
経営発達支援計画の概要 

実施者名 荒川商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

「しだれ桜とそばの里」をキャッチフレーズに、秩父荒川産のそば粉を

ブランド化し年間を通じてＰＲ。また、観光資源の整備・掘り起こしや

特色あるメニュー創出により、観光客等の誘客を図り観光関連業者の事

業所数・従事者数の増加を図る。 

卸・小売業、製造業、建設業など個別企業の経営力向上や販売促進の

支援や経営革新の取り組みを進め従事者数の減少に歯止めをかける。 

雇用機会の創出効果のある新規開業支援を進める。 

事業内容 

１．事業の内容 

 Ⅰ．地域の経済動向・経営状況調査は、会員アンケート調査、県内消

費動向調査・県内経済動向調査、管内停車駅乗降客数、国道１４０

号線車両通行量等により動向調査し、集計結果を会員へ周知。 

 Ⅱ．経営分析・需要動向調査は、巡回相談・窓口相談・セミナー等を

通じ経営分析し、需要動向は各種調査結果等から行う。 

 Ⅲ．事業計画の策定・実施支援は、事業者の経営課題解決のため、専

門家と連携して事業計画の策定支援を行う。計画策定後も指導、助

言、計画変更策定支援を行う。 

 Ⅳ．創業・経営革新支援は、創業塾を開催し創業希望者の知識向上を

図り、創業計画の策定支援等を行い創業に結びつける支援を行う。

創業後も支援を続ける。経営革新塾開催等、経営革新計画策定支援

を行う。計画承認後も、進捗状況の確認や、指導・助言を行う。 

 Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援は、営業・販路開拓の課題に対し個別

相談、ＩＴを活用した企業ＰＲや、ＩＴ能力向上のための情報化セ

ミナーを開催する。また、展示会・商談会・産業展等の情報提供と

出展支援を行う。 

２．地域経済の活性化に資する取組（地域経済活性化事業） 

   「しだれ桜とそばの里」の推進のため、清雲寺しだれ桜イベント

や、ちちぶ花見の里を会場に「そばまつり」を年間４回開催する。

そばまつり開催時に「産業展」「物産展」も開催。フリーマーケット

を毎月開催。また、浦山ダムを会場とした「痛車・コスプレ撮影会」

も開催。そばのＰＲ、企業のＰＲ、地域活性化のイベントを開催す

る。 

※ 上記事業実施により、管内観光関連業（飲食業・宿泊業やそば生産

者等を含む）の事業所数、従事者数の増加を図る。また、卸・小売

業、製造業、建設業などの従事者数の現状を維持させていく。 

連絡先 

369-1802  埼玉県秩父市荒川上田野１４２７番地１ 

         荒川商工会 電話 0494-54-1059  FAX 0494-53-1016 

                        Ｅ-mail info@sobanosato.or.jp 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

