
経営発達支援計画の概要 

実施者名 寄居町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 地域内における人口減少の局面をむかえる中、寄居駅南口中心市街地

等における商業機能の空洞化が進展。一方で、環境分野でリードする「彩

の国資源循環工場」や最先端技術を駆使した「ＨＯＮＤＡ埼玉製作所寄

居工場」が稼働するなど新しい活力や魅力の創造が期待できる産業立地

が進んでいる。このような背景の中、「中心商業地の賑わい」、「地域工業

の振興」への取り組みは大きな課題となっている。 

 特に、本会の対応としては、小規模事業者の経営発達に向けた支援に

ついて、全職員がそれぞれの役割（記帳・税務・労務・金融・各部会活

動等）を最大限に活かし、各種支援策のＰＲ、支援発掘にあたると共に

組織力で取り組むことで企業の着実な事業実績の向上に繋がることを目

標とする。 

事業内容 

１． 情報提供事業 

地域の経済動向・市場調査、経営状況調査等の調査結果データを

活用し、企業の経営分析を行い、窓口・巡回相談事業を通して、現

状把握と経営判断、経営課題の抽出を確認し、個別に相談内容に応

じた情報提供を行い、更なる支援につなげる。 

２． 事業計画策定事業 

１．での支援から更なる経営向上を目指す企業に対して、専門家

派遣等のツールを活用した企業巡回や金融、経営革新、持続化補助

金、ものづくり補助金等の申請を通して事業計画策定支援を行い、

経営課題の解決を図る。更に、その後のフォローアップ等継続した

支援を行う。 

３． 販路開拓支援事業 

 製造業を中心に国内外での展示会や商談会への出展の機会をとら

え、新たな販路開拓や新規受注の確保、技術力の向上等を図り、企

業の維持発展につなげる。また、地域資源を活用した商品開発や販

路開拓等の支援や地域ＰＲを行う。 

４． 地域活性化事業 

 新たに産業観光や地域資源等の融合化のよる着地型観光の検討を

行い、地域活性化と経済効果に結びつける事業を実施する。 

連絡先 

寄居町商工会 

埼玉県大里郡寄居町大字寄居１２６７－２ 

電話番号 ０４８－５８１－２１６１ 

ファクス ０４８－５８１－１４２４ 

メールアドレス info@yorii.or.jp 

ＨＰ ＵＲＬ  http://www.yorii.or.jp 



１ 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

当地域では、少子・高齢化が一層進展し、人口減少の局面を迎え、農家人口は減少傾

向、工業は従業者数・製造品出荷額が増加傾向にある一方、事業所数が減少傾向、商業

は従業者数が横ばい、商店数が減少傾向にある中で、寄居駅南口中心市街地における商

業機能の空洞化が著しい状況にある。 

その一方で、環境分野で２１世紀をリードする先端技術産業を誘導・集積した「彩の

国資源循環工場」のほか、最先端の技術を駆使して四輪完成車を生産するＨＯＮＤＡ「埼

玉製作所寄居工場」が稼働するなど、町の新しい活力や魅力の創造を期待できる産業の

立地が進んでいる。 

町民意識調査によると、「中心商業地の賑わい」、「工業の振興」が取り組むべき町の

課題として求められており、上述した社会状況の変化の中、これからの都市間競争の時

代において活力が持続する地域社会を形成するためには、若い世代が創業及び居住の地

として将来の夢をもち、多様な人材が地域で活躍できるようなまちづくりを如何に進め

るかが大きな課題となっている。 

特に、中心商業地の賑わいや工業振興については、そこで経営にあたっている小規模

事業者の経営力強化に向けた経営計画全体の確認・見直しを行い、情報提供等の支援を

通して、中長期的にも安定的かつ継続的経営につなげていくことが重要である。 

そのための商工会支援策として、補助対象職員７名全員がそれぞれの担当（記帳・税

務・労務・金融・各部会活動等）の立場を活かし、機会を捉えて支援策のＰＲ・理解を

図り、その後は発掘にあたり、それを日々の職員全体会議において発表し、情報の共有

とスキルアップを積み重ねる中で組織全体での支援能力を高めていく。そして、事業者

ごとに必要な支援ツールを設定し、事業者と商工会が相互理解・納得した上でスケジュ

ールを組み込む。 

具体的な支援内容（年平均）としては、 

① 個別企業への窓口・巡回相談事業（金融・税務・労務・記帳）でのＰＲ ２１０社
② 専門家派遣事業（経営革新承認支援、６次産業化支援等） ３０社 
③ 創業者（予定者、第二創業含む）への支援（セミナー開催や個別相談会） ２０社
④ 経営革新承認企業への計画実行支援、計画変更・見直し支援、承認企業等による共
通課題解決支援事業 ２０社 

