
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名  行田商工会議所 ８０３０００５０１４１４２ 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

当所の生い立ちは、忍町商工会（明治29年設立）を始めとする団体から、

一般商工業界の世論を代表し、総合的な経済団体となるべき母体設立の

必要性が台頭し、昭和22年3月創立総会が開催され、忍商工会議所が創立

し、昭和24年5月には市制施行に伴い、行田商工会議所となった。 

市内における商工業者数も平成18年度統計では3,420社であったのに

対し、平成24年度統計では3,130社と約１割減少している。行政において

も起業家支援助成事業を展開することと併せ、行田市企業誘致条例を制

定するなど対策を図り、当所と連携を図りながら創業及び企業誘致を進

めている。 

 平成22年度に策定した当所、中・長期基本計画では、「企業を育て、

地域を伸ばす商工会議所」「行動する商工会議所」を目指すを基本方針

とし、「人づくり」「モノづくり」「まちづくり」の推進! がんばる経

営応援します! をスローガンとして取り組んでいる。 

事業内容 

管内小規模事業者の中から業種を問わず１２０社を抽出し、内部で情報

を共有し、従来の経営改善普及事業に加え、経営計画作成支援や、新製

品、新商品開発支援、販路開拓等様々な側面から支援を行い、国、県等

の施策に結びつけることで、持続的発展を図ることを目標とする。長中

期的には、抽出企業の状況を見直し、企業の洗い替えを行うことで、徐々

にではあるが管内の小規模事業者をより多く支援していく。 

 

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】 

２．経営状況の分析に関すること 【指針①】 

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】 

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】 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

連絡先 

連絡窓口 行田商工会議所 中小企業相談所 指導課 人づくり係 

住所 埼玉行田市忍 2-1-8 

電話番号 048-556-4111  ＦＡＸ 048-556-0059 

HP http://www.gyoda-cci.or.jp   e-mail info@gyoda-cci.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 

 

１．行田市の概要 
 

当所が立地する埼玉県行田市は、秩 

父連峰を望む関東平野の中ほど、埼玉 

県の北部に位置し、東京都心まで約60 

㎞の距離にある。 

 

市の北には利根川、南には荒川の大 

河川を抱えその他多くの河川や水路が 

市内を縦横に流れる面積67.37㎞²のほ 

ぼ平坦な地形をしている。 

 

交通面では、都心までを1時間程度 

で結ぶJR高崎線が市の南西部、秩父鉄道が市の中央部を東西に走り、市民の通勤・通学

の足となっている。また、幹線道路は、国道17号及び国道17号熊谷バイパスが市内南西

部を南北に縦断するとともに、国道125号及び国道125号行田バイパスが市内を東西に横

断しており、首都圏及び隣接する都市と連絡しているほか、東北自動車道、関越自動車

道及び圏央道の各インターチェンジにも良好なアクセスが可能であることから、広域的

な交通利便性にも飛んでいる。さらに、数年後には国道17号バイパス（上尾道路）の延

伸が予定されており、県南地域への交通利便性向上も期待される。 

 市制を敷いたのは昭和24年。昭和32年までは周辺町村を編入し、その後編入等はなか

ったが、平成18年1月1日に南河原村を編入し、現在の行田市となった。 

 

地域資源については、埼玉県北部は古くからの小麦の産地で小麦を使用した料理が数

多くある。行田市で誕生し、明治から平成へと引き継がれてきた味、それがご当地グル

メ「フライ＆ゼリーフライ」である。 
 

※フライとは…水で溶いた小麦粉にネギ、豚肉、卵などを入れ、鍋蓋で押しながら薄く焼いたクレ

ープのようなもの。ソースか醤油で食べる。 

※ゼリーフライとは…ジャガイモ、おから、ニンジン、長ネギなどを練り込み、衣をつけずに揚

げたもの。小判型をしているため銭フライと呼ばれ、やがてゼリーフライ

になったという。 

 

さらに、「埼玉県名発祥の地」である行田市は、古くからの歴史をもち、水と豊かな

自然に囲まれたまちとして、有名な「埼玉古墳群」や「古代蓮の里」「忍城址」「石田

堤」「足袋蔵」などがある。 
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２．地域の現状と課題 
 
（１）人口 

 

総人口では、平成13年までは増加傾向にあったが、それ以降は減少に転じ、平成28年

1月現在で83,585人となっている。 

目標「平成32年度の定住人口」=87,000人 

行田市では、本市で活動するすべての人々をまちづくりの担い手とみなし「定住人口」

と「交流人口」を合わせた「まちづくり人口」の目標を設定。本市に住むだけでなく、

本市に訪れ、働き、学ぶ人を含めて「まちづくり人口」と位置付け、本市のまちづくり

に関するすべての人が活躍できるまちづくりを進めることを目標に、平成32年には、ま

ちづくり人口100,000人の達成を目指している。 

 

（２）事業所数と従業者数 

  

 ① 事業所数と従業者数の比較 

平成21年と平成24年を比較して全業種において事業所数と従業者数が減少している。
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 ② 業種別事業所数の割合 

業種別事業所数の割合は、下図のとおりである。年々製造業の比率が低くなり、サー

ビス業の比率が高くなっている。 

 
出典:統計から見えるぎょうだ2014より

③ 小規模事業者の比率 

行田商工会議所（除：旧南河原村）における統計において、平成18年度では3,435社

（小規模事業者数2,759社）であったのに対し、平成24年度では3,130社（小規模事業者

数2,505社）である。小規模事業者の比率が80％を超え、その数も約１割減少している。

 

（３）業種別の特徴 

 

①  製造業 
行田市は戦前より足袋・被服の生産地として栄えて来た繊維のまちである。昭和40年

代より工業団地の整備が進み、現在３つの工業団地が集積している。H27統計ぎょうだ

によると、全工業の事業所数214件、従業者数8,608人、製造品出荷額2,348億円となっ

ており、その内、繊維の製造品出荷額は132億円で5.6%を占めている。人口減少、少子

高齢化の進展、大手企業の撤退により売上高も低下するなど、全業種を通して厳しい状

況となっている。 

 

製造品出荷額の推移                       単位:億円 

 H19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 

金額 3,282 3,056 2,403 2,574 2,705 2,260 2,348

H19年比 100% 93% 73% 78% 82% 69% 72%

*従業者4人以上の事業所 

 

特に足袋産業においては、江戸時代より栄え、現在でも日本有数の産地である。しか

し、生活様式の変化（洋装化）により生産高も減少。製造従事者の高齢化も進み持続的

な経営を図るために人材育成が急務となっている。今後は、新たな展開による地場産業

の振興を図る。 
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足袋算出事業所における出荷金額の推移              単位:百万円 

 S55年 60年 H2年 7年 12年 17年 22年 25年 

金額 3,126 2,529 2,692 2,427 1,322 649 504 545

S55年比 100% 81% 86% 78% 42% 21% 16% 17%

*従業者4人以上の事業所 

 

② 商業・サービス業 

第3次産業では、平成24年全事業所数3,531事業所の内、2,663事業所で割合は73%（H21

年比10%減）、全従業者数32,999人の内20,693人（H21年比12%減）となっている。減少

の理由としては、売上減少や消費需要の停滞での廃業が多いと推測される。 

 市内には、スーパーマーケットが8店舗、ドラッグストア11店舗と乱立していて、今

年度、実施したプレミアム商品券の利用度は高く、ほとんどの店舗が取扱店になってい

る。（小規模事業者に配慮しプレミアム分3割利用不可） 

 平成26年度の創業支援者（小規模事業者）12件はすべてサービス業であり、その内6

件が飲食業である。行田市起業家支援事業助成金（空き店舗等家賃助成・空き店舗等改

修助成）を活用しての創業が8件と半数以上となっている。 

 

③ 建設業 

全事業所数3,531事業所の内、建設業の割合は11%で、平成24年374事業所で（H21年比

7%減）全従業者数32,999人の内2,095人（H21年比16%減）となっている。減少の理由と

しては、受注減少や競争激化による廃業が多いと推測される。 

市内には、分譲住宅メーカー及び注文住宅メーカーが数社あり、それに係る職別工事

業が市内には存在している。着工新設住宅件数については、平成25年566戸で平成21年

474戸と比較すると約20%の増加となっている。内訳は、持家が304戸、貸家が150戸、分

譲住宅が111戸となっている。 

 

３．行田商工会議所の役割  
 
当所の生い立ちは、忍町商工会（明治29年設立）を始めとする団体から、一般商工業

界の世論を代表し、総合的な経済団体となるべき母体設立の必要性が台頭し、昭和22年

3月創立総会を開催し、忍商工会議所が創立され、昭和24年5月には市制施行に伴い、行

田商工会議所となった。平成18年1月1日に旧行田市と旧南河原村が合併したので、当所

の管轄は旧行田市（合併前人口の95％）である。 

 当所は、地域での産業支援の中心的な立場と組織率の高さや、支援機関とのネットワ

ークを生かして、当地域唯一の総合経済団体として、行政への意見要望や巡回・窓口相

談等の持続的なサポートを通して、行政の実施する各種支援策の普及活動や事業所ごと

の課題解決を行っている。また、地域企業の生の声を行政に届け、地域経済の活力向上

に資する施策の立案・実施を要望している。 

 これにより、地域経済の中心的な支援機関としての責務を果たし、ひいては地域経済

の活性化に資することが使命であると考えている。 

特筆すべき取組として、当所としては平成13年度より継続して、小規模事業者を中心
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に「ご用聞き運動」を実施している。 

