経営発達支援計画の概要
実施者名
さいたま商工会議所（法人番号８０３０００５００１３５５ ）
（法人番号）
実施期間
平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日
さいたま商工会議所では、平成２７年１１月に経営発達支援計画の認定
を受け、小規模事業者に対し経営分析・事業計画策定、販路開拓等支援な
どを実施してきたところである。
小規模事業者の持続的発展と地域の賑わい創出・活性化が求められてい
目標
る中、小規模事業者自らがＰＤＣＡサイクルを円滑に回すことで成長・発
展に繋がることを認識し、成長過程に合わせた支援内容の充実・強化と併
せて、地域の課題に基づき、その課題解決策として大きな可能性を秘め、
地域活性化に繋がる事業を行うなど、小規模事業者の持続的発展に寄与す
るための伴走型支援を実施する。

事業内容

連絡先

Ⅰ．経営発達支援事業
１．地域の経済動向調査に関すること
当所独自の地域の経済動向に関するアンケート調査と景況調査、ＬＯ
ＢＯ調査などによる経済動向把握及び結果の情報提供
２．経営状況の分析に関すること
小規模事業者による、自社の知的資産（強み）や市場・顧客のニーズ、
経営課題の把握による経営分析の支援
３．事業計画策定支援に関すること
セミナーや金融相談、経営革新計画策定などの相談を通じて、経営分
析の結果から導き出された経営課題解決に向けた、事業計画の策定を支
援
＜創業計画策定支援＞
女性創業塾の開催、実効性の高い創業計画及び将来の安定経営に向け
た中長期的な事業計画策定支援
＜事業承継計画策定支援＞
セミナーの開催、事業承継診断票や埼玉県事業引継ぎ支援センターを
活用した事業承継計画作成支援
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
巡回訪問を最優先としたフォローアップを実施し、小規模事業者自ら
がＰＤＣＡサイクルを円滑に回すための支援
５．需要動向調査に関すること
経営者からのヒアリング調査による商品・サービス等の需要動向の
他、小規模事業者自身の店頭アンケート作成に係る支援
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
広域ビジネス交流会やＢＩＺ ＳＡＩＴＡＭＡなどの受発注商談会、
ＩＴを活用したセミナーの開催や事業者のＩＴ活用支援
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
ものづくり・観光産業の強化に向けた医工連携事業、介護・福祉事業、
さいたまブランドの育成、商店街活性化キャンペーン事業等の実施及び
支援
さいたま商工会議所 中小企業振興部 小規模経営支援室
〒330-9626 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ｿﾆｯｸｼﾃｨﾋﾞﾙ 8 階
TEL 048-641-0084
FAX 048-643-2720
URL http://www.saitamacci.or.jp/
E-Mail info@saitamacci.or.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
【さいたま市の現状】
１．立地等
さいたま市は、平成１３年５月に旧浦和・大宮・与野の３市合併により誕生し、平
成１５年４月１日には全国で１３番目の政令指定都市へと移行し、さらに、平成１７
年４月１日の旧岩槻市との合併を経て、関東圏域を牽引する中核都市として、更なる
発展を目指している。
埼玉県の南東部に位置する県庁所在地であり、現在は東北・上越など新幹線６路線
を始め、ＪＲ各線や私鉄線が結節する東日本の交通の要衝となっている。

首都圏有数の自然資源として、中央部には見沼田圃、西部には荒川、東部には元荒
川などがあり、様々な生物が生息する緑地や水辺も残されている。さらに、氷川神社
の門前町、中山道や日光御成道の宿場町、岩槻藩の城下町として古くから繁栄し、盆
栽や人形づくり、サッカーなどをはじめとする多様な歴史的・文化的資源が存在する。
また、近年では国際的なイベントとして、サイクルロードレースである「ツール・
ド・フランスさいたまクリテリウム」や「さいたま国際マラソン」が開催されるなど
賑わいを見せている。

