
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
本庄商工会議所（法人番号 8030005009340） 

実施期間 平成 30年 4 月 1日～平成 35 年 3月 31 日 

目標 

本庄商工会議所は、地域の総合経済団体として、埼玉県・本庄市・公的支援機関・金

融機関等支援機関・その他の支援機関・専門家と連携し、小規模事業者の自主的な経営

発達支援計画に対して連携して支援を実施し、小規模事業者が、経営を持続的に行うた

めのサポート体制を構築する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 （１）小規模事業者調査の実施 

 （２）商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）の調査拡大 

  （３）創業支援に関する動向調査 

  （４）組合・団体等との会議実施 

２．経営状況の分析に関わること 

  （１）「簡易分析シート」による経営分析 

  （２）経営分析結果による強みや成果の活用 

  （３）課題解決への取組（職員による指導、専門家派遣、セミナー） 

  （４）経営指導員ミーティングによる情報共有・他機関との連携 

３．事業計画策定支援に関わること 

（１）事業計画の策定  

４．事業計画策定後の実施支援に関わること 

 （１）担当者による支援 

  （２）当所内連携による支援・他機関との連携 

（３）事業計画の広報・専門家による支援 

（４）セミナーによる支援 

（５）創業者支援 

５．需要動向調査に関わること 

（１）個店の顧客ニーズ調査 

（２）個店の商圏調査 

（３）既存の需要動向調査の活用 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

  （１）埼玉県北部地域の他の支援機関と連携によるビジネス交流会の実施 

  （２）若泉公園桜まつりでの販路開拓・商圏拡大の支援の実施  

 （３）本庄商工会議所会報による宣伝ＰＲ支援 

 （４）展示会出展助成制度の構築 

（５）個店や地域のブランド力ＵＰ支援 

（６）ＳＮＳを活用した販路拡大支援 

 （７）ビジネスモールでの商取引支援 

（８）中山道を中心とした観光、土産品ＭＡＰの作成 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  （１）飲食店・小売店応援事業 

  （２）本庄市マスコット「はにぽん」を活用した地域活性化事業 

  （３）組織連携事業の推進 

（４）本庄市との定期懇談会の実施と地域活性化策の推進 

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 

（１）「経営発達支援計画」 連携機関会議の開催 

（２）「埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業」 連携機関会議への出席 

（３）地域金融機関との事業連携 

（４）組合・団体等との事業連携 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）各種研修会等への参加による専門知識の習得 

（２）ＰＤＣＡサイクルの構築・実践による支援体制の強化 

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 

  本庄商工会議所 中小企業相談所  

〒367-8555 埼玉県本庄市朝日町三丁目 1 番 35 号 

TEL 0495-22-5241  FAX 0495-24-3003 

URL  https://www.honjocci.or.jp/  E-Mail hcci@honjocci.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．当該地域の現状 
 

（１）本庄市の立地 

本庄市は、東京から 80km圏にあり、人口約 8万人の都市である。東は深谷市、西は上里町・神川町、

南は美里町・長瀞町・皆野町、北は利根川を挟んで群馬県伊勢崎市に接している。平成 18年に旧本庄市

と児玉郡児玉町が合併し、新たに本庄市となった。自然災害は少なく、雨量は夏に多く冬は少ない東日

本型気候であり、水と緑豊かな自然環境に恵まれた地域である。 

本市は、ＪＲ高崎線、ＪＲ八高線、上越新幹線、関越自動車道本庄児玉ＩＣや国道 17号・254 号・462

号などの主要道が縦横に走り、東京と上信越方面を結ぶ交通の要衝となっている。平成 16年 3月の上越

新幹線本庄早稲田駅の開業に伴い、本市と東京駅は約 50分で結ばれた。 

 

 
本市の歴史は古く、埋蔵文化財の発掘調査の結果からも、縄文時代以前からすでにこの地に人が住ん

でいたことがうかがえる。室町時代、本市児玉地域には、山内上杉氏によって雉岡（きじがおか）城が

築かれ、その城下が次第に整備され現在の児玉地域の興りとなった。また、本庄地域は武蔵七党の一つ

である児玉党の子孫、本庄宮内少輔実忠が本庄城を築いたのをきっかけに、城下町として発展した。 

明治に入って JR 高崎線が開通すると、繭や生糸また農産物の集散地としての機能が強くなり、商業の発

展へと結びついた。 

戦後は積極的な工業団地の造成により、電気・ 機械などの工場誘致が進んでいる。また、豊かな水と

肥沃な大地に恵まれており、花とブランド野菜の一大生産地となっており、ネギ、きゅうり、なす、た

まねぎ、ほうれん草、大和芋、レタス等の野菜や、ぶどう、いちご等の果樹栽培も盛んで首都圏などに

出荷されている。 

本市は、労働力のグローバル化も進んでおり、ブラジル人比率では、全国 1,283地域中 64位、埼玉県

内で 70地域中 2位である。 

 

（２）本庄市の人口動向 

本庄市の総人口は、平成 14（2002 年）年の約 83,400 人をピークに減少傾向が続いている。また、生

産人口（15～64歳）は平成 8 年（1996 年）の約 56,700 人をピークに減少を続け、65 歳以上の老年人口

は増加傾向が続いている。この生産年齢人口の減少速度が老年人口の増加を上回るようになってきてお

り、結果として総人口の減少となっている。人口推移の予測をみると、10 年後は全体の人口は約 8,100

人減少するが、逆に 65歳以上の人口は約 2,400 人増加し、急速に高齢化率が高まる見込みである。 
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（本庄市企画財政部企画課調べ） 

   

（３）地域産業の現状 

  本庄市の商工業者数・小規模事業者数 

調査 商工業者数 小規模事業者数 

平成 19年経済センサス活動調査 2,841件 2,285件 

平成 24年経済センサス活動調査 2,535件 1,992件 

増減 －306件 -293件 

     

 

①工業について 

埼玉県では、昭和 39 年から県内に工業団地をはじめとして流通業務団地など 36 の団地が造成されて

いる。本庄市では、児玉工業団地、本庄利根工業団地、本庄いまい台産業団地が造成されており、これ

まで情報通信機械・運輸機械などを中心に発展してきたが、下請事業所が大多数を占める。 

統計ほんじょうによると製造品出荷額の変動は小さいものの、就業者数の減少が激しく、若年層の群馬

県への流出率が高くなっている。第２次産業の就業者数推移を見ると、平成 12 年に 16,067 人であった

が、平成 17 年には 14,681 人、平成 22 年には 12,939 人まで減少している。さらに、優良な工業用地の

確保ができていないことが事業所数の減少にも影響している。 

厳しい環境下にはあるものの、個々の企業に焦点をあててみると、金属部品の製造部門では、自動車

産業以外にも宇宙・航空機産業へ進出している企業もあり、精密加工や独自の技術に活路を見出してい

る企業も少なくない。また、近年では、水資源の豊かさや、天災が少なく交通の便が良いことから、食

品加工業の進出もみられるようになってきた。 

本庄経済圏の製造業の特徴として、化学工業、印刷・同関連業、情報通信機械器具製造業等が多く、

産業集積が形成されている。労働生産性については、化学工業、印刷・同関連企業が全国平均を大きく

上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （国勢調査より）                （統計ほんじょうより） 
 

②商業について 

かつては、買い物の交通手段として鉄道やバスを使用していたため、本庄のまちなかの商店は、食品・

衣料品・医薬品・家電のほか、書籍やレコード店など地方の商業拠点都市としての機能を持っていた。 
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しかし、近年日常生活（買い物・通勤通学・病院等）における交通手段は、自家用車が最も多く使われ

ており、大型店出店、自動車社会、ＩＴ技術の進歩により、消費者の購買方法や手段が変化していくに

つれ、小規模の小売店は激減し、従業者数増加率も 75.41％と減少傾向に歯止めがきかない。本庄市の地

元吸収率と本庄市を囲む近隣町村からの流入率が著しく低下し、逆に群馬県への流出率が高くなってい

る。本庄市の地元吸収率を埼玉県広域消費動向調査より見てみると、「家族で買い物を楽しむ」と答えた

方は、平成 12年に 54.7%存在したいたが、平成 17年には 34.7%、平成 22年には 18.8%まで低下している。 

 

③サービス業について 

本庄市のサービス業の特徴は、市民あたりの飲食店・宿泊業の人口割りで見ると、164人につき 1店あ

り、隣の深谷市では 202.9人につき 1店であり比較的多いといえる（平成 21年経済センサス基礎調査、

市の人口調査）。しかしながら、本庄市の地元吸収率を埼玉県広域消費動向調査より見てみると、「外食

を地元で楽しむ」と答えた方は、平成 12 年に 77%存在していたが、平成 17年には 70.1％、平成 22年に

は 69.3%まで低下している。第 3次産業の就業者数推移を見ると、平成 12年に 21,761人であったが、平

成 17 年には 22,624 人まで増加、しかし平成 22 年には 21,920 人まで減少している。ただし、減少幅は

工業ほど大きくはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       （国勢調査より） 

 

大型店の出店状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

（本庄市） （上里町）
開店年月 店舗面積（㎡） 開店年月 店舗面積（㎡）

1 店舗Ａ S55.04 12,886 1 店舗Ａ H10.04 1,950
2 店舗Ｂ H01.0３ 11,070 2 店舗Ｂ H10.11 5,789
3 店舗Ｃ H01.06 3,492 3 店舗Ｃ H17.05 8,850
4 店舗Ｄ H05.10 3,718 4 店舗Ｄ H19.08 12,628
5 店舗Ｅ H0７.11 4,056 5 店舗Ｅ H20.08 15,857
6 店舗Ｆ H09.12 1,693 6 店舗Ｆ H22.04 8,521
7 店舗Ｇ H12.09 3,780 7 店舗Ｇ H27.02 1,549
8 店舗Ｈ H12.09 3,227
9 店舗Ｉ H21.07 3,637 人口1,000人あたり大規模小売店舗面積　1,803㎡

10 店舗Ｊ H21.12 6,401
11 店舗Ｋ H22.11 5,278  
12 店舗Ｌ H24.07 7,400  
13 店舗Ｍ H25.06 20,467  

 
人口1,000人あたり大規模小売店舗面積　1,096㎡

（埼玉県平均　779㎡）

（埼玉県大規模小売店舗名簿より）
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市内購買率
平成17年
との増減

隣接市町
流出率

群馬県流出率 市内購買率
平成17年
との増減

隣接市町
流出率

群馬県流出率

本庄市 93.1 3.9 5.0 1.3 本庄市 64.8 -5.0 10.0 18.2

熊谷市 87.2 0 3.5 3.1 熊谷市 67.5 -9.4 8.4 7.6

深谷市 85.4 0.1 13.6 0.9 深谷市 68.1 -7.7 16.2 8.8

市内購買率
平成17年
との増減

隣接市町
流出率

群馬県流出率 市内購買率
平成17年
との増減

隣接市町
流出率

群馬県流出率

本庄市 29.0 -16.4 9.0 49.4 本庄市 69.7 -0.6 4.4 20.5

熊谷市 41.7 -33.8 6.3 17.4 熊谷市 72.2 -9.3 6.6 11.8

深谷市 40.3 3.6 13.2 27.8 深谷市 71.5 -4.0 17.4 8.3

市内購買率

１.食料品、日用雑貨等 ２．洋服、衣料品等

３．家族で買い物を楽しむ ４．飲食、外食を楽しむ

 
（埼玉県広域消費動向調査より） 

 

④観光について 

本庄市は、年間約 130万人の観光入込客があり、「行事・まつり」、「花見・紅葉狩り」、「スポーツ」が

主な来訪目的である。130 万人のうち 128 万人が日帰り客であり、県外からの入込客は約 30 万人で、全

体の約 18％に留まっている。本庄・児玉地域への交通アクセス手段は圧倒的に「自家用車」が多い。ま

た、同地域における一人当りの観光消費額は、1,845円で県平均の 1,740円を若干上回っているが、当所

が活動する旧本庄市は、地域平均の 1/3程度と極端に少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤農業について 

   本庄市の耕地面積は、畑作を中心に県平均を超えており、農業が活発な地域である。農家構成では、

自給的農家の割合が県平均を超えている一方で、主業農家の割合も高い。特に比較的若い方が農業に従

事する比率が県平均を上回っている。農業産出額から生産動向をみると、本市は、野菜生産が 70%近く占

め、埼玉県全体の 50%を大きく上回っている。野菜の生産額は約 60 億に達し、県内 2 位の生産額となっ

ている。野菜生産において、収穫量が県内 3位以内に入る品目をみると、5,000トンを超える生産に達し

ているのが、「きゅうり」、「ねぎ」、の 2品目であり、県内 1位の生産に達しているのが、「なす」、「レタ

ス」、「たまねぎ」、「カリフラワー」などとなっている。 

 

 

観光客数
行事・

まつり

花見・

紅葉狩り
スポーツ客 遊園地

寺社参詣・文

化財等見学
産業観光 釣り

ハイキング・

登山
その他

1,291.2 462.7 233.9 222.3 209.9 73.2 40.9 35.3 6.4 6.6

日帰り 宿泊 計 日帰り 宿泊 計

1,291.20 1056.7 5.0 1061.7 225.5 4.0 229.5

観光客数 鉄道 バス 自家用車 その他 不明

1,291.2 462.7 233.9 222.3 209.9 73.2

全県 旧本庄市 旧児玉町 旧神泉村 上里町 美里町 神川町

年間消費額 124,478 471 1,671 819 382 ― ―

（単位：百万円） 1,740 555 2,986 3,609 3,039 ― ―

（全県、地域計はH16年の県統計、各地区は平成17年の各市町村の統計　美里町・旧神川町はデータなし）

（以上、H22 埼玉県入込観光客「推計」調査より）

本庄・児玉地域計

1,845

5,225

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観 光 消 費 額

観光客数

（単位 ： 千人 ）

　（単位 ： 千人 ）

　　　　　　　観光客の利用交通機関別
　　　　　（単位 千人 ）

　　　本庄市の観光の目的

　　　観光客の県内・県外別

県　内 県　外
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市町村 収穫量（ｔ） 市町村 収穫量（ｔ） 市町村 収穫量（ｔ）

きゅうり 深谷市 16,480 本庄市 7,710 加須市 4,186
ねぎ 深谷市 17,624 熊谷市 6,930 本庄市 5,053
はくさい 上里町 3,427 本庄市 2,783 日高市 600
なす 本庄市 1,587 加須市 836 深谷市 800
レタス（結球） 深谷市 1,387 吉川市 630 深谷市 342
ブロッコリー 本庄市 7,085 本庄市 1,360 熊谷市 607
たまねぎ 本庄市 1,230 さいたま市 166 所沢市 140
キャベツ 深谷市 2,635 本庄市 1,109 上里町 838
やまいも 熊谷市 757 本庄市 411 深谷市 364
ばれいしょ（じゃがいも） 所沢市 517 飯能市 424 本庄市 404
カリフラワー 本庄市 302 吉川市 127 行田市 123
スイートコーン 深谷市 1,766 熊谷市 221 本庄市 209
えだまめ 八潮市 298 本庄市 190 さいたま市 188

