方

法を強化することにより満足度を高め、口コミなどによる集客を図れる仕組み作りが急務で

ある。 

  また、平成 26 年 12 月の町議会において、伝統産業の一つである「酒造」の活性化を目的

 とした「地酒等による乾杯条例案」が可決された。これは秩父市に続き埼玉県内 2件目の事

 例である。平成 27 年 3 月 21 日には当町にある３酒蔵と埼玉県の連携事業である「酒蔵めぐ

 り in おがわまち（仮称）」も企画されており、小川町産地酒の更なる知名度の向上、延いて

 は「酒造りの町」としてのブランディングが期待されている。 

  以上のことから、複数の文化財や伝統産業、地域資源を融合した歴史的・文化的に魅力あ

 る町づくりによる地域活性化を図るためには「観光客の満足感の向上」「迎える側である各

 事業所の体制作り」「町全体での細川紙に対する知識の向上」「和紙と地酒を合わせた和文 

 化の推進」が必要であり、小川町産業観光課・小川町観光協会と協力しながら下記に示す４

 つの新規事業を推進していくものとする。 
 

（現状行っている事業） 

・小川町七夕まつり（小川町、小川町観光協会と共に実行委員会を組織。） 

   小川町の伝統産業である「小川和紙」の普及を願って、 

  昭和 24 年から始まった小川町の一大観光事業。昭和 45 年 

  には祇園祭とも融合し代々受け継がれており、平成 26 年で 

  66 回目を迎えた。まつり会場内には町民手作りの竹飾りが 

  約 120 本飾られ、花火大会や居ばやし屋台、七夕おどりな 

  ど各種イベントも活発に行われている。町内はもとより県 

  内外から毎年約 20 万人の来場者があり、町の活性化や産業 

  と文化の発展に寄与している。毎年 7月最終週の土日に 2 

  日間開催している。 

 

 ・商工祭 

   地域商工業のＰＲを行う中で、町民と事業者の相互交流 
  を図ることを目的として毎年 11 月 3 日に開催している商工 

  会の単独事業。町内事業所、各種組合、各部会等が出店を 

  行っている。また、子供たちや各種団体の演技発表の場も 

  設けており、父兄や関係者などの来場も多く見られる。例 

  年は小川町役場前広場で開催していたが、平成 26 年度は埼 

  玉伝統工芸会館前の広場及び駐車場で開催。細川紙のユネ 

  スコ無形文化遺産登録の時期と重なったこともあり、推定 

  ではあるが約 10,000 人前後の来場者があり大変盛況だった。 

 

・新規事業 

 

 １．ウェルカムカードによるおもてなし作戦 

 

 （事業内容） 

   オリンピック誘致で合言葉になった「おもてなし」。この言葉は日本語特有のものであ

  り、その概念も日本的であることから、今回のユネスコ無形文化遺産登録により海外から
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  の観光客が増える事が見込まれる中では必須の概念である。 

   その「おもてなし」の気持ちをわかりやすく表現するものとして、観光客に対して和紙

  で作成した名刺大の「ウェルカムカード（仮称）」をお渡しする。これにより、観光客で

  あることを視覚的にわかりやすくなり、観光客は町内事業所で様々なサービスや特典を受

  けられる。また、迎える側の町内事業所は観光客に対して、おもてなしの意識を持って接

することが出来る。 

 

 （運営方法） 

  (1)ウェルカムカードを和紙で作成。（10,000 枚） 
  (2)東武鉄道や観光案内所などへのポスターの掲示や、商工会のＨＰで情報提供を行う。 
  (3)観光案内所楽市おがわと埼玉伝統工芸会館へウェルカムカードを配布。 
  (4)上記 2カ所に来場された方に台帳へ名前や住所を記入して頂き、ウェルカムカードと 
   観光マップ（今後作成予定）をお渡しする。 

  (5)観光客は胸などの見える位置にウェルカムカードを付けることにより、観光マップに 
   記載されている事業所で様々なサービスや特典を受けられる。 

  (6)各事業所は、来店されたお客様が観光客であることが一目でわかる。 
  (7)ウェルカムカードはそのまま和紙のお土産になる。 
 

 ２．おもてなし案内員の育成 

 