⑤ 企業マッチング・商談支援事業（販路開拓、展示会出展支援）  発掘４０社うち
支援２０社 

⑥ 情報提供支援事業（補助金、経営革新、売上アップ、IT等の各種セミナー）   
５０社  

⑦ 中心商業地賑わい創出支援事業（ふるさとの祭典市 動員１５,０００人、街バル
の開催 参加飲食店等 １０社 参加者１００人） 

⑧ 中心市街地活性化支援事業（民間活力の導入による事業化検討、中心市街地活性化
協議会への事務局支援） 

以上の各目標を設定し、寄居町、埼玉県、地域金融機関、その他支援機関と連携し、

寄居町が掲げる第５次寄居町総合振興計画に沿った内容で事業を実施する。 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 
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（１） 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 

以下のとおり 

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】 

毎年度、業界概要、市場動向、競合状況、ＰＯＳ情報などの各種調査データを日経

テレコン等の外部データベースサービスや埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」

を利用して収集したデータを基に調査・分析し、窓口・巡回相談、各種セミナーにお

ける小規模事業者への今後の見通しや対応策などの策定づくりの資料として提供す

る。 

【目標】 

小規模事業者の持続的発展に向け、外部要因分析を希望する事業者の掘り起こしを

行いながら、外部データサービスや埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」を活用

し、窓口・巡回相談時やセミナー参加者へのマインド向上を醸成するデータの提供を

下記の数値目標で設定する。 

※調査対象数 727 事業所の内、小規模事業者数 654 事業所を対象 

（平成 26 年度 会員事業所数を基準） 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

情報提供数 3 7 10 14 18 

提供率（％） 0.5 1.0 1.5 2.1 2.7 

【情報の収集】インターネット、埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」など 

【整理】各種調査データを経営指導員等が独自に分析し、相談内容に応じた情報を提供

【分析及び提供を行う項目】POS 情報、県内経済指標の動向（生産・出荷・在庫の鉱工

業指数）、雇用動向、物価動向、消費動向、住宅投資、企業動向（倒産、景況感、設

備投資）、関東経済産業局管内の経済動向、日本経済の月例経済報告など 

【手段】日経テレコン、インターネットによる検索（商工会ネットワーク、施策情報メ

 ール）等のデータベースサービス、埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」、業界

概要、市場動向、競合状況、など 

【活用方法】①個別企業への窓口・巡回相談事業における情報提供データとして活用 

②専門家派遣事業の経営革新計画支援における数値データとして活用 

③創業予定者等への支援事業における情報提供データとして活用 

④情報提供支援事業における情報提供データとして活用 

⑤各種セミナー参加者への情報提供データとして活用 

 

◆アンケート調査 

【目標】 

  小規模事業者の持続的発展に向け、毎年度下記の数値目標を設定して回答率の向上

に努める。各業種 2社抽出によるヒアリング調査については 100%の回答率を目指す。

※調査対象数 727 事業所の内、小規模事業者数 654 事業所を対象 

（平成 26 年度 会員事業所数を基準） 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

回答数 49 65 81 98 114 

回答率（％） 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 

【調査項目】①景気及び景気判断の背景・要因 ②在庫水準 ③資金繰り ④雇用人員 

⑤販売数量 ⑥販売単価 ⑦仕入価格 ⑧売上高 ⑨経常利益 ⑩設備投資 

⑪経営上の課題 
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【手段】郵送アンケート調査、各業種 2社抽出によるヒアリング調査 