（ 平成22年度埼玉県野菜生産状況表式調査）

埼玉県内で収穫量が上位3位以内に入る野菜

品　目
１位 2位 3位
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（４）本庄商工会議所の概要 

 創立：昭和 22（1947）年 

 会員事業所数：1,547（平成 29年 3月 31日現在） 

 会員事業所の構成：サービス業 32.2%／卸・小売業 26.2%／土木建築業 15.1％、工業 13.1％／

金融・庶業他 13.1% 

 組織率：61.0%（県内商工会議所の中で最も高い）埼玉県内 16商工会議所の平均組織率 40.7%

（埼玉県商工会議所連合会調べ） 

 職員数：15名（臨時職員 4名を含む）、うち補助対象職員 7名（経営指導員 4名・補助員 2名・

記帳専任職員 1名） 

 入会・退会の状況 

 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 Ｈ28年度 

入会 72件 49件 71件 58件 55件 

うち創業後 3年以内 ― 24件 35件 20件 23件 

うち創業後 1年以内 ― 15件 22件 13件 9件 

退会 69件 72件 80件 53件 58件 

年度末会員数 1,577件 1,554 件 1,545 件 1,550 件 1,547件 

 

 本庄商工会議所会報は、2 か月に一度、旧本庄市内の自治会に加入している世帯 25,503 部

（H29.4.1現在）を市の広報と一緒に届けている。 

 過去 5 年間の当所会員数に大きな変動はないものの、退会理由をみると「廃業・高齢（後継

者なし）」が、毎年半数以上を占めており、特に商業・サービス業の新陳代謝が激しくなって

いる。 

 入会事業所では、創業後 3年以内が約半数を占めている。 

 

（５）地域の小規模事業者の動向 

   （平成 24年度会員事業所活性化経営サポート事業の調査結果（回答数：448 件）より） 

① 全体では、売上高（前年比）減少見込みの事業者割合は 61.3％。業種別では、商業が 68.9％、

サービス業が 61.0％で特に割合が高い。 
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② 後継者の有無では、全体で 55.6％が「後継者無し」。うち 21.4％が「必要だがいない」と回答

している。特に、商業が 62.8％、サービス業が 52.4％で深刻である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 必要な経営上の取り組みでは、①販売力や営業の強化、②新製品・新商品・新サービスの開発、

③人材育成の順に多く回答された。商業・サービス業では①、工業では②・③、土木建築では

①・③の割合が特に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 商工会議所に希望する施策では、「売り先・仲介先の紹介（ビジネスマッチング）｣が最も多く、

「講習会・セミナーの開催」が続いている。次いで｢異業種交流会等の実施｣、「新規事業展開支

援」、「金融相談の充実」、「従業員の能力開発」、「展示会･即売会の実施」、「補助金等の情報提

供」、「事業承継支援」、「地元の人材育成」の順となっている。 
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（６）創業に関する動向 

 （本庄商工会議所調査結果 平成 28年 4月 1～平成 29年 3月 31日） 

  当所の創業指導件数は毎年増加しており、近年特にその傾向は顕著である。当所で支援した内容

は、経営一般 11 件（27.5％）、金融相談 10 件（25％）であり、創業予定者に対し創業計画策定か

ら資金調達、本庄市の中心市街地空き店舗対策補助金等の活用といった支援を行っている。 

 

平成 28 年度における創業相談者からの相談内容 

指導内容 経営革新 経営一般 金融 税務 労働 その他 計 

巡回指導回数 4回 2回 0回 3回 0回 1回 10回（10件） 

窓口指導回数 1回 9回 10回 1回 0回 9回 30回（21件） 

計 5回 11回 10回 4回 0回 10回 40回（31件） 

※（  ）は指導対象者数       

 
また、本庄市では、平成28年3月に策定した「本庄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」での基本

戦略のひとつとして市内就業者数の増加を目指し、平成28年度に「産業競争力強化法」に基づく本庄

市創業支援事業計画を策定した。 
  このような地域の取組を踏まえ、平成 27 年度は、起業・創業を支援する事を目的にシニアや女性

をターゲットとした創業セミナーを年 2 回開催し、創業に結びついた件数は 9 件である。 
しかしながら、当所では、会員事業所に対し各種情報提供を行っているが非会員に対する情報発信手段

は希薄であり、創業予定者に対し、必要なアプローチが十分にできていない状況にある。 

また、創業予定者は、創業計画の策定から創業に至るまでの段階で、創業相談や金融支援等幅広い支

援ニーズがあるにもかかわらず、それに関する情報受信は断片的なものとなっている。創業に関心はあ

るがハードルが高いと感じている創業予定者に対し、セミナーや個別支援・フォローアップ等を通じて、

創業のハードルを下げる環境づくりをしていくことが必要である。 

 

２．当地域の課題 
（１）老齢人口の消費活性化（→買物弱者対策、ＩＴ活用支援） 

上記「（２）本庄市の人口動向」に記載のとおり、増加しつつある 65 歳以上の高齢者が住みやすく、

買物をしやすい環境をどのように構築するか。 

 

（２）外国人労働者の消費活性化（→外国語表記支援） 

上記「（１）本庄市の立地」に記載のとおり、本市は労働力のグローバル化が進んでいることから、

本市に居住する多くのブラジル人の消費意欲をどのように喚起するか。 

 

（３）工業の活性化（→計画策定、セミナー、専門家派遣、現場の効率化支援、展示会・交流会） 

上記「（３）地域産業の現状 ①工業について」に記載のとおり、多様な取組を行う各工場の強みを

どのように認識し、どのように活かすか。 

 

（４）個店の活性化（→計画策定、セミナー、専門家派遣、広報、イベント、展示会・交流会・商談会） 

上記「（３）地域産業の現状 ②商業について ③サービス業について」に記載のとおり、消費者の

購買行動の変化を踏まえ、自店の特徴をいかに打ち出し、郊外大型店との差別化をいかに図るか。 

 

（５）地域の活性化（街バル、地域連携プロジェクト、中山道、本庄市マスコットはにぽん） 

 上記「（３）地域産業の現状 ④観光について」に記載のとおり、市外在住者をいかに本市に招き入

れ、消費活動をしていただくか。 

 

（６）農業との連携（農商工連携、地域メニューの開発） 

 上記「（３）⑤農業について」に記載のとおり、本市で農業を営む事業者の強みをいかに強化してい

くか。 
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（７）事業承継対策（セミナー、専門家派遣） 

上記「（５）地域の小規模事業者の動向 ②後継者の有無」に記載のとおり、後継者不足をいかに解

決し、どのように事業承継を実施するか。 

 

（８）創業の促進（セミナー、創業計画策定、専門家派遣、販路拡大、ネットワークづくり） 

創業の促進をいかに行い、経済の新陳代謝を行っていくか。 

上記「（６）創業に関する動向について」に記載のとおり、創業者の掘り起しをいかに解決しどのよ

うに創業に繋げていくか。 

 

 

３．本庄商工会議所の課題と役割 
 

【課題】 

当所におけるこれまでの「経営支援」は、長年、経営一般・金融・税務・労務関係を中心テーマ

にした巡回・窓口相談であった。また、専門的な分野は、地域の専門家（税理士・社労士・行政書

士等）との連携や、埼玉県北部地域の商工団体で組織する連携体に登録している中小企業診断士を

はじめとする専門家と経営指導員の帯同による支援が中心で、所内での情報共有も不十分であった。 

地域の総合的経済団体としては、地域振興を図るべく、平成 21年度から実施してきた「若泉公園桜

まつり」は、天候不順で中止した 1回を除き毎年開催し、来場者数も着実に伸ばし 50店舗を超える

飲食店や小売店が出店し、売上拡大支援を行ってきた。（H21 来場者数：3,000人→H29来場者数：約

10,000 人）また、平成 26 年度からは街バル事業「本庄ぐるぐる」を毎年開催し、参加飲食店数も増

加傾向にある。 

そこで、当所としては、事業者の強みを活かし、地域や業界のニーズに合った個社支援を行い、

企業間連携や支援機関同士の連携、イベントへの出店、展示会や交流会など販路拡大や売上アップ

に繋がる仕組みをいかに構築するかが当所の課題である。また、小規模事業者支援機関として平成

19 年度より新事業展開、新商品・新サービスの開発等を支援しているものの、経営指導員に限定し

ていた事業所の情報共有を職員全般まで広げ、職員の資質向上と継続的な指導体制の構築を目指し、

他の中小企業支援機関と引き続き連携促進していくことが必要である。よって、小規模事業者への

支援体制の完成度をいかに高めていくかが課題である。 

 

 

【役割】 

（１）小規模事業者支援機関としての役割 

① 本庄市児玉地域に数多く立地する小規模製造業者の活性化や、郊外に立地する大型商業施設へ

の顧客流出に苦しむ小規模商業者・サービス事業者の活性化を図る役割を担う。 

② 外国人・高齢者を含む地域に居住する人々の消費活性化に寄与する役割を担う。 

③ 小規模事業者が次世代に事業を継承する価値を高め、さらに当市における創業の魅力を高める

役割を担う。 

④ 経営指導員をはじめとする職員全員の支援力向上を図り、経営環境の把握、事業計画策、 

フォローアップを行い、職員同士で情報共有することで事業所に継続的な支援を行う。 

 

（２）地域の総合的経済団体としての役割 

① 観光入込客数の増加と本市における消費活動の増加による地域活性化を実現するべく、県観光

入込客向け情報発信やイベントの開催による交流拡大の役割を担う。 

② 企業連携プロジェクトの企画や立案を行い、地域ブランド力の強化を図る。 

③ 地域の特徴である農業部門と連携を図り、農商工連携の基礎を築く。 
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４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
（１）本庄市の産業振興に関する施策【本庄市総合振興計画（10 年計画）】                  

平成 20 年に策定された本庄市総合振興計画（10年計画）には将来像として「あなたが活かす、み

んなではぐくむ、安全と安心のまち 本庄市 ～世のため、後のため～」が掲げられている。当ビ

ジョンを達成するための経済環境分野における政策目標は「農林業・工業・商業のバランスの取れ

たまちづくり」「様々な企業が集積するまちづくり」「地球環境に優しいまちづくり」である。また、

本庄市の商業や工業、農業などの産業の集積のバランスを図り自然、歴史や文化などの特性や資源

を生かし、魅力を高め、環境保全型の産業の育成に積極的に取り組み、地域が安全で住みやすい、

一体的な都市として活力ある街づくりに繋げるとして下記の基本方針を策定している。 

 

①農林業・工業・商業のバランスを取るために、事業者単体の取組の他に、業種・業態を超えた連

携体制の構築を見据え、振興を図る。 

②様々な企業を集積させるために、既存事業者の持続的発展はもとより、創業の促進や入込観光客

の増加により、企業が進出に魅力を感じるまちづくりを行い、振興を図る。 

③地球環境に優しいまちづくりのために、廃棄物の削減、資源の再利用・再生利用を推進し、効率

的な経営を実現することにより、振興を図る。 

 

（２）本庄商工会議所の産業振興に関する施策 

  本庄商工会議所では、地域総合経済団体かつ小規模事業者支援機関として持続的な地域産業の発

展を目指すべく、本庄市の産業振興計画を踏まえ積極的な支援を実施する。また、小規模事業者の

相談の拠り所となれるよう、伴走型支援の徹底を念頭に置き、国や県の小規模事業者施策の最前線

窓口として機能できるよう、国・県・市の行政や認定支援機関等と連携を図りながら、商工会議所

が中核となって、小規模事業者への支援を行っていく。これまでの地域の現状把握や課題を踏まえ

小規模事業者の課題克服や、需要動向調査や経営分析を通じた事業計画策定支援、計画策定後の実

施支援を行い、販売手法の確立指導、需要開拓に向けた支援等の個者支援と小規模事業者の活動の

場である地域の活性化を目指す「面的支援」強化に取り組むことを念頭に置き、１０年後の企業や

地域のあるべき姿を「まちづくり」「ものづくり」「ひとづくり」の３つの観点から以下に設定する。 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方（＝10 年後の企業や地域のあるべき姿）】 

①まちづくりの観点 

・地域の小規模事業者の減少が抑制され、小規模事業者が持続的な事業の発展を遂げている。 

・魅力ある本庄市の地域形成で、地域内での創業者が増加し、個性ある商工業者、農業の６次産

業化によって賑わいを取り戻している。 

・地域のインバウンド観光や観光資源を有効に活用し、交流人口の増加で地域小規模事業者への

波及化効果に繋げている 

 ②ものづくりの観点 

・地域の産業技術を伝承しつつ、先端技術を融合することで産業構造の変化や顧客ニーズの変化

に柔軟に対応できるとともに、マーケットに受け入れられる商品や製品を提供している。 

・地域の農産物や伝統工芸品、新たな商品・サービスなど地場産を生かした多様な「地域ブラン

ド」の創出に着手しており、地域経済圏の確立と好循環を実現している。 

・環境保全産業のビジネスモデルの構築で、消費者や仕入先、流通先まで見据えた社会に与える

影響に配慮する製品を提供している。 

③ひとづくりの観点 

・人材の育成や機械設備の導入などを通じて技術の向上や雇用の維持、事業承継が円滑に推進し

ており、安定的な事業の継続ができている。 

・小規模事業者が独創性や主体性をもって、大手企業や競合他社との差別化、新しい分野、オリ

ジナル商品と技術力の高付加価値化を図り、海外進出を含めた販路開拓に繋げるビジネスモデ

ルを構築できる発想力豊かな人材を担っている。 

・小規模事業者が、地域コミュニティの担い手として、商店会組織や組合への加入、本庄市の施

策への協力を通じて地域経済の活性化に繋げている。 
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５．小規模事業者振興の目標・方針 
 

中長期的な振興のあり方を踏まえ、本経営発達支援計画内（平成 30 年 4 月 1 日～平成 35 年 3 月

31日）では、以下の目標を設定する。 

 

（１）事業者の販路拡大支援 

目標：展示会・交流会等のイベントへの参加を促し、事業所同士や消費者とコミュニケーショ

ンを活発にすることを通じ、販路拡大や売上アップの実現を目指す。 

方針：企業分析で明確となった強みに基づき、商品・サービスの開発、ブランディング支援、

顧客への遡及手段、フォローアップを、商工会議所職員や専門家による指導、各種セミ

ナー、ビジネスマッチングなどを通じ、継続的に伴走型の指導をしていく。 

 

