
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 

南河原商工会 (法人番号 ５－０３００－０５０１－４１６１) 

 

実施期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日 

目標 ・ 南河原商工会が総力を挙げて効果的な支援体制を構築する。 

・ 埼玉県、行田市、金融機関等と連携し、個別企業の経営力の向上、販

売促進等を支援する。 

・ 行田市起業家支援事業（空き店舗対策事業）を含めた企業支援を行う。

・ 伝統ある地場産業の南河原スリッパの縫製技術と南河原ブランドの

振興と発展。 

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 

地区内小規模事業者の持続的発展のため、地域経済の動向を調

査・分析することで、事業者の実態を把握して課題の抽出を行い、

中期長期に及ぶ事業計画の支援に役立てる。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の課題を把握し、巡回指導や各種セミナーを通じて、

金融機関や専門的な課題等は専門家と連携し、持続的発展に向け

経営分析を行う。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

小規模事業者が経営課題を解決するため、事業計画策定を目指す 

事業者の掘り起こしを行い、積極的に関係機関と連携してその企

業にあった事業計画策定支援を実施する。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定にあたり、定期的な巡回訪問・進捗状況の確認、状

況に応じた必要な支援を適切に行い、伴奏型支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 

データーを蓄積し、相談内容に応じて即情報提供し、対応できる

ようにする。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

販路開拓に資する商談会・展示会・即売会等への参加支援と、特

産品に係る新商品開発の支援をする。 

Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 

・特産品による「南河原ブランド」の新商品開発による地域経済

活性化。 

・地域イベントによる地域経済活性化。 

連絡先 

埼玉県行田市大字南河原９２１番地６ 

南河原商工会 経営指導員 佐野和美 

電話番号  048-557-0742  FAX 番号  048-557-0742 

       E-mail    minami@syokoukai.jp 

ＨＰ    http://www.minami-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 

 
当商工会は埼玉県の北東部に位置し、平成１８年１月に行田市と合併した旧南河原村

がエリアとなっている。面積 5.82k㎡、人口 4000人程度の稲作農業中心の地域にあっ
て、地区内商工業者数は１０１（うち小規模事業者数９０）であり、小規模事業者が大

半を占める地域である。当会の会員事業者数は 91事業者となっており 90.1%という高
い組織率を誇っている。 

 
構成をみてみると、商業５４、工業１５、

建設業２２となっており(平成 27年 4月 1日
現在)、比較的商業中心となっている。 

 
地場産業は、かつて生産量全国一の地位を

築き上げたスリッパ生産である。スリッパ発

祥の地でもあり、全国でも有数のスリッパの

生産地として有名で、丈夫で高品質な手作り

スリッパを作っている企業が 4社ある。 
 
また、当地域が属する行田市の主要機関までは、行田市役所まで 7.0km（車で 16分）、
秩父鉄道行田駅まで 6.4km（車で 14分）、ＪＲ行田駅まで 11.8km（車で 26分）、とな
っており、決して利便性の高い地域とはいえない。 

 
併せて行田市として捉えた場合は、さきたま古墳群や古代蓮の里など観光資源も豊富

にあるが、距離があるため、観光客といった外部要因の恩恵を受けられない地域でもあ

る。また、行田市街地への大型ショッピングセンター等の進出により、地区内住民の利

便性も高まる一方、客足がそちらへ向かうため、地元商業者への客足は遠のいている。

 
そういった地域であるので、当地区では新規創業は少ないのが現況であるものの、経

営の多角化をおこなう事業者も多い。一方で、事業主の高齢化に伴う事業承継について、

巡回等の際にヒアリングすると、当地域の商工業者は１／３は後継者もおり事業継続の

道筋がたっているものの、残り２／３については、先行き不透明であったり、自分の代

で廃業を検討している状況が見受けられる。 
 
こうした中、行田市産業振興ビジョンによると、旧行田市を想定して記述されている

ように見受けられる（旧行田市の地場産業である足袋産業の保護など）ものの、商業・

工業の分野における「後継者の育成」「地場産業の保護・育成・技術継承」「地域産業の

振興」といったことについては当地域でも目指すところである。本会においても、市の

振興計画に沿う形で地域産業の発展を目指す。 
 
以上のことから当会は後継者の育成と、事業承継を見据えた計画経営の推進（経営革

新支援含む）を強化していく。脱退がなく、高い組織率から考えても商工会への顧客満
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足度は高いと思われるが、経営課題解決に取り組もうと思った時に、商工会への相談す

