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平成２０年度さいたま市中小企業支援計画

Ⅰ．本市の経済の現況

平成 18 年事業所・企業統計調査によると、さいたま市の民営事業所数は 40,403

事業所、従業者数は 478,262 人となっており、前回の平成 13 年調査と比較すると従

業員数で 2.7%の増加となっているが、事業所数で 3.8%の減少など、平成 13 年調査

に引き続き、減少傾向が続いている。また、従業者規模別に見ると、99 人以下の事

業所数及びその従業者数が、39,034 事業所、328,525 人と、それぞれ全体の 96.6%、

68.7%を占めている。

市内の景況については、財団法人さいたま市産業創造財団による直近の地域経済

動向調査によると、全体的に依然として厳しいものの持ち直しの動きがみられるが、

本市で圧倒的多数を占める小規模事業者では、景況感、資金繰り、売り上げ、経常

利益等、多くの指標で厳しい結果となっており、規模による格差が鮮明になってい

る状況がうかがえる。

本市の産業構造は、平成 17 年度の岩槻市との合併により、人形作りという伝統的

地場産業や企業数が全国でも第 3 位の岩槻工業団地という要素が加わり、若干製造

業の割合が増加したものの、全体としては大きな変化は見られず、製造業の事業所

数及び従業者数の占める割合は、それぞれ 8.１%、10.7％に対して、卸売・小売業

の割合は、それぞれ 27.5%、26％という状況である。

平成 18 年工業統計調査によると、さいたま市の従業者 4 人以上の事業所数、従業

者数、製造品出荷額等は、1,296 事業所、31,747 人、89,376,393 万円と、事業所数

以外は前年より増加傾向にある。

事業所数の産業中分類別構成比を見てみると、上位 3 業種は一般機械 15.4%、金

属製品 14.4%、印刷 10.2％となっており、特定の分野に特化している状況は見られ

ないが、製造品出荷額等で見てみると、大規模工場の立地状況から、化学 21.4%、

精密機械 17.5%、食料品 14%と上位 3 業種で 5 割を超える状況となっている。特に精

密機械については、製造品出荷額等が 15,628,919 万円で、京都市、西東京市に続く

全国市町村中第 3 位となっており、光学機器、計器、医療用機器のウェイトの高い

ことが特徴となっている。

本市は首都圏にあり、まとまった工業用地もなく、工業の集積を図るには難しい

環境にあるが、将来に向けて強固な産業基盤を確立するため、研究開発型企業や、

企業の研究機能を主な対象として、企業立地への支援に取り組んでいるところであ

る。

また、平成 16 年商業統計調査によると、さいたま市（旧岩槻市を含む）の卸売

業・小売業（民営の事業所）の年間商品販売額は 406,870,839 万円で、埼玉県の

28％強を占めている。

本市においても、工場移転の跡地や区画整理地区内に、郊外型の大型ショッピン
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グセンターが相次いで進出した他、平成 17 年 3 月、JR 大宮駅構内に、全国の先駆