２．人口の高齢化と医療体制
首都東京から２０㎞圏内にあるベッドタウンとして順調に人口も増加しており、現
在では約１２６万人を抱える政令指定都市として、埼玉県の経済の中核を担っている。
[データ：平成２７年国勢調査]
さいたま市が想定する将来人口については、総人口は緩やかに増加を続け、２０３
５年頃には１３０万人を突破し、２０４０年頃に人口のピークを迎え、その後、緩や
かに減少を始めるとしている。
また、６５歳以上の老年人口については２０５０年頃まで増加の一途を辿り、２０
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３０年頃には３５万人を突破し、２０４０年には４０万人を超えると予想されており、
急激な少子高齢化社会が到来すると見込まれている。
［データ：さいたま市人口ビジョン（平成２７年１１月分）］

また、今後高齢化がさらに進んでいく中で、当所ではこれまで、医療・看護・福祉
機器の新たな開発に着手し、足元のさいたま市における医療環境について検討を行っ
てきた。
その中で、さいたま市は、全国の政令指定都市・特別区・中核市の中で、１０万人
当たりの病床数は最低（平成２３年医療施設（静態・動態）調査より）である一方、
人口増加率は全国で４位の地域（平成１７年～２２年国勢調査より）であり、いわゆ
る医療供給の不足している地域であることが浮き彫りとなった。
３．事業者数等
さいたま市全体の事業者数については４０，６９２事業所（平成２４年統計）から、
現在４２，４２９事業所（平成２６年統計）となり、１，７３７事業所増加しており、
産業大分類別に事業所数を見ると、「卸売業，小売業」が１０，４３０事業所（構成比
２４．６％）で最も多く、次いで「宿泊業，飲食サービス業」が４，９６９事業所（同
１１．７％）、「建設業」が３，９７６事業所（同９．４％）、「生活関連サービス業，
娯楽業」が３，９１１事業所（同９．２％）と続いており、これら４業種で全体の５
４％を占めている。
従業者規模別に事業所数をみると、「１～４人」が２１，８９４事業所（構成比５１．
６％）、「５～９人」が９，０９９事業所（同２１．４％）、「１０～１９人」が５，８
８８事業所（同１３．９％）などとなっており、従業者数２０人未満の事業所が全体
の約８７％を占めている。[データ：平成２６年経済センサス基礎調査より]
また、埼玉県産業労働部が作成した「埼玉県の産業と雇用のすがた（平成２８年度
版）」において、産業労働政策課が独自に試算した開・廃業率として、開業率について
は埼玉県全体としては６．５％であり、全国平均６．４％に比べ微少ながら上回って
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おり、また、廃業率については６．５％。全国平均が６．５％であり、全国平均と同
数である。しかしながら、開業率・廃業率ともに１都３県の中では低水準である。
そのような状況の中、全国平均となる開業率６．４％、廃業率６．５％に対し、さ
いたま市としては、開業率８．１％・廃業率７．３％と全国的にも高い開業率を維持
しながらも、交通の要衝であり利便性も高いこと、立地等に係る集客等の視点から開
業しやすい環境にあるものの人手不足や競争の激化、また、後継者不足などの要因か
ら廃業率も高く開業廃業のサイクルが目まぐるしいともいえる。[出典：埼玉県の産業
と雇用のすがた（平成２８年度版）]
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４．雇用情勢
さいたま市の有効求人倍率については、公共職業安定所の所在地域により、浦和と
大宮の２箇所に分かれており、平成２９年５月現在において、それぞれ、浦和につい
ては１．０４倍、大宮については１．２２倍と全国平均１．４９倍に比べ、年々増加
傾向にはあるものの依然として低い状況にある。［データ：埼玉労働市場ニュース（平
成２９年５月分より）］
５．経済情勢
さいたま市内の中小企業、小規模事業者の景況感につ
いては、上昇基調にあるものの、
「売上・受注不振」、「人
材の不足・求人難」、「競争の激化」、「原材料・仕入製
（商）品価格の上昇」などにより、依然として厳しい状
況が続いている。［出典：さいたま市地域経済動向調査
報告書２０１７年６月調査（２０１７年４～６月期）よ
り］
また、当所にて昨年実施した「さいたま商工会議所
地域の経済動向に関するアンケート調査」においても、
全体的に厳しい状況が見受けられ、小売業、飲食業、理
美容業については、特に厳しい状況が続いている。