（２）創業の促進 

目標：創業者を増やし、長期的な視点で創業後も持続的な経営発展を目指す。 

   また、第二創業支援も同様に取り組み、地域で創業者件数の増大を目指す。 

方針：創業に必要な知識や事業計画の作成など、創業者、経営指導員、専門家が一体となり個

別指導やセミナーを通じて伴走型の指導を行い、地域の経済動向調査の報告や商圏情報

などの情報提供を合わせることで、創業の成功率を高めていく。さらに、地域で問題と

なりつつある空き店舗も活用し、地域活性化を目指す。 

 

（３）地域で活動する事業者や団体など交流・連携の促進 

目標：事業者や団体など交流・連携を促進し、新たな商品・サービスを創出するなど、新たな

パートナーづくりのきっかけを増やす。 

方針：地域の内外にとらわれず、同業種や異業種交流など積極的に参加しやすい環境を整える。

展示会については出展助成や展示会の視察を行う。また、企業連携プロジェクトについ

ては、組織の運営・指導を積極的に行っていく。 

 

（４）地域ブランド力の強化（歴史、まつり、交通網、産業構造、名産品、農作物） 

   目標：地域外に対して、中山道周辺の歴史的なレンガ建築、現存する蔵造りのお店、寺社仏閣

といった建築物巡りのほか、夏の本庄祇園まつりや豪華絢爛な山車が揃う秋の本庄まつ

りなどのイベント情報発信、旬の地域農産物情報やそれを使った飲食店や商店による商

品ＰＲを強化していく。 

方針：当所のフェイスブックやホームページによる情報発信のほか、本庄市や本庄市観光協会

と連携し、地域情報誌を作成する。 

 

（５）職員の資質向上と情報共有のシステム化の実現 

目標：経営指導員をはじめとする職員全員の支援力向上を図り、経営指導員を中心に全職員で

事業所の経営環境の把握、事業計画策、フォローアップを行い、所内ＬＡＮを活用し職

員間の情報共有を一層進めることで継続的な支援を行う体制を構築する。 

方針：職員資質向上のために、職員間ではベテランと経験が浅い職員との同行訪問や、専門家

とは帯同訪問によるＯＪＴと、指導力向上のための研修会やワークショップへ参加する

Ｏｆｆ―ＪＴを組み合わせて、各自のスキルアップを図る。また、所内ＬＡＮを活用し

情報共有を一層進めるとともに、部署ごとの会議を継続して行うこととする。さらに、

事業所との接触記録のカルテについては、ＴＯＡＳというソフトを使用し経営指導員の

みで活用してきたが、平成 30年度からはＴＯＡＳの経営カルテ入力を全職員で行うこと

で、過去の指導実績を全職員誰でも確認することができ、事業所の持続的で円滑な支援

体制を構築していく。  
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成 30 年 4月 1日～平成 35 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】 

 
総論 

【現状と課題】 

当所では、現在、商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）に協力しており、毎月 7件、年間 84

件調査している。ＬＯＢＯ調査は、各地商工会議所のネットワークを活用し、地域や中小企業が「肌

で感じる足元の景気感」、「直面する経営課題」（売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況等）

を全国ベースで毎月職員のヒアリングにより調査し、集計・公表しており、業界動向をリアルタイ

ムで把握・提供できる有益な情報収集の手段で、現在、全国 422商工会議所が 2,969企業の協力を

得て調査を実施している。集計結果は、当所が発行する中小企業相談所ニュースで結果概要を掲載

するほか、ホームページ上で情報提供を実施している。 

しかしながら、当所では、数年に一度全会員にアンケート調査を行っているものの、定期的な独

自経済動向調査や地域小規模事業者の活用状況を把握しておらず、商圏分析ソフトなども導入して

いないため小規模事業者が望む情報発信ができていない。 

また、埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」といった公的統計や「日本政策金融公庫調査月

報」の金融機関の統計資料を、職員間の回覧や閲覧コーナーへの配架、当所の 6部会（商業部会・

工業部会・金融部会・庶業部会・土木建築部会・サービス業部会）による年 1回の業種ごとの経済

動向のヒアリングのほか、児玉工業団地工業会では年１回、本庄利根工業団地協同組合とは年 2回

会議を開催、さらに、管内の１７ある商店会ごとに職員との意見交換会を行い、経済動向の把握や

行政への意見具申や当所の事業に反映させているものの、小規模事業者の支援要請の内容や支援の

必要に応じて活用されていないことが課題となっている。 

 

【改善方法】 

今後は、各種経済動向の調査に基づく整理分析を強化し、小規模事業者が自社の経営方針やビジ

ネスモデルの再構築への活用を促すとともに、経営課題の掘り起こしと共有により、消費者需要を

踏まえた事業計画策定のための基礎資料として活用を図るために、小規模事業者の動向調査を新た

に実施する。当所職員（11名）が毎年春～夏にかけて、地域内の全小規模事業者数 1,992件のうち

約 10％に該当する 200件を毎年目標に巡回訪問して、5年間で 1,000件の動向調査を行うこととす

る。 

また、商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）に、引き続き協力するとともに、埼玉県経済動

向調査「彩の国経済の動き」といった公的統計や「日本政策金融公庫調査月報」の金融機関の統計

資料を活用した経済動向の把握や情報分析を行い、当所独自の抜粋データによる分析報告シートを

作成し、定期的に 2か月に一度の旧本庄市内全戸配布されている当所会報やホームページに掲載し

情報発信を行っていく。 

新たに、創業者に対して行政支援策・地域情報・空き店舗などの各種情報を収集し、これらの情

報を整理分析して、支援時やセミナーを通じて提供していく。地域内の各組合や団体を通じた地域

情報の収集のために、金融機関・工業団地工業会・宅建協会・商店会・6部会との会議を行い、小規

模事業者支援のための基礎資料として整理分析する。 

また、不定期に開催していた商店会との意見交換会を、数か所の商店会をグループとしてまとめ

て会議を開催するスタイルに変えて、年１回の定期開催に改善する。 
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（１）小規模事業者調査の実施（新規実施） 

 

【現状と課題】 

本庄商工会議所では 3～4年毎に、全会員事業所を訪問する小規模事業者活性化経営サポート事

業を実施していたが、特に、いつ巡回調査するかは決めておらず、地域の経済動向調査はタイム

リーに行えていなかった。 
 

 

 【目標・実施内容】 

   小規模事業者の動向調査に関しては、当所職員 11名で春から夏にかけて市内の小規模事業者

1,992 件の約 1割となる 200 事業所を目標に毎年巡回訪問し、動向調査を行い、下記の情報収集

項目に沿って所定の書式にて整理・分析を行うこととする。職員が事業者の生の声を聞くことで、

足元の景況感や課題等を肌で感じ、事業者の支援要望にスピーディーに対応していく。調査デー

タは、小規模事業者に対する経営支援および当所事業に反映させる基礎資料として、重点施策や

新規施策に結び付けていく。この調査では、事業所の基礎データに加え、下記の項目を聴取して

いる。 

 

【情報収集項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手法及び成果の活用】 

当所職員 11名（パートを除く）で春から夏にかけて市内の小規模事業者 1,992件の約 1割と

なる 200事業所(一人当たり約 20事業所)を目標に毎年巡回訪問し、動向調査を行い、結果を整

理・分析して調査報告書として取りまとめ、当所の発行の会報（旧本庄市内全戸配布）で毎年

情報提供を実施するとともに、各種セミナー開催時のほかホームページ（一般向け）や当所会

員向けに発行している中小企業相談所ニュースにおいて、小規模事業者に対して広く情報提供

していく。5年間で合計 1,000 件の動向調査を行うことにより、旬な地域の経済動向や企業情報

を収集するとともに、小規模事業者調査の結果、個社支援が必要な事業所をいち早く見つけ出

すことが出来る。活用方法としては、事業計画作成といった経営相談の際に、事業分析や事業

計画策定及び課題解決への糸口として、セミナー参加者・窓口巡回相談者に説明・配布を行う。 

 

（２）商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）の調査拡大（拡充実施） 

 

 【現状と課題】 

ＬＯＢＯ調査は、各地商工会議所のネットワークを活用し、地域や中小企業が「肌で感じる足

元の景気感」、「直面する経営課題」を全国ベースで毎月職員のヒアリングにより調査し、集計・

公表している。そのため、業界の動向をリアルタイムで把握・提供でき、有益な情報収集の手段

である。現在、全国 422商工会議所が 2,969 企業の協力を得て調査を実施している。集計結果は、

当所が発行する中小企業相談所ニュースで結果概要を掲載する他、ホームページ上で情報提供を

実施しているが、地域の小規模事業者の活用状況を把握しておらず、効果的な活用ができていな

い。現在、当所では担当の経営指導員 1名が業務にあたり、その調査対象事業所数は年間 84件で

ある。 

①売上高の増減 
②平均顧客購買単価の増減 
③顧客数の増減 
④資金繰りの変動 
⑤仕入単価や取引条件の変動 
⑥商品在庫数量の増減 
⑦収益性(粗利益) の増減 

⑧従業員数の増減 
⑨事業後継者の有無 
⑩設備投資の実施状況 
⑪経営上の課題 
⑫必要な経営上の取り組み 
⑬商工会議所に希望する施策や取組等 
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【目標・実施内容】 

地域内の経済動向を的確に把握するためには、調査対象事業所数を増やし、業種別だけでなく

業態別のタイムリーな動向を収集することが重要である。そのため、平成 30年度からは、現在経

営指導員 1名が担当している巡回調査を経営指導員 4名で実施し、地域の各種業種組合等の整理

を行い、新たに調査対象事業者数を増やして 5年後には 144件とし、地域の経済動向を的確に把

握する。経営指導員が分析ノウハウを習得したうえで、2年後には経営指導員以外の補助員・記帳

専任職員 2名を含めた巡回調査を実施する。建設・製造・卸売・小売・サービスといった業種ご

とにまとめ、業種ごとの経済動向情報として整理し、新商品開発・創業・新事業展開などに関す

る相談等に活用していく。 

   

【情報収集項目】 

売上・採算・資金繰り・仕入単価・従業員の状況等 

 
【手法及び成果の活用】 

    上記のとおり、平成 30年度からは、経営指導員 4名で巡回調査を実施し、2年後には経営指導

員以外の補助員・記帳専任職員を含め巡回調査を実施する。集計結果の情報提供方法としては、

従来から行っている小規模事業者に対してホームページにて広く情報提供を行っていくことに加

えて、巡回指導や窓口相談及びセミナーでの積極的な活用のほか、連携する支援機関にも提供し

て利用の拡大を図る。 

 

（３）創業支援に関する動向調査（新規：平成３０年度から実施） 

 【現状と課題】 

創業希望者のなかには、開業する事務所や店舗等の物件が定まらず足踏みをするケースが多く

ある。これまで本庄商工会議所では、本庄市の制度である「中心市街地空き店舗対策補助金」を

活用して出店を希望する小売業・サービス業に対し、独自の情報収集により物件紹介を行ってき

たが、創業者が必要とする情報の提供が不足している。 

  

【目標・実施内容】 

当所がワンストップで創業者に必要な情報を提供しやすい環境を整える。そのためにも、経営

指導員等が、（公社）埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部や行政、日本政策金融公庫熊谷支店と管

内の埼玉りそな銀行をはじめとする９行の金融機関等との交流を深め、日ごろの情報交換を積極

的に行い、当該地域に創業や移転等を希望する小規模事業者に対して、創業に対する経営知識か

ら地域情報および店舗物件等の斡旋までを含めた創業支援体制を充実させ、小規模事業者が円滑

に創業できる環境を整備する。収集された創業に関する情報調査の結果については、結果を整理・

分析して情報シートとして取りまとめ、相談者や各種セミナー参加者に対して活用するほか、ホ

ームページ（一般向け）にて情報提供を行う。 

 

【情報収集項目】 

①施策（行政）   創業補助金、本庄市中心市街地空き店舗対策補助制度の情報 

②金融（金融機関） 埼玉県中小企業制度融資、日本政策金融公庫の情報 

③物件（宅建協会） 空き店舗、空き倉庫の情報 

④商圏調査（ＩＴ活用）当所でソフトウエアを導入し、商圏についての情報 

⑤ネットワーク（各組合等の把握） 各種組合や青年部など異業種交流できる組織の情報 

 

【手法及び成果の活用】 

  会議や意見交換会で得た情報や会議録は、全職員が閲覧できるよう所内ＬＡＮ内の共有フォ

ルダに管理し、主に窓口相談時に活用し、創業セミナー時など各機関の情報を取りまとめて参

加者に情報提供を行うことで、創業成功率を高めていく。また、本庄市では平成 30年度から「本

庄市空き店舗ゼロプロジェクト事業」を立ち上げることから、行政や関連機関と協力し、街な

かの既存の建物を活用した創業支援についても推進していく。 
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（４）組合・団体等との会議実施（拡充実施） 

【現状と課題】 

  各組合・団体とは非定期で会議を開催していたので、業界・団体ごとの経済動向調査はタイム

リーに行えてなかった。下記の７つの業界・団体ごとの会議を年１回以上行い、地域の経済動

向調査を行う。 

 

【目標・実施内容】 

①本庄市内の 17商店会との会議（年 1回） 

②児玉工業団地工業会との会議（年 1回） 

③本庄利根工業団地協同組合との会議（年 1回） 

④管内 9行の金融機関との会議（年 1回） 

⑤（公社）埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部との会議（年 1回） 

⑥ＪＡ埼玉ひびきのとの会議（年 1回） 

⑦当所６部会による各業種の経済動向の把握（年 1回） 

  商業部会・工業部会・金融部会・庶業部会・土木建築部会・サービス業部会 

  

【情報収集項目】 

 各団体や業界が有している地域経済動向を把握して、各団体や業界の今後の動きや、要望事

項として役立てる。 

  

【手法及び成果の活用】 

    経営指導員等が組合・団体等との会議に参加し、そこで得た情報や会議録は、毎朝行う朝礼

で発表し、さらに全職員が閲覧できるよう所内ＬＡＮ内の共有フォルダに管理し、各団体や業

界の経済動向の把握に努め、要望事項やニーズを行政への意見具申活動や当所の事業に反映さ

せていく。窓口・巡回相談者や各種セミナー参加者に対して活用を行う。 

 

 