春のご用聞き運動は、特定地区内の全事業所及び、特定業種の全事業所を巡回訪問し、

実態調査を行うことで経営の実態を把握し、商工業振興対策の基礎資料として活用して

いる。また、秋のご用聞き運動は、全会員事業所（市内約1,600件）を巡回訪問し、日

常業務の巡回相談で処理しきれなかった部分のフォローアップを行うと同時に、コンタ

クトの少ない事業所とコミュニケーションを図り、重点事業PRを行っている。また、各

地区の特定地域の巡回も行い、小規模事業者の課題解決に取り組んでいる。 

 さらに、やる気のある女性経営者（3人寄れば文殊の知恵）を対象に3ヶ月に1回勉強

会を開催し、共通のPRチラシ等を作成し、相互の顧客連携を図り、売上の増加をめざし

ている。 
 
４．中長期的な小規模事業者振興のあり方 
 

当所管内である行田市は、平成24年度時点で、全事業者数3,130件のうち80%の2,505

件が小規模事業者であり、埼玉県内の商工会議所の中で小規模事業者の割合が高い商工

会議所である（経済センサス調べ）。これは、行田市が歴史的に繊維産業の盛んな地域

であり、分業構造の中で、重要な役割を担う小規模な繊維関連業者が多く存在している

ことに起因していると考えられる。 

 行田市の小規模事業者数は平成18年度～平成24年度の6年間で10%の減少となってお 

り、254件の事業者が廃業あるいは移転をしている。今後10年間を想定したときに更な

る人口減と事業者数減が想定されることから、 

 

①  地域産業の根幹をなす小規模事事者の廃業を食い止める 
 

②  行田市内で創業する事業者の輩出による市場の活性化 
 

③ 足袋産業等のみならず地域の製造業におけるビジネスモデルの転換 

 

④ 地域の名産や物産を活かした地域のブランド化と個店の支援による 

「交流人口の拡大」 

 

の４点の実現へ向けて支援することが、地域産業持続に必要な振興のあり方であると

考えている。 

 

５．経営発達支援事業の方針・目標 
 

（１）方針 

上記のような地域の現状と課題、行田商工会議所の役割を踏まえた「小規模事業の中

長期的な振興のあり方」を受けて、以下の経営発達支援事業について、当所職員一丸と

なって取り組む。また、埼玉県、行田市、地域金融機関、教育機関、その他支援機関と

連携し、小規模事業者の経営力、技術力向上、販売促進等を継続して支援する。 

平成22年度に策定した当所、中・長期基本計画では「企業を育て地域を伸ばす商工会
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議所」「行動する商工会議所」を目指すを基本方針とし「人づくり」「モノづくり」「ま

ちづくり」の推進! がんばる経営応援します! をスローガンとして取り組んでいく。

 

（２）目標 

  

 ① 地域産業の根幹をなす小規模事業者の廃業を食い止めるための支援 

 

 これまで大半の小規模事業者は、時間的余裕や事務能力が不十分であるため行政の支

援策や資金的余力が無いため民間支援機関による有償支援を十分に受けづらかった環 

境にあったといえる。こうした事情に鑑み、行田商工会議所は、官民中立の立場を生か

して、行政や民間支援機関でもなし得ない部分に対する支援を事業者負担が極力少ない

方法で実施し、小規模事業者の持続的発展のサポートをしていく。 

具体的には、管内小規模事業者の中から業種を問わず120社（経営指導員@30社×4名）

を抽出し、内部で情報を共有し、従来の経営改善普及事業に加え、経営計画作成支援や、

新製品、新商品開発支援、販路開拓等様々な側面から支援を行い、国、県等の施策に結

びつけることで、持続的発展を図ることを目標とする。また、その内40社（経営指導員

@10社×4名）については、地域の経済動向調査や経営分析や需要動向調査の必要性を説

明し、事業所自らができるように指導し、経営能力の向上を図る。 

 

 ② 行田市内で創業する事業者の輩出による市場の活性化の支援 

 

創業支援に関しては、他機関との連携を図りながら、経営計画作成支援はもとより、

空き店舗情報提供、マーケティング支援など、ワンストップでの相談支援体制を整備し

その対応にあたる。 

また、後継者不在に悩む事業所を発掘し、これから創業を目指す方々に情報提供を行

い、マッチングさせることで、よりスムースな創業を目指し、後継者の発掘、育成にも

注力することで「創業するなら行田」をアピールし、地域の活性化に結びつける。 

 

③ 足袋産業等のみならず地域の製造業におけるビジネスモデルの転換の支援 

 

市内にはものつくり大学を有し、モノづくり産業における知識と先進技術設備があ

り、新製品開発等のサポートを進める環境もあり、産官学との交流・連携を深め、複合

的産業や新たな産業の基盤形成を図る。 

足袋については「行田足袋」の認知度を今一度高めるために、ブランド力強化を図り、

市内外に発信していくことで、地域産業の活性化を目指す。また、足袋をファッション

アイテムの一つとして提案することで「行田足袋」に触れる機会の創出を側面から支援

することで、足袋製造業者の活性化に向けて取り組んでいく。 

 

④ 地域の名産や物産を活かした地域のブランド化と個店の支援による「交流人口の

拡大」のための支援 

 

現在でも有数の足袋産地であり、「行田足袋」の認知度を今一度高めるために、ブラ
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ンド力強化を図り、市内外に発信していく事で、地域産業の活性化を目指す。 

さらに、中心市街地に足袋産業全盛期の明治時代から昭和30年頃にかけて建てられた

「足袋蔵」と呼ばれる足袋を保管する倉庫が多数存在しており、これらを活かして、さ

まざまな事業を行い、賑わいと集客力を向上させる。さらに、市内のお祭り等イベント

へ物産バザールとして出店し、各事業所の逸品を紹介する。 

 

上記の実践により、数値目標として5年後の管内小規模事業者数推移を8%減以内に抑え

ることを目標設定する。 

 

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 

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】 
当所では 

① 統計資料「統計から見えるぎょうだ2014」及び当所が有する各種経済データ 

② ご用聞き運動の際に行うアンケート調査  により経済動向を調査している。 

 

①統計資料「統計から見えるぎょうだ2014」 

  埼玉県や行田市に隣接する４都市（熊谷市、羽生市、加須市、鴻巣市）と県内商工

会議所が位置する１３都市のデータを中心に人口、産業、都市基盤等の統計データ

についてまとめたもの。 

統計内容 

１）人口 ア.人口動態 イ.昼夜間人口 ウ.地区別人口と世帯 

２）産業 ア.事業所数 イ.事業所従業者数 ウ.市町村民経済計算 

  工業、製造業    ア.工業事業所数 イ.工場従業者数 

  建築業、サービス業 ア.企業数 イ.従業者数 ウ.完成工事高 

  商業 ア.小売商店数 イ.従業者数 ウ.年間販売額 

  農業 ア.農家数 イ.事業所数 ウ.従業員数 エ.作物の類別収穫面積 

３）都市基盤 ア.利便比較指標 イ.土地、気象、災害状況 

 

当所が有する各種経済データ 

当所に集まってくる各種団体の情報を記載した冊子（データ） 

・市報ぎょうだ ・経済団体の会報及び業界紙 ・各種金融機関の会報 

統計内容 

・市報ぎょうだ…行田市の情報を発信する冊子で、毎月発行 

・経済団体の会報及び業界紙…日本商工会議所や企業診断の冊子 

・各種金融機関の会報…各種金融機関が取引先及び関係機関に情報発信する冊子 
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【現状】 

 統計から見えるぎょうだ2014においては、 

・本紙の内容を説明する説明会を行った。 

・統計データを提供したが、使い方までの提案はしなかった。 

・説明会を行ったものの、積極的な周知は行わなかった。 

・地域の業況や問題点を盛り込んでいなかった。 

 各種経済データにおいては、 

・団体別にファイルを綴っている。 

・有益な情報を加工して提供していることはしていなかった。 

 

【課題】 

・統計データの使い方を説明する。 

・説明会を周知させる。 

・地域の業況や問題点を盛り込む。 

・事業所に有益な情報を加工し、発信する。 

 

【改善方法】  

1）説明会 

・統計データの使用方法説明会を実施する。 

2）周知 

・チラシを作成し、行田市内に全戸配布する。 

・当所会報にて説明会実施の記事を載せる。 

・部会や各種セミナー時に時間を設け、説明する。 

・当所HPにて情報が入り次第、すぐに掲載する。 

3）情報加工 

・事業所が必要と思われる情報（政策や補助金、金融、トレンド等）を加工する。

4）活用 

・HPに、項目ごとに「対象業種」「活用方法」「活用例」を掲載し、活用できるよ

うにする。 

・情報を活用するためのセミナーを実施し、各事業所が活用できるように指導する。

 

【改善方法の具体的な内容】 

統計から見えるぎょうだの更新（既存事業改善） 

 目的：行田市の現状や特色を把握するとともに、県内における位置（順位）を知るこ

とにより、地域・企業活動の一助として活用してもらう。 

 対象者：行田市内の事業所 

 調査方法：埼玉県統計課、行田市統計書及び隣接都市統計書、官公署、民間団体等 

 頻度：１年間に１回更新  

 調査項目：人口、産業、都市基盤 

 活用方法：売上拡大のアドバイスとして活用 

 提供方法：説明会を実施、当所HPに掲載、会報に掲載 
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小規模事業者に対する効果：地区人口年齢などのマーケティング資料とすることによ