［さいたま商工会議所 地域の経済動向に関するアンケート調査
（平成２８年１１月実施分）より抜粋］

【当所が捉えているさいたま市における課題】
今後の人口推計や医療環境、事業者自身が抱えているものなどを含め、以下の課題が
潜在しており、スケールメリットを活かした課題解決が求められている。
１．更なる開業率の増加に向けた対応
創業の活性化に向けた環境作りと創業後の経営基盤の安定化
２．廃業率減少に向けた事業承継への取組
人材や技術、ネットワークなどの知的資産や経営資源を踏まえた円滑な事業承継
第三者承継やＭ＆Ａなどの専門性の高い課題解決
３．顧客獲得・販路開拓への取組
企業の知的資産などの強みを踏まえた、新たな需要の開拓及び顧客獲得に向けた実
効性の高い販路開拓
４．新たな産業の創出に繋がる環境整備
医療・看護・福祉機器開発などのものづくり産業の競争力強化へ向けた取組と医療
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供給不足への対応
５．来街者増加に向けた魅力ある店舗づくり及び賑わい創出事業の実施
将来の人口減少及び少子高齢化対策として、集客力の向上など域内の賑わい創出に
向けた取組
６．交通の利便性を活かした都市間レベルの広域連携による取組
東日本の交通の結節点としての特徴を活かした、都市間連携によるビジネスチャン
スの創出に向けた取組

【さいたま商工会議所の役割】
さいたま商工会議所は、「地域総合経済団体」として、市内中小企業、小規模事業者の
持続的発展と地域経済活性化を目的に、経営改善普及事業を実施する。主な取組として
金融や税務、販路開拓、創業や事業承継等の各種相談、経営者の自己研鑽や従業員の育
成、年々変化する国等の施策情報の提供などの研修会の実施、商談会や展示会の開催、
地域振興に向けた街づくり、イベント実施等を通じて、事業者からの要望を取りまとめ、
行政や関係機関等へ政策提言を実施するなど、市内中小企業、小規模事業者の持続的発
展、地域経済の発展に資する事業を推進する。

【経営発達支援事業 第 1 期（前期）における取組と評価】
さいたま商工会議所は、平成２７年１１月１７日に経営発達支援計画に係る認定を受
け、商工会議所の役割を踏まえ小規模事業者の事業の持続的発展に向け、各種事業を実
施してきたところである。
実施した事業の結果については、当所が設置している外部有識者を交えた「経営発達
支援事業 評価委員会」において、各年度評価をいただいている。実施結果に係る評価
としては、全体として概ね目標を達成しているとの評価をいただいたものの、小規模事
業者のニーズの把握や成長段階に応じた適切な支援を今一歩踏み込んで実施する必要が
あるとの評価をいただいている。
また併せて、今後事業を推進していく上での目標や支援に対するあり方などについて
は、第１期における内容を踏襲しながらも、当所が３カ年の行動計画として策定してい
る「中期ビジョン（アクションプラン）」だけでなく、さいたま市の動向や計画も視野に
入れ、行政等と連携した事業展開が必要であると評価いただいており、第２期以降の取
組においては、これらを踏まえ計画的に事業を実施する必要があると認識している。

【地域内における小規模事業者の中長期的な振興のあり方】
さいたま市が策定している「さいたま市総合振興計画 後期基本計画（平成２６年度
～平成３２年度）」において、「のびのびシティ さいたま市戦略」と称し、各行政分野
別の計画を策定しており、特に「産業・経済の分野～産業の活力を高め、躍動する都市
づくりを進める～」において、中小企業者・創業者の経営基盤の強化として、関係団体
や支援機関、金融機関との連携により経営支援体制を整備するとともに、制度融資をは
じめとする各種支援の着実な実施により、地域経済を支える中小企業や創業者の経営基
盤の強化を図ると示されている。また、併せて、創業に向けた環境づくりを進めるとと
もに、既存企業の新事業展開、技術力の強化、販路拡大、新製品の開発などに対する支
援、医療・介護分野など成長分野におけるイノベーションの創出に取組むとある。
上記のさいたま市総合振興計画の内容を踏まえ、当所が捉えている小規模事業者の振
興の目指すべき姿としては、小規模事業者自らが自社の強みや弱みなどを明らかにし、
そこから導き出された結果を踏まえ計画を策定し、販路開拓に繋げ、顧客のニーズ等を
考慮し改善するといったＰＤＣＡサイクルを円滑に回していくことであると捉えてい
る。それを実現するためには、当所が日常の金融相談等の支援をはじめとする各種経営
-5-