秩父多摩甲斐国立公園の美しい山脈と荒川の清流に育まれた当地域は、古来養蚕を主

体に桑畑が多く存在していたが、養蚕業の衰退とともに遊休農地化されていた。そこで

地域をあげて「しだれ桜（清雲寺のしだれ桜は樹齢６００年の埼玉県天然記念物）とそ

ばの里」を目指し、そばの栽培を開始。平成８年には商工会が中心となりそばの里づく

り協議会（生産者組合・手打ちそばの会・そば加工品組合・旅館民宿・旧荒川村（現秩

父市）・農協・商工会等で組織）を発足し、地元のそば粉を使用した「そばまつり」など

で秩父荒川産のそばの普及を進めるとともに個店の事業計画作成などの支援を行ってき

た。 

また、豊かな自然や神社・仏閣等観光資源を求めて観光客が入り込むようになり旅館

民宿も整備され観光地として発展してきた。 

秩父地域でいち早く取り組んだ「そばの里」づくりも、旧秩父市内や長瀞町（天下の

名勝と言われる観光地）でも「秩父そばの会」「そばの街」の名のもと、そばに取り組み

地域間競争が激化してきており事業所数及び従業者数は一進一退をたどっており更なる

てこ入れが課題である。 

また、卸・小売業は当地域近隣郊外の大型店進出等により売上低下など厳しい経営環

境にあり、製造業、建設業についても、顧客の仕様に合わせた新製品開発や住宅リフォ

ームに特化した企業など一部成長発展している企業があるものの、事業所数及び従事者

数は減少の一途をたどっている現状である。（表１参照）従来、商工会でも、この業種に

ついては、記帳や税務、金融相談といった支援が多く、事業計画策定支援などは、飲食・

宿泊業に比べ比較的少なく、伴走型支援による経営力強化が課題である。 

上述のような地域の特性、課題をふまえ、一つの柱としては当地域のキャッチフレー

ズである「しだれ桜とそばの里」を更に進め、観光関連業（飲食業・宿泊業やそば生産

者等を含む）の事業所数、従事者数の増加を図る目標を設定し取り組む。 

秩父市総合振興計画においても、当地域については、そばの誘客を年間を通じてＰＲ、

清雲寺や浦山ダム等の周遊を行う観光コースの整備構築と新たな観光資源の創出を計画

に盛り込んでおり、また、秩父観光協会荒川支部（事務局：荒川商工会）は観光資源の

ブラッシュアップを進める事業の中で、清雲寺しだれ桜（ライトアップ計画）や水芭蕉

園、花ハス園の整備、ホタルの里づくりなどを計画しており、それらとも連携し推進す

る。 

秩父産のそば粉は、おおむね荒川産であり、当地域振興事業として、地元荒川産のそ

ばをブランド化し、地産地消による６次産業化を秩父農林振興センターと連携して進め

る。従来、価格面や生産量、流通システムの関係で荒川産のそば粉を地元のそば屋や旅

館民宿全体に提供することが難しかった。このたび、商工会が仲介する中で、そば生産

者組合とそば提供業者との売買が直接行われるシステムを構築し、荒川そばブランドを

全面的に押し進める中で、旧秩父市内及び長瀞地域のそばとの差別化を図る。 

また、各個店がそれぞれ特色のあるそばメニューの開発など、商工会が伴走型支援を

通じて、個別企業の支援を図るとともに荒川産そばの普及拡大を図る。個店の特色ある

メニューの開発は、埼玉県秩父地域振興センターが平成２７年よりスタートする「ちち

ぶ“食”べものがたり」と連携して推進する。 

もう一つの柱として、卸・小売業、製造業、建設業など生き残りをかけ、定期的に専

門家を招聘し経営革新支援を進めるなど個別企業の経営力向上、販売促進を継続的に支



援する。経営革新塾については、秩父地区商工団体で毎年度開催している事業で、経営

革新承認企業を輩出しており、今後継続して実施していく。また、製造業を中心に埼玉

県北部地域商工会との連携によるビジネスマッチングフェアや、彩の国ビジネスアリー

ナに参加し、企業の取引拡大の創出を図る等、従事者数の減少に歯止めをかけることを

目標とする。    

また、企業の存続とともに、地域内での新規開業を進めるため、秩父管内自治体と商

工団体で２６年度より進める「創業支援事業者補助金事業」も活用・連携し荒川地区で

の創業支援を推進する。創業支援事業に当たっては秩父管内商工団体の連携によりノウ

ハウの相互補完や金融機関や秩父地域地場産業振興センターなどとも連携して進める。

 

表１ 事業所数・従事者数 

 建設業 製造業 卸・小売業 飲食店・宿泊業 
事業所数 従事者数 事業所数 従事者数 事業所数 従事者数 事業所数 従事者数

平成 11 年 48 214 39 674 65 279 43 258
平成 13 年 45 201 34 638 62 279 47 244
平成 16 年 42 122 34 571 49 245 46 263
平成 18 年 43 145 32 559 50 237 45 229
平成 24 年 30 136 27 542 40 211 41 249

資料 平成１１～１８年は、事業所・企業統計調査、平成２４年は経済センサスより

抜粋。 
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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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 １．経営発達支援事業の内容 