り、売上拡大につなげる  

 

各種経済データ提供（新事業） 

目的：事業所に必要とされる経済情報（業界動向、トレンド等）を提供し、新たな市

場進出の手がかりや、新商品・サービスのヒントを与える 

対象者：行田市内の事業所 

調査方法：市報ぎょうだ、経済団体の会報 

頻度：随時 

調査項目：業界動向 

トレンド（市場ニーズ、社会変化、社会的課題などの社会全体の動き） 

活用方法：事業所がデータに基づいて新商品・新サービスなどの開発に活用 

提供方法：活用方法のセミナーを統計から見えるぎょうだの説明会と一緒に行う 

当所HPに掲載 

小規模事業者に対する効果：新たな商品,サービスや、事業の方向性を考えるきっか 

けになる 

  

【事業所自らが必要な情報を見つけられ、利用できるように指導する内容】 

 ・マーケティングを行う上で必要な情報とはなにかを示す 

  （人口動向、消費者動向、業界動向、商品動向など） 

・地区人口年齢の調べ方 

 ・インターネット活用による市場動向の調べ方 

 ・当所が提供する情報（業界動向、トレンドなど）の利用方法 

【目標】 

 統計から見えるぎょうだの更新 

・更新：毎年１２月末更新 

・活用できる資料とする 

・説明会実施回数：年間１回 

（参加事業所数）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

統計から見えるぎょうだ説明会 ３０ ３５ ４０ ４５ ５０ ５０

 

各種経済データ提供 

・平成２８年４月～平成３３年３月 

・情報提供数：１ヶ月毎に更新 

・セミナー実施回数：年間１回 （統計から見えるぎょうだ説明会と合わせて行う）

（参加事業所数）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

情報活用セミナー ― ３５ ４０ ４５ ５０ ５０ 

経営指導員が経済情報提供を行う
（次年度以降事業所自らが必要な情報

を見つけられるように指導する） 

― １０ １０ １０ １０ １０ 
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事業所自らが情報を取得できる 

※累計数 

― ― １０ ２０ ３０ ４０ 

※累計数においては、1年に一度行うご用聞き運動の際に、「事業所自らが情報を取得

できる」かを確認し、把握に努める。 

 

②ご用聞き運動の際に行うアンケート調査 

毎年10月～12月、管内事業所に訪問し、事業所の声を集める運動。 

日常業務の巡回相談等で処理しきれなかった部分のフォローアップを行うと同時

に、コンタクトの少ない事業所とコミュニケーションを図る。 

なお、当アンケートは会員事業所のみならず、非会員事業所へも訪問し、希望者

を募ったうえで実施する 

【調査内容】 

業種、商工会議所利用状況、売上・仕入状況、経営上の問題点、事業承継、 

情報収集先、消費税転嫁状況、補助金利用状況、地域資源を使用した商品等 

【アンケート調査の現状】 

 全会員に対してアンケート調査を実施。 

・平成24年度のアンケート回答率 14％  

・平成25年度のアンケート回答率 7.6％ 

・平成26年度のアンケート回答率 15％ 

・回答率が20％を下回っている。 

・回答事業所は「サービス業」「小売業」「製造業」の順で回答率が高い。 

・意見などを聞いているものの、対応しきれていなかった。 

・各事業所の売れ行き動向に関するアンケートを行っていなかった。 

・多くの事業所で見られる事業承継におけるアンケートを行っていなかった。 

・アンケート分析結果をフィードバックしていなかった。 

【課題】 

・回答率の上昇 

・売れ行き動向の調査 

・事業承継の調査 

・アンケート分析結果のフィードバック 

【改善方法】 

1）情報収集 

・事業所の声を多く集めるため（アンケート回答率を高めるため）、各職員に目標件数

を定めて、実行する。 

・外部経営コンサルタントと協力して、回答しやすいアンケートフォームに変更する。

・地域の業況や問題点、売れ行きや事業承継の状況を聞き出すため、ヒアリングシート

を作成、巡回時に聞き取る。 

2）アンケート分析及び結果のフィードバック 

・アンケート回収後、エクセルにて結果を入力集計する。その後、経営指導員が規模、

業種、地域経済動向、需要動向、事業者状況などを分析する。そして、その結果を、

当所HPや会報にて公表する。また、統計から見えるぎょうだ説明会にてアンケート結

果及び活用方法を説明する。 
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（事業内容） 

◇ご用聞き運動におけるアンケート調査の回答事業所数増加（既存事業改善） 

目的：行田市内事業所が抱えている課題や問題、事業所の声などを集め、その声に基

づいて事業を行うための基礎資料とする。 

 対象者：行田市内の事業所 

 調査方法：アンケート及び聞き取り 

      職員にアンケート回収件数の目標を設定し、回収を促進する 

 頻度：1年間に１回 

調査項目：業種、商工会議所の利用状況、事業所の売上状況、事業承継状況、 

消費税転嫁の状況、補助金の状況、地域資源を使用した商品開発等 

 活用方法：利用したいメニューを回答してもらった事業所に対して、経営指導員等が

対応する 

 提供方法：当所HPに掲載 

会報に掲載 

経営指導員等による聞き取り 

 小規模事業者に対する効果：利用したいメニューを利用することにより、経営力強化

を図る 

 【目標】 

・平成２８年４月～平成３３年３月  ※１年に１回（合計５回） 

（％）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

アンケート回答率 １５ １８ ２０ ２３ ２６ ３０

 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
【現状】 

①当所 

融資時に決算書を提出する際、決算書の数字を分析ツールに入力し、定量面での経営

分析を行い、分析結果を事業所へ説明している（年間40件）。しかし、多く事業所に対

して経営分析の必要性を説明していない。また、定性面（強み、市場動向、経営の方向

性等）での分析を行っていない。 

 ※経営分析の必要性を説明していない理由として、必要性は感じているものの、全体

に説明するための資料がなく、積極的に発信してこなかった。 

 ※定性面での分析を行っていない理由として、事業所へヒアリングするだけの相談時

間を設けていなかった。 

②事業所 

税理士事務所や当所から示された定量面での経営分析の報告を受けているものの、自

らが経営分析を行っている状況ではない。 

 ※多くの事業所は計数観念が弱く、数字を避ける傾向にあるため、自身で経営分析を
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行っていなかった。 

③過去の実績 

・平成２６年度に「会社の健康診断セミナー（２回コース）」を実施 

・１回目は７事業所、２回目は２事業所が出席 

・参加事業所からの意見として、 

「必要なことだと思うが、内容が難しい」「決算書の読み方がわからない」 

 などが上がった。 

④経営力自己診断による分析 

融資を申し込んできた事業所の決算書を入力し、経営分析を行っている。 

（分析内容） 

 ・収益性分析…経常利益率、損益分岐点売上高 

 ・成長性分析…売上高増加率、経常利益増加率 

 ・労働性分析…労働生産性、労働分配率、設備投資効率 

 ・安全性分析…流動比率、固定長期適合率 

 ・効率性分析…総資本回転率、総資本経常利益率、売上債権回転期間 

 

【課題】 

・事業所への分析結果の説明 

・経営分析の必要性の説明 

・定性面も含めた経営分析の実施 

・事業所へ経営分析方法を教育 

・事業所のレベルに合わせたセミナーの実施 

 

【改善方法】 

・部会や各種セミナー時に時間を設け、経営分析の必要性を説明する。 

・計数観念を高めるためのセミナーを行う。 

・ヒアリングシートに基づいた「定量面」「定性面」の両面から分析を行い、今後の方

向性をアドバイスする。 

・経営分析における習熟度を確認するためのシートを作成し、習熟度を把握。その上で、

事業所が自ら分析できるように、段階的に教育する。 

 

（事業内容）  

① 各事業所の経営分析（既存事業改善） ※当所経営指導員が実施。その後指導する。
会社の現状を知り、今後の道筋を考えるために、定量面・定性面から分析を行う 

目的：事業所の現状及び問題点を把握し、解決する 

 対象者：行田市内の事業所  

 分析項目：①定量面 

収益性分析、成長性分析、労働性分析、安全性分析、効率性分析 

②定性面 

     経営者の性格資質、業界経験知識、交友関係、業界特徴、市場環境等 

活用方法：経営指導員等の経営支援（事業計画策定支援など）で活用する 

     事業所自らが経営力自己診断を行う 



１３ 
 

提供方法：経営指導員が当所もしくは各事業所に赴く 

小規模事業所に対する効果：現状を知ることにより、これから行うべきことがわかる

 フォローアップ：自ら経営分析できるようになった事業所においては、決算毎に訪問

し、分析結果を確認する。また、確認した結果を基にアドバイスを

行う。 

【目標】 

・設定期間：平成２８年４月～平成３３年３月   

・支援した事業所が２年目以降、自ら経営分析できるようにする 

※ご用聞き運動時のアンケートから要望があった事業所を対象として５件 

融資申込事業所、経営革新支援事業所、補助金支援事業所を対象とし５件 

年間４０事業所を支援（経営指導員４名×１０事業所＝４０事業所） 

 