【地域の経済動向調査に関する数値目標】 
 

 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

小規模事業者調査 0 件 200件 200件 200件 200件 200件 

LOBO調査年間件数 84 件 96 件 96 件 144件 144件 144件 

LOBO調査月間件数 7 件 8 件 8 件 12 件 12 件 12 件 

LOBO調査 

月間対象数の 

業種内訳 

建設  1 件 

製造  1 件 

卸売  1 件 

小売  2 件 

サービス 2 件 

建設  1 件 

製造  2 件 

卸売  1 件 

小売  2 件 

サービス 2 件 

建設  1 件 

製造  2 件 

卸売  1 件 

小売  2 件 

サービス 2 件 

建設  2 件 

製造  2 件 

卸売  2 件 

小売  3 件 

サービス 3 件 

建設  2 件 

製造  2 件 

卸売  2 件 

小売  3 件 

サービス 3 件 

建設  2 件 

製造  2 件 

卸売  2 件 

小売  3 件 

サービス 3 件 

創業者への情報

提供数 
5 件 7 件 8 件 9 件 10 件 10 件 

7分野の組合・団

体等との会議 

（団体ごと） 

年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
  

【現状と課題】 

これまで、主に経営指導員が事業所の巡回・窓口指導を通じて、小規模事業者の経営課題を聴

取し、課題の解決に努めてきた。しかしながら、支援実績の多くが経営指導員の独自のスキルに

よる一時的な支援に留まり、経営全体を分析・把握する能力が不足していることで、複合的な支

援ができていなかった。また、使用するツールも経営指導員によりさまざまに利用しており、小

規模事業者の経営状況の把握も組織内で共有できていないことが大きな課題となっている。 

 

 

 【改善方法】 

今後は、4名いる経営指導員を中心に、小規模事業者調査で巡回した年間 200 事業所の小規模

事業者の中から経営分析を行うほか、セミナーの参加者から、融資や個別相談先など、年間 50

件以上を目標に経営状況の分析を行い、巡回・分析・指導・所内の情報共有の流れを構築し、切

れ目のない事業者支援体制を確立させていき、小規模事業者の経営力向上や業務改善に向けた事

業計画策定のための基礎資料としての活用を図っていく。 

 

   ①巡回指導や各種セミナー参加者へ経営分析のアプローチをする。 

②広報誌等に経営分析の必要性を掲載し、小規模事業者に広く周知する。 

③統一のフォーマット「簡易分析シート」か「ローカルベンチマーク」を使用する。 

④経営課題の把握・共有による今後の経営に対する気づきを与え、事業計画策定へ導く。 
⑤経営分析結果は所内ＬＡＮで閲覧可能にする。 

⑥経営カルテの入力を全職員で行うことで、過去の指導実績を全職員閲覧可能とする。 

⑦経営指導員ミーティングで重要情報等については情報共有を深めていく。 

 

【事業目標】 

  個社の経営状況の分析を経営指導員が年間50件以上行い、強みや課題を浮き彫りにすることで、

小規模事業者と経営指導員がともに経営課題を把握して共有することにより、今後の経営方針や

ビジネスモデルに対する気づきとし、次に行う事業計画策定へとシフトしていき、小規模事業者

の掘り起こしにつなげる。また、ツールを統一することにより、経営指導スキルの平準化と共有

も図られ、所内の情報共有による継続的な支援を可能としていく。 

 

 【事業内容】 

経営状況の分析には、統一フォーマットを定め活用する。初めて分析する事業所等は「簡易分

析シート」を使用し、さらに詳細な分析を望む事業所については「ローカルベンチマーク」を使

用し、経営分析結果を具体的な経営戦略、商品開発、販路開拓に活用していく。また、高度で専

門的な課題等に対しては、埼玉県、埼玉県よろず支援拠点、ミラサポ等の専門家、コーディネー

ター等と連携して、個々の小規模企業者の課題に対応していく体制を構築する。 

「簡易分析シート」と「ローカルベンチマーク」の結果は、所内ＬＡＮ上に事業所ごとにフォ

ルダ管理していき、過去のデータも蓄積し、次回以降の指導にフィードバックが出来るようにす

る。経営状況の分析については、経営指導員が効果的な活用ノウハウを蓄積したうえで、3年後

を目標に経営指導員以外の補助員・記帳専任職員も効果的に活用できるようにする。また、職員

の分析能力を高めるため、年 2回、中小企業診断士等を招き、指導や助言を受け、支援の充実を

図る。 

 

①経営指導員による経営分析 

②経営分析結果による強みや経営課題の確認 

③課題解決への取組（職員による指導、専門家派遣、セミナー） 

④経営指導員ミーティングによる情報共有 
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【分析手法】 

（１）「簡易分析シート」による経営分析（新規実施） 

 

「簡易分析シート」を使用し経営分析する書式を統一する。具体的には、事業領域とＳＷＯＴに

よる定性分析と、現状の課題と今後の取組の整理、財務諸面での定量分析を行う。その後、「簡易分

析シート」よりさらに詳細分析や設備投資を望む事業所には「ローカルベンチマーク」を使用する。

具体的には、「参考ツール」を活用して、「財務情報」（6つの指標※1）と「非財務情報」（4つの視

点※2）に関する各データを入力することにより、企業の経営状態を定性的、定量的に把握し、経営

状態の変化に早めに気付き、早期の対話や支援に繋げていく。 

 

【調査項目】 

①ＳＷＯＴ分析によるヒト・モノ・カネ・情報・ネットワーク・時間・無形資産など多岐にわ

たる内部環境の強みや課題。 

②外部環境として市場調査や消費者動向(来客数の増減、購買単価の増減)やニーズの変化など。 

③財務状況分析として売上高の増減や利益率の変化及び決算書分析 

④取組への課題及び方針として、事業計画・販路・資金・その他(営業面・人材面・設備投資・

新商品開発など)などの経営方針について 

 

【簡易分析シート】 

 
【ローカルベンチマーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）6 つの指標； 
①売上高増加率（売上持続性） 
②営業利益率（収益性） 
③労働生産性（生産性） 
④EBITDA 有利子負債倍率（健全性） 
⑤営業運転資本回転期間（効率性） 
⑥自己資本比率（安全性） 

（※2）4 つの視点； 
①経営者への着目 
②関係者への着目 
③事業への着目 
④部管理体制への着目 
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（２）経営分析結果による強みや成果の活用（拡充実施） 

    経営状況の分析の結果、小規模事業者の真の経営課題を把握し、抽出された強みや課題につ

いて、経営指導員が再度事業者と面談して今後の経営に対する気づきやその後のフォローアッ

プにより事業計画策定支援などに活用し、事業者のニーズに合った方向性に沿って、課題解決

に必要な手段へと導いていく。 

 

（３）課題解決への取組（職員による指導、専門家派遣、セミナー）（拡充実施） 

小規模事業者の経営の持続的発展に取り組むうえで、分析件数を増やすことが重要となる。

巡回指導や経営分析セミナーの参加者のほか、補助金セミナー・経営革新セミナー・融資計画

がある事業所等へのアプローチのほか、旧本庄市内に全戸配布している当所広報誌等に経営分

析の必要性を掲載し、小規模事業者に広く周知する。経営分析セミナーは、下記のテーマごと

により経営分析に必要なノウハウを習得していただく。その後は、事業者とともに具体的な経

営戦略を策定・実行しながら、小規模事業者の経営基盤づくりに努め、小規模事業者のニーズ

に応じて、同業他社分析や市場戦略などを行い、経営戦略、商品開発、販路開拓に活用し、事

業計画策定・実施や新商品・新サービスの開発、販路開拓等に結び付ける。 

・職員による指導 

・専門家派遣 

   高度で専門的な課題等に対しては、埼玉県、埼玉県よろず支援拠点、ミラサポ等の専門家、

コーディネーター等と連携して、個々の小規模企業者の課題に対応していき、専門家派遣

の際は経営指導員が必ず帯同訪問し、指導のノウハウを学ぶとともに、その後のフォロー

アップも継続して行っていく。 

・直面する課題にあった経営分析セミナーを開催する。 

 

（４）経営指導員ミーティングによる情報共有・他機関との連携（拡充実施） 

巡回・窓口指導やセミナー参加者等から、小規模事業者を選定して経営状況や財務分析等を

把握し、当該企業のあらゆる経営分析を行い、専門知識を有する税理士や中小企業診断士等と

連携して、販売・顧客・財務管理等の項目を元に、総合的な経営分析を行う。また、毎月 1回

開催する経営指導員ミーティングにおいて、支援した小規模事業者の選定・経営分析後の結果

などの成果と課題を経営指導員同士で共有するとともに、年 2 回、中小企業診断士等による評

価・指導を受け、必要に応じて専門知識を有する他の支援機関とともに、経営全体を分析手法

の見直しとブラッシュアップを図っていき、事業計画策定・実施や新商品・新サービスの開発、

販路開拓等に結び付ける。 

 

【経営状況の分析に関する数値目標】 

計画期間中に、管内事業所 2,535件、小規模事業者数 1,992件のうち約 16％に該当する 315件

の経営分析を行うことを目標とする 

支援内容 H29年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

巡回訪問（延べ件数） 

指導員 4名 
1,250件 1,250 件 1,300 件 1,350 件 1,400 件 1,400件 

経営分析セミナー開催 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

経営分析セミナー参加者 0人 10人 10人 10人 10人 10人 

経営分析対象者掘り起し

に係る巡回･窓口相談事

業所数 

- 75件 75件 82件 82件 82件 

経営分析事業所数 

指導員 4名 
42件 60件 60件 65件 65件 65件 

経営指導員ミーティング 12回 12回 12回 12回 12回 12回 
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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】 

小規模事業者の事業計画策定支援は、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など補助

金活用や、日本政策金融公庫などの融資制度利用の際のほか、創業支援時に企業の概略の整理の

ために策定しており、受動的な立場で対応していた。小規模事業者は、事業計画を策定したこと

がないだけでなく、策定のハードルが高いと感じていたり、策定の重要性を理解していなかった

りするケースが多い。上記の計画策定支援を受けたり、計画策定セミナーを受講したりする事業

者は、目的意識の高い事業者や、計画の必要性を汲み取ることのできる事業者に偏っている。 

 

【事業内容】 

今後は、小規模事業者のあらゆる経営課題を解決するため、上記１．の経済動向調査、上記２．

の経営状況分析、下記５．需要動向調査を踏まえて、埼玉県、埼玉県よろず支援拠点、ミラサポ

等の専門家、コーディネーター等と連携して、支援事業者に対する伴走型の支援・助言を行い、

事業計画策定支援の充実を図る。また、事業計画策定後も、経営指導員が計画の進捗状況を確認

し、次の事業計画策定時のための感覚を養う。 

 

【具体的な取組】 

これまで、事業計画策定にあまり前向きでなかった小規模事業者で、巡回指導で経営分析した

企業や各種セミナー参加企業に対しフォローアップを行い、事業計画策定の意義・重要性の理解

を深め事業計画策定支援を行い、切れ目ない支援を行う。事業計画策定支援のために経営指導員

が巡回指導・窓口相談で支援し、専門的分野に関しては専門家派遣を活用し幅広い支援活動を行

う。また、創業間もない事業所で事業計画がない事業所には、必ず事業計画策定を勧める。広報

活動においては、事例を中心にホームページ・広報誌・プレスリリース・フェイスブック・ツイ

ッター・地域イベントでの周知を行い、事業計画策定における商工会議所の充実したバックアッ

プ体制を周知する。 

 

（１）事業計画の策定（拡充実施） 

①広報ＰＲ活動 

    旧本庄市内に全戸配布している当所会報や埼玉新聞社への地域企業の紹介等で、事業計画策

定した身近な事業所の事例や、事業計画の活かし方について、積極的に広報をすることで、事

業計画を策定したくなるような雰囲気を醸成させる。また、事業計画策定者からも新たに取り

組みそうな取引先等の情報を入手し、企業巡回、施策説明会、各種セミナー参加者などから掘

り起こしを行う。 

 

②事業計画策定セミナー 

専門家を講師に迎え、事業計画書の作り方セミナーを実施する。内容には、小規模事業者に

魅力的なものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、経営力向上事業、経営革新計画等の

公的支援や金融支援と、事業承継、ＢＣＰ、創業、第 2創業、経営改善等その時のニーズに合

わせ年 2回ほどセミナーを行う。 

 

③巡回訪問・専門家派遣 

経営指導員が、巡回指導する中で、高度な経営課題に関しては、埼玉県、埼玉県よろず支援  

拠点、ミラサポ等の専門家、コーディネーター等と連携して、支援事業者に対する伴走型の支

援・助言を行い、事業計画策定支援の充実を図る。 
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【手段・手法】 

  ①既存事業者の事業計画は、小規模事業者のニーズに合わせたものを策定する。 

    （例）商品開発・販売計画、経営力向上計画、経営革新計画、事業承継計画 

経営改善計画、事業継続計画（ＢＣＰ）、キャッシュフロー計画 

  ②創業者の事業計画は、ニーズの多い融資書類に即した内容とすることで活用の幅を広げ、販路

拡大や、キャッシュフロー計画書など、創業時に陥りやすい課題の対策をとる。 

    （例）創業計画、第二創業計画、キャッシュフロー計画等 

  ＊創業セミナーは、(公財)本庄早稲田国際リサーチパークで開催するものや、近隣商工団体で開

催するものについて情報共有し、相互に参加できる仕組みを作り、セミナー回数が少ないこと

を補完する。 

 ③経営計画作成し、ＰＤＣＡサイクルを回すことで計画実効性を高めていく。 

 

【事業計画策定支援に関する数値目標】 

 支援内容 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

既

存

事

業

所 

既存事業所の事業計画の策定数① 37 件 45 件 45 件 50 件 50 件 50 件 

事業計画作成セミナーの開催 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

事業計画作成セミナー受講者 10 人 15 人 15 人 15 人 20 人 20 人 

セミナーからの事業計画策定数 8 件 10 件 10 件 10 件 15 件 15 件 

創

業

事

業

所 

創業計画の策定数② 5 件 7 件 8 件 9 件 10 件 10 件 

うち実創業者数 5 件 7 件 8 件 9 件 10 件 10 件 

創業セミナーの開催 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

創業セミナー受講者数 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人 

 事業計画策定数合計（①＋②） 42 件 52 件 53 件 59 件 60 件 60 件 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
【現状と課題】 

当所では、事業計画策定で支援が終わっているケースが多くみられ、進捗状況の確認やフォローア

ップについては不十分であった。これまで、フォローアップにおいて専門家派遣はあまり行ってこな

かったが計画どおりに進捗していない事業所や、経営環境の変化についていけてない事業所なども増

えている。また、経営指導員が個々で動いており情報共有もできていなかったため、フォローアップ

のノウハウも十分ではなかった。 

 