ることを、地域に浸透させていく。職員数は、経営指導員 1 名、補助員 1 名の小規模
な商工会であるが、役職員一丸となって取り組む。 
 
地域の強み、課題を踏まえて、地域の総合的経済団体として、小規模事業者の良きパ

ートナーとなれるよう、埼玉県、行田市、埼玉県商工会連合会及びその他支援機関と連

携し、個別企業の経営力向上を積極的に継続するとともに、起業支援を行うことを目標

とする。 

主な内容は下記のとおりである。 

１．経営発達支援計画に基づき、小規模事業者経営発達支援融資制度を積極的に活用し、

小規模事業者の持続的発展を支援することを目標とする。 

２．小規模事業者を支援するために、経営革新への取り組みを提案し、事業計画の策定

及び実施を積極的に支援することを目標とする。 

３．地区内の地場産業であるスリッパ製造業は、時代の波と共に低価格の輸入品に押さ

れ、売上の低迷により衰退している。そのため地場産業の活性化を図るため「スリッ

パ発祥の里南河原」のアピールを目標とする。  

４．当商店街には、空き店舗があり、事業主も高齢化していることから、行田市起業家

支援事業（空き店舗対策事業）を活用して、起業家の発掘・支援及び地区外からもホ

ームページ等で情報を発信し、小規模事業者の発展・振興を図ることを目標とする。

５．高齢者・買い物弱者対策としては、行田市で作成している高齢者向けの宅配電話帳

を使い、利用・サービスを促進し個店の売上増を図ることを目標とする。 

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 

 

１．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向に関すること【指針③】 

地区内の景気動向等を一定期間ごとに収集して、変化する情報を迅速・的確に把握

し、県及び市の統計調査等を分析し、年２回レポートにまとめ、中期長期に及ぶ事業

計画の策定を支援し、小規模事業者の経営指導に役立てることとする。 

 

（事業内容） 

（１）  経営指導員の巡回指導にて、消費動向や、地域の経済動向を聞き取り調査、分

析をする。調査結果は、個別相談時等に提供し、新たな販路開拓等に活用する。

（２）  地場産業であるスリッパについては、スリッパ製造業者（４社）を中心に、ス

リッパ裁断業者（４社）と連携して、地場産業における市場等に関する実態の経

済動向を調査し、「スリッパ産業」の課題の抽出を行い、商品開発等にフィード

バックし事業を行う。 

（３）  衰退している商業を活性化させるために、商店等で組織する南河原商店街を中

心に連携し、消費活動を把握し、販売戦略等の調査研究・事業を行う。 

（４）  毎月実施の「小規模企業景気動向調査」や３ヵ月ごと実施の「中小企業景況調
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査」並びに「金融機関の調査月報」等の統計調査を利用し、地区外との比較検討

を行う。 

 

（目標） 

・ 経営指導員の巡回訪問や窓口相談により売上状況を把握し、商品の動向等各事業

所の状況を把握すると共に、経営分析を行う。売上が低迷している事業所を重点

的に指導していく。 

・ 南河原の資源であるスリッパの調査研究を行い、新商品開発に活かすことにより、

地場産業であるスリッパ製造業の活性化、売上拡大の相乗効果に繋げる。 

・ 南河原は、高齢化率が高く、高齢者にとっては厳しい生活環境である。これから

は、高齢者対策に目を向け、分析結果を活かし他地域では出来ない顧客サービス

に繋げる。 

 