  Ⅰ．地域の経済動向・経営状況調査【指針①、③】 

     地域内の経済動向・企業経営状況を毎年度、調査・分析することにより、当

面の問題点等を迅速に把握し、小規模事業者の今後の見通しや対応策など策定の

ための資料とする。 

   （事業内容） 

①  会員アンケート調査を全会員へ毎年１２月（平成２６年より開始）に郵送
し、翌年１月中旬から２月中旬まで、経営指導員が中心となり、巡回訪問に

より聞き取り調査を行う。調査項目は、商工会支援事業に対する必要性や満

足度、経営上の課題、経営革新計画承認制度の説明及び取り組み希望の有無、

商工会ホームページ「商工会会員一覧」への詳細情報登録希望の有無、経営

状況等であります。本調査により、売上・利益・雇用・労働時間・賃金等の

実態を把握し、当地域の経済動向を調査・分析する。また、彩の国広域消費

動向調査結果や埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」を分析し、個別相

談時に提供していく。 

②  当地域内の秩父鉄道停車駅（浦山口駅・武州中川駅・武州日野駅・白久駅・
三峰口駅）での年間及び月別乗降者の把握、及び主要道路である国道１４０

号線の車両通行量等（２７年度新たに調査）を把握して観光関連業の課題の

抽出を行う。 

③ 調査集計結果についての概要は商工会ニュースレターで全会員へ周知する。
（２７年度より） 

   （目標） 

     地域内事業者の収益、雇用状況の実態把握（全会員に聞き取り調査）を毎年

度行い、また埼玉県の各種調査結果の推移などを分析し個別事業者に提供する

ことによって、個別事業者の事業計画策定に活用する。また、秩父鉄道停車駅

での年間・月別乗降者の動向や国道１４０号線の通行量から、需要の把握と個

別事業者の事業計画に活用させる。また、全会員へ集計結果を周知することで

事業者の意欲を出させることにつながる。 

  Ⅱ．経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

     小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回（会員アンケート調査

時における巡回を新たに実施分を含む）、窓口相談、各種セミナーの開催等を

通じて小規模事業者の経営分析を行う。 

       専門的な課題等については、埼玉県、地域金融機関、埼玉県商工会連合会、

中小企業基盤整備機構のコーディネーター等と連携し、小規模事業者の抱える

経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする 

（事業内容） 

①  巡回訪問（毎年１月中旬から２月中旬に実施する巡回訪問による聞き取り
調査を含む）並びに当地域の主要産業である飲食業・宿泊業に特化したセミ

ナーの開催（３年に１回開催を毎年度開催する）等により、観光関連業者の



中で経営支援、商品開発を希望する小規模事業者をピックアップし、経営状

況等を把握し、専門知識を有する中小企業診断士や有名シェフ等と連携し、

保有する技術やノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容等の経営

状況の分析を行う。 

その他の業種についても、毎年１月中旬から２月中旬に実施する巡回訪問

による聞き取り調査（経営課題や経営革新計画取り組み希望の有無等）によ

り、従来の経営支援に加え需要開拓や経営革新を希望する小規模事業者をピ

ックアップし、経営状況等を把握し、専門知識を有する中小企業診断士等と

連携し、保有する技術やノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容

等の経営状況の分析を行う。 

管内非会員（約４０事業所）についても、中小企業施策の説明及び商工会

事業案内を２月中旬に行うとともに、経営上の課題など聞き取り調査を行い

（そのことにより商工会新規加入４事業所）経営状況の分析を行う。（非会員

を一斉に訪問は２６年度より開始、今後毎年度予定）【指針①】 

       ②  ピックアップした事業者の需要動向について地域経済動向調査により収集

分析を行い、事業者の相談内容に応じた情報を提供する。【指針③】  

       ③ 以上の結果を基に、経営課題を抽出・整理 、テーマの設定、テーマ別の詳

細分析を行う。【指針①】 

（目標） 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営分析を希望する事業者の掘り起こし

を行いその結果として、観光関連業者にあっては、８割以上、その他の業種で

は２割以上（２７年度）を募り、分析を行い経営課題の抽出・整理、テーマの

設定、テーマ別の詳細分析を行う。なお、できるだけ多くの事業者に加わって

いただくよう巡回訪問、セミナー開催（経営セミナーにより比重を置き開催）

により、掘り起こしや、やる気を醸し出す周知説明などの取り組みを行う。 

なお、数値も目標は下記のとおり。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回訪問件数 ５０７ ５５０ ６００ ６５０ ７００ ７５０
セミナー開催回数 ２５ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０

経営分析件数 １０ ５５ ６０ ６５ ７０ ７５

※ 経営分析件数については２７年度に分析した企業の２８年度以降継続分析を含む 

 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援【指針②】 

     事業者が経営課題を解決するため、上記Ⅰの経済動向調査、Ⅱの経営分析・需

要動向調査等の結果をふまえ事業計画策定支援を専門家と連携し、伴走型の指 

導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

    （事業内容） 

① 事業計画策定は「経営者自身の事業構想の整理や、金融機関等への説明材料、
従業員への動機付け」などの目的や効果を経営指導員が事業者へ説明する。

また、事業計画策定等に関するセミナー（今後回数を増加）、個別相談会の開

催により、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

【指針②】 

     ② 窓口相談、巡回相談時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事

業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 



③ 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、ものづくり補助金、小

規模事業者持続化補助金の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

（２６年度より実施中であるが件数の増加を図る）【指針②】 

    ④ 小規模事業者の事業計画策定に当たっては、限られた経営資源の中で、組織

や人材、ネットワークといった知的財産をヒアリング等で掘り起こし、事業

者が認識し、この強みを有効活用して収益に結びつける経営支援を行う。 

（２６年度より実施中であるが件数の増加を図る）【指針②】 

      ⑤ 事業計画策定後に、国、埼玉県、秩父市の行う支援策等の広報、商工会ニュ

ースレター等の案内により周知し、フォローアップを実施する。（２６年度よ

り実施中）【指針②】 

     ⑥ 事業計画策定後に、必要に応じて３ヶ月１度巡回訪問し、進捗状況の確認を

行うとともに、必要な指導・助言、必要な場合には、計画の変更策定支援 

も行う。（２６年度より実施中）【指針②】 

    （目標） 

      小規模事業者が経営課題を解決するためのセミナー、個別相談会を下記のと 

おり開催し、事業計画策定を目指す事業者を掘り起こし策定支援をおこなう。 

フォローアップにより計画の遂行状況による指導助言も可能となり、計画の推 

進がよりはかれることとなる。 

なお、数値も目標は下記のとおり。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
セミナー・個別相談会

開催回数 
１３ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０

事業計画策定事業

者数 
４ ２０ ２０ ２５ ３０ ３０

周知によるフォローア

ップ件数 
４ ５０ １２０ ２００ ３００ ４２０

 