【活用方法】①上記①～⑪の分析項目をデータベース化し、地域内における経営状況を

把握、分析して個別企業への相談時に地域の経済動向として提供する。 

②専門家派遣事業、情報提供支援事業の参考資料として活用 

◆タブレット端末を活用したヒアリング調査及び計画提案のための情報提供 

【目標】 

 小規模事業者の持続的発展に向け、毎年度下記の数値目標を設定して 5年間で全小規

模事業所のデータベース化を目指す。 

※調査対象数 727 事業所の内、小規模事業者数 654 事業所を対象 

（平成 26 年度 会員事業所数を基準） 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回訪問数 80 120 140 160 180 

データベース化（％） 

※累計 

12.2 30.5 51.9 76.4 103.9 

【調査・情報提供項目】 

①事業所属性情報の把握（代表者、住所、資本金等） 

②財務情報等の確認（売上、経営状況、納税有無、後継者の有無） 

※事業者データ項目は検討や追加を行なう。 

③過去の相談履歴を考慮（過去の指導情報の確認） 

④財務分析による経営状況の把握 

       ⑤シミュレーションによる将来予測（分析、経改システム、SHIFT） 

     ⑥支援の視点を考える（画像・動画を活用した視覚的・効果的な提案） 

⑦補助金申請書類やパンフレットを提供 

    （商工会の各事業の資料にタブレットから一括アクセス(OneDrive)） 

⑧わかりやすく情報を伝える（動画や写真の活用） 

⑨搭載のカメラで画像や動画を保存 

⑩メールの送受信による情報の伝達等 

⑪資料のペーパレス化、カタログ・資料の電子化 

⑫情報伝達・意思決定の迅速化 

⑬空き時間を Web 研修等に活用して支援スキルの向上 

⑭Skype, SNS 活用により、事業者とのつながりの強化 

【手段】タブレット端末を活用し、巡回訪問にヒアリング調査 

【活用方法】①～④状況に応じた適格なアドバイスから相談者の概要を把握する。 

⑤～⑥一緒に考え、具体的かつ実現可能な計画を提案する。 

⑦～⑧正確な情報を提供する。 

⑨～⑭迅速にデータベースへ記録し、事務の効率化及び全職員で情報の共

有化、支援スキルの向上を図る。 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

地域内における企業経営状況を把握し、適切かつ効果的な施策を推進するデータベ

ースとして活用するとともに、地域内企業の経営判断、経営課題の抽出を行い、個別

企業への窓口・巡回相談事業や、専門家派遣事業、情報提供支援事業の参考資料とし

て役立てることを目的として年 1回、町内会員事業所の約 9割を占める小規模事業所

向けにアンケート調査を実施する。また、タブレット端末を活用したヒアリング調査

を巡回訪問時に実施する。これらの調査結果を基に小規模事業者の企業情報や経営状

況に関する情報を集約したデータベースを構築し、地域の事業者情報として整備す

る。 
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  また、小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等による窓口・巡回相談を通

じて分析対象となる小規模事業者をピックアップし、経営状況を把握し、中小機構の

経営自己診断システムを活用して自社の財務状況と経営危険度を分析する。また、補

助金、経営革新、売上アップ、IT 等の各種セミナー開催に伴う情報提供支援による個

別相談会を通じて小規模事業者の経営分析を行う。尚、高度かつ専門的な課題につい

ては、日本政策金融公庫、公益財団法人埼玉県産業振興公社、（株）ディセンター、

ビジネス・パワーアップ・プロジェクト（県北地域の商工会又は商工会議所（以下「商

工会等」）が連携して、高度・専門化してきた小規模事業者等の経営課題に対し、経

営指導員等が高度な専門知識を有した専門家や金融機関等との連携強化を図りなが

ら小規模事業者等に専門性・満足度の高い支援を行うとともに商工会等の広域連携の

推進、経営指導員の専門性の向上を通じた商工会等の機能強化を目的に活動中）等に

登録する専門家と連携し、専門家派遣を実施して対応する。 

【目標】 ※調査対象数 727 事業所（平成 26 年度 会員事業所数を基準） 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