【改善内容】 

今後は、事業計画の策定を行った小規模事業者の継続的な支援体制の構築を図り、経営指導員によ

る年間 4回以上の巡回や窓口相談を実施する。高度な課題に関しては、埼玉県、埼玉県よろず支援拠

点、ミラサポ等の専門家、コーディネーター等と連携して、支援事業者に対する伴走型の支援・助言

を行い、事業計画策定後の支援の充実を図る。さらに、事業計画の取組を高めるため、施策の有効利

用の紹介や展示会などのイベント情報の提供、当所広報誌やＳＮＳ、マスコミにプレスリリースを行

い、広報手段を増やす。販路拡大や売上向上につながるセミナーの開催など、小規模事業者が経営目

標を達成するため、事業計画策定後も各事業所の状況に見合った、きめ細やかな最適な支援を行って

いく。また、経営指導員ミーティングで、事業計画策定後の情報共有を図り、経営指導員のスキルの

平準化を進める。 
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（１）担当者による支援（拡充実施） 

事業計画策定支援を行った経営指導員が、事業計画策定後のフォローアップも継続して行い、3

か月に 1回（4半期ごと）、巡回指導等により、事業計画の進捗状況の確認を行う。また、事業所

に合った施策の紹介や展示会などのイベント情報の提供、当所広報誌やＳＮＳ、マスコミへのプ

レスリリース等広報手段を増やし、販路拡大や売上向上につながる具体的な行動計画に沿って、

伴走型の支援を行っていく。 

 

（２）当所内連携による支援・他機関との連携（拡充実施） 

事業計画策定事業者に対して、事業計画の進捗状況の確認と金融相談等も実施していき、売

上増加・収益の改善・持続的発展のため資金が必要となった小規模事業者に対しては、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」の活用を積極的に提案していく。融資実

行後においては、当初目標を継続的に実施されているか、効果的な運用がなされているか、巡

回訪問等により進捗状況の確認を行い、必要な指導・助言を行いフォローアップについても伴

走型の支援に努める。また、実際に資金ニーズがなくとも，日本政策金融公庫や民間金融機関

の担当者と連携して、各種融資制度の紹介とともに資金面以外でのサポートを行い、安定した

経営に繋がる支援に努めていく。 

また、事業計画策定後の支援状況の報告について、毎月開催する経営指導員ミーティングで

報告し合い、より有効な手段や施策を協議し、事業所間の連携やビジネスマッチングなどに繋

げていく。また、創業者支援については、税務や労務など専門的な知識が必要な分野も多く、

経営指導員や記帳指導員、労働保険担当者等が得意分野を活かし連携して、会議所全体として

事業所支援を行っていく。 

 

（３）事業計画の広報・専門家による支援（拡充実施） 

事業計画の実現性を高めるために、施策の有効利用の紹介や展示会などのイベント情報の提

供、当所広報誌やＳＮＳ、マスコミに対してプレスリリースを行い、広報手段を増やし、販路

拡大や売上向上につながるプレスリリースのやり方やチラシ作成セミナーなどの開催により、

事業計画策定後の支援を行っていく。またフォローアップにあたる経営指導員が、専門的な見

地を必要と判断した場合は、埼玉県、埼玉県よろず支援拠点、ミラサポ等の専門家、コーディ

ネーター等と経営指導員が事業所に帯同訪問を行う。事業所の要望に沿った内容の専門家のア

ドバイスを得られることで、行動計画を実行していく上でより高い効果を得られ、ほかに有効

な手段等ある場合は行動計画の軌道修正を図ることができる。専門家による支援で予想される

内容は、下記のとおりである。 

 

①プレスリリース 

②チラシ作成 

   ③展示会の準備とフォローアップ 

   ④策定した事業計画を活かした補助金等の活用等 

 

（４）セミナーによる支援（拡充実施） 

   事業計画策定後に、多くの企業に役に立つ内容の支援については、専門家を講師に迎えセミナ

ーを開催し、事業所のスキルアップや販路拡大のヒントを学び、計画の実現性を高めていく。下

記のセミナーメニューを年間 1～3回開催する。 

①販路拡大支援セミナー 

②商品・サービス魅力度アップセミナー 

③ＰＯＰセミナー 

④ＳＮＳ、ＩＴ活用セミナー 

⑤事業計画見直しセミナー 
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（５）創業者支援（拡充実施） 

    創業初期事業所（創業後 3年以内）を重点支援先と位置づける。事業計画策定支援を行った

経営指導員が、事業計画策定後のフォローアップも継続して行い、3か月に 1回（4半期ごと）、

巡回訪問等により、事業計画の進捗状況の確認を行う。創業者支援については、税務や労務な

ど専門的な知識が必要な分野も多く、経営指導員、記帳指導員、労働保険担当者等が得意分野

を活かし、商工会議所全体として強固な支援体系を構築していく。また、創業者は比較的地域

ネットワークが弱いことから、ビジネス交流会への積極的な参加や、優先的に、当所広報誌に

掲載するなどＰＲ活動を支援し、販路開拓や売上向上に向けた伴走型の支援を行う。 

 

【事業計画策定後の実施支援に関する数値目標】 

事業計画策定事業者の目標実績の向上を図るとともに，伴走型の指導・助言の充実及び経営

指導員の定例会議において勉強会を実施し，フォロー事例企業をリストアップして，支援の共

有を確立する。 

 支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

既
存
事
業
所 

計画策定後フォローアップ先数① 
指導員 4 名 42 件 45 件 45 件 50 件 50 件 50 件 

計画策定後フォローアップ訪問回

数数② 
指導員 4 名 

94 回 180 件 180 件 200 件 200 件 200 件 

創
業
事
業
所 

創業後フォローアップ先数③ 
指導員 4 名 5 件 7 件 8 件 9 件 10 件 10 件 

創業後フォローアップ訪問回数④ 
指導員 4 名 10 回 28 回 32 回 36 回 40 回 40 回 

 フォローアップ先数合計 
①+③ 47 件 52 件 53 件 59 件 60 件 60 件 

 フォローアップ訪問回数合計 
②＋④ 104 回 208 回 212 回 236 回 240 回 240 回 

 

支援内容 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

経営発達支援融資制度活用件数 
指導員 4 名 実績なし 5 件 10 件 15 件 15 件 20 件 

事業計画策定後セミナーの開催数 年 1 回 年 1 回 年 2 回 年 2 回 年 3 回 年 3 回 

事業計画策定後セミナーの参加者数 10 人 10 人 20 人 20 人 30 人 30 人 

ＨＰ検索頁数／月 322 回 400 回 500 回 600 回 700 回 800 回 

広報誌・相談所ニュース／年 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回   12 回 

カレンダー折込チラシ／年 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 

プレスリリース（新聞社）／年 6 件 6 件 6 件 6 件 6 件 6 件 

フェイスブックリーチ数/月 なし 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

ツイッターフォロワー数/年 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

【現状と課題】 

需要動向調査については、小規模事業者に対して当所の独自調査ができていないため、埼玉県

経済動向調査「彩の国経済の動き」といった公的統計や「日本政策金融公庫調査月報」の金融機

関の統計資料を、職員間の回覧や閲覧コーナーへ配架して、小規模事業者の支援要請の内容や支

援の必要に応じてきた。しかしながら、近年事業計画策定にあたり小規模事業者の独自調査につ

いて必要性を感じていたものの、自社の経験による商品開発やサービス提供となっており、顧客

ニーズに必ずしもマッチしているケースも少なくなかった。当所では商圏分析ソフトによる消費

者ニーズの把握や顧客分析などを行っておらず、また、小規模事業者が独自で調査を行うことに

は限界があり、調査や分析の手法がわからず、費用も掛かることなどから実施しているケースは

限られていた。 

 

【改善内容】 

   今後は，当所職員が、これまで同様に、埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」「日本政策金

融公庫調査月報」を活用し、窓口相談・巡回相談時やセミナー参加者に情報提供を行っていく。 

また、これまでできていなかった商圏調査に関しては、当所で新たに商圏分析ソフトを導入し、

チラシ・DM・ポスティングなどの販売促進や顧客データをつかった顧客分析を行い、事業計画策

定を進めたりする積極的な事業所に対して、需要動向の調査・分析及び提供を行っていく。 

 

【事業内容】 
 事業計画策定事業者の地域内での需要動向を的確に把握するため、個社の調査・整理・分析・

活用方法など経営指導員が支援し、参考となる資料作成を行っていく。そして、需要動向に基づ

いた販路開拓の支援にあたり、周辺他市町と比較し、小規模事業者の商品・サービスが付加価値

を高められるよう取り組んでいく。また、独自調査として若泉公園桜まつり等での販路開拓・商

圏拡大の支援となるよう、主に「食料品」と「飲食サービス」に対象事業者を絞り、イベント時

に試食やアンケート調査などを実施し、消費者の生の声を収集分析して小規模事業者にフィード

バックしていき、地域内の需要動向を的確に把握するよう指導する。 

 

 

（１）個店の顧客ニーズ調査（新規実施） 

 

調査方法は、事業者と経営指導員で、テーマに合わせたアンケート又はヒアリングシートを

作成する。記入欄には、回答者の基本情報と、商品・サービスに対する 5 段階評価のほかコメ

ント欄を設けて生の声をいただく。調査の集計や分析については、事業者と経営指導員が協力

し評価をまとめ、必要に応じて専門家の意見を取り入れながら、販売戦略、新商品開発、事業

計画策定等に役立てていく。具体的には、①事業者の顧客を対象としたアンケートや店頭調査、

②イベント来場者へのアンケート調査（毎年 4 月に開催される若泉公園桜まつり等）、③関連展

示会でのヒアリング調査を支援する。また、専門性の高い調査結果分析や地域ぐるみで新たな

商品やサービスを開発する場合には、専門家とともに顧客ニーズ調査を行っていく。 
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調査テーマ 

顧客アンケート、商品アンケート、広告効果測定、利用者アンケート、コン

セプト調査、ネーミング調査、Webサイトアンケート、パッケージ調査、ブ

ランドイメージ調査 

手段 

事業者と経営指導員で、テーマに合わせたアンケート又はヒアリングシート

を作成する。ポイントとして、商品・サービス・製品の 5段階評価と、年齢

別、性別等クロス集計できるように整理する。調査の集計や分析については、

事業者と経営指導員が協力し評価をまとめ、必要に応じて専門家の意見を取

り入れながら、販売戦略、新商品開発、事業計画策定等に役立てていく。 

①店頭での需要動向

調査 

目標アンケート数：30 サンプル 

調査対象事業者数：4社 

調査項目：来店目的、好みの商品、品揃え、価格帯、店舗の雰囲気、満足度 

     価格、味、大きさ、形、好み、パッケージ、競合品との比較、 

用途、購入頻度、満足度、顧客の意見 

提供方法：調査結果を、事業者と経営指導員が協力し評価をまとめ、必要に

応じて専門家の意見を取り入れながら、販売戦略、新商品開発、

事業計画策定等に役立てていく 

②イベントでの需要

動向調査 

目標アンケート数：50 サンプル 

調査対象事業者数：4社 

調査項目：商品の選定ポイント、当社の認知度、商品の認知度 

価格、味、大きさ、形、好み、パッケージ、競合品との比較、 

用途、購入頻度、満足度、一般的な意見 

提供方法：調査結果を、事業者と経営指導員が協力し評価をまとめ、必要に

応じて専門家の意見を取り入れながら、販売戦略、新商品開発、

事業計画策定等に役立てていく 

 

調査イベント： 4月  若泉公園桜まつり 

5 月  本庄総合公園春まつり 

7 月  本庄祇園まつり 

11 月 本庄まつり 

11 月 本庄商業祭「楽市」 

③展示会での需要動

向調査 

目標アンケート数：50 サンプル 

調査対象事業者数：2社 

調査項目：商品選定のポイント、バイヤー・メーカー等の生の声 

価格、味、大きさ、形、好み、パッケージ、競合品との比較、 

用途、購入頻度、満足度、改善等の意見 

提供方法：調査結果を、事業者と経営指導員が協力し評価をまとめ、必要に

応じて専門家の意見を取り入れながら、販売戦略、新商品開発、

事業計画策定等に役立てていく 

 

調査展示会：1月・9月 東京インターナショナル ギフト・ショー 

（東京ビックサイト） 

3 月   ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ 

（会場：幕張メッセ） 

1 月   彩の国ビジネスアリーナ 

（会場：さいたまスーパーアリーナ） 

2 月   食と農の展示・商談会埼玉県農商工連携フェア 

（会場：さいたまスーパーアリーナ） 

随時       金融機関主催の展示会（会場：未定） 

活用方法 

上記①～③の需要調査をもとに、消費者の求めている細かな需要を把握し、

問題解決に繋げていく。その調査・分析結果を事業者と経営指導員が協力し

評価をまとめ、必要に応じて専門家の意見を取り入れながら、個社の販売戦

略、新商品開発、事業計画策定等に役立てていく。 
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（２）個店の商圏調査（新規実施） 

商圏調査のソフト「マケプラ」を当所が導入して、事業所に対してサービスとして提供して

いく。主に、人口や年齢構成等を明確にするほか、小規模事業者が必要とする販売促進、出店

（開業）、店舗分析に関する情報を得て、商品開発や販路開拓に役立てる。 

 

情報収集 商圏調査のソフト「マケプラ」など 

整理 経営指導員等が活用できるようにする。 

分析及び提供を行う

項目 

商圏別に、人口・世帯・年収階級世帯数を集計して表示できる。商圏を把握

しやすくするため、都道府県平均や沿線平均、さらには同一業種・他企業や

有名チェーンなどの平均と比較することも可能。 

手段 小規事業者の要望に応じて経営指導員等が商圏レポートを作成する。 

活用方法 
商圏レポートを説明し、事業計画策定時やチラシの配布先などの販路拡大や

競合店との差別化の資料として役立てる。 

 

 

 

 

    （マケプラのイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（３）既存の需要動向調査の活用 

 

埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」、「日本政策金融公庫調査月報」の統計資料を、事

業計画策定時に、経営指導員が提供し、事業計画策定の根拠として活用する。 

情報収集 埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」、「日本政策金融公庫調査月報」等 

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する。 

分析及び提供を行う

項目 
県内における生産、雇用、物価、消費、企業動向、業況判断ＤＩ、成功事例 

手段 
①閲覧コーナーに配架する。 

②職員で回覧し、小規事業者の要望に応じて分析し提供する。 

活用方法 事業計画策定時の根拠とする。 
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【需要動向調査に関する数値目標】 

 Ｈ29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

（１）個店の顧客ニーズ調査 

（サンプル数） 
0 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

  ①店頭での需要動向調査 

（30サンプル） 
0 社 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

  ②イベントでの需要動向調査 

  （50 サンプル） 
0 社 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

  ③展示会での需要動向調査 

  （50 サンプル） 
0 社 2 社 2 社 2 社 2 社 2 社 

（２）個店の商圏調査 0 社 57 社 58 社 64 社 65 社 70 社 

（３）既存の需要動向調査の活用周

知 
0 社 57 社 58 社 64 社 65 社 70 社 

 