（事業所数）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

経営指導員が経営分析を行う 
（次年度以降事業所自らが経営分析

を行えるよう指導する） 

４０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

事業所自らが経営分析を行う 

※累計数 

― 

 

― ４０ ８０ １２０ １６０

 

②計数観念アップ＆決算書解読セミナー（新規事業）※事業所自身が行えるように支援

 計数観念を高め、自社の決算書を理解してもらうために、決算書の「見方」「使い

方」を説明。売上高及び収益に関する数字が経営上重要であるので、この部分にお

ける分析手法も説明し、身に付けてもらう。また、自社の決算書３期分を持参して

もらい、自社の収益性分析を行う。 

目的：計数観念の必要性を事業所自身に感じてもらう 

 対象者：行田市内の事業所 ※主に決算書が読めない事業所 

 分析項目：収益性分析（売上総利益率、経常利益率、損益分岐点） 

周知方法：チラシ、ポスターを作成 

当所HPに掲載 

会報に掲載 

小規模事業者に対する効果：経営を客観的に把握することができるようになる 

フォローアップ：自ら経営分析できるようになった事業所においては、決算毎に訪問し、

分析結果を確認する。また、確認した結果を基にアドバイスを行う。

 

【目標】 

・設定期間：平成２８年４月～平成３３年３月（１年間に１回開催） 

・多くの事業所に計数観念及び数字の必要性を感じてもらう 

・経営分析を身に付けたい事業所に指導 

（事業所数）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

セミナー参加事業所数 ― １０ １５ ２０ ２５ ３０ 
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経営分析手法を指導 ― ４ ６ ８ １０ １２ 

事業所自らが経営分析を行う 

※累計 

― ― ４ １０ １８ ２８ 

 

③経営分析セミナー（既存事業改善） ※事業所自身が行えるように支援 

  自社の数字及び定性面を分析する手法を身に付けてもらい、今後の事業に活かす 

目的：事業所自身が現状及び問題点を把握し、解決する手段を身に付ける 

 対象者：行田市内の事業所 ※主に決算書が読める事業所 

 分析項目：＜定量面＞ 

収益性分析、成長性分析、労働性分析、安全性分析、効率性分析 

＜定性面＞ 

経営者の性格資質、業界経験知識、交友関係、業界特徴、市場環境等 

     ※SWOT分析 

周知方法：チラシ、ポスターを作成 

当所HPに掲載・会報に掲載 

小規模事業者に対する効果：自らが現状を把握することにより、迅速な経営判断の材

料となる 

フォローアップ：自ら経営分析できるようになった事業所においては、決算毎に訪問し、

分析結果を確認する。また、確認した結果を基にアドバイスを行う。

 

【目標】 

・設定期間：平成２８年４月～平成３３年３月（１年間に１回開催） 

・多くの事業所に経営分析の必要性を感じてもらう 

・経営分析を身に付けたい事業所に指導 

 

（事業所数）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

セミナー参加事業所数 ７ １０ １０ １０ １０ １０ 

経営分析手法を指導 ― ６ ６ ６ ６ ６ 

事業所自らが経営分析を行う 

※累計 

― ― ６ １２ １８ ２４ 

 

※各目標をまとめると以下となる 

（事業所数）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

各事業所の経営分析 ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

計数観念アップ＆決算書解読

セミナー 

― １０ １５ ２０ ２５ ３０ 

経営分析セミナー ７ １０ １０ １０ １０ １０ 

事業所自らが経営分析を行う

※累計 

― ― ５０ １０２ １５６ ２１２
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【事業所自らが経営分析を行えるよう指導する内容】 

 1）定量面での指導 

  ・決算書の数字の意味 

  ・分析方法（分析ツールの使い方）及び分析内容 

・分析後、どのように活用するか 

 2）定性面 

  ・強みの見つけ方 

  ・市場環境を調べる方法 

 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 

 

３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
小規模事業者の多くは事業計画の策定がされていないため、「経営理念・経営ビジョ

ン」「経営戦略」等事業の目標が明確でない状況にある。そこで、小規模事業者に対し

事業計画策定の重要性を訴えることで意識付けを行う。需要を見据えた事業計画策定支

援及び実現に向けて、埼玉県・行田市・中小機構等の公的支援機関、地域金融機関等認

定支援機関とも連携、専門家のアドバイスも受けながら経営課題を抽出し、小規模事業

者の売上拡大・販路開拓を目指した事業計画策定の支援を行う。 

 

【現状と課題】 

現在各項目にそった講習会は開催するものの真に必要な企業へ行きわたっていない。

当所では小規模事業者の事業計画策定支援として、経営計画作成セミナー及び創業塾

や経営革新セミナーを実施(集団指導)しているが、創業や経営革新を目的とした事業者

に限られている。日々の業務においては、大半の小規模事業者が過去の経験や感覚で経

営を行っており、事業計画の必要性を認識している事業者は少ない。また、事業計画を

策定する場合でも、小規模事業者は自社の強み、弱み、経営課題の把握が十分でないた

め、自ら事業計画の策定を完了させることは容易ではない。 

 

【改善方法】  

今後は、事業計画策定の重要性を示すため日頃の巡回・窓口相談やセミナー、個別相

談会等において事業計画に基づいた経営の重要性をより多くの小規模事業者に十分に

伝え、事業計画策定を目指す事業所の掘り起こしを行う。また事業計画策定においては

上記「１．地域の経済動向調査に関すること」、「２．経営状況の分析に関すること」、

で行う調査を踏まえて、小規模事業者の売上拡大・販路開拓に向けた、実現可能性の高

い計画書を支援し作成していく。 

 

【事業内容】 

① 巡回・窓口相談、計画書作成支援（既存事業改善）【指針２】 
目的として経営計画書作成の必要性を事業者自身に感じてもらい、行田市内の事業 

者を対象に自らが現状を把握することにより、迅速な経営判断の材料となる 
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巡回、経営分析、個別相談を通じ、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起し 

のため説明会やセミナーを実施する。特に小規模事業者持続化補助金やモノづくり補助

金等は、補助申請時期に合わせた事業計画策定支援を行う。各種の事業計画策定を目指

す小規模事業者を対象に、上記の調査の結果を反映し、日本政策金融公庫、信用保証協

会、地域金融機関等と連携して事業計画の策定支援を行う。事業計画策定における専門

的課題においては、ミラサポ等による専門家派遣によって課題解決を図る。 

 

② 創業支援（新規事業）【指針２】 
埼玉県では創業への支援に力を入れており、当地域においては更に個人の新たな挑戦

力を高め加須市・羽生市等との広域において創業の支援に取り組む。各商工会と調整を

しながら、創業塾、個別相談の推進を面的支援で取り組む。また、創業希望者に対して

は、１商工会議所３商工会の広域に加え、埼玉県、利根地域振興センター、金融機関と

も連携し支援に取り組む。 

１）行田市・加須市・羽生市において創業支援の枠組みを構築する。 

２）創業塾を開催し、創業希望者の選択肢を広げ、個別支援に繋げる。個別相談会、

定例相談会を通じて当所指導員が創業計画書作成支援を行い、創業への実践支援

を行う。 

３）創業補助金における申請書作成支援を行う。 

４）創業者同志の意見交換会、交流会を開催して創業者同士の情報共有、異業種交

流を通じて経営者としての学習の機会を創出する。 

５）創業・起業の情報発信サロン（創業サロン）を行田市、信用保証協会、日本政

策金融公庫、地域金融機関と連携して市民の交流広場に創設し創業支援の普及と

創業希望者の掘り起しを図る。 

 

③ 経営革新(第二創業)計画策定支援（既存事業改善）【指針２】 
前述までの目標記載通り小規模事業者にとって新たな需要の開拓は重要な課題の 

一つである。当所では経営革新計画の策定を新たな第一歩と捉えその承認取得を支援

している。これまでも案件掘り起こしのため、中小企業診断士を講師に迎え｢経営革新

セミナー｣を開催してきたが、講義後に経営革新計画作成まで続くのは少ない。 

今後は｢経営計画作成支援 中期ビジネスプラン講座｣として、個別相談の実施や受

講者のアンケートに基づくその後のフォローを徹底することで、経営革新計画に取組

む事業所数の増加を図る。計画策定に取組む事業者は従来同様、経営指導員等が全面

的にバックアップし、承認取得まで手厚い支援を行う。 

 

④ 事業継承支援（既存事業改善） 【指針２】 
後継者不在に悩む事業所を発掘し、これから創業を目指す方々に情報提供を行い、

よりスムースな事業継承を目指して、創業と事業継承（事業を残したい事業所）への

後継者育成にも注力することで「スムースな事業継承と創業するなら行田」をアピー

ルし、地域の経済の活性化へ繋げる。 
さらに、事業承継アンケートを実施し、その結果を踏まえて事業所承継に不安や課

題を抱えている事業者を対象にした個別相談会や事業承継セミナーを埼玉県と連携し

開催する。また、近隣の羽生市、加須市等と協力し経営指導員を中心に、調整をしな
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がら、セミナーや後継者バンク登録制度の推進を面的支援で取り組む。事業計画策定

を目指す希望者に対しては、行田市、金融機関とも連携し支援に取り組む。 

 

（目標）支援数及び事業計画策定支援件数 

支援内容 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

1 巡回・窓口指導件数

(延べ事業所数) 