窓口相談数 3 7 10 14 18 

提供率（％） 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

【情報の収集】インターネット 

【整理】各種調査データを経営指導員等が分析し、相談内容に応じた情報を提供 

【分析及び提供を行う項目】業界概要、市場動向、競合状況、POS 情報など 

【手段】日経テレコン等のデータベースサービス 

【活用方法】①個別企業への窓口・巡回相談事業における情報提供データとして活用 

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を解決するため、上記１．の地域の経済動向調査、２．の経営状

況の分析等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び埼玉県産業振興公社、埼玉県産業

技術総合センター、埼玉県よろず支援事業、日本政策金融公庫等とも連携し、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。 

（過去の取組内容） 

・経営革新承認 ６４件（6.6％ 承認件数64/商工業者数968）＊全国平均0.9％ 

・創業・第２創業促進補助金承認  ２件 

・ものづくり補助金認定  ６件 

・小規模事業者持続化補助金  ２５件 

（取り組み目標：初年度） 

・経営革新承認  １０件 

・創業・第２創業促進補助金承認  ４件 

・ものづくり補助金認定  ５件 

・小規模事業者持続化補助金  ３０件 

(1)企業巡回、施策説明会、事業計画策定等に関するセミナー、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。 

(2)専門家やよろず支援拠点事業等との連携による個別相談会、巡回指導時に、小規模

事業者からの相談等を受けるとともに、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。 

(3)事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、持続化補助金、ものづくり補

助金等の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
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（支援事業内容） 

 (1)事業計画策定後に、国、埼玉県、寄居町、中小機構の行う支援策、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」等の広報、案内により周知し、その後

のフォローアップを実施する。 

(2)事業計画策定後に、必要に応じて３カ月に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。 

(3)県内外の展示商談会に出展するノウハウ等を支援するとともに実践が図り将来性

の向上を目指す。 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

毎年度、業界概要、市場動向、競合状況、ＰＯＳ情報などの各種調査データを日経

テレコン等の外部データベースサービスや埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」

を利用して収集したデータを基に調査・分析し、窓口・巡回相談、各種セミナーにお

ける小規模事業者への今後の見通しや対応策などの策定づくりの資料として提供す

る。 

【目標】 

小規模事業者の持続的発展に向け、外部要因分析を希望する事業者の掘り起こしを

行いながら、外部データサービスや埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」を活用

し、窓口・巡回相談時やセミナー参加者へのマインド向上を醸成するデータの提供を

下記の数値目標で設定する。 

※調査対象数 727 事業所の内、小規模事業者数 654 事業所を対象 

（平成 26 年度 会員事業所数を基準） 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

情報提供数 3 7 10 14 18 

提供率（％） 0.5 1.0 1.5 2.1 2.7 

【情報の収集】インターネット、埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」など 

【整理】各種調査データを経営指導員等が独自に分析し、相談内容に応じた情報を提供

【分析及び提供を行う項目】POS 情報、県内経済指標の動向（生産・出荷・在庫の鉱工

業指数）、物価動向、消費動向、住宅投資など 

【手段】日経テレコン、インターネットによる検索（商工会ネットワーク、施策情報メ

 ール）等のデータベースサービス、埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」、業界

概要、市場動向、競合状況、など 

【活用方法】①個別企業への窓口・巡回相談事業における情報提供データとして活用 

②専門家派遣事業の経営革新計画支援における数値データとして活用 

③創業予定者等への支援事業における情報提供データとして活用 

④情報提供支援事業における情報提供データとして活用 

⑤各種セミナー参加者への情報提供データとして活用 

 