けとなる駅中商業空間（エキュート大宮）の開設、中心市街地等に立地する既存デ

パートの増床、改装などにより、中心市街地は依然高い価値を保っており、大型店

舗の撤退等は見られないが、その一方で、郊外の中規模スーパーなどに閉店も見ら

れ、小売業界の再編の波は確実に起こりつつあり、個々の商店や商店街では、こう

した変化に十分な対処ができず、厳しい環境となっている。

なお、全国商店街振興組合連合会発行の平成 16 年版全国商店街名鑑によると、さ

いたま市（旧さいたま市と岩槻市の合計）の商店街数は 228 となっているが、未法

人の団体が多く、組織力の低下とともに、本来の商店街が有する生鮮 3 品の店舗の

減少や後継者不足といった、全国と同様の課題を抱えている。

Ⅱ．平成２０年度中小企業支援の基本方針

さいたま市は、平成 13 年 5 月に浦和、大宮、与野の 3 市の合併により誕生、平成１

５年には全国 13 番目の政令指定都市となり、さらに平成 17 年には、岩槻と合併するな

ど、市域を拡大させ、人口 120 万人を擁する都市となった。

全国でも数少ない内陸型の政令指定都市として歩み始めた本市は、行政の街・商業の

街、あるいは教育・文化の街として発展してきた一方で、鉄道・自動車関連の輸送機器

や光学機器を中心に製造業が集積する街としても知られてきた。

こうしたことを踏まえながら本市の特性を分析すると大きく三つの点が挙げられる。

一点目は、国全体としては人口減少期に入っているが、本市は高い人口の伸び率と平

均年齢の若さを誇り、専門的な職業に従事される方が多いことや女性の就業意欲が高い

ことなどと併せて、豊富で質の高い人材が集積しているという点である。

二つ目は、高度な技術力を有する精密機器製造業の集積や県下を代表する行政・商業

などの機能上の集積である。特に光学関連産業に代表される小型で高付加価値、研究開

発を重視する製造業の集積が本市の特徴となりつつある。

三点目は、東日本一帯を網羅する行政や交通のハブとなっている立地上の特性である。

新幹線 5 路線の結節点であり、高崎、東北本線などのＪＲ路線、東武鉄道など、鉄道路

線が発達しており、東北循環、首都高速など、物流に関する条件は比較的良好であると

思われる。

このような立地特性がある一方で、市域が狭く吉野原工業団地や合併で加わった岩槻

工業団地の様な例外はあるものの、大規模工場の立地には不向きな点、住工混在型で製

造業にとって、操業環境は決して良いとはいえない点、支店・営業所は数多く立地して

いるものの本社機能は少ない点など、不利な地理的状況にあることも確かである。

こうした中で技術力・競争力の高い産業群の集積を図り、人材や情報が集まり、新た

な技術や雇用が絶えず創出されるような魅力を備える都市となることが本市の競争力を

確保していく上で欠かすことができない。

そこで、本市では平成 15 年度、政令指定都市への移行を機に、産業のあるべき姿を
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希求した「さいたま市産業振興ビジョン」を策定し、「強い産業力の醸成と躍動する都

市づくり革新と自立」を基本目標に掲げ、このビジョンを推進する機関として、平成１

６年３月に財団法人さいたま市産業創造財団（以下「財団」という。）を設立した。

この財団は、中小企業への経営相談、専門家派遣、人材育成、情報提供、インキュベ

ーション施設の設置、ビジネスプランコンテスト等による新たな事業の発掘など、本市

における中小企業支援センターとして、各種支援事業を展開している。

また、県や商工会議所と共同で設置した「埼玉国際ビジネスサポートセンター」によ

る海外進出支援や、平成 18 年 6 月に、埼玉県との共同で「産学連携支援センター埼

玉」を設置し、共同研究開発のサポートやマッチング支援など、包括的な支援に努める

など、段階的に市内中小企業者、創業者等の支援体制の充実を図ってきたところである。

本年度については、地域経済の活性化に向けた新たな産業振興策や商工業の振興と商

店街の活性化を推進するとともに、将来にわたる本市の財政基盤をより強固にするため、

企業誘致を積極的に行い、相乗効果等とあいまっての雇用や就業機会を図ることを基本

使命に、各種施策を展開していくものとする。

また、本市には、特定の分野において優れた技術を持つ多数の企業が存在しており、

このような企業の持つポテンシャルをさらに強化することで、ニッチトップ企業の創出

に繋がり、新たな産業核心の創出が図れる可能性を秘めているものと認識している。

経済がグローバル化する中、経営資源が十分にあるとはいえない中小企業が厳しい競

争に打ち勝つためには、付加価値の高い新技術や新製品の開発が必要不可欠なものであ

るが、こうした研究開発にかかる膨大な時間と資金の調達、優れた人材の確保が、大き

な課題となっている。

それを解決するためには、競争的資金の獲得を見据えた産学連携による技術移転や知

的財産の活用を図ることが極めて有効な手段であり、そのため、昨年６月、埼玉県と共

同で設置した「産学連携支援センター埼玉」の機能を強化することで、産学連携の推進

を図る。

さらに、資金調達から販路開拓までの既存支援施策の積極的かつ効果的な活用を図る

ため、れ、平成 18 年度から実証実験を行った公的認証制度を、「さいたま市テクニカル

ブランド企業認証制度」として、本年度より本格的に事業を実施していく。

この他にも、製造業における熟練工等の大量退職という 2007 年問題を踏まえ、製造

現場における技術継承という課題に向け、市内工業高校と連携した人材育成施策につい

ても実施することとする。

商業分野においては、本市は県内で最大の商業圏を有し、依然として主要駅の乗降客

も高い水準を維持しているところであり、中心市街地において、他の地方都市で課題と

されているような衰退の状況は見受けられないが、個々の商店や商店街の現状を見ると、

後継者不足や、相次ぐ郊外型ＳＣの出店、駅構内における新たな商業活動などによる従

来からの人の流れの変化など、将来的な危機感をもっている。

平成 18 年度から、主要駅を中心とした賑わい創出の起爆剤となりうるモデル事業を
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推進しているところであるが、今年度においても、新たな団体へのサポートを行うなど、