 

 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 

【現状と課題】 

多くの小規模事業者は、専門的なノウハウやネットワークが十分でなく、自社のみで新たな需

要や販路開拓を行うには限界がある。事業所を巡回指導してみると、それぞれがキラリと輝く技

術やサービスを持っており、事業主を前向きに動かせるための事業の必要性を感じる。 

当所では、これまでも、「埼玉県北部地域 中小企業ビジネス展示会・交流会」をはじめ近隣で

行われる展示会への出展や、異業種交流会への参加を促すなど、ＢｔｏＢの支援だけでなく、地

域イベントへの出店や飲食店ＭＡＰの作成などＢｔｏＣの支援も行ってきた。また、ウェブマー

ケティングセミナーや集客力アップセミナーの開催に携わってきた。セミナーは、参加者から当

日アンケートを回収しているものの、売上げ効果の検証などフォローアップまで至っていなかっ

た。 
 

【改善内容】 

今後は、小規模事業者の新たな需要開拓や販路開拓を支援するため新規事業や既存事業の改善

を行う。セミナー参加者へのフォローアップを強化し、売上げ効果を具体的に検証し、新たな需

要開拓に関するＰＤＣＡサイクルを回していく。さらに、本庄商工会議所会報（隔月発行）は、

旧本庄市内の自治会に加入している世帯２５，５０３部を市の広報と一緒に届けており、販路拡

大にも大きく寄与してきたことから、継続して企業の紹介を続けていくこととする。 

当所が所属している埼玉県北部地域の支援機関が共催している「埼玉県北部地域 中小企業ビ

ジネス展示会・交流会」と市内の地域経済人が集う新春賀詞交歓会には、継続して積極的な参加

を促し、また、これまで視察に行く程度だった東京ビックサイトやさいたまスーパーアリーナで

行われる展示会への積極的な出展支援をしていく。また、個社や地域のブランド力を高めるプレ

スリリース等のメディア戦略にも注力し、ＳＮＳでの自社での発信とあわせて消費者との繋がり

をより太くしていく。さらに、近隣地域内に限られた経済交流を打破するためにも、大阪商工会

議所が運勢するビジネスモールの活用も促していく。以上の支援をしていくために、当所では、

経営指導員の指導では足りないことが多く、今後は専門家による個別指導、セミナー、フォロー

アップを強化していくため、当所独自の専門家派遣事業とセミナーを行うこととする。 
 

 

 



２７ 
 

 

（１）埼玉県北部地域の他の支援機関と連携によるビジネス交流会の実施（拡充実施） 

埼玉県北部・秩父地域の商工会議所・商工会では、毎年 1回、新たな販売ルートの開拓や新し

い事業分野への進出等、将来に向けて積極的に取り組んでいる中小企業を対象にビジネス交流会

を開催しており、今年度 7回目を迎える。この事業では、バイヤーも含めたビジネス商談会と展

示会に重点を置いている。平成 26年度の商談会参加者アンケートによると「商談が成立した」、「今

後の取引につながりそうである」との回答が 56.1％（115件/205件）を占めた。また、参加のメ

リットに関する調査では、「日頃商談できない企業と商談できる」、「新しい情報・刺激が得られ

る」、「商談後、担当者と気軽に連絡がとれる」等の回答率が高く、効果の高い事業であるため、

今後も内容を拡充し、小規模事業者の販路開拓と売上拡大を目的に周辺地域の商工団体、埼玉県

よろず支援拠点等と連携して、具体的な成果に結び付けていく。 
 

   

 

 

 
 

 

（２）若泉公園桜まつりでの販路開拓・商圏拡大の支援の実施（拡充実施） 

本庄市には、若泉公園という桜の名所がある。平成 21年から本庄市と共同で「若泉公園桜まつ

り（来場者数：約 10,000人）」を実施し、小規模事業者から出店を集い、販路開拓に貢献してき

た。当初は、飲食店・小売店の出店がほとんどであったが、近年は商品やサービスのＰＲ等、幅

広い業種の参加がある。年々、群馬県からの来場者数が大幅に増加しているため、小規模事業者

にとっては、商圏拡大、新規顧客獲得に有効な手段となっているため今後も拡充して開催する。

過去の売上をみても天候に左右されるが、天候が良ければ全出店者合計売上は約 350 万円である。 

   しかしながら、この機会を自社の経営に十分に活かせていない事業者も存在する。そこで、今

後は、出店者を対象に事前にＰＯＰやショップカードなどスキルアップセミナーを開催し、販路

開拓や商圏拡大等のノウハウを習得してもらう。また、これをきっかけに他のセミナーや視察研

修会への参加を促すとともに、各種施策などの情報発信を行い、経営全体の支援に繋げていく。

さらに、個社の需要動向調査の場としても活用でき、店頭だけでは取れない客層や新商品などの

アンケート調査が可能となる。 

  ※出店者数は、会場の都合で現状 50 店が限度。 
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（３）本庄商工会議所会報による宣伝ＰＲ支援（拡充実施） 

本庄商工会議所会報（隔月発行）は、会員のみに配布するのではなく、旧本庄市内の自治会に

加入している世帯 25,503部（H29.4.1現在）を市の広報と一緒に届けており、地域の情報誌とし

て 48 年以上の歴史がある。平成 29年 4月号からは、全面カラー刷りに刷新し、掲載する写真や

データなどもかなり見やすくなった。紙面には、12枠の広告以外にも、記事として毎回 2 件の企

業紹介や、当所会頭による企業訪問、経営計画の策定を支援した企業の紹介など、多くの企業の

魅力を市民に届けており、販路拡大や創業支援の大きな柱となっている。また、最近では、フェ

イスブックやツイッターによる発信も行い、イベントやセミナー、新店舗のオープンなど情報更

新を続けている。これらの宣伝ＰＲ事業を継続し、事業所の魅力を様々な角度から紹介していく。 
 

（４）展示会出展助成制度の構築（新規実施） 

過去に展示会を行った実績があるが、出店規模や来場者数など費用対効果が薄いため、都内等

で行われる展示会に出展しやすい環境を整えることで、販路拡大や新規顧客開拓、需要動向調査

に役立てていく。具体的には、当所会員企業で払込期日までに当所会員会費を完納しており、他

団体などの補助助成金を受けていない企業に対し、展示会出展助成事業を平成 31年度から行うこ

ととする。 

 

【助成対象事業】 

国内で当該年度内に開催される「展示会」であること 

物産展など即売が主目的とするものではないこと 

 

【助成対象経費】 

  出展料（小間料）に要する経費であること 

 ＊上記以外の経費（装飾・設備工事費など）は助成対象外とする。 

 

【助成率・助成限度額】 

 助成対象額の 2分の１以内で、原則 1事業所につき年 1回、5万円を上限とする。 
 

【予想している展示会】 

1月・9月東京インターナショナル ギフト・ショー（東京ビックサイト） 

3月   ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ（会場：幕張メッセ） 

1月   彩の国ビジネスアリーナ（会場：さいたまスーパーアリーナ） 

2月   食と農の展示・商談会埼玉県農商工連携フェア（会場：さいたまスーパーアリーナ） 

    随時     金融機関主催の展示会（会場：未定） 

 

（５）個店や地域のブランド力ＵＰ支援（拡充実施） 

本庄市の地域ブランド力を強化するためのメディア戦略支援を行う。主に、プレスリリース

の手法について学ぶことで、費用を最小限に抑えて宣伝を行い、売上ＵＰ、信用力の向上が可

能となる。当所でマスコミ関係者を招いて、プレスリリース会を年 1回開催し、掲載率を向上

させる。さらに、プレスリリース後のフォローアップとしては、本庄商工会議所ブースとして

展示会の共同出店なども視野に入れる。 

 【目的】 

  個店の魅力や、地域の魅力を引き出し、本庄市の地域ブランド力を強化する。 

  

【対象者】 

  新商品や新サービスを取り扱い、本庄市以外向けに積極的に展開したいと考える小規模事業者 

  

【支援の手法】 

  メディア戦略支援セミナーや専門家派遣による個社支援 
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 【事業内容（支援メニュー）】 

現状分析、売上・利益目標の設定、中期的目標の設定 

プレスリリースセミナー開催とプレス発表会の開催 

 

（６）ＳＮＳを活用した販路拡大支援（拡充実施） 

    ＳＮＳを活用した効果的な情報発信や顧客獲得及び囲い込み等を目的に、専門家から手法や

最適なツールを学ぶ。 

 【目的】 

  販路拡大と新規需要の開拓を促進する。 

効率的・効果的に個店の魅力ＵＰを引出し、顧客獲得ＵＰに繋げる。 

情報発信により、顧客との絆を強める。 

小規模事業者の認知度向上とイメージアップで企業や商品のブランド力を高める。 

  

【対象者】 

  新商品や新サービスを取り扱い、ＩＴを活用して地域内外向けに積極的に展開したいと考える小

規模企業者 

  

【支援の手法】 

  メディア戦略支援セミナー開催 

専門家派遣による個社支援 

  

【事業内容（支援メニュー）】 

自社のホームページ作成方法や商品・サービスのＰＲ手法、ＳＥＯ対策支援 

インターネットを介した流通・決済手法の支援 

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ＠、フェイスブック・ツイッター等）を活用した売上増加手法や事例の紹介 

 

（７）ビジネスモールでの商取引支援（新規実施） 

大阪商工会議所が運営する国内最大の中小企業の商取引支援サイトの「ザ・ビジネスモール」

の存在は知っていたが、当所から企業への紹介など行ってこなかった。これからは、国内最大の

商取引支援サイトへのかかわりを深め登録推奨支援を積極的に行うことで、小規模事業のビジネ

スチャンスを全国規模に広げ、販路拡大や売上アップにつなげていく。登録した事業所は全国の

事業所と信用性の高いビジネスマッチングやＩＴ推進支援が受けられる。具体的には、当所ホー

ムページにバナーを貼り、事業者が簡単に検索、閲覧等でき、マッチングの機会創出が受けられ

るよう利便性を図る。また、操作が分からない事業所へは経営指導員が操作を指導し、商談成約

につながるよう個別支援を行う。 

 

（８）中山道を中心とした観光、土産品ＭＡＰの作成（新規事業） 

   「今は昔中山道の宿場町」と郷土の本庄かるたに謳われており、本庄宿は中山道最大の宿場町

であった。その中山道では、本庄市が電線地中化にむけて動き出しており、トランスボックスの

用地買収の協議が進められている。また、これまでは、大型観光バスが来ても中山道周辺に停留

スペースがなく、夏の本庄祇園まつりや秋の本庄まつりのほか、中山道を散策するバスツアーな

ど積極的な受け入れができていなかったが、市の所有する土地に大型バスの停留スペースも検討

されており、本庄市全体のガイドマップより、中山道周辺の観光名所を掲載したガイドマップが

望まれている。あまり知られていないが、自転車の発祥といわれている「陸舟車」も本庄市の新

たなアイテムの一つである。そこで、地域の飲食店や土産品、写真スポットなど掲載したガイド

マップを作成する。作成時期の目標は、平成 33年ごろを予定し、2万部発行。市内の中山道沿い

の「まちの駅」や本庄市、市民活動交流施設「はにぽんプラザ」、JR本庄駅、JR本庄早稲田駅等

関連機関で配布する。また、当所や本庄市観光協会のホームページに掲載し、関連機関にリンク

してもらうなど広く周知に努める。 
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【新たな需要開拓に寄与する事業に関する数値目標】 

 Ｈ29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

（１）埼玉県北部地域の事業者他の支援機関と連携によるビジネス交流会の実施 

参加社数 150件 150件 150件 150件 150件 150件 

当所の参加社数 17件 20件 30件 20件 20件 30件 

当所商談会参加社数 17件 20件 30件 20件 20件 30件 

当所商談成立件数 8件 15件 20件 15件 15件 20件 

（２）若泉公園桜まつりでの販路開拓・商圏拡大の支援の実施 

来場者数 10,000人 12,000人 15,000人 15,000人 15,000人 15,000人 

出店者数 45件 50件 50件 50件 50件 50件 

出店者売上額 217万円 350万円 360万円 370万円 380万円 390万円 

（３）本庄商工会議所会報による宣伝ＰＲ支援 

年間会報掲載企業数 96件 102件 102件 102件 108件 108件 

うち広告掲載企業数 72件 72件 72件 72件 72件 72件 

うち記事掲載企業数 24件 30件 30件 30件 36件 36件 

売上 1％ＵＰ企業数 48件 51件 51件 51件 54件 54件 

（４）展示会出展助成制度の構築 

 制度活用企業数 0件 0件 5件 7件 10件 12件 

売上 1％ＵＰ企業数 0件 0件 4件 5件 8件 10件 

（５）個店や地域のブランド力ＵＰ支援（プレスリリースセミナー） 

セミナー回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

セミナー受講者数 0人 10人 12人 12人 15人 15人 

個別相談会回数 0回 1回 1回 1回 1回 1回 

プレスリリース数 0件 10件 12件 12件 15件 15件 

（６）ＳＮＳを活用した販路拡大支援 

セミナー回数 2回 2回 2回 2回 2回 2回 

売上アップ企業数 - 10件 10件 10件 10件 10件 

顧客増加企業数 - 10件 10件 10件 10件 10件 

（７）ビジネスモールでの商取引支援 

 登録企業数 0件 1件 2件 3件 4件 5件 

商談成立件数 0件 1件 2件 3件 4件 5件 

（８）中山道を中心とした観光、土産品ＭＡＰの作成 

掲載企業数 - - - - 70件 - 

売上 1％ＵＰ企業数 - - - - 35件 - 



３１ 
 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
【現状と課題】 

現在，当商工会議所では、本庄市や本庄市観光協会をはじめとする関連機関と協力し毎年下記

のイベントを主催もしくは協力を行い、伝統と地域の名所を活かした地域経済の活性化に取り組

んできた。そのほか地域経済の活性化に関する取組として、飲食店を中心に支援とした「街バル

事業」や小売店などの「お店訪問事業」、マスコットキャラクターの誕生から商品開発やイベント

でのにぎわい創出等を行い、売上増加や顧客開拓に一定の成果が得られてきた。 

しかしながら、小規模事業者の中長期的な振興に示した通り①まちづくりの観点、②ものづく

りの観点、③ひとづくりの観点から、今後は地域資源を今まで以上に地域で活用・循環させる取

り組みが必要である。 

 