 （事業内容） 

   細川紙のユネスコ無形文化遺産登録により観光客の増加が見込まれる。しかし、和紙を

はじめとする伝統産業や遺跡などについての観光案内を行う人材は質・量ともに不足して

いる。そこで、町内から観光ボランティアを募集し約 6か月をかけて育成する。修了後に

おもてなし案内員（観光ボランティア）として活動してもらう。研修内容は外国人観光客

に応対できるカリキュラムとする。 

 （運営方法） 

  (1)町広報等を通じておもてなし案内員（観光ボランティア）を募集する。 
  (2)埼玉伝統工芸会館・和紙工房・遺跡などについて座学及び現地での案内実習を行う。 
  (3)小川町七夕まつりやその他イベントでの案内実習を行う。 
  (4)英会話セミナーなどを開催して、日常会話レベルの英会話習得を図る。 
  (5)町行政バスなどを利用しての先進地視察を行う。 
  (6)約 6か月後に修了検定を行い、その後小川町観光協会で登録・管理を行う。 
 

 ３．海外観光客のおもてなし対策 

 

 （事業内容） 

   手漉き和紙などの説明をする施設としては埼玉伝統工芸会館があるが、施設内の説明は

  日本語ばかりなので、海外から来られたお客様には内容が伝わりづらい。今後は海外から

の観光客の増加が見込まれるので、英語等の外国語表記を行って対応していく必要があ

る。あわせて、細川紙に関するＨＰを開設。多言語表記により、情報発信力を高める。 

 

 （運営方法） 

  (1)施設内の要所に英語表記看板を設置する。 
  (2)ホームページを開設し、多言語表記する。 
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  (3)施設内に二次元バーコードを表記し、スマートフォンでの情報取得を可能にする。 
   

 ４．地酒による乾杯推進事業 

 

 （事業内容） 

   埼玉県は全国 4位の日本酒出荷量を誇り、小川町には県内 35 酒造のうち 3酒蔵がある。

しかし、近年は出荷量が減少しており、歯止めをかける意味でも「地酒等による乾杯条例

案」の可決は絶好の機会である。町内各飲食店において、食事やお酒を楽しむ席での乾杯

を日本酒で行うことにより、日本酒の消費量の拡大及び日本酒を飲まない方にも味を覚え

てもらうことを目的とする。 

 （運営方法） 

  (1)各飲食店のオススメの逸品と日本酒をセットにした「乾杯セット」を考案してもらう。
  (2)「観光マップ」に「乾杯セット登録店」を記載、又は「乾杯セット登録店マップ」 
   を作成・配布し、観光客や新規客の取り込むことによりにぎわいの創出を図る。 

 

 （目標） 
項  目 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

観光客来場者数 692,971 人 110 ％ 105 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

観光案内所来場者数 11,266 人 150 ％ 120 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

埼玉伝統工芸会館来場者数 34,243 人 150 ％ 120 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

ウェルカムカード配布数 実績なし 6,000 枚 12,000 枚 12,000 枚 12,000 枚 12,000 枚

観光マップ参加事業所売上高 実績なし 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％ 100 ％

おもてなし案内員育成数 ※1 実績なし 5 人 5 人 - - -

おもてなし案内員による 

観光案内人数 ※2 
実績なし 2,500 人 6,000 人 7,500 人 9,000 人 9,000 人

細川紙関連ホームページアクセス

数 
実績なし 520 数 780 数 1040 数 1040 数 1040 数

乾杯セット新規登録店数 実績なし 50 店 20 店 10 店 10 店 10 店

  ※1 観光ボランティアのうち 2名以上（各年度 1名以上）は外国人観光客に対応できるようにする。 

  ※2 平成 27 年度については 11 月～3月までの 5ヶ月で算出。 

  

（協力団体） 

  小川町産業観光課 

  小川町教育委員会 

  小川町観光協会 

  （一財）埼玉伝統工芸協会 

  小川町停車場通り商店会 

  三愛会 

  東小川パークヒル商店会 

  小川料飲店組合 

小川料理店組合 

  東武鉄道株式会社 

 （全て予定） 
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（事業スケジュール）                  （各年度を 4半期で表示） 