に関する支援を当該事業所のＰＤＣＡサイクルの中における段階に応じて、継続的に実
施することにより、最終的には当所の支援がなくとも自らＰＤＣＡサイクルを回すこと
ができるようになるよう導いていくことが重要である。
前期間における経営発達支援事業の評価としても、小規模事業者の振興の目指すべき
姿を意識しながら、引き続き関係機関と小規模事業者への支援に対する方向性等を共有
しながら事業を実施することが求められている。
ついては、引き続き時代の変化に応じ多種多様に変化する小規模事業者からの課題に
対し、関係機関との連携を図りながらフレキシブルに対応し、成長段階に合わせた支援
を実施していくことを小規模事業者の中長期的な振興のあり方として事業を推進する。

【経営発達支援事業の目標及び目標達成に向けた方針】
さいたま市は、人口１２６万人を超える政令指定都市として、東北・上越など新幹線
６路線を始め、ＪＲ各線や私鉄線が結節する東日本の交通の要衝であり、各種集客施設
や歴史的・文化的資源を有し、国際的イベントを実施するなど、活力ある都市として発
展を続けている。
一方、２０４０年には人口増加がピークに達し、以降は減少傾向となること及び老年
人口の増加などが想定されていることや、事業者の開廃業のサイクルが目まぐるしいな
ど、小規模事業者が持続的発展を遂げていく際に、多くの課題が存在している。
そのような中、平成２７年１１月に経営発達支援計画の認定を受け、小規模事業者に
対し経営分析・事業計画策定、販路開拓等の支援を実施してきたところである。
経営発達支援事業の実施結果を基に、外部有識者を交えた「経営発達支援事業 評価
委員会」において、前期間の事業に関する評価を受けた際に、経営発達支援事業の目標
については、実施した内容を継続して掲げる必要があるものの、小規模事業者の目指す
べき姿を意識し、より具体的な取組内容を掲げる必要があると評価いただいている。
さいたま商工会議所としては、評価委員会における各種事業の評価結果を踏まえ、特
に、個社支援の入口となる創業支援から事業後継者などへの円滑な事業承継に対する支
援、成長過程における販路開拓支援の充実・強化に資する取組が重要であると認識して
おり、併せて地域経済活性化などの面的支援においては、成果が目に見えづらいが新た
な事業となる可能性を秘めた「医工連携事業」をはじめ、商店会等による賑わい創出に
向けた取組支援、交通の結節点といった強みを活かした広域連携の取組に引き続き注力
することが、小規模事業者の持続的発展に近づくものであると認識している。
また、さいたま市の現状として、２０４０年には人口増加がピークに達し、以降は減
少傾向となること及び老年人口の増加などが想定されていることからも、小規模事業者
に対する支援内容の充実・強化、地域の賑わい創出・活性化が求められており、評価委
員会による評価結果並びに小規模事業者を取り巻く現状、それに基づく当商工会議所の
振興のあり方も踏まえ、今後３年間で実現を目指す「経営発達支援事業の目標及び目標
達成に向けた方針」を以下のとおりとする。
目標１．小規模事業者の持続的発展に向けた支援内容の充実・強化（継続）
小規模事業者が持続的発展を遂げていくためには、自らが経営分析・事業計画策定・
実行・改善といったＰＤＣＡサイクルを円滑に回すことが重要である。前期間におけ
る事業の評価結果を踏まえ、引き続き小規模事業者の成長過程に合わせた支援を実施
することで、小規模事業者の持続的発展を目指すものである。
目標達成のための方針については、時代の変化や小規模事業者のニーズ等を踏まえ、
小規模事業者自らが保有する人材や技術、ネットワークなどの知的資産（強み）を最
大限に活かし、事業者が抱える課題を抽出し、その課題に対し迅速かつ的確に対応す