※聞き取り調査には、スリッパ産業実態調査・商店街調査を含む。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、及び各種セミナ

ーの開催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 

専門的な課題については、埼玉県産業労働部産業支援課、埼玉県産業技術総合セン

ター、日本政策金融公庫、埼玉県商工会連合会、中小企業基盤整備機構及びミラサポ

の専門家派遣、埼玉県よろず支援拠点等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩

みに対し丁寧にサポートする。 

 

（事業内容） 

（１）  経営指導員の巡回訪問、小規模事業者に各種セミナーの開催、経営・金融相談

業務の中で、経営分析により強み・弱みを把握してもらうことで、活性化を図れ

る小規模事業者をピックアップする。専門知識を有する埼玉県産業労働部産業支

援課・埼玉県産業技術総合センター・埼玉県商工会連合会・中小企業整備機構及

びミラサポの専門家派遣・埼玉県よろず支援拠点の専門家派遣事業と連携し、売

上状況、資金繰り、販路拡大等の経営分析、SWOT分析を行い、自社の経営状況を

把握してもらう。商業が多い地域であるので特に売上が低迷している商業関係の

事業所を重点的に指導していく。また、新たな取り組みを発掘し、経営革新に至

るまで支援し、持続的発展に向けて経営分析の必要性を唱える。 

（２）  以上の結果をもとに経営課題を抽出するとともに、小規模事業者が、自社の強

みや弱みを踏まえて経営計画を策定して顧客に潜在的にアプローチしていき売

上拡大を図る。 

（３）  また経営計画を策定するだけにとどまらず、小規模事業者の経営課題の解決ま

で丁寧にサポートし、事業計画の策定・実施支援へと繋げる。 

項   目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

聞き取り調査(延べ) 未実施 準備 ９ ９ ９ ９

対象事業者数(延べ) 未実施 準備 １２ １２ １２ １２
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（目標） 

  地域の事業者の経営実態を把握し、経営課題を選び、経営計画を策定して経営分析

を行い、売上拡大を支援する為に巡回訪問、セミナーを開催し、経営課題の解決まで

サポートしていく事を目標とする。 

 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

当地区の商工業者数は１０１（うち小規模事業者数９０）であり、小規模事業者が

大半を占める地区なので、経営課題を解決するため、上記１.の地域経済動向、上記

２.の経営分析等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び事業計画実施支援を行う。

行政、関係機関、近隣商工会・商工会議所と共に連携し、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。 

 

3-1.小規模事業者計画策定支援 

（事業内容） 

（１）  事業計画策定等に関するセミナー・フォローアップの個別相談会の開催、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）  巡回指導、窓口相談に小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業計画の

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ほか、小規模事業者持続化補助金申請時

等にやる気のある事業者に対し事業計画の策定・実施支援を行う。 

 

（目標） 

  多くの小規模事業者に商工会を活用してもらい、持続的な経営に向けて事業計画の

策定及び実施を支援する為、下記の目標を実施する。 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

セミナー開催回数 ０回 １回 １回 １回 ２回 ２回

事業計画策定事業者数 １社 ２社 ２社 ２社 ３社 ３社

※小規模事業者持続化補助金含む 

 

3-2.創業・第二創業、事業承継計画策定に関する支援 

地域における創業者希望者を掘り起こし、新たな産業、新たな雇用を創出する為

近隣商工会・商工会議所及び日本政策金融公庫等と連携して創業塾を開催し、創業

支援を行う。 

 

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

経営分析対象事業者数 ４社 ５社 ６社 ７社 ８社 ９社

セミナー開催回数 ０回 １回 １回 ２回 ２回 ３回
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（事業内容） 