事業名 実施内容 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

（1） 

ウェルカムカー

ドによるおもて

なし作戦 

ウェルカムカード作成      

ウェルカムカードケー

ス作成 
     

ウェルカムカード配布      

観光マップ 

参加店募集 
     

観光マップ作成      

観光マップ配布      

参加店用シールの作成      

参加店用シールの配布      

告知ポスター作成      

告知ポスター配布      

（2） 

おもてなし案内

員の育成 

おもてなし案内員の募

集 
     

埼玉伝統工芸会館・和

紙の里など手漉き和紙

技術の研修 

     

遺跡など観光スポット

の研修 
     

その他観光名所などに

ついての座学 
     

七夕まつりなどイベン

ト時の案内実習 
     

先進地視察研修      

英会話研修      

修了検定      

観光協会へ登録      

おもてなし案内の実施      

（3） 

海外観光客への 

おもてなし対策 

英語表記看板の 

作成・設置 
     

ホームページの 

作成・開設 
     

二次元バーコードの開

発・設置 
     

点字パネルの 

開発・設置 
     

（4） 

地酒による乾杯

推進事業 

参加事業所の募集      

乾杯セットの考案      

観光マップへの 

記載 
     

参加店用シールの作成      

乾杯セット実施      
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Ⅲ．経営発達支援計画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取組み 

 

・各単会の人員体制において、また通常業務及び要請案件を優先している状況下において、

各単会・各指導員等による支援には限りがある。 

様々な課題に対し、他の支援機関との連携や情報共有を図りながら対応し、同時に目標達

成に向け職員のスキルアップを図り、また連携による支援体制の強化により、地域企業の

様々な問題に伴走・支援を強化した商工会を目指す。 

 ・当町を含む比企地域 8 商工会の共催で製造業を中心とした会員事業所約 70 社を出展募集

し、販路拡大・異業種交流・情報交換などの機会の提供を目的としたビジネスマッチング

事業を計画。開催へ向けた会議を比企地域指導員が月 1回の頻度で実施している。各地域

の経済状況、事業所支援事例、また支援に当たっての問題点等の情報交換を行う。 

 ・ユネスコ無形文化遺産にかかる手漉き和紙製品の販売会の運営に連動し、ＪＴＢ等の旅行

代理店や東武鉄道との連携を計画している。計画実行に当たっては観光客の嗜好や動向等

に関する情報交換を行う。情報は会の中で共有し他の事業等にも活用していく。 

 ・専門家派遣による事業所支援については経営指導員も同行し、専門家の着眼点、支援ノ 

  ウハウを学ぶ。 

 ・当町の今後 10 年の方向性を示す総合振興計画（第 5 次）が策定に向け着手された。当町

のまちづくりにおける最上位の計画とされており、商工会長が審議会委員として参画し行

政との情報共有が可能となり、産業、観光振興等についての協力、推進を行っていく。 

 

 （目標）                          

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

専門家派遣数 ６ １８ １８ １８ １８ １８

 

２．経営指導員等の資質向上に関する取組み 

 

・金融公庫の職員を年４回講師として招き、財務分析能力の向上を図る。また企業再生、金

融支援等において相談、連携を図る。 

・中小企業大学校研修への経営指導員の参加。受講テーマについては発達支援計画の推進 

項目に沿ったインバウンド、おもてなしなどに関連したテーマを選択していく。 

・研修に参加した指導員による商工会内での報告、勉強会を実施する場を月１回設けること

により、研修を受けた職員にとっての再確認及び事務局長・経営指導員・補助員などを含

む他の職員の資質向上を図る。 

・複数の経営指導員で巡回することにより、組織内のノウハウの共有を図る。共有方法とし

ては、毎朝行っているミーティング時に前日の巡回指導内容を報告し情報共有を行うこと

により、一人では気づきにくい点を指摘する。 

・県連主催の自主研究会への参加。特定の分野、不得意分野への補完とする。また、細川紙

 技術者協会会長や小川町町立図書館館長などの専門家を招き、観光資源の活用や町の歴史

 など地域特性にあったテーマの研究会を行うことにより資質向上を図る。 

 