事業の拡大を図る。

また、商店街が抱える危機感や問題は、市域全体の課題であるため、従来からの商店

街振興施策を引き続き実施するとともに、商店街の有する地域コミュニティなどの新

たな機能に着目し、NPO 法人との連携によるコミュニティビジネスの可能性、地域

文化や各種資源を活用した空き店舗方策などについて、商店街、NPO 法人、商工団

体及び有識者による実証的な研究を昨年度から引き続き行っていく。

Ⅲ．中小企業支援の実施体制

１．さいたま市の実施体制

本市においては、国、県との適切な役割分担のもと、民間のノウハウを積極的に活

用しながら、中小企業の新事業への展開や創業者の育成等を、地域経済の実情に応じ

た事業を展開するため、中小企業支援センターである財団法人さいたま市産業創造財

団やさいたま商工会議所等の産業支援機関との連携、協力を密にし、中小企業者に対

しワンストップサービスの提供に努めるものとする。

２．支援機関の実施体制

本市では、平成 16 年 3 月 18 日に、財団法人さいたま市産業創造財団（以下「財

団」という。）を設立し、同年 4 月 1 日付けで中小企業支援法第 7 条第 1 項の指定法

人の指定を行い、都道府県等中小企業支援センターとして各種事業を展開していると

ころである。

平成 20 年度においても財団を本市が行う中小企業支援事業の実施体制の中心とし

て位置づけ、他の支援機関との連携のもと、支援の充実を図ることとする。

３．指定法人の概要

ア．法人の名 称 財団法人さいたま市産業創造財団

イ．所 在 地 さいたま市中央区下落合５丁目４番３号

ウ．沿 革 平成 16 年 3 月 18 日 設立

平成 16 年 4 月 1 日 中小企業支援センターに指定

平成 17 年 2 月 15 日 新事業創出促進法に基づく中核的支

援機関に認定

平成 17 年 4 月 1 日 勤労者サービスセンターを統合

平成 17 年 6 月 3 日 中小企業の新たな事業活動の促進関

する法律に基づく中核的支援機関に

認定

平成 18 年 6 月 8 日 産学連携支援センター埼玉を設置
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エ．設 立 目 的 さいたま市の特性を生かして、市内中小企業者、創業者等

の支援を行うとともに、中小企業等に勤務する者の勤労者福

祉向上を図ることにより、地域産業の振興及び豊かな市民生

活の形成に寄与することを目的とする。

オ．基 本 財 産 2億円（さいたま市が全額出捐）

カ．常勤職員数 30 名

４．産業支援機関との連携

本市では、平成 17 年 2 月 15 日に、新事業創出促進法に基づく地域プラットフォ

ーム体制の中核的支援機関として、財団を認定した。（中小企業の新たな事業活動

の促進に関する法律での認定日は平成 17 年 6 月 3日）

この地域プラットフォーム体制は、市内に所在する 12 の産業支援機関で構築し、

それぞれの機関が得意とする経営指導、人材育成、情報提供等の機能により新事業

の創出を図っていくこととしているが、これに中小企業支援センターとしての機能

を、財団が併せ持つことで、支援事業の一体的運用を図るものとする。

５．産学連携支援センター埼玉の運営

創業者や新たな事業展開を図る中小企業等に対して、大学等研究機関とのマッチ

ングや公募型研究開発資金の獲得など、産学連携による研究開発の支援を行なうと

ともに、市内、県内に産業集積のある分野の産業創出ネットワークの形成を図るこ

とを目的に埼玉県と共同により「産学連携支援センター埼玉」を設置した。

この運営には、財団と、産学連携に多くの実績をもち、本市プラットフォーム体

制の新事業支援機関として位置づけている財団法人埼玉県中小企業振興公社と協働

で事業を行い、地域における中小企業の新事業創出支援を効率的かつ効果的に実施

するとともに、財団のネットワーク構築と職員のスキルアップを併せて図る。

６．民間人材の活用

中小企業等の振興には、行政主導では限界があり、民間の経験及びノウハウを積

極的に取り入れる必要がある。支援センターでは、行政主導では困難な高度な支援

を提供するため、豊富な知識、経験をもつ民間人材をアドバイザー、産学コーディ

ネータとして配置するほか、企業ＯＢや中小企業診断士等、幅広い分野の専門家を、

窓口相談や専門家派遣などにおいて積極的に活用を図っていく。

７．支援後の評価及びフォローアップ

中小企業支援センター事業を運営するにあたり、支援した企業に対し、常に満足

度等の意見を調査することにより、支援内容の事後評価をし、事業の見直しや改善

による効率的運営、質的向上に努めるとともに、積極的に企業へアプローチをかけ
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ることで、その後のフォローアップを図っていくものとする。