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】 

地域における地場産業である自動車関連産業を中心に製造業の維持発展支援を行う

ため、展示会や商談会の開催や国内外への出展を支援し、新たな販路開拓や新規受注

の確保、技術力の向上を図り合わせて地場産業のＰＲや雇用創出等を目的として実施

する。また、地域資源を活用した商品開発及び販路開拓の支援を行う。 

（過去の取組内容） 

・彩の国ビジネスアリーナ出展支援  ４回 

・広域商談会  ６件 
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・国際展示会出展支援（中国、タイ） ２回 

・中国ローカル企業との商談会 １回 

・国内外企業・団体招聘活動（中国・フランス・沖縄・フィリピン） 

・新成長分野（航空・宇宙）進出支援（民間月面探査プロジェクト） 

・北部地域技術交流会（展示会） １０回 

（事業内容） 

(1)地域内商工会や埼玉産業振興公社と連携して埼玉県北部地区において、製造業に特

化した商談会を開催することにより、新規受注の確保や新たな販路を開拓する。 

(2)さいたま市のさいたまスーパーアリーナにおいて開催される、製造業に特化した国

内最大級の展示商談会に向けて、寄居町、埼玉県産業振興公社と連携して小規模事業

者に対して出展支援を行い、自動車関連産業を中心とした製造業の販路開拓と認知度

の向上を図る。 

(3)製造業に特化した関東近県で開催される商談会（九都県市合同商談会・関東５県ビ

ジネスマッチング商談会に寄居町と埼玉県産業振興公社と連携して小規模事業者に

対して出展支援を行い、自動車関連産業を中心とした製造業の販路開拓と認知度の向

上を図る。 

(4)地場産業維持発展支援として自動車関連産業の中でも試作開発・研究領域や量産加

工領域の固有の技術や製品をもつ小規模企業を中心とした５社で形成している技術

連携クラスターグループＦＩＸＹのそれぞれが自動車産業で培った技術の連携によ

り、成長分野として期待されている福祉・医療、航空宇宙分野などの新たな産業分野

への進出支援を埼玉県産業技術総合センター、埼玉県産業振興公社と連携を図り実施

する。 

(5)地場産業維持発展支援として国際化が進む自動車関連産業の国際展示会や現地商

談会、国内招聘活動の実施により新たな販路開拓支援を埼玉県産業振興公社、埼玉国

際ビジネスサポートセンター、中小機構、ジェトロと連携を図り実施する。 

 

 

 

 

【目標】 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

海外展示出展 １ １ １ １ １ １ 

国内展示出展 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

国内展示開催 １ １ １ １ １ １ 

海外出展企業 ５ ５ ７ ７ ８ ８ 

国内出展企業 ２０ ２２ ２５ ２５ ２６ ２８ 

  

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 ＨＯＮＤＡ寄居工場の工業見学が２０１５年２月から開始され、今後国内外より多

くの人々が訪れることが予想され新たな観光資源（産業観光）として期待されている

中、埼玉県、寄居町、寄居町観光協会、ＮＰＯ法人寄居観光クリエイション、日本観

光振興協会、民間旅行会社との「寄居町産業観光活性化協議会」を年間計３回行い、

今後の産業観光をテーマとした地域活性化（観光振興）の方向性を検討する。 

また、検討した地域活性化（観光振興）の方向性を踏まえ、既存資源と新たな資源

とを融合した着地型観光プログラムを作成しＰＲ及び観光コーディネートを実施し、

地域活性化と共に地域への経済波及効果による小規模事業への新たなビジネスチャン
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スを図る。 