 （目標）  

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

公庫勉強会 ２ ４ ４ ４ ４ ４
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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取組み 

 

・事業計画の見直しについては、９月(中間)、３月(年度末)の年度毎２回実施する。 

９月、３月において実績を集計し、中小企業診断士に提出。 

実績、実情に基づいたアドバイスを受け、修正を行った上で翌月の商工会理事会に実績、

修正案を報告。理事会での意見も取り入れて最終修正を行い、事業計画を遂行していく。

 

・中小企業診断士については、当地区の事情に通じている診断士（過去に当会のセミナー

等に協力頂き、当地区の会員をよく知る診断士）に依頼。その時の地域の情勢に沿った

修正計画を策定する。 

 修正された計画により重点項目等に変更があれば、経営指導員の行動計画にも修正を加

える。 

 

・事業計画については、随時ＨＰに掲載し目標、進捗を掲載する。また、会員に取組を周

知することで、計画への参加、協力を促していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１６ 
 

（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 

   

小川町商工会理事会 

            

   連携         報告  事務局長 

        評価･提言     友田 泰行 

 認定支援機関 

       連携･支援    経営指導員   ( 会議を催す主な担当 ) 

                 清水 純弘  ( 商業 ) 

    評価･見直し        菅間 誠   ( 工業、川越地区労働基準協会 ) 

                 鈴木 好介  ( 建設、法人会 ) 

補助員   

岡田 佳祐  ( 青年部 ) 

                 吉田 奈津江 ( 街路灯維持会 ) 

                記帳専任職員 

                 髙橋 千代  ( 女性部 ) 

 

   経営指導員・補助員の巡回・窓口相談や記帳専任職員の税務指導及び職員の各 
担当部門を通して会員事業所のニーズを把握し共有する。 
経営発達支援事業の実施に当たっては職員で担当割りし、事業計画の見直し（９

月・中間、３月・年度末)毎に実績を集計し、認定支援機関からのアドバイスを 

受け、修正を行う。 

それぞれ翌月の商工会理事会に実績・修正案を報告し、理事会での意見も取り入

れて最終修正を行い、事業計画を遂行。 
 

（２）連絡先 

    

   小川町商工会 担当：清水･菅間･鈴木 

    〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大字大塚 33 

     ＴＥＬ 0493－72－0280  ＦＡＸ 0493－72－1004 

     URL     http://www.syokoukai.or.jp/syokokai/ogawa/index.html 

     E-mail info@ogawa-saitama.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） 

 27 年度 

(27年4月以

降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 1,660 1,660 1,660 1,910 1,910

 

地域総合振興事

業費 
・会員アンケート 

・各セミナー、塾 

・広報費 

・商談会 

・販売会 

・会議費(見直し) 

・大学校費 

・おもてなし事業 
 

 

 

60 

      400 

      300 

       50 

      200 

      200 

      150 

      300 

 

 

 

60

      400

      300

       50

      200

      200

      150

      300

 

 

 

60

      400

      300

       50

      200

      200

      150

      300

 

 

 

60 

      400 

      300 

      100 

      400 

      200 

      150 

      300 

 

 

 

60

      400

      300

      100

      400

      200

      150

      300

 

（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 

県補助金、町補助金、事業受託料、特別賦課金 

 

（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 

・本事業計画を遂行するに当たっての、データ･情報提供 

 ・各種事業開催に当たっての相互協力 

 ・事業所の抱える問題に対する専門家からの支援 

 ・経営者、及び指導員等の資質向上への協力、支援 

連携者及びその役割 

・埼玉県 

  埼玉県川越比企地域振興センター東松山事務所（部長：渡邊左京） 

   埼玉県東松山市六軒町５－１ 

（連携内容） 

県内経済動向調査、各種補助金の取扱、情報提供、酒蔵巡り事業での連携 

 

・小川町 

  小川町産業観光課（課長：飯野豊司） 

   埼玉県比企郡小川町大塚５５ 

 （連携内容） 

各種助成金の取扱い、町内各種計数の取り纏め、各種事業へのサポート 

    産業観光課 

七夕まつり、商工祭等への開催相互連携、観光ボランティアの育成、運営 

    小川町観光協会 

観光ボランティアの育成、運営 

    埼玉伝統工芸会館 

伝統産業、観光資源の展示、運営 

 