Ⅳ．創業・経営革新支援【指針②】 

   地域における緊急課題として、当地域が少子高齢化や若年層の地域外流出な 

どによって当地域の人口は、平成７年（総務省統計局国勢調査）の 6,687 人をピ

ークに減り続け、平成２７年１月１日現在（秩父市住民基本台帳町会別人口調査）

5,455 人と、この２０年間で１８．４％減少し、更に急速化する可能性がある。

新規創業や経営革新への対応は地域社会問題への対応とも読み替えることがで

き、行政と商工会が一丸となり連携して取り組む課題であり、このことは秩父地

域全体でも同様な状況で、秩父管内１市４町と５商工団体が連携して行っている

創業支援事業（２６年度より実施）の「創業塾」や５商工団体が、毎年度開催し

ている「経営革新塾」を開催し経営力の強化を図るとともに、創業後または経営

革新計画承認後もフォローアップを行うなど、伴走型支援を実施する。 

（事業内容） 

① 創業塾（全５回開講：経営、財務、人材育成、販路開拓等、８割以上の出 

席者には特定創業支援事業の「証明書」発行）を開催し、創業希望者の知識向

上を図り、創業計画の策定支援を行うことにより、創業支援を行う。 

（２６年度より実施）【指針②】 

②  ちちぶ地域創業サポート窓口を平成２６年度より荒川商工会へ設置して、 
円滑な創業に貢献すべく個別相談を実施している。相談内容としては事業計

画、販売促進、資金調達、開業手続き等創業に必要な事項について相談を受



け付けている。２７年度以降も継続実施する【指針②】 

 ③ 創業後は、経営指導員や専門家による個別フォローアップ、税務相談を重

点的に行い、伴走型の支援を行う。（継続実施中）【指針②】 

④ 経営革新塾（全３回開講）を開催し、経営革新計画支援の掘り起こし、 新

たな取り組みや、経営革新計画の策定支援を行う。（継続実施中）【指針②】

⑤ 経営革新計画承認後は、必要に応じて３ヶ月１度巡回訪問し、進捗状況 

    の確認を行うとともに、必要な指導・助言、を行うなど、伴走型の支援を行

う。（継続実施中）【指針②】 

(目標) 

  創業塾や創業サポート窓口個別相談により、創業希望者の創業に関する相談 

に対応し、必要な情報の提供、創業に向けたアドバイス、必要に応じて専門家 

を配置して創業者の創出を図る。 

また、経営革新塾や経営革新計画策定支援により承認企業の輩出と持続的成長

発展に向けフォローアップを行う。 

なお、数値も目標は下記のとおり。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
創業塾開催回数 ５ ５ ５ ５ ５ ５
創業支援者数 ３ ５ ５ ５ ５ ５
新規創業者数 １ ５ ５ ５ ５ ５
経営革新塾開催回数 ３ ３ ３ ３ ３ ３
経営革新相談件数 ２０ ４０ ４５ ４５ ５０ ５０
経営革新承認企業数 ０（２社 

申請済） 

５ ６ ６ ７  ７

  ※経営革新承認企業数２６年度進行中 ３社 

 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

   小規模事業者にとっての最大の経営課題である「営業・販路開拓」の支援を行

う。特に個別課題として、「新規顧客へのアプローチ方法」「販売すべきターゲッ

ト市場の選定」「商品・サービスのＰＲ」などがあげられ、これらの課題解決のた

め、個別相談の実施や商工会ホームページ「商工会会員一覧」への詳細情報登録、

ＩＴ能力の向上を図るための情報化セミナーを開催する。 

また、展示会・商談会へ商工会ブースを確保し、そのブースへ事業者の参加を

勧め新規取引や商品・サービスのＰＲ支援を行う。 

   製造業や建設業及び小売業の事業所ＰＲを「そばまつり」に併設し「産業展」、

「物産展」を開催し、地元住民や観光客等へ認知度の向上や販売促進を図る。 

   当商工会地区（秩父市荒川）と交流都市である荒川区産業展への出展を促し、

製品・技術のＰＲと新規取引支援を行う。また、荒川区交流都市フェア「にっぽ

り春まつり」や「川の手荒川まつり」への事業者（工芸品・飲食物）の参加を勧

め商品ＰＲ支援を行う。 

地域の特産品については全国商工会連合会の「ニッポンセレクト」や「むらから

まちから館」などの活用を勧める。（現在実施中） 

   また、当地域の特徴ある商品をマスコミを活用してＰＲしていく。更に、個別

相談を行い、ターゲット市場の選定など伴走型支援を行う。 

 