【改善方法】 

本庄市・本庄市観光協会をはじめとする行政関係と、日本政策金融公庫・埼玉りそな銀行をは

じめとする 9行ある金融機関、本庄早稲田国際リサーチパークやＪＡ埼玉ひびきのといった支援

機関、埼玉県よろず支援拠点や中小企業診断士などの専門家等の結びつきをさらに強め、地域経

済の活性化に向けた事業を実施し、地域のブランド化、賑わいを創造していく。特に、サービス

業・商業・工業・農業・観光分野について連携し新たなプロジェクトチームを編成し、支援機関

の強みを活かした各種事業を実施していく。 

 

【事業内容】 

（１）飲食店・小売店応援事業 

①「街バル事業（本庄ぐるぐる）」の実施（拡充実施） 

   本庄商工会議所では、本庄を「歩いて、食べて、飲んで」本庄の魅力を新発見・再発見しても

らうことを目的に、飲食店を“はしご”する「街バル事業（本庄ぐるぐる）」を実施し、今年で 4

年目をむかえ好評を得ている。利用者アンケートによると、利用客は 20代（22％）・30代（25％）・

40 代（23％）・50代（17％）・60代以上（12％）と、幅広い年齢層から支持を集めていることか

ら、今後も事業の拡大が見込まれる。また、当所が従来実施している他の販促イベントと比較す

ると、20 代～30代の若い層の参加が半数近いことも大きな特徴である。また、参加店舗へのアン

ケートによると、利用客の約 4割が市外の方であり商圏の拡大が見込める。また、97％の店舗で

「新規顧客があった」と回答しており、飲食店の顧客開拓に高い効果があったと考えられる。 

   平成 26 年度は埼玉県の補助金を活用して開催し、平成 27年度から平成 31年度までは本庄市の

支援を受けながら「街バル事業」を拡充して開催することになっている。平成 32 年度からは現状

未定であるが、商工振興や観光客の誘致という点で一定の結果を得たことから、本庄商工会議所

が中心となり、消費者や事業者のニーズを把握しながら、事業のノウハウを蓄積したうえで開催

する。毎年、事業内容に変化を持たせて開催することで、飲食店の新たな需要開拓に寄与し、さ

らには、消費者・事業者と連携しながら、新たな食による「本庄名物」の創出を目指し、地域の

活性化を図る。 

 

 【組織体制】 

   本庄商工会議所・本庄商工会議所青年部・青心会（本庄商工会議所青年部 OB会） 

（公社）こだま青年会議所、飲食店、埼玉県北部地域振興センター本庄市事務所、本庄市 

本庄市観光協会、本庄商店街連合会 

 

【目標】 

 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

街バル参加店舗数 80 件 85 件 90 件 95 件 100件 100件 

街バルチケット販売 

 
280万円 315万円 350万円 350万円 360万円 360万円 
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②正副会頭による飲食店・小売店等「お店訪問事業」の実施（拡充実施） 

本庄商工会議所では、平成 25年度末から飲食店応援事業として、正副会頭ら役員が会員事業所

の飲食店を訪問し、当所の全戸配布による会報紙掲載とブログ及び本庄ケーブルテレビでお店の

紹介をする「会頭満遊記」を毎月 1 回実施し、大きな反響を得ている。訪問先は、当所が発行す

る「飲食店・土産品ガイドブック」の掲載店や「街バル」参加店で、今後も役職員一体となって

伴走型支援を行ない、飲食店・小売店の新たな需要開拓に取り組んでいく。 

【組織体制】 

   本庄商工会議所・本庄ケーブルテレビ 

 
（２）本庄市マスコット「はにぽん」を活用した地域活性化事業（拡充実施） 

近年、自治体や各種団体などのマスコットキャラクター、いわゆる「ゆるキャラ」がブームと

なっており、地域の振興やＰＲに欠かせない存在となっている。当市では、本庄商工会議所・児

玉商工会・埼玉ひびきの農業協同組合、本庄市等と共同でマスコット作製のための実行委員会を

組織し、多くの応募作品の中から市内で出土した「笑う盾持人物埴輪」をモチーフにした「はに

ぽん」が平成 22年に誕生した。以来、実行委員会が中心となり、小規模事業者に対し、この「は

にぽん」を活用してのグッズ開発や商品化、飲食店のメニュー開発等を推進してきた。ゆるキャ

ラ®グランプリでは、2014年が第 67位、2015年が 8位、2016年は 2位と順位を上げており、今後

「はにぽん」がテレビや新聞に取り上げられることによるパブリシティ効果や、経済波及効果が

期待できる。また、一昨年 6月には、市街地に本庄市の市民活動交流施設「はにぽんプラザ」が

オープンしたことで、市民や企業の関心も非常に高まっている。 

   そこで、当所では、実行委員会メンバーとの連携を強化し、更なるイベントの開催や関連グッ

ズの開発（はにぽんカレー等）、商品化支援等を行ない、グッズやはにぽんのＰＲ冊子を作成する。

また、はにぽんを地域の観光名所などでドローンを使って撮影し情報発信に活用することで商品

に付加価値を与え新たな需要開拓に結び付ける計画である。 

 

【組織体制】 

   本庄商工会議所 IT部会、本庄市、本庄市観光協会、埼玉ひびきの農業協同組合、児玉町商工会 

 

【本庄市マスコット「はにぽん」を活用した地域活性化事業目標】 

 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

イベント開催数  5 回  6 回  6 回  6 回  6 回  6 回 

グッズ等取扱店数 33 件 35 件 35 件 40 件 45 件 50 件 

グッズ等の種類 52 種類 60 種類 70 種類 80 種類 90 種類 100種類 

グッズ等の販売額 905万円 1,000 万円 1,100 万円 1,200 万円 1,300 万円 1,400 万円 

パブリシティ効果 4 件 10 件 12 件 12 件 14 件 14 件 
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（３）組織連携事業の推進（拡充実施） 

  ①地域イベント実施に向けた組織連携を行う関連機関でイベント開催前後に内容や運営について

協議を行う。 

 

4月上旬  若泉公園桜まつり 

連携団体：本庄商工会議所、本庄市環境緑の会（施設管理者）、本庄市、 

本庄市観光協会、本庄商店街連合会、市内の金融機関、 

市内の飲食店・小売店等 

 

4月上旬 普寛霊場春季大祭 

連携団体：普寛霊場、本庄市観光協会、本庄商工会議所 

 

 

5月上旬  本庄総合公園春まつり 

連携団体：㈱清香園（施設管理者）、本庄市、本庄市観光協会、本庄商工会議所 

7月中旬  本庄祇園まつり 

連携団体：本庄市自治会連合会、本庄市、本庄市観光協会、本庄商工会議所 

10 月上旬 普寛霊場秋季大祭 

連携団体：普寛霊場、本庄市観光協会、本庄商工会議所 

11 月上旬 本庄まつり 

連携団体：本庄市自治会連合会、本庄市、本庄市観光協会、本庄商工会議所 

11 月下旬 本庄商業祭楽市 

連携団体：本庄商店街連合会、本庄市、本庄市観光協会、本庄商工会議所 

 
②ウニクス上里ファーマーズマーケット（拡充実施） 

    大型店（ウニクス上里）の施設内広場で 10店ほどキッチンカーや商品販売をテントで行い毎

月第 3日曜日に開催している。マンネリ化を防ぐため、新しいお店の情報や宣伝ＰＲ、イベ

ントの開催等協力し地域活性化を図る。 

   

③買物弱者対策 

・本庄市と市内のパソコン教室と連携し、パソコン教室（拡充実施）を行い、高齢者でもタブ

レットを使用できるようにパソコン教室を開催し、近隣にお店がなくても困らないようにＩ

Ｔ技術の普及を図る。 

・本庄市や市内の小売店と、移動販売車について現在、どのような移動販売車が良いか「とく

し丸」など研究しながら市内の業者と協議を重ねており、当所でも立ち上げに支援する予定。 

  

  

本庄市小島、前の山古墳から出土した「笑

う盾持人物埴輪」チャームポイントは大

きな耳と桜の形に染まったほっぺ。笑顔

がパワーの源で、座右の銘は「笑う門に

は福来る」。現在、はにぽん関連商品も大

人気です！ 
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  ④メニューの外国語表記支援（新規実施） 

   市内の広告代理店で英語、ポルトガル語、中国語など、メニューの外国語表記対応できる業者

がいるので、その企業の宣伝ＰＲに協力し、BtoBの橋渡しをする。 

 

（４）本庄市との定期懇談会の実施と地域活性化策の推進（拡充実施） 
本庄商工会議所では、本庄市との朝食懇談会を年 3 回開催し、当所から正副会頭・専務理事・

事務局長、行政からは本庄市長のほか担当部課長が出席し、地域振興支援等に取り組んできた。

具体的な成果として、近年では、「若泉公園桜まつり」、「街バル」、「防犯カメラの設置」、「空き店

舗対策補助事業」等の実施に結びついている。 

   今後は、行政との連携を一層強化しながら小規模事業者の需要動向に適した産業支援策を共同

で立案し、地域の活性化に取り組んでいく。その一例として、ネーミングライツ（施設命名権） 

について現在、当所と本庄市で協議を重ね、平成 30年の実現に向けて提言を行っている。 

また、当所では、三金会という地域官公署等と情報交換会を毎月 1 回（第 3 金曜日）開催し、

地域振興の推進に地域全体で取り組んできた。今後も地域の関係機関と情報を密にし、連携を強

化しながら歩調を合わせ、地域の総合経済団体としてのリーダーシップを発揮し、地域ぐるみで

地域の活性化に取り組んでいく。 

＊ネーミングライツは、施設等の名称に企業名または商品名等を冠した愛称を付与できる権

利で、自治体が所有するスポーツ施設や文化施設、その他歩道橋など多くの施設への命名

がされて企業価値を高めるために活用されている。 

 【目標】 

   H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

本庄市との定期懇談会回数 3 回 5 回 6 回 6 回 6 回 6 回 

三金会定期懇談会回数 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

 

 

   

      ①本庄商工会議所 ②埼玉県本庄農林振興センター ③埼玉県本庄保健所 

 ④埼玉県北部福祉事務所 ⑤埼玉県北部地域振興センター本庄事務所  

⑥埼玉県本庄県土整備事務所 ⑦本庄市 ⑧上里町 ⑨本庄税務署  

⑩本庄警察署 ⑪埼玉ひびきの農業協同組合 ⑫日本郵便株式会社本庄郵便局 

   ⑬東日本旅客鉄道株式会社（本庄駅・本庄早稲田駅） 
 

 

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 
（１）「経営発達支援計画」 連携機関会議の開催 

本庄商工会議所と連携する支援機関（埼玉県・本庄市、（公財）本庄早稲田国際リサーチパーク・

金融機関等）との間で年 1 回連携機関会議を開催し、経営発達支援計画の進捗状況を報告する。

また、各支援機関が行う事業の小規模事業者への広報協力や参加者の紹介を行うとともに、支援

事例や成果、課題等を共有し、連携支援体制の強化を図り、地域の支援機関全体の支援力の向上

を推進する。   
 

（２）「埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業」 連携機関会議への出席 

「埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業」は、小規模事業者が工夫し、良い製品やサービスを

提供しているにもかかわらず、売上増加・取引増加等に苦慮していることから、身近な商工会議

所・商工会が小規模事業者をサポートし、戦略的かつ効果的な販売促進・販路拡大支援を行うこ

とで、小規模事業者の持続的発展に取り組む事業である。 

 

三金会メンバー 
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現在、埼玉県の支援を受け、深谷商工会議所を代表機関として、埼玉県北部・秩父地域の 4つ

の商工会議所と 7つの商工会、（一社）埼玉県商工会議所連合会で組織しており、毎月 1回、連携

機関会議を開催し、小規模事業者の支援に関する情報共有を図っている。平成 29年度以降も本事

業を中核的に担う中堅経営指導員が同会議に出席し、所内での情報共有を強化し、当所経営指導

員全体のスキルアップにつなげる計画である。 

 

 【本事業の主な事業内容】 

①専門家派遣 

②商談会 

③ビジネス交流会 

④商談スキルアップセミナー 

⑤売上アップ実践セミナー（※埼玉県よろず支援拠点から講師を招き実施する。） 

⑥売上アップ戦略会議（マッチング促進会議） 等 

 

（３）地域金融機関との事業連携 

本庄商工会議所では、年 1回の支店長クラスが集まる金融部会や平成 28年度から始まったサー

ビス産業事業者支援事業をとおして、商工団体（本庄商工会議所・児玉商工会）、行政機関（埼玉

県・本庄市）、支援機関（本庄早稲田国際リサーチパーク）、金融機関（日本政策金融公庫熊谷支

店と埼玉りそな銀行本庄支店を含んだ 9行）の実務担当者、中小企業診断士などの専門家と連携

した企業支援体制を構築しつつある。融資、支援、補助金情報など、お互いの得意とするノウハ

ウの情報交流を深めることで迅速かつ多様な企業支援が可能となる。また、地域金融機関が主催

する「フードビジネス個別商談会」、「補助金活用セミナー」等の各種事業の後援や広報協力を行

なっていく。今後、これらの事業に経営指導員が積極的に参加し、資質向上と連携強化により支

援の充実を図る。また、地域金融機関との合同勉強会を通し、金融機関職員の視点を把握し、実

際の小規模事業者の資金繰りや、創業支援に役立てていく。 

 
 
（４）組合・団体等との事業連携 

   経営指導員等が組合・団体等との会議に参加し、そこで得た情報や会議録は、毎朝行う朝礼

で発表し、さらに全職員が閲覧できるよう所内ＬＡＮ内の共有フォルダに管理し、各団体や業

界の経済動向の把握に努め、要望事項やニーズを行政への意見具申活動や当所の事業に反映さ

せていく。 

 

①本庄市内の 17商店会との会議（年 1回） 

②児玉工業団地工業会との会議（年 1回） 

③本庄利根工業団地協同組合との会議（年 1回） 

④管内 9行の金融機関との会議（年 1回） 

⑤（公社）埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部との会議（年 1回） 

⑥ＪＡ埼玉ひびきのとの会議（年 1回） 

⑦当所６部会による各業種の経済動向の把握（年 1回） 

商業部会・工業部会・金融部会・庶業部会・土木建築部会・サービス業部会 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 
 【現状と課題】 