・埼玉県商工会連合会 

   地域振興課（課長：杉山明功） 

    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７Ｆ 

  （連携内容） 

    情報提供、専門家派遣、セミナー講師紹介 

 

・認定支援機関 

   中小企業診断士：渡辺政之 

           埼玉県熊谷市宮町２－１４６ 飯島ビル１Ｆ 

   中小企業診断士：坂上成人 

           埼玉県戸田市本町１－２４－１５ アルファカスル３１０ 

  （連携内容） 

各種開催セミナーの講師、事業所経営改善指導、本事業計画へのアドバイス 

 

   税理士：堀江國明 

       埼玉県比企郡嵐山町むさし台３－２－１ 

（連携内容） 

会員事業所の税務相談、セミナー講師等 
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   金融機関 

埼玉縣信用金庫小川支店（支店長：進藤久明） 

    埼玉縣比企郡小川町大塚３４－１０ 

   武蔵野銀行小川支店（支店長：村田静司） 

    埼玉県比企郡小川町大塚２４６－２ 

   東和銀行小川支店（支店長：浦部充弘） 

    埼玉県比企郡小川町小川９４－１ 

   埼玉りそな銀行小川支店（支店長：安藤憲成） 

    埼玉県比企郡小川町大塚１１７３－６ 

   日本政策金融公庫川越支店（支店長：牧雅弘） 

    埼玉縣川越市脇田本町１４－１ 

（連携内容） 

    町内事業所の金融相談及び支援、ビジネスマッチング事業における企業紹介 

 

・公益財団法人埼玉県産業振興公社 埼玉県よろず支援拠点 

  コーディネーター：野口満 

   埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 

 （連携内容） 

課題を抱える事業者に対し、問題解決までの支援を実践 

 

・ミラサポ 

  （連携内容） 

課題を抱える事業者に対し、施策情報提供、専門家派遣による解決を支援 

 

・比企地域商工会 

東松山市商工会（会長：伊藤一久） 

 埼玉県東松山市松葉町１－２－３ 

嵐山町商工会（会長：新井茂） 

 埼玉県比企郡嵐山町菅谷４４５－１ 

滑川町商工会（会長：松本明） 

 埼玉県比企郡滑川町羽尾４９７２－１１ 

吉見町商工会（会長：三村喜宏） 

 埼玉県比企郡吉見町下細谷１２１０ 

川島町商工会（会長：尾崎宗良） 

 埼玉県比企郡川島町平沼１１７５ 

鳩山町商工会（会長：福岡次郎） 

 埼玉県比企郡鳩山町赤沼２６０１ 

ときがわ町商工会（会長：小野田八郎） 

 埼玉県比企郡ときがわ町玉川２４７５－５ 

（連携内容） 

ビジネスマッチング事業等において広域連携を図る。また近隣各地域の経済動

向、支援事例等の情報交換を行う。 

 

・民間事業所(鉄道、旅行会社等) 

東武鉄道東武東上線小川町駅（代表取締役：根津嘉澄） 
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 埼玉県比企郡小川町大塚１１４６ 

（連携内容） 

地域資源を活用した販売会、行楽の企画等への協力･連携を図る。 

 

・中小企業大学校 東京校（校長：森田博行） 

   東京都東大和市桜ヶ丘２－１３７－５ 

（連携内容） 

経営指導員等の資質向上に関する支援。様々なテーマの研修を実施。 

連携体制図等 

               

 

国 

                            

             埼玉県            認定支援機関 

                   

             小川町              中小企業診断士 

              産業観光課           税理士 

              観光協会            金融機関(公庫) 
             （一財）埼玉伝統工芸協会 
 埼玉県商工会連合会                 よろず支援拠点 

                           ミラサポ 

                            

比企地域商工会     小川町商工会             

 

                 

                       中小企業大学校 

  民間事業所 

   旅行会社 

   鉄道会社 等    会員事業所 

 

 

 

 