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るための支援を継続して実施するとともに、特に、個社支援の入口となる創業支援か
ら事業後継者などへの円滑な事業承継に対する支援、成長過程における販路開拓支援
を充実させ、小規模事業者の持続的発展に繋がる事業を継続して実施していくことと
する。
当所についても、小規模事業者のＰＤＣＡサイクルに合わせ、経営分析支援⇒事業
計画策定支援⇒販路開拓支援⇒アフターフォローのサイクルを徹底し、支援内容の充
実・改善を図る。
具体的には以下のとおりである。
方針１．域内の創業促進に向けた支援の充実・強化（継続）
市内における開・廃業が目まぐるしいこと、将来予想される人口減少に伴い、事業
所数も減少することが見込まれており、現段階から、創業を志す方に対し積極的に支
援を行い、創業者を増やすことが地域の活力を維持するためには必要不可欠である。
そこで、当所においては、創業に向けた準備段階から創業後の経営支援に至るまで、
寄り添った支援を行う。
開業率・廃業率がともに高い水準にあるさいたま市の現状の中、創業支援に係る取
組として、窓口や巡回相談を通じた準備段階等における支援並びに、関係団体と連携
を図りながらさいたま女性創業塾の実施により創業促進に向けた取組を実施したとこ
ろである。
今後は開業に際し、より創業者のニーズに合った提案や方向性を示すため、さいた
ま女性創業塾の内容を精査し開催するとともに、起業希望者や起業準備者一人一人が
抱えている課題や開業後想定される課題解決に向けた支援を実施する。
方針２．小規模事業者の事業承継に向けた支援の充実・強化（継続）
今後見込まれる人口減少・少子高齢化により、市内小規模事業者の高齢化が進む中
で、親族や第三者等に事業を承継することにより、地域内における事業の継続が期待
できるとともに、さらには、事業そのものの発展も期待できる。
ついては、事業承継に向けた支援の継続的な実施及び充実・強化を図ることで、市
内小規模事業者の事業や資産といった経営資源が次世代に引き継がれる循環を形成し
ていくなどの取組を実施する。
現在当所が実施している事業承継に係る支援については、事業承継計画策定に向け
たセミナーを実施しながら、小規模事業者の潜在的なニーズを引き出し、事業や資産
などの経営資源の承継、専門的な課題に対して専門家を活用するなど、小規模事業者
のニーズに応じた支援を実施してきたところである。
今後は小規模事業者に対する更なる支援の一環として、事業承継の必要性の有無を
確認するためのシートを活用した事業承継者の掘り起しや、平成２８年１月に設立し
た「埼玉県事業引継ぎ支援センター」の活用により、Ｍ＆Ａや第三者承継といった専
門的な課題に対しても的確に対応し、事業承継をトータルで支援する体制を整え、廃
業率の減少に向けた支援を実施する。
方針３．販路開拓・受発注促進等に向けた支援の充実・強化（継続）
小規模事業者の強みである知的資産などを活用した販路開拓及び受発注促進に向け
た取組について、より実効性のある取組となるよう、既存事業の充実・強化を図り、
新たな販売方式などの提案を行いながら、小規模事業者の経営環境に合わせた支援を
実施する。
販路開拓や受発注促進に向けた取組みについては、現在当所にて実施している交流
会・商談会をより効果的であり実効性のあるものとして改善していくとともに、自社
の商品やサービスなどをより広く周知していくため、様々な視点から調査分析を行い、
小規模事業者自らが商品・サービスのトレンドや集客・周知に係る販売促進のＩＴ導
入などを意識し、積極的に取り入れていくことで販路開拓・受発注の促進に繋がるた
めの支援を実施していく。
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【