（１）  創業塾や創業セミナーを開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画を作

成するための策定支援を行う。 

（２）  地区内で創業を希望するものに対し、市の行田市起業家支援事業（空き店舗対

策事業）について情報提供を行う。 

（３）  事業承継・第二創業については経営状況や、経営分析の結果を踏まえ、創業・

第二創業を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

（目標） 

  地域における創業希望者に対し、創業までの準備、心構え知識の取得、事業計画書

の作成、公的制度の活用策などを身に付けてもらうことを目的とした創業塾を開催す

る。 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

創業塾開催数 ０回 １回 １回 １回 １回 １回

創業セミナー開催回数 ０回 １回 １回 １回 ２回 ２回

創業者数 ０人 １人 １人 １人 ２人 ２人

事業承継・第二創業支援者数 ０人 １人 １人 １人 ２人 ２人

空き店舗情報発信   ０回   １回   ２回   ２回   ３回   ３回

 

3-3. 経営革新計画策定に関する支援 

（事業内容） 

（１） 経営革新計画承認を目指す事業者に対して、専門家派遣やセミナーの開催を通

じて事業計画の策定・実施支援する。 

（２） 経営革新に関する相談会を開催し、経営革新計画の策定支援を実施する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営革新計画策定事業者数 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人 ９人

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（事業内容） 

（１） 事業計画の実施にあたって一定用件を満たし資金調達が必要な小規模事業者に

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」の活用を提案し、

持続的な経営の為、融資実行後には定期的に巡回訪問し進捗状況の確認を行う。

（２） 事業計画策定後、セミナー・個別相談等を踏まえて小規模事業者に対し小規模

事業者持続化補助金等の、国・県・市の各種補助金申請を活用し持続的な経営に

向けて、事業計画を実施する上での課題や問題点の抽出し、指導・助言を行い、

申請後は定期的に巡回訪問し進捗状況の確認を行う。さらに、経営革新計画等へ
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と繋げる。 

（３） 事業継承・創業・第二創業者への支援として、指導員が１ヶ月に１度巡回訪問

し、事業計画を実施する上での指導・助言を行う。高度な専門的課題については

専門家派遣による個別フォロー・経営相談・税務相談を行い支援する。 

（４） 経営革新計画策定後、指導員が１ヶ月に１度巡回訪問し、進捗状況の確認を行

うと共に、事業計画を実施する上での課題や問題点を抽出し、資金調達や労働、

税務、販路開拓等についての指導・助言を行い、事業者と一緒になって考え、伴

走型の支援を行う。なお専門的な課題については中小企業診断士等の専門家と連

携し指導を行う。 
（５） 事業計画策定後に、国・県・市等の行う支援策（補助金・助成金・金融・税制

等）の広報や、商工会のお知らせ・ホームページ等で情報を周知し、巡回により

指導、フォローアップを実施する。 

 

（目標） 

  策定した計画に沿って事業が進捗しているかどうかを定期的に巡回訪問等で確認

し、状況に応じて必要な支援を適切に、伴走型支援をすることを目的とする。 

（フォロ-期間は、計画作成年度と翌年度の２年間とする。） 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

当年度事業計画作成者フォロ－数   ４社 ９社  １０社  １１社   １５社  １６社

訪問回数 ４８回 １０８回 １２０回 １３２回 １８０回 １９２回

前年度事業計画作成者フォロ－数  未実施   ４社 ９社  １０社  １１社   １５社

訪問回数 未実施 ４８社 １０８回 １２０回 １３２回 １８０回

※事業計画策定事業者数・創業者数・事業継承・第二創業支援者数・経営革新事業計

画策定事業者数の合計 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

当商工会では、地区内の需要動向に関する調査・情報収集・分析等が不足している。

その為、アンケ－ト調査を実施することによって、小規模事業者の販路開拓等に役立

てることとする。 

（事業内容） 

（１）当地区内の小規模事業者における需要動向調査 

    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。 

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。 

アンケート項目は、顧客の生の声（商品・役務の満足度合い、価格に対する感



 

7

度、味・雰囲気などの好み、従来商品・他社商品との比較等）などを考えている。

ヒアリングやアンケートを行った場合は、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）スリッパ業界における需要動向調査 