（事業内容） 

① さいたま市で開催される展示商談会「彩の国ビジネスアリーナ」などへ荒

川商工会ブースを新規事業として確保し、管内事業者の参加、出展支援を行

い新規取引、商品ＰＲに結びつける。【指針④】 

② 彩北ビジネスマッチングフェア（公益財団法人埼玉県産業振興公社及び 

 埼玉県北部の１２商工会の主催で開催）への参加を促し販路開拓をする。

（現状は周知は実施しているが参加企業なし）【指針④】 

   ③ 全国商工会連合会が開催する「ニッポン全国物産展」（２６年度１社参加）

「ニッポンセレクト」（２６年度１社初参加）「むらからまちから館」（２６

年度２社ｈ初参加）などの事業者への周知や活用を支援し、販路開拓や認

知度の向上を図る。【指針④】 

   ④ ターゲット市場選定のため、経営指導員や専門家による個別相談を実

施するなど伴走型支援を行う。（継続実施中）【指針②】 

⑤ 当地域の特色ある商品を、新聞社などへ記者発表（２６年度２社）するこ

とにより認知度の向上を図る。【指針④】 

    ⑥ 埼玉仮想工業団地（埼玉県北部商工会で運営するＢｔｏＢ受発注支援サ

イト）（管内より２社参加）やＦＩＮＤ Ｃｈｉｃｈｉｂｕ（秩父地域地場

産業振興センター主催のＢｔｏＢ．ＢｔｏＣ混合受発注支援サイト）（管内

より８社参加）などの事業者への周知や活用を支援し、販路開拓や認知度

の向上を図る。 

【指針④】 

⑦ 商工会ホームページ「商工会会員一覧」への企業詳細（事業内容・技術・

独自商品等）情報の登録（従来窓口相談時に説明していたが、巡回による

説明は２６年度より開始）を進め新規取引や認知度の向上を図る。 

【指針④】 

⑧ ホームページやＳＮＳを利用したＰＲ方法を習得するための情報化セミ

ナーを２７年度より新たに開催し、ＩＴ能力の向上を図る。【指針②】 

 ⑨ 製造業や建設業の事業所ＰＲを「そばまつり」に併設し「産業展」をそ

ばまつり会場に隣接した、催し物広場にて新たに２７年度より開催する。

企業紹介ブースを設け、地元住民や観光客等へ認知度の向上を図る。小売

業についても「物産展」（継続開催中）を「産業展」と併せて開催し、独自

商品の認知度向上や販売促進を図る。【指針④】 

⑩ 当商工会地区（秩父市荒川）は東京都荒川区と交流都市として友好交流

を進めている。交流事業の中で、３月中旬（２日間）開催される荒川区産

業展へ当地区の製造業者の製品の出展を促し、製品・技術のＰＲと新規取

引支援を行う。（継続実施中）また、３月下旬（２日間）開催の荒川区交流

都市フェア「にっぽり春まつり」や４月下旬（１日）開催の「川の手荒川

まつり」（荒川区主催）への事業者（工芸品・飲食物）の参加（継続参加実

施中）を勧め商品ＰＲ支援を行う.参加募集を商工会ニュースレターで新た

に行う。【指針④】 

⑪ ちちぶ空き家バンク（秩父１市４町・秩父地域地場産業振興センター等

で運営、秩父地域で土地・建物を所有している売主様・貸主様とこれから

秩父に住みたい方、空き家を買いたい・借りたい方への橋渡しのお手伝い

が目的）の情報を建設業者へ周知してリフォーム・修繕需要の受注支援を



図る。（平成２７年度より）【指針④】 

（目標） 

  展示会・商談会、ＩＴを活用したビジネスサイト等への参加掘り起こしを 

行い新規取引や認知度の向上を図る。 

また、商工会ホームページ内「商工会会員一覧詳細情報登録」を推進すると

ともに、各企業の自社ホームページやＳＮＳを利用したＰＲ方法習得セナミー

開催し、ＩＴ能力活用により新規取引や認知度の向上を図る。 

 産業展・物産展への企業参加を促し認知度、新規取引、販売促進を図る。 

 ちちぶ空き家バンクの需要情報を管内建設業者へ提供を図る。 

なお、数値も目標は下記のとおり。 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
展示会・商談会出展

支援数 
未実施 １０ １２ １４ １６ １８

むらからまちから館

出展支援者数 
２ ５ ６ ７ ８ ９

市場選定支援者数 ４ ７ ８ ９ １０ １１
受注支援サイト支援

者数（埼玉／Ｆｉｎ

ｄ） 

２ 

８ 

５

１０

６

１２

７

１４

８ 

１６ 

９

１８

記者発表支援企業数 ２ １０ １０ １０ １０ １０
会員一覧詳細情報登

録 
７０ ９０ １１０ １３０ １５０ １８０

情報化セミナー 未実施 ２ ２ ２ ３ ３
産業展参加事業者数 未実施 ５ ６ ７ ８ ９
物産展参加事業者数 ５ １０ １２ １４ １６ １８
荒川区産業展 １ ２ ３ ３ ４ ４
にっぽり春まつり ２ ３ ４ ５ ６ ７
川の手荒川まつり ２ ３ ４ ５ ６ ７
ちちぶ空き家バンク

情報提供 
未実施 ５ ６ ７ ８ ９

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

   