   本庄商工会議所の経営指導員 4 名は、現在、日本商工会議所や埼玉県商工会議所連合会等のセ

ミナーに参加しスキルアップに努めると同時に、専門家等に帯同し現場で学びながら指導業務に

あたっている状況である。その結果、それぞれの指導員が得意分野で適材適所の役割を果たして

いるようにも見えるが、指導業務の内容や量にバラつきや偏りが出ているとも言える。そこで、

平成 27 年度から中小企業相談所全体ミーティングを月 1 回、経営指導員ミーティングを年 4 回

程度開催し、経営指導に当たっての共通認識や企業の指導状況、施策情報の共有化を図り、小規

模事業者持続化補助金等の各種補助金の対応や経営革新支援等行ってきたが、経営指導に当たっ

ての共通認識や企業の指導状況の共有を一層推進する必要がある。 
 
 【具体的な取組】 

新たに、日本商工会議所が行っている「経営指導員 Web 研修」の受講による一層のスキルアッ

プや、毎月 1 回に増やす経営指導員ミーティングで情報共有を一層推進することによって組織力

をアップし、企業の悩みや相談にスピーディーかつ適格に対応できる体制を整えていく。また、

一企業を指導員一人で対応するのではなく、必要に応じてプロジェクトを組み指導員複数体制に

よる支援を行い、指導員同士の弱点を克服するとともに職員同士のオンジョブトレーニングも行

うことで、指導員の資質向上に努めていく。また、経営指導員の PDCA サイクルが確立できてい

なかったことから、個別評価シートを使い、弱点や強みを明確にし、全指導員が総合的に弱い分

野については、年 2 回の専門家による指導員向けの研修会で取り上げることとする。 
 

（１）各種研修会等への参加による専門知識の習得 
①日本商工会議所・関東経済産業局等が開催する各種研修会等への参加 

日本商工会議所・関東経済産業局・（一社）埼玉県商工会議所連合会・中小企業大学校が主催す

る支援スキルを高めるための各種研修会・セミナー、施策説明会に積極的に参加し、専門的知識

の習得に努める。また、経営指導員以外の職員についても各種研修会への参加を増やし、経営指

導員候補者をはじめ、職員全体の資質向上に努める。また、経営指導員等 1人がセミナーで学ん

だ内容を毎朝行う朝礼での発表や経営指導員ミーティングで情報共有し、報告書と資料について

は回覧をとおして、習得したノウハウの共有化を図る。 
 

②連携する支援機関が主催する研修会への参加 

経営発達支援計画における連携機関である金融機関や(公財)本庄早稲田国際リサーチパーク等

が開催する販路開拓セミナー、支援スキルを高めるための各種研修会・勉強会・各種事業に経営

指導員が積極的に参加し、専門的知識の習得に努める。 
 

③本庄商工会議所ＷＥＢセミナーの活用 

当所ホームページで新たに導入したＷＥＢセミナーを積極的に活用する。活用方法は、経営指

導員は経営支援に必要な専門知識の習得、それ以外の職員は幅広い経営支援知識の習得に努める。

これにより、経営サポート事業や巡回指導におけるヒアリング力や情報提供力、コミュニケーシ

ョン能力の向上を図り、伴走型支援に職員全体で取り組み、継続的な支援体制を構築していく。 
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（２）ＰＤＣＡサイクルの構築・実践による支援体制の強化 

 
①支援目標・件数の明確化 

これまでは、支援目標が不明確であったため、これからは全経営指導員が支援項目別に目標数

と行動計画を立て、個々の目標と経営指導員全体での支援目標を明確にする。 

 

②同行訪問によるスキルアップと支援データベースの共有 

これからは、各経営指導員が職員資質向上のために、ベテランと経験が浅い職員との同行訪問

や、専門家との帯同訪問によるＯＪＴと、指導力向上のための研修会やワークショップへ参加す

るＯｆｆ―ＪＴを組み合わせて、各自のスキルアップを図る。また、所内での情報共有のために

部署ごとの会議を継続して行うことや、経営指導員のみで活用していたＴＯＡＳの経営カルテの

入力を全職員で行いデータベースの共有化を推進し、過去の指導実績を全職員誰でも確認するこ

とができ、事業所支援の持続的な円滑化を実現していく。 

 

③経営指導員ミーティングによる情報共有・支援方法の見直し 

商工会議所組織内においては，これまで年4回開催していた経営指導員ミーティングについて、

毎月第 2月曜日の年 12回を開催，各研修会に参加した担当者が講師となり、各研修会で得られ

たノウハウや情報を共有して小規模事業者の経営に活かすとともに、経営指導員が抱えている具

体的な事例に基づく支援課題や直面するテーマ・支援事例・成果等について，ディスカッション

を行う。また、年 2回、中小企業診断士等専門家を招き、評価・指導を受ける。 

 

④自己評価・改善見直し 

中小企業診断士等専門家の評価・指導を受け、年度末に自己評価を行い、支援目標の改善・見

直しを図るとともに次年度に向けて新たな目標を設定する。 

 

 

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・成果について、以下の方法により評価・検証を行う。 

 

①正副会頭会議（毎月 1回）と経営発達支援計画連携機関会議（年 1回）で実施状況を報告。 

②中小企業診断士の評価を受け、適宜見直しを検討する。 

③中小企業診断士の提言を受け、中小企業相談所において見直し案を策定。 

④評価委員会で外部有識者として、本庄市や埼玉りそな銀行、関東信越税理士会本庄支部等の意見

を反映させる。 

⑤正副会頭会議で見直し案を協議・決定。 

⑥常議員会で事業の成果・評価を報告。見直し案を決議。 

⑦事業の成果・評価・見直しの結果を本庄商工会議所のホームページで計画期間中公表する。 
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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 

（平成 29年 11月 1日現在） 

（１）組織体制 
                    

  顧問   
会頭 

  
常議員会 

  

  名誉会員       

  参与               

        
副会頭 

  
議員 

  

            

  
監事 

        
 

    

          
会員 

  

                

  
事務局 

  
専務理事 

        

            

  総務課               

  中小企業相談所               

                    

                    

  
委員会 

  
部会 

  
青年部 

  

        

  総務委員会   商業部会   
女性会 

  

  会館運営委員会   工業部会     

  小規模事業者経

営改善資金制度

審査会 

  金融部会         

    庶業部会         

    土木建築部会         

        サービス業部会         

                    

 
〈実施体制〉 
                

      専務理事（1 名）       

                

      事務局長（1 名）       

      ＊総務課長（兼務）       

      ＊相談所長(兼務）       

                

                

  総務課     中小企業相談所   

  職員 3 名     経営指導員 4 名   

  臨時職員 3 名     記帳専任職員 1 名   

          補助員 2 名   

          臨時職員 1 名   
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※１．地域の経済動向調査に関すること 

  経営指導員及び記帳専任職員、補助員を中心とし、ほかの職員の協力のもと実施する。 

  小規模事業者の調査に関しては、職員 11名で取り組み、臨時職員はそれをサポートする。 

 

※２．経営状況の分析に関すること 

経営指導員及び記帳専任職員、補助員を中心とし、ほかの職員の協力のもと実施する。 

 

※３．事業計画策定支援に関すること 

  経営指導員及び記帳専任職員、補助員を中心とし、ほかの職員の協力のもと実施する。 

 

※４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  経営指導員及び記帳専任職員、補助員を中心とし、ほかの職員の協力のもと実施する。 

 

※５．需要動向調査に関すること 

  経営指導員を中心とし、ほかの職員の協力のもと実施する。 

 

※６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

  経営指導員を中心とし、ほかの職員の協力のもと実施する。 

 
   
（２）連絡先 

   〒367-8555 

    埼玉県本庄市朝日町三丁目 1号 35番 

    本庄商工会議所 中小企業相談所  森村昌宏 

    電話番号 0495-22-5241 FAX番号 0495-24-3003 

    メールアドレス morimura@honjocci.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morimura@honjocci.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） 

 平成 30年度 

(平成 30 年

度 4月以降) 

 

平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

必要な資金の額 5,900 6,800 8,400 10,900 8,800 

 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

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わること 

３．事業計画策定支援に関わること 

４．事業計画策定後の実施支援に関わる

こと 

５．需要動向調査に関わること 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関

すること 

 

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 

 

 

 

 

350 

300 

2,500 

500 

 

300 

1,200 

 

 

500 

 

 

250 

 

 

 

 

 

350 

300 

2,500 

500 

 

300 

2,100 

 

 

500 

 

 

250 

 

 

 

 

 

350 

300 

2,500 

500 

 

300 

1,700 

 

 

2,500 

 

 

250 

 

 

 

 

 

350 

300 

2,500 

500 

 

300 

4,200 

 

 

2,500 

 

 

250 

 

 

350 

300 

2,500 

500 

 

300 

2,100 

 

 

2,500 

 

 

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 
 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、各種事業収入 

（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・本庄市・公的支援機関・金融機関等支援機関・その他の支援機関・専門家・業界団体・本

庄商店街連合会と連携し、小規模事業者の自主的な経営発達支援計画に対して連携して支援を実施

し、小規模事業者が、経営を持続的に行うためのサポート体制を構築する。 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 
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わること 

 ３．事業計画策定支援に関わること 

４．事業計画策定後の実施支援に関わること 

５．需要動向調査に関わること 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

 

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．「経営発達支援計画」連携機関会議の開催 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 ３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

 

 

連携者及びその役割 

 

 １．【名称】一般社団法人埼玉県中小企業診断士協会 

   【住所】〒330-0003 埼玉県さいたま市浦和区高砂 4-3-21三協ビル 5F 

   【代表者】高澤 彰 

   （役割）・経営発達支援計画に係る評価及び指導 

 

  

２．【名称】埼玉県 

   【住所】〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目 15番 1号 

   【代表者】上田 清司 

   （役割）・専門家派遣事業 

      ・販路開拓支援事業（商談会・ビジネスマッチング支援等） 

      ・売上アップ実践セミナー 

      ・創業・第二創業支援 

      ・経営革新計画の策定・実行支援、フォローアップ 

      ・経営発達支援計画連携会議への出席 
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 ３．【名称】本庄市（本庄市観光協会） 

   【住所】〒367-0051 埼玉県本庄市本庄 3-5-3 

   【代表者】市長（会長） 吉田 信解 

   （役割）・創業・第二創業支援 

      ・販路開拓支援・地域企業の連携支援 

      ・地域活性化事業への支援 

      ・懇談会の実施・産業振興策の共同立案 

      ・経営発達支援計画連携機関会議への出席 

       

 ４．【名称】埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業 連携機関 
 

      ・ 深谷商工会議所・熊谷商工会議所・秩父商工会議所 

      ・くまがや市商工会・ふかや市商工会・寄居町商工会・児玉商工会  

・上里町商工会・神川町商工会・美里町商工会・（一社）埼玉県商工会議所連合会 

（※協力機関：株式会社日本政策金融公庫熊谷支店） 

 

   【住所】〒366-0822 埼玉県深谷市本住町 17-1 

   【代表機関】深谷商工会議所 

   【代表者】会頭 髙野 一吉 

   （役割）・売上アップ支援アドバイザー（経営指導員等）による窓口・巡回相談 

・専門家派遣事業 

      ・販路開拓支援事業（商談会・ビジネスマッチング支援等） 

      ・売上アップ実践セミナー 

      ・創業・第二創業支援 

      ・経営革新計画の策定・実行支援、フォローアップ 

      ・「埼玉北部中小企業支援プラットホーム」による小規模事業者支援 

      ・埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業 連携機関会議への出席 

 

 

 

 ５．【名称】公益財団法人 本庄早稲田国際リサーチパーク 

   【住所】〒367-0035 埼玉県本庄市西富田 1011 

   【代表者】専務理事 荒川 正夫 

   （役割）・創業・第二創業支援 

      ・販路開拓支援 ・企業間連携支援 ・海外展開支援 

      ・各種セミナーの共同開催 

       

      ・経営発達支援計画連携機関会議への出席 

       

 ６．【名称】公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部 
   【住所】〒330-0055 本庄市朝日町 3-1-19 

   【代表者】代表 江原 貞治 

   （役割）・地域の経済動向に関する情報交換  

      ・創業希望者等への物件の斡旋 

      ・創業個別相談の共同開催 

      ・経営発達支援計画連携機関会議への出席 
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７．【名称】関東信越税理士会本庄支部 

   【住所】〒367-0032 埼玉県本庄市栄 2-3-5 

   【代表者】支部長 柴﨑 厚 

   （役割）・経営革新計画策定支援 

      ・経営改善（再生）計画の策定支援 

      ・事業承継 

      ・高度な専門分野に関する支援 

      ・経営発達支援計画連携機関会議への出席 

 

 ８．【名称】埼玉県よろず支援拠点 

   【住所】〒330-8669 埼玉県大宮区桜木町 1-7-5  

   【代表者】チーフコーディネーター 越智隆史 

   （役割）・新商品・サービスの開発 

      ・販路開拓 

      ・セミナーへの講師派遣 

      ・個別相談 

 

 ９．金融機関 

   （役割）・創業・第二創業支援 

      ・経営改善（再生）計画策定支援、各種補助金等の公的施策の申請支援 

経営革新計画策定支援 

      ・販路開拓、海外進出、企業間連携支援 

      ・事業承継支援、Ｍ＆Ａ 

      ・支援先への同行訪問 

      ・経営発達支援計画連携機関会議への出席 

 

   【名称】①株式会社日本政策金融公庫熊谷支店 

   【住所】〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町 2-45 

   【代表者】事業統轄 成塚健治 

 

   【名称】②株式会社埼玉りそな銀行本庄支店 

   【住所】〒367-0053 埼玉県本庄市中央 1-6-25 

   【代表者】支店長 若林 圭 

 

   【名称】③株式会社群馬銀行本庄支店 

   【住所】〒367-0052 埼玉県本庄市銀座 1-7-18 

   【代表者】支店長 黒﨑裕之 

 

   【名称】④株式会社武蔵野銀行本庄支店 

   【住所】〒367-0041 埼玉県本庄市駅南 2-28-17 

   【代表者】支店長 戸谷 守 

 

  【名称】⑤株式会社足利銀行本庄支店 

   【住所】〒367-0052 埼玉県本庄市銀座 2-2-10 

   【代表者】支店長 利光 忍 
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   【名称】⑥株式会社東和銀行本庄支店 

   【住所】367-0052 埼玉県本庄市銀座 2-3-7 

   【代表者】支店長 神戸竜也 

 

   【名称】⑦埼玉縣信用金庫本庄支店 

   【住所】〒367-0053 埼玉県本庄市中央 1-1-5 

   【代表者】支店長 小泉 紀之 

 

   【名称】⑧埼玉信用組合本庄支店 

   【住所】〒367-0051 埼玉県本庄市本庄 1-4-23 

   【代表者】支店長 神辺信行 

 

   【名称】⑨しののめ信用金庫本庄支店 

   【住所】〒367-0041 埼玉県本庄市駅南 1-13-10 

   【代表者】支店長 平井 実 
  

 

 

１０．【名称】本庄商店街連合会 

   【住所】〒367-8555 埼玉県本庄市朝日町 3-1-35 

   【代表者】会長 田島英治 

   （役割）・需要動向調査 

      ・販路開拓支援（本庄商業祭楽市） 

      ・地域活性化事業 
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連携体制図等 
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