① 当地区内の地場産業であるスリッパは、県産品の生地を使用したスリッパ製作

の開発を行なってきた。スリッパの素材を活用した新商品開発で新たな需要の開

拓につなげる為、消費者目線で需要動向を分析し、販売事業者に対して商工会主

導でアンケ－ト調査を実施する。 

 調査項目は、日本性へのこだわり、生地の好み・デザインなどである。 

② 当地区内で行われる商工祭りにて、スリッパの素材を活用した新商品開発の為

のアンケ－ト調査を来場者に実施し、スリッパの使用に関するニーズ・トレンド

分析を行い情報収集・整理することで、新商品・サ－ビス開発・販売力向上の資

料として小規模事業者に提供する。 

③ アンケ-ト調査結果は、品目や素材などの基準を基に、小規模事業者向けに情

報を整理し、プロジェクトを立ち上げ提供する機会を設ける。 

（３）高齢者・買い物弱者対策における需要動向調査 

    当地区では、高齢者・買い物弱者にとって厳しい生活環境であり、買い物に不

自由している高齢者世帯が多い。生活の中で不足している物を把握する為、当地

区内で行われる商工祭りにて、アンケ－ト調査を来場者に実施し分析を行い情報

収集・整理をし、参考資料として活用する。 

アンケ－ト調査項目は、交通手段、買い物頻度、買い物での困難、買い物品目、

などを考えている。 

調査結果は、行田市で作成している高齢者向け宅配電話帳を元に事業者に直接

フィードバックし、他地域では出来ない顧客新サービスの提供に繋げる。 

 

（目標） 

  小規模事業者の新たな販路開拓、新商品やサービスの提供に繋げる為、アンケ－ト

調査実施し情報収集を目的とする。 
 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

（1）需要動向調査件数 ２社 ３社 ３社 ４社 ４社 ５社

（2）①アンケート調査回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回

（2）①アンケート回収件数 未実施 １０件 １５件 １５件 １５件 １５件

（2）②アンケート調査回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回

（2）②アンケート回収件数 未実施 １００件 １００件 １００件 １００件 １００件

（3）アンケート調査回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回

（3）アンケート回収件数 未実施 １００件 １００件 １００件 １００件 １００件
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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】 

当地区で経営の持続的な発展をするためには販路開拓や販売促進活動が必要であ

るが、商工会や会員事業所が小規模である為に、支援ノウハウや資金力が乏しいのが

大きな課題である。 

地場産業等の優れた技術を持ちながら、広域的な販路開拓を行ないたいが、手がか

りが無い等、独自で販路開拓が困難な会員を対象として支援を行い向上を図る。 

 

（事業内容） 

（１）  埼玉県産業振興公社が主催する日本最大級「彩の国ビジネスアリーナ」（受注

拡大・販路開拓・技術交流・促進・取引・創出の場）、近隣商工団体連携「広域

ビジネス交流会」（異業種交流会・新たなビジネスチャンスの創出・発掘・販路

開拓・情報交換等の場）、全国商工会連合会主催「ニッポン全国物産展」（メーカ

－・消費者・流通業者結ぶマッチングの場）を支援する。 

展示会出展事業者に対し、商工会より出店料の補助を行い販路開拓の負担を軽

減する。また当会にて専門家と連携しながら、ＰＲ・プレゼン力・商談力の向上

を支援したり、他の商工会と連携しながら、出展者とのマッチングし成約に繋げ、

売上拡大を図る。 

（２） 巡回指導や窓口相談による販路開拓相談を随時行い、内容が高度かつ専門的な

場合は、専門家派遣・よろず支援拠点・中小機構等関係機関の支援内容の活用を

図り、必要に応じ事業者、当会、関係機関で新商品プロジェクトを立ち上げ、小

規模事業者の販路開拓を支援する。 

（３）  当会ホームページや Facebook ページなどのＳＮＳを利用し、ニーズに合った

支援策の提供・活用により情報発信を行い新商品・販路開拓を支援する。また地

域内の企業の取組を、当会ホームページや Facebook ページでも紹介し、認知度

アップにつなげていく。 

 