Ⅰ．地域経済活性化事業 

    秩父市、秩父観光協会荒川支部との「しだれ桜とそばの里活性化会議」を年間

４回行い、また、そばの里づくり協議会（生産者組合・飲食店組合・そば加工品

組合・旅館民宿・秩父市・農協・商工会等で組織）を年間４回行い、今後の地域

経済の活性化を検討する。また、検討した地域経済活性化の方向性をふまえ、「し

だれ桜とそばの里」のさらなる推進と企業の地域への浸透を目的に、清雲寺しだ

れ桜イベントやちちぶ花見の里（そばの花畑１．１ｈａなど自然を眺めながら、

手打ちそばが食べられる施設）を会場にした「そばまつり」を年間４回（寒ざら

しそばまつり、春そばまつり、秋そばまつり、新そばまつり）産業展・物産展を

「そばまつり」にあわせて開催する。浦山ダムを会場とした「痛車・コスプレ撮

影会」の開催。また、商業部会を中心としたフリーマッケットを毎月花見の里に

おいて開催し地域の活性化を図る。 

 



（事業内容） 

①  秩父市、秩父観光協会荒川支部との「しだれ桜とそばの里活性化会議」を
年間４回（継続実施中）行い、「飲食業・宿泊業」「特産品小売業」を中心と

した地域経済の活性化の方向性について検討する。 

②  そばのＰＲ、企業のＰＲ、消費拡大を目的とした「そばまつり」「産業展」
（２７年度より実施）「物産展」をちちぶ花見の里において年間４回、そば

生産者組合・飲食店組合・そば製品加工業者・管内の製造業者・建設業者・

小売業者・秩父市・農協と連携して実施する。 

③  地域の特産品のＰＲと売り上げ拡大を目的に、清雲寺しだれ桜イベントを
清雲寺境内において２０日間にわたり開催する。（継続実施中）また、週末

を中心にライトアップ（２７年度より新たに実施）を開催する。 

④  小売業のＰＲ、消費拡大を目的に、毎月最終日曜日にフリーマッケットを
花見の里において開催する。（継続実施中）また、出店事業所の拡大を図り、

来場者数の増加を図る。 

⑤  全国そばサミットを誘致して「しだれ桜とそばの里」を全国的にアピール
し観光客の入り込み数増大を図る。）（現状参加継続中、２９年度当地での開

催を目指す） 

（目標） 

   そばのＰＲ、企業のＰＲ（産業展や物産展等を通じ）、地域の活性化のためイ

ベントを開催し「しだれ桜とそばの里」を全国的にアピールし、各産業の振興

を図る。地域の特産品であるそばを活用して地産地消・ブランド化を図り地域

の価値を高め、全体の底上げを図る。 

なお、数値目標は下記のとおり。 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
しだれ桜イベント開

催日数 
２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０

しだれ桜イベント出

店者数 
１５ １６ １７ １８ １９ ２０

しだれ桜イベント来

場者数（夜間含む） 
15,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000

そばまつり・物産展

産業展開催回数 
４ ４ ４ ４ ４ ４

そばまつり・物産展

出展者数（飲食含む） 
４０ ４５ ４７ ４９ ５１ ５３

そばまつり来場者数 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000
フリーマーケット開

催回数 
１２ １２ １２ １２ １２ １２

フリーマッケット出

店者数 
６０ ６５ ７０ ７５ ８０ ８５

フリーマッケット来

場者数 
3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

全国そばサミット 参加 参加 参加 当地で開催 参加 参加

 

３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

   

Ⅰ．他の支援機関との連携を通じた支援のノウハウ等の情報交換に関すること 

秩父地区の支援機関（５商工団体と１市４町）の連絡会議（会議での専門家によ

る研修会を含む）を年間１２回開催（現状４回）、５商工団体と埼玉県秩父地域 



   振興センターとの経営支援会議を年間４回（現状２回）開催して、支援ノウハウ、

支援の現状について情報交換をする。 

    秩父地区共催（行政と商工団体）の創業塾や経営革新塾、イベント（秩父はん

じょう博や秩父いってんべぇウオーキングなど）の担当者が集まる会議において、

情報交換の時間を新設し、支援ノウハウ、支援の現状について情報交換をする。

    秩父地区の観光を促進するジオパーク事業、おもてなし事業などの会議におい

ても支援ノウハウ、支援の現状について情報交換をする。 

   

Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   埼玉県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、新たに公益財団法人埼玉県

産業振興公社が主催する経営支援セミナーや、中小企業大学校の主催する研修に

経営指導員（毎年度継続参加）並びに補助員（新たに参加）が年間１回以上参加

することで、個別事業者の経営力強化、売り上げ・利益の確保を重視する支援能

力向上を図る。 

   秩父地区の経営指導員等の自主研究グループ（経営指導員と補助員が参加の研

究会・継続実施中）により各地の支援事例の情報交換や専門家の研修会により新

たな支援能力向上を図る。 

   中小企業診断士・簿記２級の資格を有する経営指導員（平成２６年７月より当

会へ勤務）が、支援事例の説明をする勉強会を週ごとに２時間程度行いノウハウ

を共有する。（継続実施中） 

   ファイナンシャルプランナー２級の資格を有する補助員と経営指導員とが連携

して支援に当たる。（継続実施中） 

   補助員も、次期経営指導員として、指導・助言内容、情報収集方法を学び、伴

走型支援能力の向上を図る。（継続実施中） 

   事務局長は、営業マンの経験を生かし、企業の営業や販路拡大の支援能力を勉

強会を通じてノウハウを共有する。（継続実施中） 

 