2,550 

件 

2,600 2,600 2,700 2,700 2,800 

2 セミナー･相談会 

開催回数 

26 

回 

30 30 30 35 35 

2-1 セミナー･相談会

受講者数 

594 

名 

620 620 620 670 670 

3 事業計画策定事業所

数(3-1～3-3合計) 

20 

件 

30 30 30 38 38 

3-1 第二創（経営革新）

策定支援数 

8 

件 

16 16 16 20 20 

3-2 創業計画等支援数 12 

件 

12 12 12 15 15 

3-3 事業継承支援数 0 

件 

2 2 2 3 3 

設定期間：平成２８年４月～平成３３年３月 

 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
景気動向・需要調査、経営状況の分析を行った上で策定した事業計画が、「机上の空

論」にならないよう定期的な状況確認により、早期の課題発見・改善策の立案が必要と

なる。多くの小規模事業者は、単独で事業計画を実施することは難しく、小規模事業者

に対するフォローアップを実施することで事業計画の実現に向けた支援を行う。 

 

上記３．で作成した支援を行った事業計画により、以下の実施支援を行う。 

 

【現状と課題】 

策定した事業計画の進捗管理を小規模事業者が自ら行ない、課題の把握・解決を行う

ことは難しく、日々の仕事に追われてしまう。これまで当所で行ってきたフォローアッ

プは、回数もその内容も各経営指導員等の判断で行っており、案内している施策情報も、

一般的な融資制度や補助金公募時期において開催しているセミナー等で、必ずしも個々

のニーズに合った情報となっていない。経営革新計画承認などの制度利用事業所につい

て計画の期間中に、年に１度のフォローアップが義務づけられているが、それ以外では

定期的に行っていない。 

今後は支援の期間、回数など支援内容毎のルール決め等を行い、事業計画の実現に向

けて経営指導員等が、寄り添って支援できる仕組みが必要となる。 
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【改善方法】 

事業計画策定後は、計画策定に関わった当所の経営指導員等が寄り添い、計画策定後

のフォローアップを行う。また、その過程で出た特異な課題等に対しては、専門的な知

識やノウハウを有する各支援機関･金融機関や専門家と連携して解決を図る。 

 

【事業内容】 

① 経営指導員等による定期的なフォローアップ（既存事業改善）         
＜上記３―①の策定後＞ 

これまでは、経営指導員等が個々の判断で行っていたフォローアップを、今後は３カ

月に１度を目標に巡回訪問を実施し、進捗状況の確認、現状把握を行う。さらに改善策

を一緒に考え、各種施策の活用や事業所間のマッチングの機会提供等、課題に応じた必

要な支援を行う。フォローアップにより経営状況の把握ができることから、２年目以降

は計画進捗状況にあわせて、巡回・電話によるフォローアップを組み合わせ、３年間継

続指導を行う。 

 

② 創業者に対する計画実施支援（新規事業） ＜上記３―②の策定後＞ 
上記３の通り当所では、創業塾を通じて計画策定支援を行ってきたが、受講後の計画

実施支援が十分ではなかった。今後は、開業に向けた各種手続き支援、資金調達支援、

研究開発支援、販路開拓支援等のフォローアップを継続的に行い、創業者の計画の実現

を支援していく。 

１）創業支援については、創業後も必要に応じて３カ月に１度巡回訪問し、創業後に

必要となる税務相談、労務相談、金融相談、経営全般に関する必要な指導・助言をワ

ンストップで行えるよう継続しての支援を実施する。 

２）創業塾の開催及びフォローアップ 

受講生同士の意見交換の場として、開催日の対面交流のみではなく、IT・SNS 活用

による交流の場を提供する。気軽に相談ができる場や、受講生同士のネットワークが

強まる環境を整備することで、創業・独立開業に向けてのモチベーション維持やドロ

ップアウトの未然防止、また、実際に開業した後にも利用可能な事業者間ネットワー

クの確立を支援する。 

３）創業後のフォローアップ 

資金計画の内容から、一歩踏み込んだ税務・決算の内容でのフォローアップを実施

財務面をフォローし、白色申告から青色申告へのスムーズな切換や、優遇税制の紹介

等、実務的に活用が可能な内容を盛り込む。創業へ向けた支援体制を確立併せて、経

営相談に対応。早期廃業防止に取り組む。 

 

③ 経営革新計画実施支援（既存事業改善)  ＜上記３―③の策定後＞ 
現在当所では、経営革新計画承認事業所に対し、計画期間中年一度のフォローアッ

プ調査を行い、経営革新計画の進捗状況の把握を行っている。今後は現状把握的な調

査に留まることなく、事業の進捗状況に応じて、補助金や制度融資等の支援策の活用

提案と申請手続きのサポートを行い確実な事業化を支援していく。また、新たなテー

マによる事業所の考えや気付きを、可能な限り事業者の声を支援し柔軟な対応を支援
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する。 

 

④  事業継承支援（既存事業改善）  ＜上記３―④の策定後＞ 
後継者不在に悩む事業所へ創業者の紹介や技術のある者に情報提供を行い事業継承

の計画策定支援を行えるよう、今後は事業継承後に向けた各種手続き支援、資金調達

支援、研究開発支援、販路開拓支援等のフォローアップを継続的に行い、継承者の計

画の実現を支援していく。また、事業承継アンケートを実施し、その結果を踏まえて

事業承継に不安や課題を抱えている事業者を対象にした個別相談会や事業承継セミナ

ーを行田市、埼玉県と連携し開催する。 

 

（目標）事業計画策定支援後のフォローアップ件数 

支援内容 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

1 巡回・窓口指導件数

(延べ事業所数) 

2,550 

件 

2,600 2,600 2,700 2,700 2,800 

＜上記３―①の策定後＞

経営指導員等による

定期的なフォローア

ップ（既存事業改善） 

120 

件 

130 130 135 135 140 

2 セミナー･相談会 

開催回数 

26 

回 

30 30 30 35 35 

2-1 セミナー･相談会

受講者数 

594 

名 

620 620 620 670 670 

＜上記３―①の策定後＞

経営指導員等による

定期的なフォローア

ップ（既存事業改善） 

70 

件 

90 90 90 100 100 

3 事業計画策定事業所

数(3-1～3-3合計) 

20 

件 

30 30 30 38 38 

3-1 創業計画等支援数 12 

件 

12 12 12 15 15 

＜上記３―②の策定後＞

創業者に対する計画

実施支援（新規事業） 

8 

件 

8 8 10 12 12 

3-2 第二創（経営革新）

策定支援数 

8 

件 

16 16 16 20 20 

＜上記３―③の策定後＞

経営革新計画実施支

援（既存事業改善)  

8 

件 

16 16 16 20 20 

3-3 事業継承支援数 0 

件 

2 2 2 3 3 

＜上記３―④の策定後＞

事業継承支援（既存
0 1 1 1 2 2 
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事業改善）  件 
小 計  206 245 245 252 269 274 

         小計 ×４回 

フォローアップ件数

(延べ回数) 

824 

件 

980 980 1,008 1,076 1,096 

※1：前述の通り３カ月に１度のフォローアップを行うため、フォローアップ件数はフ

ォローアップ事業所数の４倍の数値とした。 

 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 ※各事業所の商品・サービスの動向を調査することを、需要動向調査と定義する 

【現状】 

①当所 

 経営革新計画支援時及び補助金申請書支援時において、各事業所に必要な業界状況や

商圏分析（地域人口及び年齢人口分布）を、業種別審査事典や市報ぎょうだ、インター

ネットから調査して、提供している。しかしながら、積極的に当所が需要動向調査の支

援をしていることを周知していない。 

※個別ということで、相談された際に対応するという「待ちの対応」で処理している 

②事業所 

 当所アンケート結果より、必要な情報を主に「取引先」「同業者」「顧客」から収集

している。しかしながら、自社で商圏分析や自社の商品・サービスにおける分析を行っ

ていない。 

※商圏分析の必要性を感じていない   

自社で分析する方法がわからない   

 

【課題】 

・当所が需要動向調査を支援していることの周知 

・商圏分析の必要性の説明 

・分析手法の説明 

 

【改善方法】 

・部会や各種セミナー時に時間を設け、商圏分析方法及び需要分析の必要性を説明する。

・商圏分析方法及び需要分析を習得するためのセミナーを行う。 

・事業所が自ら分析できるように支援する。 

 

（事業内容） 

①需要動向調査支援（既存事業改善） 

目的：各事業所に即した需要動向の分析結果を提供し、売上拡大のヒントを与える 

   また、各事業所で分析できるように指導し、各事業所の経営能力向上を図る

対象者：融資申込事業所、経営革新計画作成事業所、補助金申請書作成事業所 
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調査項目：＜業界動向＞ インターネット上にある情報源を教える 

  インターネットからの情報、業界紙からの情報 

＜商圏動向＞ ｊSTAT MAPの使い方を指導 

  商圏人口動態、地域別世帯数 

＜消費者動向＞ 売上に関わる情報の収集及び活用方法を指導 

      アンケート項目、アンケートの取り方、集計後の使い方 

調査方法：市報ぎょうだ、インターネット、商圏分析ツール、 

頻度：随時 

調査目標件数:300件（事業所数の1割） 

分析項目：業界動向、商圏分析、ABC 分析、競合分析、顧客分析（性別、年齢、ラ

イフスタイル、住所など） 

小規模事業者に対する効果：売上拡大につながる 

フォローアップ：自ら商圏分析及び需要分析できるようになった事業所においては、

決算毎に訪問し、分析結果を確認する。また、確認した結果を基にア

ドバイスを行う。 

※商圏分析ツール…「ｊSTAT MAP（地図による小地域分析）」 

独立行政法人統計センターが運用している政府統計データのポータルサイト 

「e-Stat 政府統計の総合窓口」で提供されている無料サービス 

※アンケート項目例：性別、年齢、ライフスタイル、頻度、来店動機、欲しいもの等）

 