（目標） 

  地区内小規模事業者の地域活性化・販路開拓を推進する為、事業所のＰＲ・商談・

売上増・展示会への参加を支援することを目的とする。 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

 彩の国ビジネスアリーナ  １件  １件  １件  １件  １件  １件

成約件数  なし  １件  １件  １件  １件  １件

広域ビジネス交流会  なし  １件  １件  ２件  ２件  ２件

成約件数  なし  １件  １件  ２件  ２件  ２件

ニッポン全国物産展  なし  ０件  １件  １件  １件  １件

成約件数  なし  ０件  １件  １件  １件  １件

 ＨＰ，ＦＢ紹介事業者数  なし  ５件  ５件  ５件  ５件  ５件
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１．地域経済活性化事業 

  行田市、行田市観光協会、商工会、ほくさいＪＡ、市民との地域振興活性化協議会

を行い、地域の活性化に向けて検討する。 

（事業内容） 

行田市、行田市観光協会、商工会、ほくさいＪＡ、市民で構成する地域振興活性化

協議会を中心に活性化に向けて開催し、検討する。 

地域振興活性化協議会を年３回開催し、事業の企画・立案、予算化と事業の効果の

検証、さらに検証に基づく次回への改善につなげる一連の作業を行う。 

（１）  行田市では、喜寿、米寿、白寿の高齢者に対し、敬老と長寿のお祝いとして祝

金（市内共通商品券）を年１回支給している。市内共通商品券（敬老・高齢者）

に合わせてイベントを開催する。地域に賑わいを取り戻す事を目的に商工会・商

店街と連携して実施する。また、イベントの来場者に再度商店に訪れる事業を検

討し実施する。 

（２）  商工祭りを開催することにより、地域と密着した商工業者・スリッパ製造をは

じめとする地場産業のＰＲを行い、商工業の活性化を図る。 

（３）  歳末福引大売出し抽選会と、消費者が地区内商店等を複数回ってもらいスタン

プを集めることで景品をもらえる「みなみかわらスタンプラリー」を商店舗数１

４店と連携し開催する。回遊性の仕組みを構築し、消費者に新店発見、新店開拓

してもらうなど、地区内商業者の売上拡大と、個店の商品のＰＲを図る。今後は

参加店を増やし売上増と販路拡大につなげて行く事を行う。 

（４）  地域資源を活かした地場産業であるスリッパについて、協議を行ない、専門店

と協力して販路拡大を図るなど、若年層ターゲットとした新商品の開発を支援

し、新たな南河原ブランドの創設をし、衰退しているスリッパ製造業の売上げ

増・販路拡大を図る。 

（目標） 

当地域商業の活性化につなげる為、新たな購買層を狙った積極的な商業展開を創出

すると共に、市との連携を強化し、市内共通商品券（敬老・高齢者）の発行や商店街

に特色あるイベントを開催するなど自主的な取り組みの支援をし、集客力を高めるこ

とを目的とする。 

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

市内共通商品券（利用者数） 未実施 実施 500 人 600 人 700 人 800 人 

みなみかわらスタンプラリー

（参加者数） 
未実施 実施 100 人 200 人 300 人 400 人 

商工祭り(人数) 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 
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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 

（１）  埼玉県商工会連合会等の支援機関を対象とする実務研修会において、職員１人

あたり年３回以上出席し、支援ノウハウ、支援の現状、景気動向について情報交

換を実施する。 

（２）  行田市及び税理士会との意見交換会において情報交換及び研修会に出席し、支

援ノウハウ、支援の現状について情報交換を年１回実施する。 

（３） 地域連携として羽生市商工会、加須市商工会と本会の近隣 3 商工会で組織する

連絡会議を１か月に１回開催。経営革新や創業、事業承継、第二創業などに係る

情報交換や意見交換を通じて得た知識やノウハウを持ち帰り、職員で共有を図

る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(１)  全国商工会連合会のＷeb研修の受講や、埼玉県商工会連合会の主催する研修会