Ⅲ．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 埼玉県商工会連合会、秩父市役所、埼玉県秩父地域振興センター等の担当職員
及び外部の中小企業診断士等の有識者により、事業の実施状況、成果の評価・

見直し案の提示を行う。 

② 会員や地域住民等からご意見箱設置により意見聴取の機会を図る。 
③ 理事会において、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、総会において会員へ報告し、承
認を受ける。 

⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果を荒川商工会のホームページ
（http://www.sobanosato.or.jp/）で計画期間中公表する。 



（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 

（１）組織体制 

             経営支援全体像 

                           荒川商工会 

小規模事業者               経営改善普及事業 

   

経営の発達               経営発達支援事業 

   ・技術の向上、新たな         ・小規模事業者の経営状況の分析 

事業分野の開拓、ビ                      ・需要を見据えた事業計画の策定・実 
ジネスモデルの構築等    支援     施に係る伴走型の指導・助言 

                     ・商品、サービスの需要動向、地域の 
経済動向に関する情報の収集、提供等 

      経営の改善             ・広報、商談会・展示会等の開催又は参 
・記帳、税務、金融指導           加、需要の開拓に寄与する事業 

    等 
                     ・記帳、税務、金融指導等 
                     ・各種制度等の情報収集・提供等 

 

 

 

 

                地域経済の活性化 

 

 

経営発達支援事業を促進するため、「経営発達支援窓口」を設置する。設置の周知に

ついては、当会ニュースレターや当会ホームページ、荒川地区新聞折り込みチラシに

て行う。また、業種別会議（部会会議）において支援内容等の周知を行い、支援希望

者の掘り起こしを行う。また、業種ごとの巡回による説明は、経営指導員を中心に、

事務局長、補助員の３名並びに業種別部会長の協力により行う。 

支援希望者の個別支援に当たっては、経営指導員（中小企業診断士）が中心になっ

て行う。必要に応じて専門家を配置して実施する。 

地域の経済動向調査に当たっては、事務局長、経営指導員、補助員がこれに当たる。

  マスコミを活用する事業に当たっては事務局長（荒川商工会及び事業者の記者会見

等経験豊富）を中心に実施する。また、ＩＴを活用するビジネス推進に当たっては、

補助員（ファイナンシャルプランナー及びＩＴに精通）が中心となってこれに当たる。

  会員や地域住民の意見聴取をして事業に反映されるとともに、理事会にて評価・見

直しを決定し、総会にて承認をいただき、あわせて当会ホームページにて公表するな

ど伴走型支援を大いにアピールすることで事業者のモチベーションを高め成果を上げ

る。 

  

   

 



 

事務局職員 （２７年１月現在） 

   事務局長 １名 経営指導員 １名 補助員 １名 記帳専任職員 １名 

   臨時職員 ２名                     以上 ６名 

   

  商工会組織 

 

              会 員  総 会 

 

 

                会  長 

 

           

                副 会 長 

 

 

     監  事               理  事    事務局 

 

 

                理 事 会 

 

 

 

            商業部会      工業部会 

 

 

（２）連絡先 

    住所 ３６９－１８０２ 埼玉県秩父市荒川上田野１４２７番地１ 

    電話 ０４９４－５４－１０５９    

ホームページ（http://www.sobanosato.or.jp/） 

担当者 経営指導員 太田明良 

メールアドレス info@sobanosato.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 ２７年度 

(27年4月以

降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額   ７００   ５００   ７００   ８００   ９００ 

 

小規模企業対

策事業費 

 調査費   

 支援費 

 

 

 

 

  ５００ 

  ２００ 

   

 

  １００ 

  ４００ 

   

 

  １００ 

  ６００ 

 

 

  １００ 

  ７００ 

 

 

  １００ 

  ８００ 

（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、各種事務委託等手数料 

 

 

（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。 

 

 