【目標】  

・設定期間：平成２８年４月～平成３３年３月 

・多くの事業所に商圏分析及び需要分析の必要性を感じてもらう 

・支援した事業所が２年目以降、自ら商圏分析及び需要分析できるようにする 

・年間４０事業所を支援（経営指導員４名×１０事業所＝４０事業所） 

（事業所数）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

経営指導員が商圏分析及び需

要分析を行う 
（次年度以降事業所自らが商圏分

析及び需要分析を行えるよう指導

する） 

― ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

事業所自らが商圏分析及び需

要分析を行う  ※累計数 

― ― ４０ ８０ １２０ １６０

 

②商圏分析及び需要分析講座（新規事業） 

目的：各事業所が自ら売上につながる情報を活用できるように支援する 

対象者：行田市内の事業所 

講座内容：商圏分析の方法、商圏分析ツールの説明、商圏分析ツールの活用 

     客属性及び需要を見つけるアンケートの取り方 

     ABC 分析手法の行い方 

周知方法：講座のチラシ、ポスターを作成 
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     当所 HP に掲載 

     会報に掲載 

     各種セミナー開催時にチラシをまく 

小規模事業者に対する効果：自らが分析できることで、いつでも消費者の属性に即

した営業ができるようになる 

フォローアップ：自ら商圏分析及び需要分析できるようになった事業所においては、決

算毎に訪問し、分析結果を確認する。また、確認した結果を基にア

ドバイスを行う。 

 

【目標】  

・設定期間：平成２８年４月～平成３３年３月（１年間に１回開催） 

・多くの事業所に商圏分析及び需要分析の必要性を感じてもらう 

・商圏分析及び需要分析を身に付けたい事業所に指導 

（事業所数）

 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

セミナー参加事業所数 ― １５ １５ １５ １５ １５ 
商圏分析及び需要分析を指導 ― ８ ８ ８ ８ ８ 
事業所自らが商圏分析及び需要

分析を行う※累計 

― ― ８ １６ ２４ ３２ 

 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 

 

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】 
地域経済の環境変化の中、意欲ある小規模事業者がこれまで蓄積してきた強みと地

域に存在するチャンスを活かし、事業計画に基づく経営推進と、自ら取組む新たな販

路拡大により売上や利益を確保し自立した持続的経営の実現を支援する。販路開拓の

手法として、各種メディアを通じたPR やIT を活用した情報発信が有効である。 

（マスメディア、広報等による需要開拓支援） 

 

【現状と課題】 

小規模事業者は、大企業と比較して、自社の商品・サービスのPRを有効に実施でき

ず、売上に結び付けられない。課題としては、PR 方法がわからない、十分な宣伝費が

ない等が挙げられる。 

 

【改善方法】 

 新たな販路先の発掘のために有効な広報の利用を提案する。また、販路開拓のため、

地域内外の展示会、商談会に積極的な参加支援を行い、企業の知名度向上、ビジネス

マッチング支援を図る。手法として、各種メディアを通じたPR やIT を活用した情報

発信を有効的に行う。専門的な課題等については、埼玉県、地域金融機関、専門家等

と連携しおこなう。 
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【事業内容】 

① 広報誌の活用支援（既存事業改善） 
当所が隔月に会員向けに発行する会報誌「商工会議所ニュース」の事業所紹介のペ

ージを活用し、新製品や新サービスについて紹介する。当所会報の掲載ページに「こ

だわりの逸品」「経営革新企業に聞く」「行田ケーブルテレビ(浮き城かわら版お店紹

介)」「市報ぎょうだ（ぎょうだの会社をクローズアップ！！）」等事業所紹介及び企業

のＰＲへ繋がる誌面構成を行っている。各種メディアに対するアプローチの仕方が不

慣れな事業所においても、当所の会報誌を通じ、利用方法やニュースリリースへの紹

介を分かりやすく説明し、利用増加に努める。小規模事業者には経営指導員等が紹介

し、記者発表の現場で説明の補足やアドバイスをする。小規模事業者の利用（掲載）

回数を年間２０社目標として周知している。 

 

② 販路開拓のためのビジネスマッチング支援、商談会の開催（既存事業改善） 
異業種の企業とのビジネスマッチング及び多くの事業者と接している経済団体や 

金融機関と業者へ有益な情報提供を収集、提供して、事業者の売上拡大のヒントを

与える。近隣の羽生、加須、南河原商工会と連携し、地区内事業所の販路拡大、ネ

ットワーク構築を目的とした名刺、カタログ商談会として「広域ビジネス交流会」

を開催する。また、新たな取引等の販路拡大や需要動向を調査することが出来る場

として、さいたまスーパーアリーナへの各種展示会について紹介するとともに、展

示方法や来場者への対応等アドバイスを行い、新規顧客獲得に向けた支援を行う。

上記３．で策定した事業計画を基に交流会や各種展示会等に参加する小規模事業

者に対し、上記５．の需要動向の結果等を活用し、参加にあたっての準備から取引

成立を目指した自社（製品）の売り込み方法等について、経営指導員がアドバイス

するとともに、開催後のフォローアップを行い、その後の取引拡大に向けたアプロ

ーチ等について支援を行う。 

交流会申込時に参加事業所から細かなニーズ収集を行ないデータベース化して公 

開するとともに、交流会終了後も個別面談までもっていけるよう、経営指導員等を

始めとしたコーディネーターが引き続き両者の橋渡しとなることで商談成約率を

上げる。 

 

③IT サービスを活用した支援事業の推進（既存事業改善） 

経営資源に乏しい小規模事業者の販路開拓にはホームページ、SNS など IT の活

用による販売促進策が有効である。 

 

・IT 活用セミナー（既存事業改善） 

小規模事業者が利用しやすい安価で手軽に受講ができる、IT 活用セミナーを 

提供し、利用機会を増やす。 

・IT 導入支援（新規事業） 

IT 導入については、導入コストの調達支援及び適正なIT 導入に関しての専門家

活用を行う。 

・ホームページ診断、専門家派遣事業（新規事業） 
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ホームページを作成したものの売上げに結びついていないケースが多い。本来の

目的である販路開拓、売上向上に結びついているか否かを検証することの重要性

を周知し、IT コーディネーターによるサイト診断と効果があがる改善提案を行う。

 

④その他事業所周知（まちゼミの実施）  

当所では、行田市市内および近隣に在住の方に、地元の素敵なお店をもっと知

っていただくため、まちゼミ（まちのゼミナール）を開催。お店の方が先生とな

り、参加者にプロの技や知識をお教えすると共に、取扱商品、サービスの内容を

もっと知ってもらいファンを増やす。バラエティーに富んだ店舗を集め、参加者

が楽しくお店を知ってもらうとともに親近感を感じてもらい、新規顧客獲得とリ

ピーターの増加へとつながる仕掛けを実施。各事業者について潜在顧客の認知と

コミュニケーションを図ることを促し、新たな顧客獲得に向けた行動および新商

品・新サービス開発に向けた活動を支援する。 

 

【目標】 

小規模事業者の新分野、エリア開拓のために、下記数値を達成する 

 

項目 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

1) 広報誌及び行
政への企業支

援の活用支援 

 

10件 11 12 13 14 15 

1)-1企業掲載支

援数 
20件 22 24 26 28 30 

2)販路開拓のた

めのビジネスマ

ッチング支援、商

談会の開催 

2回 4 5 5 7 7 

2)-1商談成立件

数 
2件 4 5 7 10 10 

3)IT サービスを

活用した支援 
4件 6 8 10 12 14 

3)-1HP作成支援 5件 8 10 12 14 16 

4)その他周知事

業 

（まちゼミ） 

56件 56 56 60 60 60 

4)-1店舗訪問者 250名 260 270 300 320 340 

 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
1.行田市における「足袋及び足袋蔵等」を活用した活性化の取組み(足袋編) 