（事業内容） 

 (1)埼玉県、寄居町、寄居町観光協会、ＮＰＯ法人寄居観光クリエイション、日本観光

  振興協会、民間旅行会社で構成する「寄居町産業観光活性化協議会」を年間計３回行

い、今後の産業観光をテーマとした地域活性化の方向性を検討する。 

(2)小規模事業者を中心とした地域内企業へ産業観光による新たなビジネスチャンスへ

の対応力を高めるための研修会の開催及び販路開拓支援を実施する。 

(3)既存資源と新たな資源とを融合した着地型観光プログラムを作成しチラシやホーム

ページ、マスコミ等によりＰＲを実施する。 

 

【目標】 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

協議会開催 ０ ３ ３ ３ ３ ３ 

研修会開催 ０ １ １ ２ ２ ２ 

来場者数 ０ １０ １０ ２０ ２０ ２０ 

ＰＲ活動等 ０ １ 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 

別表４の連携の他、周辺１０商工会・商工会議所と連携し、下記のビジネス・パワ

ーアップ・プロジェクトを開催するとともに、情報交換も実施する。 

・経営革新支援セミナー  1 回開催 目標参加事業所 ３０事業所 

・創業支援セミナー    1 回開催 目標参加事業所 １０事業所 

・ビジネスマッチング商談会 1回開催 目標参加事業所 ５０事業所、 

受発注商談成立 １０件 

 

 

 

 

専門家帯同スキルアップ事業 

【目標】 

 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

訪問事業所 １０ １３ １６ １８ ２０ ２２ 

訪問回数 ３０ ３９ ４８ ５４ ６０ ６４ 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

関東経済産業局・全国連・埼玉県商工会連合会・中小機構・周辺商工会が主催する

研修会の他、中企業大学校のセミナーへの参加に毎年１名以上が参加する。 

また、自己研鑽として、中小企業診断士資格取得等へのチャレンジを行う。更に、

若手の将来の経営指導員予定職員には、ベテラン経営指導員に帯同し、小規模事業者

を支援すること等で、指導能力や方法等のノウハウの蓄積を図る。その他組織的に、

税務・記帳指導等の従来の経営指導先に対して、これらのスキルをブラッシュアップ

し、経営計画策定の指導を行う指導体制を整える。 

 

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 

経営発達支援計画に記載の事業を適正に遂行するため、毎年度、下記により本計画
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に記載の事業の評価と見直しを行い、それを公表する。 

(1)商工会幹部役員及び学識経験者・税理士等の外部有識者、金融機関、寄居町等の外

部関係機関からなる事業検討会議を設置し、事業の実施状況及び成果について評価検

証を行い、見直しを図る。 

(2)商工会理事会において、事業の進捗状況及び上記(1) で行った成果の評価及びその

後の見直し案を報告し決定承認を受ける。 

(3)事業の成果・評価・見直し案の結果について、本会のホームページ 

（http://www.yorii.or.jp）で計画期間中公表する。また、ＳＮＳ（フェイスブ 

ック、ツイッター等）を活用し、日常的に情報の共有を図ることで、更なる支援の充

実と継続指導につなげる。 

 
 

商工会ＨＰ寄居町商工会

事業検討会議

（外部有識者）

理事会

小規模事業者

②

経営発達支援事業の遂行

③

①
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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２７年 １月現在）

（１）組織体制 

 

商工会組織 

 事務局長   １名 

 経営指導員  ２名 

 補助員    ２名  

 記帳専任職員 １名 

 記帳指導職員 １名 

 一般職員(ﾊﾟｰﾄ)１名 

職員総数   ８名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局体制 

（経営発達計画支援職員７名＊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   事務局 寄居町商工会 

住 所 埼玉県大里郡寄居町大字寄居１２６７－２ 

電 話 ０４８－５８１－２１６１ 

HP URL  http://www.yorii.or.jp 
E-mail info@yorii.or.jp 

商工会長 

副会長 

理事会 

監事 

青

年

部

会 

女

性

部

会 

建

設

部

会 

工

業

部

会 

商

業

部

会 

         会         員   

＊事務局長１名 

＊

経

営

指

導

員 

２

名 

＊

補

助

員 

２

名 

＊

記

帳

専

任

職

員 

１

名 

＊

記

帳

指

導

職

員 

１

名 

一

般

職

員 

１

名 
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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 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