経営発達支援事業実施に係る支援体制図

】

目標２．新たな産業の創出をはじめとする地方創生への取組（継続）
前期間における事業の評価結果から、新たな事業となることが期待されている「医
工連携事業」などについては、継続して実施することが望ましいとの評価をいただい
ている。
「医工連携事業」をはじめ、商店会等による賑わい創出に向けた取組支援、交通の
結節点といった強みを活かした広域連携の取組は、大きな成果として発信できるまで
に期間を有する事業ではあるものの、地域の課題に基づき、その課題解決策として大
きな可能性を秘めていることから、地域活性化に繋がる事業については、支援内容を
充実させ、今後も継続して実施していくこととする。
個店への直接的な支援も必要であり重要であるが、地域の課題をしっかりと把握・
認識をした上で、課題を共有するものづくり企業や商店会といったグループ単位、地
域・ブロック単位での支援として、長期的な取組みを視野にしっかりと継続して行う
ことで、地方創生の足掛かりとする取組みへの発展を目指すものである。
目標達成のための方針は以下のとおりである。
方針１．新たなヘルスケア産業創出に向けた取組（継続）
医療供給不足という地域課題に着目し、医療・看護・介護関連機器の開発をはじめ、
運動や食の改善による生活習慣病の予防など、新たなヘルスケア産業の創出に取組み、
地域の課題解決と併せ地域経済活性化の推進を図る。
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これまで、医療・看護・福祉機器開発をはじめ、各事業として取組を行っていたと
ころであるが、医療共有不足という共通の課題を有することから、これまでの事業を
「さいたまヘルスケア産業創出委員会」を中心とした、新たなヘルスケア産業創出に
向けたプロジェクトと位置づけ、産学官連携体制の維持・推進の上、効率的な運営を
図るとともに、事業成果の加速化を図る。
方針２．商店会等の支援による賑わい創出への取組（継続）
交通の利便性の向上に伴い、市外・県外からの買い物客の流入が見込まれる中、そ
れに反して流出についても懸念されるところである。ついては個店単位への支援はも
ちろんのこと、商店会、商店会連合会・複数店での活動支援として、共同売り出しや
地域ブランド、新たな回遊イベントを支援し、消費喚起の促進や賑わいの創出を推進
する。
近年、大型店、ショッピングセンター、スーパー等の出店やネット通販利用者の急
増など外部環境により商店街利用者数が減少したため、課題とされる後継者、業種構
成の不足や空き店舗などにより商店街の賑わいは衰退し、商店街の数は、ピーク時か
ら比べて約４分の３に減少してきた。[「埼玉県商店街振興の在り方検討会」報告書（案）
平成２９年１０月より]
そのため、これらの課題解決に向けた支援として、計画的かつ集中的な支援が求め
られることから、商店街において集客の取組として、消費喚起を促進する売り出しキ
ャンペーンや回遊イベントの実施などにより賑わいを創出する。
また、地元の食材や特産品を使った新たな商品や飲食メニューを開発するなど、付
加価値を高める地域特性を活かした地域ブランドの育成についても支援を実施する。
方針３．東日本エリアの各地域との広域連携による地域活性化（継続）
東日本の交通の結節点として、交通の利便性を活かした地域活性化策として、さい
たま市を中心とした「東日本連携・創生フォーラム」（２３都市参加）に参画をし、民
間ベースでの経済活動の活性化に向け、商工会議所の連携を促進し、ビジネスマッチ
ングをはじめ民と民の連携を推進する。
東京オリンピック・パラリンピックの開催予定をはじめ、市内における国際的なイ
ベントが開催されており、海外からの観光客も増え続けている中で、市内での回遊性
やリピート率の向上、さらには全国の各都市との観光客流入に向けた地域間競争が懸
念されている。こうした中、平成２７年度より、東日本の交通の結節点として、さい
たま市が中心となって「東日本連携・創生フォーラム」（現在２３都市）を設立し、広
域的な連携による地方創生に繋げるべく具体的な事業の検討を行っている。
今後は、こうしたフォーラムの仕組みの中で、民間が主役となって民間ベースの経
済活動を推進するため、ビジネスマッチングをはじめとする商工会議所の連携の加速
化を行う。
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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】
（第１期における取組と成果）
事業の持続的発展に向け、現状分析・現状把握、計画策定、実施、見直し・改善と
いったＰＤＣＡサイクルを事業者自らの手で回していくことが非常に重要である。し
かしながら、小規模事業者の多くが、人材等の問題から代表者が事業の大半を担って
おり、現状分析・現状把握や計画づくり等の計画経営を実施出来ていない状況にある。
当所としては、市内１０区域、業種を考慮し抽出した約２，６００の事業者（市内
小規模事業者の１０％）に対し、年２回地域の経済動向に関する調査を実施し、その
結果を経営指導員の個社支援において活用するとともに、ホームページに掲載するこ
とで、事業者自らの経営分析、計画策定において活用いただく等の取組を行ってきた。
前期間における事業実施の評価として、報告の内容が業種ごとに分析されているた
め、今後も継続して実施し、小規模事業者に活用いただく必要があるとしている。
しかしながら、アンケートの回収において、架電による回収率促進を目指した取組
を併せて実施したところ、「回答すること自体に時間を割くことが困難である」、「ア
ンケート自体に興味がない」といった反応も寄せられていることから、現状実施して
いるアンケート調査の回収・回答率の増加による効率的な実施とあわせて、当所にて
実施した中小企業景況調査の結果や他機関にて行った調査結果の情報を提供するな
ど、更なる工夫が必要であると考えられる。