Ⅳ．事業の概要 （ ）書きは平成 19 年度予算額

１．中小企業の経営の革新及び創業の促進

⑴ 創業者支援セミナー事業 921 千円（734 千円）

創業を志す者を対象に、経営者の心構えから事業計画の作り方等、創業時に必要

な知識や多様なノウハウを提供するためセミナーや少人数制の実践的な講座を実施

し、確実かつ堅実な事業化を支援する。

⑵ インキュベーション事業 5,131 千円（4,952 千円）

創業を志す者、創業間もない事業者に対し、共用（創業準備コース）・専用オフ

ィス（新事業コース）を提供すると共に、インキュベーションマネジャー（ＩＭ）

等による創業ノウハウの提供を行い、開業をより早く、より確実に行うための支援

を図る。

また、入居者や卒業者及び起業成功セミナー受講者等で創業者グループを組織化

し、研修会等の実施により、創業者育成という観点から側面的支援を実施する。

・創業準備コース：創業を志す方に、開業をより早く確実に行うため共用オフィ

スを提供するとともに、ＩＭによるソフト面での支援を実施する。

・新事業コース：創業間もない事業者に対し、専用オフィスを提供し、ＩＭによ

るマーケティング等の支援を行い、スタートアップ期における事業展開のスピ

ードアップを図る。

⑶ 創業アドバイザー派遣事業 840 千円（420 千円）

特定テーマの経営課題を抱える創業予定者、及び創業後３年未満の中小企業者を

対象に、経営強化及び技術力向上を図るため、登録されている専門家を派遣し、個

別具体的な診断や助言を行い創業、新事業創出の促進を図る。

⑷ さいたま市ニュービジネス大賞事業 6,955 千円（6,639 千円）

地域に産業創造をもたらす斬新でアイデアあふれる新事業に関わるビジネスプラ

ンを募集し、優秀なプランを「さいたま市ニュービジネス大賞」として選考・表彰

するとともに、地域を革新するビジネスを発掘する。

また、受賞者には、販路開拓等の課題に対し、ハンズオン型の支援を集中的に行

うことにより、事業化を促進する。

２．中小企業の経営基盤の強化

⑴ 中小企業支援センター事業 49,888 千円（52,316 千円）

① 窓口相談事業 5,760 千円（5,203 千円）

財団において窓口相談を常設し、経営革新や新分野への進出を目指す中小企業

者等に対し、中小企業診断士等の専門家、企業ＯＢ等で構成する相談員により相

談、助言を行うとともに、優秀な企業やビジネスプラン発掘のため、職員が積極
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的に企業を訪問し、経営課題を見極めて支援事業につなげていく。