（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 

「創業支援事業者補助金事業」での創業支援（創業塾を含む）を連携して行う。また、

経営革新塾を含めた経営革新計画策定支援の共催開催。 

彩北ビジネスマッチングフェアの開催や埼玉仮想工業団地（埼玉県北部商工会で運営

するＢｔｏＢ受発注支援サイト）の運営。 

個別事業者支援における専門分野の課題解決策。 

地域活性化事業として地域活性化の方向性をふまえ、「しだれ桜とそばの里」のさら

なる推進と企業の地域への浸透を目的にしたイベント事業。 

連携者及びその役割 

秩父管内自治体と商工団体、地域金融機関、秩父地域地場産業振興センターなど秩父

地域で共通の課題を持つ団体や埼玉県地域振興センター等の連携者とともに、情報収集

や支援ノウハウの共有化により創業や経営革新を連携して行う。 

公益財団法人埼玉県産業振興公社及び埼玉県北部の１２商工会と連携し受発注を促進

することで当地区の受注機会の創出を図る。 

中小企業診断士や有名シェフ等（埼玉県商工会連合会やミラサポ等の専門家派遣等活

用）と連携し、専門分野や商品開発など小規模事業者と伴走型支援の中で課題解決を行

う。 

秩父市、秩父観光協会荒川支部・そばの里づくり連絡協議会（そば生産者組合・飲食

店組合・そば製品加工業者・秩父市荒川総合支所・農協荒川支店・商工会等で組織）秩

父農林振興センターとの連携により、「しだれ桜とそばの里」に関連する団体等による当

地域の活性化の方向性を共有化するとともに地域をあげて取り組む。 

 

◎連携者 

秩父管内自治体 

 秩父市 市長 久喜邦康 秩父市熊木町８－１５ 

 横瀬町 町長 富田能成 横瀬町大字横瀬４５４５ 

 皆野町 町長 石木戸道也 皆野町大字皆野１４２０－１ 

 長瀞町 町長 大澤タキ江 長瀞町大字本野上１０３５－１ 

 小鹿野町 町長 福島弘文 小鹿野町小鹿野８９ 

秩父管内商工団体 

 秩父商工会議所 会頭 西村耕一 秩父市宮側町１－７ 

 西秩父商工会 会長 岩﨑 宏 小鹿野町小鹿野２９８－１ 

 皆野町商工会 会長 吉岡澄幸 皆野町大字皆野１４２３ 

 長瀞町商工会 会長 野原武夫 長瀞町大字本野上１８９－６ 

地域金融機関 

 埼玉りそな銀行秩父支店 支店長 廣澤健一 秩父市本町４－６ 

 足利銀行秩父支店 支店長 本橋和幸 秩父市中町５－２ 

 武蔵野銀行秩父支店 支店長 東城康夫 秩父市宮側町１４－１２ 



 東和銀行秩父支店 支店長 雨宮章一 秩父市中町７－１ 

 埼玉縣信用金庫 支店長 新井康幸 秩父市本町３－４ 

 埼玉信用組合 支店長 清和 均 秩父市中町６－２ 

 日本政策金融公庫熊谷支店 支店長 山邊信夫 熊谷市宮町２－４５ 

埼玉県秩父地域振興センター 所長 槍田義之 秩父市東町２９－２０ 

（一財）秩父地域地場産業振興センター 理事長 久喜邦康 秩父市宮側町１－７ 

（公財） 埼玉県産業振興公社 理事長 秋山秀次郎 

さいたま市大宮区桜木町１－７－５ １０階 

埼玉県北部商工会 

 ふかや市商工会 会長 吉岡虎市 深谷市永田１４２０ 

 くまがや市商工会 会長 春日井正臣 熊谷市妻沼１７０６－１ 

 寄居町商工会 会長 柴崎 猛 寄居町大字寄居１２６７－２ 

 東秩父村商工会 会長 豊田 馨 東秩父村大字御堂３６９ 

 児玉商工会 会長 江原貞治 本庄市児玉町児玉３２５－５ 

 上里町商工会 会長 木村芳雄 上里町大字七本木５５９１ 

 神川町商工会 会長 田村 勝 神川町大字植竹９００―４ 

 美里町商工会 会長 黒澤 彰 美里町大字木部３２３－３ 

埼玉県商工会連合会 会長 大久保義海 さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ７階

中小企業基盤整備機構 理事長 高田坦史 

  東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル 

ミラサポ 

ちちぶ農協荒川支店 支店長 笠原優一 秩父市荒川上田野１４３２－１ 

秩父観光協会荒川支部 支部長 千島和信 秩父市上田野１４２７－１ 

そばの里づくり連絡協議会 会長 小池和雄 秩父市上田野１４２７－１ 

埼玉県秩父農林振興センター 所長 根本洋介  秩父市日野田町１－１－４４ 

連携体制図等 

 

埼玉県秩父地域振興センター     連携     荒川商工会        連携       秩父市  
秩父市・横瀬町・皆野町                        ちちぶ農協荒川支店 

長瀞町・小鹿野町              相談  支援             秩父観光協会荒川支部 

秩父商工会議所 金融機関                        そばの里づくり協議会 

秩父地域地場産業振興センター     創業予定者       連    埼玉県秩父農林振興センター
  西秩父商工会                                   支援  携    埼玉県秩父地域振興センター 
  皆野町商工会            相談     

  長瀞町商工会 

ふかや市商工会 くまがや市商工会                                 アドバイザー 

寄居町商工会 東秩父村商工会      小規模事業者     埼玉県商工会連合会 
児玉商工会 上里町商工会                     中小企業基盤整備機構 

神川町商工会 美里町商工会                    ミラサポ 等 

（公財）埼玉県産業振興公社                  （専門家派遣 情報提供）

  
                                

 