小規模企業 

対策事業費 

 

専門家派遣費 

販路開拓費 

2,000 

 

 

1,000 

1,000 

2,000 

 

 

1,000 

1,000 

2,000 

 

 

1,000 

1,000 

2,000 

 

 

1,000 

1,000 

2,000 

 

 

1,000 

1,000 

（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 

商工会財源（会費、事業収入）、国・産業振興公社（ミラサポ、よろず支援拠点）、 

県・商工連（エキスパートバンク、展示会出展補助他）、町（商工業振興支援補助金）、

出展事業所負担金 

 

（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。 
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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 

② 専門家派遣 

③ 創業支援  

④ 経営革新承認支援 

⑤ 企業マッチング・商談会 

⑦ 中心商業地賑わい創出支援 

⑧ 中心市街地活性化支援 

 ＊丸番号は別表１参照 

連携者及びその役割 

 

② 専門家派遣  

下記と連携し、経営革新、六次産業化、農商工連携、創業等のフォローを専門家派遣

事業を活用して行うことで、法認定や創業後の安定経営を目指す。 

 

連携者  中小企業基盤整備機構  理事長 高田坦史 

 住所   〒105-8453  東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

 電話番号 03-5470-1639 

  

連携者  埼玉県 知事 上田清司 （産業労働部産業支援課） 

住所   〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

 電話番号  048-830-3910 

 

連携者  埼玉県 知事 上田清司 （産業労働部商業サービス産業支援課） 

住所   〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

 電話番号  048-830-3754 

 

連携者  埼玉県創業ベンチャー支援センター 理事長 織田秀明 

住所      〒338-0001 さいたま市中央区上落合 2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ内

 電話番号 048-711-2222 

  

連携者  株式会社ディセンター 代表 折原浩 

住所   〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 2-55-2 

電話番号 048-783-2626 

 

 

③ 創業支援  

下記と連携し、創業支援に係るセミナーの開催や個別支援のフォローを行うことで、

長期計画支援や融資面のノウハウを確立する。 

 

連携者  埼玉県創業ベンチャー支援センター 理事長 織田秀明 

住所      〒338-0001 さいたま市中央区上落合 2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ内

 電話番号 048-711-2222 
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連携者  株式会社ディセンター 代表取締役 折原浩 

住所   〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 2-55-2 

電話番号 048-783-2626 

 

連携者  日本政策金融公庫熊谷支店 支店長 山邉伸夫 

住所   〒360-0041  熊谷市宮町 2-45 

電話番号 048-521-2731 

 

④ 経営革新承認支援 

下記と連携し、経営革新承認のためのフォローを行うとともに、中長期経営計画の支

援につなげる。 

 

連携者  埼玉県 知事 上田清司 （産業労働部産業支援課） 

住所   〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

 電話番号  048-830-3910 

 

連携者  株式会社ディセンター 代表取締役 折原浩 

住所   〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 2-55-2 

電話番号 048-783-2626 

 

 

⑤ 企業マッチング・商談会 

下記と連携し、地場産業である自動車関連産業を中心に海外展開支援を行い、製造業

の維持発展につなげる。また、国内での展示会や商談会の開催や出展を支援し、新たな

販路開拓や新規受注の確保、技術力の向上を図る。また、地場産業のＰＲや雇用創出等

も併せておこなう。 

 

連携者  日本貿易振興機構  理事長 石毛博行 

住所   〒107-6006 東京都港区 1-12-32 アーク森ビル 

電話番号 03-3582-4953 

 

連携者  中小企業基盤整備機構  理事長 高田坦史 

 住所   〒105-8453  東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

 電話番号 03-5470-1639 

 