の参加に加え、中小企業大学校の商業の目利き等の研修に参加することで、職員

としての資質の向上と、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を

図る。研修内容は月１回開催する職員会議で共有し組織全体の支援能力の向上を

図る。 

(２)  若手経営指導員については、巡回や窓口相談において専門家派遣等の専門家や

ベテラン元経営指導員（専務理事）と同伴することで事業者を支援する情報収集

方法や、指導・助言のノウハウを実践の中で学び、支援能力の向上を図る。 

(３)  経営指導員が習得した支援ノウハウや事業者の経営状況分析結果等を経営カル

テを通じてデータ化し、蓄積、情報の共有化で経営支援体制を構築する。 

(４) 経営指導員を含む役職員が一丸となって情報共有化を図る為、年２回、役職員全

体の打合せ会を行い、全役職員の能力向上を図る。 

 

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 

  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 本計画に対する実地報告者を専務理事中心に作成する。 
② 外部の中小企業診断士や行田市商工観光課を招き、上記①で作成した報告書をも
とに、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を受ける。 

③ 上記②で受けた評価・見直し案をもとに総務委員会において、評価・見直し案の
方針を決定する。 

④ 上記③の方針について、南河原商工会長・南河原商工会理事会に報告し、承認を
受ける。 

⑤ 上記④で受けた承認内容を、地域の小規模事業者が随時閲覧できるように、本会
のＨＰ(http://www.minami-syokoukai.jp)上で公表する。 
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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 

（ 27 年 4 月現在）

（１）組織体制 

南河原商工会 会員数９１名 

          ＜役員＞ 会  長 １名 副会長  ２名 

               専務理事 １名 理 事 １９名 監 事 ２名 

 

＜職員＞ 経営指導員１名 補助員  １名 

              

 

経営発達支援事業を実施するため、全役職員で実施する。 

 

（２）連絡先 

      南河原商工会 

〒３６１－００８４  

   埼玉県行田市大字南河原９２１－６ 

   TEL 048-557-0742  FAX 048-557-0742 

   E-mail  minami@syokoukai.jp 

ＨＰ   http://www.minami-syokoukai.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 ４７９   ６３３ ８２１ ８６５   ９７５ 

 

経営支援事業費  
２．経営分析 

講師謝金 

旅費交通費 

資料作成費 

一般管理費 

   ６０ 

    ６ 

   １０ 

１０ 

  １２０ 

１２ 

１０ 

１０ 

１６０ 

 １６ 

１０ 

１０ 

  １６０ 

   １６ 

   １０ 

１０ 

  ２００ 

   ２０ 

   １０ 

１０ 
３．事業計画の策定支援 

講師謝金 

旅費交通費 

資料作成費 

一般管理費 

チラシ印刷代 

新聞折込代 

１２０ 

   １２ 

   １０ 

１０ 

２０ 

    ７ 

  １２０ 

１２ 

１０ 

１０ 

２０ 

 ７ 

１８０ 

１８ 

１０ 

１０ 

２０ 

 ７ 

  ２２０ 

   ２２ 

   １０ 

１０ 

２０ 

 ７ 

  ２２０ 

２２ 

   １０ 

１０ 

   ２０ 

    ７ 
４．事業計画の実施支援 

講師謝金 

旅費交通費 

資料作成費 

一般管理費 

４０ 

    ４ 

   １０ 

   １０ 

４０ 

４ 

１０ 

１０ 

６０ 

 ６ 

１０ 

１０ 

６０ 

    ６ 

   １０ 

   １０ 

８０ 

    ８ 

   １０ 

   １０ 
５.需要動向調査 

講師謝金 

旅費交通費 

資料作成費 

一般管理費 

６０ 

    ６ 

   １０ 

１０ 

１２０ 

１２ 

１０ 

１０ 

１６０ 

 １６ 

１０ 

１０ 

１６０ 

   １６ 

   １０ 

１０ 

２００ 

   ２０ 

   １０ 

１０ 

６．新たな需要の開拓        

出展料 

旅費交通費 

６０ 

    ４ 

８０

６

９０

 ８

 ９０ 

    ８ 

９０

    ８

（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 

国補助金・県補助金・市補助金・商工会自主財源（会費・手数料等）により調達を行なう 

 