また、平成 20 年度より、市立中央図書館のビジネス支援コーナーにおいて、

相談会を定期的に実施し、企業者の利便性を図る。

② 専門家派遣事業 3,769 千円（3,510 千円）

中小企業者等が抱える様々な課題に対し、財団に登録している民間の専門家を

直接企業に派遣し、経営、技術、販促等に対する具体的かつ質の高いアドバイス

を実施する。

特に経営革新計画の承認及び承認後の計画実行のための支援に重点を置くもの

とする。

③ マーケティング支援事業 1,918 千円（2,196 千円）

マーケティング戦略の立案や具体的な販売促進策を支援するためのセミナーを

開催し、事業者のマーケティング力の向上を図るとともに、販売状況に応じた多

角的な販路開拓支援メニューを用意し、マーケティングの側面から総合的にコー

ディネートすることで、事業者のビジネスチャンスを増大させる。

④ 企業情報発信支援事業 1,073 千円（560 千円）

市内外で開催される見本市・展示会等にブースを構え、単独で出展できない企

業を共同で出展させることにより、市内企業の情報発信、及び販路開拓を支援す

る。

⑤ 人材育成事業 5,415 千円（4,765 千円）

時流に即したテーマでの講演会と交流会を組み合わせ、事業者、創業者、支援

機関等参加者の研鑽と連携強化を図り、新事業の創出や経営革新に繋げるほか、

若手経営者や経営幹部・後継者候補の方等を対象にした研修会や特定テーマによ

る研究会を開催し、参加者のレベルアップとネットワークづくりを目指す。

⑥ 支援体制整備事業 9,012 千円（1,675 千円）

財団が中小企業者等に対するワンストップサービスを提供できるように、各支

援機関と意見交換、情報交換を行う場を設け、事業の連携促進や情報の収集を実

施するほか、財団の事業参加者・相談内容・市内企業の情報等を収集・整理して

データベース化して事業ＰＲに活用するなど、効率的な支援事業の実施を図る。

⑦ 地域経済分析事業 6,825 千円（7,453 千円）

地域の景況感及び地域中小企業者等の経営の状況に対する四半期毎の動向調査

を実施するほか市内サービス産業の革新と発展を支援するための基礎資料として、

関連企業のヒアリング等調査を行い、企業の経営に資する情報を提供や、市・財

団における地域経済振興施策立案のために基礎的資料とする。

⑧ 情報提供事業 6,964 千円（10,511 千円）

中小企業者や創業者に対し、財団が提供する支援施策や調査結果等の情報を中

心に、インターネット、機関誌の発行等により広く提供することにより、経営革

新や新事業創出等、中小企業者等の経営意識の向上を図る。
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⑨ 支援人材充実強化事業 9,090 千円（16,049 千円）

企業や支援事業へのアドバイスを行うアドバイザーを経験豊富で広い人脈をも

つ民間人材を積極的に登用することにより、効率的かつ効果的に支援事業を展開

するほか、職員を中小企業大学校等の研修に派遣するなど、能力の開発に努め、

人材面における支援体制の充実を図る。

⑩ 事業可能性評価委員会運営事業 62 千円（394 千円）

中小企業者等からの求めに応じ、事業に関する有望性、先進性、ノウハウの独

自性などの事業可能性の評価、専門家派遣事業に係る審査及び事後評価、財団の

支援事業に対する評価等を行う委員会を運営する。

⑵ 産学連携推進事業 20,712 千円（16,794 千円）

埼玉県とさいたま市が共同で設置した「産学連携支援センター埼玉」の運営を㈶

埼玉県中小企業振興公社と協力して行い、市内中小企業の産学連携の促進を図る。

・新製品の開発、実用化、事業化及び技術の高度化のニーズがある企業の発掘

ＤＭやセミナー等を通じて、財団と産学連携支援センター埼玉をＰＲし、訪問

希望企業に対してはコーディネータ等による訪問を行い、大学や研究機関と共

同研究を行う基礎体力のある企業を発掘する。

・企業と大学のマッチングと共同研究の促進

上記の企業を中心に共同研究を行う大学や研究機関をマッチングし、さらには、

国等の各種公募型研究開発資金の申請や研究開発計画等の支援を行う。

⑶ 新製品開発補助事業 2,000 千円（2,000 千円）

大学等の研究機関と、市内の中小企業者が共同で行う新製品、新技術に関する試

作品開発事業に補助金を交付し、大学等の研究機関との連携や共同研究を促進する。

⑷ さいたま市テクニカルブランド企業認証事業 12,679 千円（2,168 千円）

市内中小企業の競争力向上及び本市産業全体のイメージアップを図ることを目的

に、独創性、革新性に優れた技術を持つ研究開発型企業に公的認証を与え、かつ、

認証した企業に対しては、積極的な広報活動を行うと共に競争力向上のための支援

策を実施する。

⑸ 技術伝承等企業人材育成支援事業 1,500 千円（3,000 千円）

若手人材に対する技術と職業観の醸成及び地域での優秀な人材の雇用確保を推進

するため、企業と工業高校との連携による実践的な人材育成事業を実施する。

⑹ 商工見本市開催事業 24,000 千円（24,000 千円）

市内における商業及び工業を広くＰＲするとともに、市内外の企業の出会いの場

を提供し、新たなものづくりのきっかけを創出する商工見本市（コラボさいたま２

００８）を開催する。

＜効果＞

・企業の自社製品及び企業ＰＲを行うことにより受発注の拡大、新規市場の開拓

を図る。
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・市を代表する優良推奨商品の開発に向け出展者間の交流を図る。