連携者  埼玉県産業振興公社  理事長 織田秀明 

住所   〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 

電話番号 048-647-4087 

 

 

⑦ 中心商業地賑わい創出支援 

下記と連携し、街バル事業を展開し、中心商業地域の飲食店を中心とした賑わいづく

り等の商業振興につなげるとともに売上増加計画に結びつける。 

 

連携者  埼玉県 知事 上田清司 （産業労働部商業サービス産業支援課） 

住所   〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

 電話番号  048-830-3754 
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 連携者  寄居町 町長 花輪利一郎  

 住所   〒369-1292 大里郡寄居町大字寄居 1180-1 

電話番号  048-581-2121 

 

⑧ 中心市街地活性化支援 

下記機関に相談・連携しつつ、寄居町と連携し、商工会内に中心市街地活性化推進協

議会を設置。寄居町中心市街地活性化事業を具体的に進める。 

 

連携者  関東経済産業局 局長 鍛冶克彦 （流通サービス産業課） 

住所   〒330-9715 さいたま市中央区新都心 1-1 

電話番号  048-600-0316 

 

連携者  埼玉県北部地域振興センター 所長 新井勝己 

住所   〒360-0031 熊谷市末広 3-9-1 

電話番号  048-524-1110 

 

連携者  埼玉りそな銀行寄居支店 支店長 篠田勝利 

住所   〒369-1203 大里郡寄居町大字寄居 989-1 

電話番号  048-581-1771 

 

連携者  武蔵野銀行寄居支店 支店長 中村稔 

住所   〒369-1203 大里郡寄居町大字寄居 1228 

電話番号  048-581-1611 

 

連携者  埼玉県信用金庫寄居支店 支店長 関寛昭 

住所   〒369-1203 大里郡寄居町大字寄居 874-3 

電話番号  048-581-1621 

 

連携者  熊谷商工信用組合寄居支店 支店長 山田修 

住所   〒369-1203 大里郡寄居町大字桜沢 589-1 

電話番号  048-581-2163 

 

連携者  秩父鉄道株式会社 代表取締役 大谷隆男 

住所   〒360-0033 熊谷市曙町 1-1 

電話番号  048-523-3312 

 

連携者  ＪＲ東日本株式会社高崎支社 支社長 黒岩雅夫 

住所   〒370-8543 群馬県高崎市栄町 6-26 

電話番号  027-320-7128 

 

連携者  東武鉄道株式会社 代表取締役 根津嘉澄 

住所   〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-10-10 

電話番号  03-3985-4164 

 

連携者  株式会社マキュアス 代表取締役 猪瀬典夫 

住所   〒171-0014 東京都豊島区池袋 3-70-5 

電話番号  03-5953-2454 



１４ 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
支援依頼    支援の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】事務局長 

↓ 

商業・まちづくり等担当グループ 経営指導員等

③④⑦⑧            

工業・情報提供等担当グループ  経営指導員等

③④⑤⑥ 

↓ 

支援内容の検討・決定 

① 窓口・巡回相談事業 

②専門家派遣事業 

（経営革新・６次産業化・創

業・経営革新フォロー含む） 

③創業予定者等への支援事業 

④経営革新承認企業への支援事業 

⑤企業マッチング・商談支援事業 

⑥情報提供支援事業 

中小企業者 

（小規模事業者等） 

地域金融機関、その他支援機関 

日本政策金融公庫、公益財団法人埼玉県産

業振興公社、（株）ディセンター、ビジネ

ス・パワーアップ・プロジェクト等

創業予定者 

（第二創業・創業者等）

商店会・各種団体

（まちづくり団体等）

③創業予定者等への支援事業 

④経営革新承認企業への支援事業 

⑦中心商業地賑わい創出支援事業 

⑧中心市街地活性化支援事業 

高

度

な

支

援

応援 

依頼 

寄居町、埼玉県 

各種情報提供、補助事業への指導

寄居町商工会経営発達支援事業 