 

（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 

地場産業新商品開発事業「南河原ブランド」 

 

地場産業であるスリッパの縫製技術を活用し、新たな製品を開発し、衰退しつつあ

る地場産業（南河原スリッパ製造業）の活性化を図ることを目的とする。 

 

連携者及びその役割 

・佐野計商店  

代    表  佐野 哲雄 

住    所  行田市大字南河原 2625-1 

電話番号  048-557-0922 

役    割  商品企画検討 

 

・丸辰商店   

代  表  和泉 文夫 

住  所  行田市大字南河原 580-1 

電話番号  048-557-0809 

役    割  商品企画検討 

 

・㈱ヤマサ   

代表取締役  佐野 みや子 

住  所   行田市大字南河原 2581 

電話番号    048-557-0106 

役    割    縫製加工 

 

・三和㈱     

代表取締役  澤田 良一  

住  所   行田市大字南河原 2791 

電話番号    048-557-0201 

役    割    縫製加工 

 

・吉安裁断所   

代  表   吉野 幸男  

住  所   行田市大字南河原 733-1 

電話番号    048-557-0816 

役    割    裁断 
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・埼玉県産業技術総合センター 事業化支援室製品開発課担当 

代  表  センタ－長 中村 雅範 

住   所  埼玉県川口市上青木 3-12-18 SKIP シティ内     

  電話番号  048-265-1312 

役    割   技術相談・専門家派遣 

 

・埼玉県商工会連合会   

代  表  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 ソニックシティビル７階 

電話番号    048-645-0283 

役    割   専門家派遣 

 

・行田市及び行田市観光課  

代  表  市長 工藤 正司  

住  所  行田市本丸 2-5 

電話番号  048-557-1111 

役  割  地域内外への普及 

 

 

連携体制図等 

埼玉県産業技術総合センター

　・技術支援・開発

埼玉県商工会連合会  商品企画

　・専門家派遣依頼

・需要調査

・経営分析

・地域関係機関と調整

行田市及び行田市商工観課 ・PR（ホームペ－ジ）

　・地域外への普及

地場産業である南河原
スリッパの縫製技術を
活用し新商品の開発

南河原商工会

   裁 断

縫製加工
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連携する内容 

高齢者対策事業 

 

衰退している商業を活性化させるために、商店等で組織する南河原商店街を中心に

連携し、調査研究・事業を行う。また、高齢者対策に目を向け、分析結果を活かし他

地域では出来ない顧客サービスに繋げることを目的とする。 

 

連携者及びその役割 

・行田市   

代  表  市長 工藤 正司  

住  所  行田市本丸 2-5 

電話番号  048-557-1111 

役    割   起業家支援事業（空き店舗対策）・商店街活性化・高齢者対策 

 

・南河原商店会   

代  表  会長 佐野 京一 

住  所  行田市南河原 921-6 

役    割   商店会活性化・高齢者対策 

 

・市内商店  行田市商店会連合会 

代  表  会長 小池 利昌 

住  所  行田市忍 2-8-1 

電話番号    048-556-8003 

役    割   商店街活性化・高齢者対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16

 

 

連携体制図等 

・商店街、商店会の

　調整

・PR 埼玉県商工会連合会

・各施策実施

・取りまとめ

・調査

・支援

・高齢者対策

・高齢者対策

行　田　市

・起業家支援事業（空き店舗対策）

・商店街活性化

商店街連合会

南河原商店会

・商店街の活性化

・高齢者対策

南河原商工会

・専門家派遣

 

 

 

 

 

  