 行田の足袋の製造が始まった時期は明確ではないが、明和2年（1765）年の「木曽東

海道中懐宝図鑑」に「忍のさし足袋名産なり」と記載されており、その頃には足袋産業

が盛んだったことが伺える。また、近くに中山道があり、木綿の産地でもあったことか

ら、旅行や作業用として足袋が大量生産された。 

明治時代になるとミシンが使われるようになり、足袋の生産量は増大した。また、忍

商業銀行や行田電燈㈱が設立され、資金も安定し、ミシンの動力化も進んで、名実とも

に行田の足袋は日本一となった。 

 昭和13年（1938）の足袋生産量は8,400万足で、これは全国生産のおよそ8割を占めて

いた。現在では、大手足袋企業数社の他にこれまでの足袋の形式にとらわれないデザイ

ン性の高い足袋を製造する業者などが残っている。 

戦後の移り変わりで衰えた足袋産業だが、今でも年間200万足から300万足の生産があ

り、トップシェアを誇っている。 

 また、平成27年3月行田市郷土博物館が所蔵する「行田の足袋製造用具及び製品」が

国登録有形民俗文化財に登録された。 

 そこで、現在でも有数の足袋産地であり、「行田足袋」の認知度を今一度高めるため

に、当所では、今回、平成27年度地域ものつくりブランド力強化支援事業を埼玉県の補

助を受けて実施している。事業の目的は、ブランド力強化を図り、市内外に発信してい

く事で、地域産業の活性化を目指す。また、足袋をファッションアイテムの一つとして

提案する事で「行田足袋」に触れる機会を創出する。その結果、足袋を知らない、履く

習慣が無い世代に足袋の良さを伝え、日本文化を見直す機会とする。 

実施体制は、行田商工会議所繊維部会内に「ぎょうだ足袋ブランド研究会」を設置し

事業を推進。構成メンバーは、行田商工会議所繊維部会メンバー及び市内足袋製造企業。

各事業については分科会を設置して実施する。 

【事業内容】 

① 「ファッションショー」の開催【指針④】 
ファッションとしての足袋を提案することを目的にファッションショーを開催。来 

訪者へ「ファッションとしての足袋」を提案。当日、足袋を綺麗に履きこなしている方

を「ベスト足袋二スト」とする等のイベントを実施して、足袋を身近に感じてもらう。

〈実施結果〉 

平成27年11月15日に開催された第36回行田商工祭・忍城時代まつりにおいて「ベスト

足袋二ストコンテスト2015」を開催した。選出基準として、足袋への愛着度・足袋と服

装のコーディネイト・足袋の将来性の明示・将来的な足袋のPR度合いの4項目で競い、

選考方法として、和装部門11名（団体）・洋装部門8名（団体）・コスチューム部門4名（団

体）の足袋愛好家が参加し、その中からベスト足袋二ストを選出し、さらに審査員特別

賞も選出した。 

② 「展示会」への出店【指針④】 
ファッション性を追求した、柄足袋を履くユーザーが増えている。ニーズ把握を目 
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的に展示会等への出展を行う。 

〈実施予定〉 

平成28年1月27日・28日に開催する彩の国ビジネスアリーナ2016（さいたまスーパー

アリーナ）に出展予定。 

③ 「行田足袋」統一ロゴマーク、シール作成【指針④】 
市内製造業者（12社）に協力を依頼し、足袋製品のパッケージに添付する。添付され

た足袋が、全国に流通する事で、「行田足袋」の認知度、ブランド力強化につながるか

検証する。 

項目 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

足袋の販売数量 現状1%増 現状2%増 現状3%増 現状4%増 現状5%増 
イベント開催回数 2 2 2 2 2 
イベント出店者数 5 5 5 5 5 

 

2.行田市における「足袋及び足袋蔵等」を活用した活性化の取組み(足袋蔵編) 

 行田市の中心市街地には、足袋産業全盛期の明治時代から昭和30年頃にかけて建てら

れた足袋工場や「足袋蔵」と呼ばれる足袋を保管する倉庫が多数存在している。これら

の多くは足袋産業の衰退とともに遊休化し老朽化して、まちの不良資産となりつつあっ

た。 

 そこで、当所では、衰退し始めた行田市の中心市街地活性化のため、平成12年度から

大学、行政、民間事業者と連携して「民学官パートナーシップまちづくり支援事業」に

基づく「街並み再生プロポーザル事業」として「行田まちづくりC21プロジェクト」を

実施した。 

その結果、今後の行田のまちづくりについて、次の3点の方向性が示された。 

① 市内の足袋蔵等歴史的建造物の改修・修復を提案し、風格ある街並み景観の創出・
保存を行う。 

② 足袋蔵等歴史的建造物の改修・修復を「ものつくり大学」と協同して行い、技術の
習得とその伝承を図る。 

③ これら街づくり推進の運営組織を特定非営利活動法人として設立し、市内に埋もれ
た人材の社会貢献活動の場として提供する。 

これを受けて、平成15年6月に当所内にNPO法人設立を念頭に置いた「蔵再生にぎわい

創出事業委員会」が発足し、行田市の助成・協力を得て遊休化していた旧小川忠次郎商

店の（元足袋原料問屋）店蔵を借り上げて改修・修復に着手すると共に、その活用の検

討を始めた。 

検討の結果、平成16年2月の同委員会で、店蔵の活用・運営と今後のまちづくり活動

については、NPO法人を設立して行うことが決定した。そして同委員会ソフト分科会の

メンバーを中心に、10名で平成16年3月に“NPO法人ぎょうだ足袋蔵ネットワーク”が設

立され認証を受けた。構成メンバーには、行田商工会議所より理事並びに監事が選任さ

れ、その他には、建築設計士、行政職員、ものつくり大学職員、デザイナー、市内足袋

製造企業等。その後、11年が経過し、その間、両団体は連携し、行田市のまちづくりに

邁進している。 

〈主な施設の開設事業及びまちづくりイベント内容〉【指針④】 
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(主な施設の開設事業) 

・蕎麦処 忠次郎蔵(国の登録有形文化財)飲食店営業 平成16年7月～現在 

・足袋とくらしの博物館 開館事業         平成17年10月～現在 

・足袋蔵まちづくりミュージアム 開館事業     平成21年2月～現在 

・藍染体験工房 牧禎舎 開館事業         平成22年5月～現在 

(まちづくりイベント事業) 【指針④】 

・ぎょうだ蔵めぐりまちあるき 第1回～第11回(開催中) 参加者:約700名 

・足袋蔵昔体験セミナー    第1回～第10回(開催中) 参加者:約 30名 

・アーツ＆クラフツinぎょうだ 第1回～第 4回(開催中) 参加者:約500名 

 

〈効果〉 

 行田市に点在している足袋蔵等歴史的建造物を有効活用させ、市民等に対し、コミュ

ニティ形成の場として開放し、起業家の発掘や幅広い人材とのネットワークづくりを行

い、さらに風格ある街並み景観の創出が図られた。 

 

3. 行田市における「物産バザール等イベント」を活用した活性化の取組み 

（現状と課題） 

・地域商工業者と来訪者とのふあいを深め、商工業の振興を図るとともに、地域社会の

コミュニティの形成を寄与する目的で、行田商工祭忍城時代まつり、さきたま火祭り

等の物産バザールへの出店を募集しているが、一過性のイベントになり、当日の売上

の多少だけが気になる状態である。 

（改善方法） 

・当所主催の「おもてなしセミナー」を受講して頂き、もう一度訪れたいと思わせる様

な接客マナーや商品説明をして頂き、さらに店舗への来店をして頂くためにPRチラシ

等を作成する。 

（事業内容） 

① 物産バザール事業（既存事業改善） 
・行田市内のお祭り等イベントへ出店し、好感触を持った出店者へは、自店へリピータ

ーとして来店して頂く。 

 

② ぎょうだまちバル事業（新規事業） 
・行田市内の参加店で通常では提供できないメニューをばるチケット1枚で期間内に食

べ歩き、飲み歩きするイベント。期間中、使い切れなかったチケットは、後日「あと

バル」として参加店舗にて金券として利用可能する。参加店の効果としては、今まで

あまり目に触れていなかった逸品が提供でき、リピーターも期待できる。 

 

担当者：中小企業相談所 指導課 まちづくり係・モノづくり係 
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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 
 当所が、地域における小規模事業者の最も身近な支援機関として、経営発達支援計画

を実施するに当たり、他の支援機関との連携を図る事でこれまで持ち得ないノウハウを

補完・強化し小規模事業者への支援力を引き上げる。 

 

＜現状と課題＞ 

当所及び周辺部の商工会・商工会議所と県利根地域振興センターとの定期的な連携会

議は既に実施しているが、各支援機関の事業の報告が中心であった。 

これら支援機関と連携して小規模事業者の動向、支援策やノウハウ等の情報交換を行

うとともに、金融・創業・販路拡大・経営革新等の支援力向上を図るために、必要な支

援機関とそれぞれの強みを提供し合う事で、地域として実質的な効果が上がるよう支援

事業を実施する。 

 

＜事業内容＞ 

① ㈱日本政策金融公庫と県北支援機関によるマル経協議会の開催 
【金融支援力の強化】（既存事業改善）

㈱日本政策金融公庫熊谷支店と県北商工会・商工会議所（熊谷・深谷・本庄・秩父・

行田）による「マル経協議会」において金融斡旋状況を中心に現場レベルにおける

様々な小規模事業者への支援実績や成功した手法等を紹介し伴走型支援のノウハ

ウ、支援状況等についての情報交換を行うことで効果的な金融支援を行う。（年2回）

② 創業支援機関ネットワークによる連携【創業支援力の強化】（既存事業改善） 
当所と県利根振興センター・市商工観光課・県信用保証協会、金融機関（埼玉りそ

な・武蔵野・群馬・足利・東和・埼信・熊信・日本公庫）が連携して、起業者の創

業に向け、各機関のそれぞれの強みを生かしながら、創業及び経営相談、事業計画

等の策定支援や専門家派遣制度を活用した支援を実施する等、起業者や小規模事業

者がその地域で経営を持続的に行うためのサポート体制を構築するとともに、事業

計画に基づいた経営の推進啓蒙を行う。 

③ 埼玉県よろず支援拠点との連携【販路拡大支援力の強化】（既存事業改善） 
県産業振興公社に設置された、県よろず支援拠点のコーディネーターと連携し、販

路拡大やセミナー開催等、小規模事業者に適切な解決方法を提案する。 

④ 埼玉県中小企業診断士協会との連携【事業計画策定支援力の強化】（既存事業改善）
県中小企業診断士協会と連携し、事業計画に基づいた経営の推進に関する広報や経

営状況分析・簡易事業計画策定等、経営革新計画承認に向けた支援を行う。 
 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 
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2．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