・市民に市内の商工業を広く紹介することにより、理解を深める。

⑺ 工業振興事業 1,400 千円（1,300 千円）

市内における商工業事業者の育成強化を図るため、販路開拓のために展示会等へ

出展する際の費用や技術力の向上のための研究会、研修会の参加及び開催、地域に

開かれたイベントの開催に要する費用を実施する事業者に対し助成する。

⑻ 伝統産業活性化事業 4,961 千円（856 千円）

固有の技術・技法をもとに現在まで存続する「岩槻の人形･大宮の盆栽･浦和のう

なぎ」の産業を、地域活性化のための貴重な地域資源と捉え、さいたま市の『伝統

産業』と指定し、更に、伝統性を維持しながら長年にわたり活動を続けている事業

所の指定を行うことで、その認知度向上を始めとする必要な支援を実施し、その技

術、文化を後世に引き継ぐ。

⑼ 埼玉国際ビジネスサポートセンター運営事業 13,000 千円（15,000 千円）

地元企業の海外ビジネス支援及び外国企業の誘致事業を実施する団体として本市、

埼玉県、さいたま商工会議所の共同により設置した「埼玉国際ビジネスサポートセ

ンター」を運営し、各種マーケット情報の提供、取引先の紹介、個別コンサルティ

ングを実施するほか、インダストリアルツアー・展示会・商談会等を開催、外国企

業の誘致や市内企業の技術交流の支援等を実施する。

⑽ 企業立地促進補助事業 198,800 千円（17,300 千円）

市が対象とする産業分野の企業自らが、本社機能及び研究開発機能の事業所等を

開設する場合（市内企業が開設する場合も含む）に経費の一部を補助する。

① さいたま市産業立地促進補助金

事業所等を建設する場合には、投資額の 10％、最大 10億円を補助する。

② さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金

事業所等を賃借する場合には、賃借料の 3か月分、最大 600 万円を補助する。

⑾ 商店街の振興支援 96,410 千円（100,102 千円）

① 中山道ルネッサンスプロジェクト推進事業 8,152 千円（8,152 千円）

本市を南北に貫く中山道を軸とした地域商業の活性化に関する事業として、浦

和駅近くの中山道沿いの空きビルを活用して開設した「さいたまふるさと館」に

おいて、地域の魅力を広く発信するための拠点づくりを進めていく。

この事業では、平成 16 年度の「中山道ルネッサンスプロジェクトに関する施

策への提言」において、「空き店舗・空きオフィスを活用した芸術・文化産業興

し」と提言されていることから、この拠点において、文化・歴史などの地域資源

の発掘やＰＲ活動、観光ボランティアの養成、芸術・文化産業の振興などの実現

を目指す。

さらに、この拠点については、コミュニティビジネスの育成や商店街の活性化

な どの諸課題に対する実証実験の場として捉え、実効的な支援策のあり方につ
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いて検討を行い、3 年後を１つの目安に、貴重な地域資源を活用した、より具体

的な商業活性化策を取りまとめる。

② 商店街振興事業 74,268 千円（80,240 千円）

商店街の賑わい等を創出するため、ユニバーサルデザイン関連施設等の整備又

は 改修を実施する商店街等に対し、その事業に係る経費を補助するほか、空き

店舗等を活用したコミュニティ活動やチャレンジショップ、ギャラリーの設置等

に対し経費の助成を行い、市内各商店街振興の促進を図る。

③ 中心市街地活性化推進事業 13,600 千円(12,710 千円）

郊外型ＳＣや駅構内での新たな商業施設の開業が進む中、駅周辺の商業は空洞

化の危機にさらされている。この状況の解消策として、市内枢要な駅周辺におい

て複数の商店会等による、共同して大規模なイベント事業の実施に対し助成を行

い、街の賑わいを創出し、地元商店会を活性化していく。

④ 商店街経営改善事業 1,280 千円（新規）

地域商店街を取り巻く環境は、大型店やチェーン店等の進出により、厳しい状

況に置かれている。また総じてこうした大型店等ほど、商店会に未加入となって

いる例が多く見受けられ、地域商店街の衰退の一因とも考えられる。

しかしながら、未加入となる理由には、商店会側の組織運営能力の低下や、事

業内容の貧弱さも要因と考えられ、そうした面の指導と支援の強化が必要となっ

ている。

そこで、組織力強化と各種方策の検討や情報提供を行う研修会の開催と、財団

における専門家による経営診断の実施により、商店街の組織力強化を図り、大型

店等も含めた地域商店街の活性化を図っていく。