日本商工会議所、埼玉県商工会議所連合会が主催する研修の参加に加え、中小企

業大学校の主催する研修に参加することで、売上増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。 

毎月２回２時間程度の「企業支援勉強会」を開催し、支援対象事業所に対する状

況等の情報共有を行い、多方向からの支援手段を検討する。 

場合によっては、専門家等も参加し、組織内で経営指導員のノウハウを共有する。

若手経営指導員については、「企業支援勉強会」において、ベテラン経営指導員

とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、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を図る。 

 

【現状と課題】 

日本商工会議所が主催する研修に加え、埼玉県商工会議所連合会が主催する経営

指導員研修会への参加、並びに各自のＷｅｂ研修の推進を図り、支援能力を向上す

るための参加はしている。しかし、日常の業務の中で、得た知識や経験を支援に活

かせていない。今後、情報共有の環境設定、指導員の経験値向上、タイムリーな情

報提供能力の向上を目指す。指導員の交代等の際にも情報共有できる資料作成・保

存を行う。 

 

【改善・取組方法】 

経営指導員等の支援能力向上のために、下記の研修等を実施する。 

①計画的に若手経営指導員については、ＯＪＴにより支援能力の向上を図る。特に、

経営革新、経営分析、事業計画策定については職員研修をセミナー形式で実施する。

１）ＯＪＴ（実践指導経営） 

専門家に同行し、支援ノウハウを習得する。具体的には、専門家が有する業種別

  の基本知識や分析方法、分析結果を踏まえた提案内容を導き出す方法など、支援ノ

ウハウについて習得する。 

そして、将来的には、蓄積したノウハウを活用して小規模事業者の支援が実施でき

るよう内製化を目指す。 

②研修の進捗状況については定期的にチェックを行う。 

１）研修会への参加 

中小企業基盤整備機構「中小企業大学校」主催の研修会への参加 

経営指導員１名／年 1 講座受講 

マーケティング知識及び販売促進について受講 

埼玉県商工会議所連合会主催の研修会への参加 

経営指導員１名→１０時間／年 ４名合計 ４０時間／年 

経営革新支援、販売促進支援、ＷＥＢ活用などを受講 

※毎回、研修会終了後、指導員間で情報共有を実施する。 
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優良企業の視察会及び経営者の話を聞き、現場の成功事例を学ぶ。 

（企業の事例など） 

年間２件の視察を予定 平成２７年度  

繊維部会：行田足袋ブランド事業視察   

商業部会：ひたちなかまちづくり(株)視察 

経営指導員の交代等の際にも情報共有できる資料作成として、前年度までの事業

内容が継承できる一元保管を行う。 

③相談所ミーティングを毎月開催し経営発達支援事業に関する進捗状況の共有と課 

題の克服、情報の共有、管理職からの助言・指導を徹底する。経営指導員、補助員

を含めた相談所内の研修会を３か月に１度開催する。 

１）勉強会の開催 

①、②で得た知識の習得 

事業者を支援した結果、成功した支援内容についての情報交換 

独自に、管内事業者が取り組んでいる成功事例についての情報交換 

ヒアリング能力向上のための勉強会 

（取り組み内容）小規模事業者からのヒアリングにおいてのスキルを身に付けるた

めに、年３回専門家及び所内でロールプレイングを実施し、向上

を目指す。 

※ 勉強会以外でも、企業の個別支援での同行などを通じて、現場にて支援に伴う 

ヒアリング手法を学び適切なアドバイスができるように個々のスキルを高める。

※ 補助員、記帳担当もミーテイングに参加し、指導員の交代等の際にも情報共有

できるように資料作成する。事業内容が継承できる一元管理・保管を行う。 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 

 

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 各種セミナー及び個別相談・指導において支援を行った事業所からアンケート

を取り、評価及び見直しに反映させる。また、その結果を四半期毎に事業の実

施状況と併せて事務局内で情報を共有するとともに、今後の方針や計画にフィ

ードバックさせる。 

② 各年度の年度末に外部中小企業診断士や行田市職員等の有識者により、事業の

実施状況、成果の評価・見直し案の提示等の検証を行う。 

③ 正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議に報告し、承認を

受ける。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果を行田商工会議所のホームページ 

  （http://www.gyoda-cci.or.jp）で計画期間中公表する。 

担当者：中小企業相談所 指導課 人づくり係 
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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 1 月現在）

（1）組織体制 

経営発達支援計画は職員全員で実施 

※指導課（中小企業相談所）を担当課として経営指導員を中心に支援を実施 

 
係長 田口泰伸 係長 福嶋正幸  係長 田口泰伸 係長 福嶋正幸 係長 島澤秀樹 

（経営指導員） （経営指導員）   （兼務）     （兼務） 

吹譯秀和    木村昌代    増田洸一    中藤史洋     中村達也 

（経営指導員） （経営補助員）   （記帳専任職員） （兼務） 

   高川茉弓    中藤史洋    菅沼弘子    坂田久枝     関根晴美 

（経営補助員）           （記帳指導員） 

                   新井俊夫    加藤紀子 

【事務局職員】            【組 織】 

事務局長:     1 名       会 頭   1 名  

主席経営指導員：  1 名       副会頭   3 名 

経営指導員：    3 名       専務理事  1 名 

経営補助員：    2 名       常議員  23 名 

記帳専任職員：   1 名       監 事   2 名 

記帳指導員：    1 名       議 員  43 名 

一般職員、パート：7名       会員数 1,764 事業所 

（２）連絡先 

   行田商工会議所 中小企業相談所 指導課 

   所在地：埼玉行田市忍 2-1-8  

電話：048-556-4111 FAX：048-556-4111 

メール：info@gyoda-cci.or.jp 

   ホームページ：http://www.gyoda-cci.or.jp 

 
事務局長 

 
総務課 

中小企業相談所 
指導課 

 
人づくり係 

 
会計係 

 
モノづくり係 
 

 
まちづくり係

 
庶務係 

柴崎博之 

課長 柴崎博之

（兼務）

課長 坂田貴志 
（主席経営指導員） 
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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 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 58,230 58,230 58,230 58,230 58,230

 

中小企業相談所 

 

商工振興費 

 

49,980 

 

8,250 

 

49,980

8,250

49,980

8,250

49,980 

 

8,250 

 

49,980

8,250

（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 

 

各種事業収入、補助金収入 

 

（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 

埼玉県、行田市、地域金融機関、教育機関、その他支援機関と連携し小規模事業
者の経営力、技術力向上、販売促進等を継続して支援する。 

連携者及びその役割 
埼玉県 ：埼玉県利根地域振興センター 所長小林一彦氏 行田市本丸 2-20 TEL048-555-1110
行田市 ：行田市役所 市長工藤正司氏 行田市本丸 2-5 TEL048-556-1111 

役割としては、各種施策や動向に関する情報提供を依頼する。また、事業実施状況に
ついて検討。 

金融機関：日本政策金融公庫熊谷支店 支店長山辺伸夫氏 熊谷市宮町 2-45 TEL048-521-2731
商工組合中央金庫 熊谷支店 支店長萩森宅治氏 熊谷市本町 2-95 TEL048-525-3751
埼玉りそな銀行行田支店 支店長 新井弘美氏 行田市行田 5-16 TEL048-556-1131 
武蔵野銀行行田支店 支店長浅見隆之氏 行田市行田 4-5  TEL048-556-3195 
足利銀行行田支店 支店長大塚正義氏 行田市行田 21-20 TEL048-556-2101 
群馬銀行行田支店 支店長根本建志氏 行田市向町 18-15 TEL048-554-8121 
東和銀行行田支店 支店長吉野貴志氏 行田市門井町 1-25-29 TEL048-553-2151 
埼玉縣信用金庫行田支店 三ツ井誠氏 行田市行田 5-13 TEL048-556-2148 
熊谷商工信用組合行田支店 支店長蓮見平氏 行田市天満 3-16 TEL048-552-1011 
役割としては、創業支援に関しての情報提供と支援対象企業の募集協力を依頼する。

教育機関：ものつくり大学研究情報センター センター長 八代克彦氏 行田市前谷 333 TEL048-564-3800 
素材の分析や製品の汎用性など専門的な支援を行う際の連携機関とする。 
新商品開発等の具体的なアドバイス。 

その他支援機関：外部の専門家 
経営計画の作成支援を依頼するとともに、場合によっては「企業支援勉強会」
において講師として依頼する。 

連携体制図等 

 
管内小規模事業者の持続的発展 

埼玉県・行田市 

・各種施策に関する情 

報提供 

・事業の参加募集協力 

・事業実施状況の検討 

ものつくり大学 

・新商品開発等の専門

相談 

・商品化に向けた検討

行田商工会議所 

・経営支援会議の運営 

・対象となる１２０社の抽出 

・交流会の企画、募集 

・地域振興事業の企画、運営 

各種金融機関 

・支援対象企業募集 

協力 

・動向調査等情報提供

専門相談員 

・事業計画作成支援 

アドバイス 
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