［さいたま商工会議所 地域の経済動向に関するアンケート調査票］
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（今回の申請における取組の方向性）
管内小規模事業者の事業の持続的発展に向けた経営状況の分析や事業計画の策定、
見直し・改善を事業者自らが実施するための基礎資料としていただくことを目的に､前
期間における事業実施の評価結果としての継続実施（地域の経済動向に関するアンケ
ート調査）と併せて、その他、国・県・市などの公的機関によるデータや調査結果を
活用・提供しながら引き続き伴走型による支援を実施する。
（事業内容）
（１）地域の経済動向に関する調査（継続）
前期間における事業実施の評価結果からも、地域の経済動向に関するアンケート調
査については継続して実施する必要がある。その為、当所の会員データを活用し、市
内１０区域、業種を考慮した２，６００社に対し、業況、財務状況、経営課題等につ
いてアンケート調査を実施し、引き続き事業者のニーズの洗い出しを行う。
しかしながら、「回答することが困難である」・「アンケート自体に興味がない」と
言った声を踏まえ、アンケート実施回数については、過年度において回答された企業
を対象に年 1 回とすることで回収率の向上を図る。
また、小規模事業者へ提供する資料については年２回分のものを作成していたが、
年１回実施の資料とすることにより、小規模事業者が閲覧しやすく、また、基礎資料
として活用しやすいよう、アンケート項目や分析項目について都度検討しながら実施
する。
【アンケート実施内容】
・実施手段：郵送による発送・回収（架電による回収率促進含む）。
・調査項目：所在区、業種、従業員数、経営者の年齢層、業況、売上高、今後の
見通し、雇用の状況・現状、事業後継者の有無・取組状況、取引先・
顧客の動向、自社の強み、経営課題 など
【アンケート分析項目】
・業種別項目：業況、売上高比較、今後の見通し、経営課題、雇用動向
・エリア別項目：売上高比較、今後の見通し、経営課題
・経営者の年齢項目：事業後継者の有無・取組状況、経営課題
上記項目を分析することで、「ターゲット分析」、「競合分析」、「業種別の景況感」、
「業種別雇用動向」、「年齢別事業承継の取組状況（必要性）」、「支援ニーズ」を抽出
する。
（２）中小企業景況調査・ＬＯＢＯ調査（新規）
前期間における事業の実施及び評価結果を踏まえ、新たな取組として地区内商工業
者（２３０社）を対象に四半期ごとに実施する「中小企業景況調査」や、全国の商工
会議所管内の事業所３，８７５社（うち当所管内１０社）を対象に毎月実施する「商
工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）」等を利用し、地域の経済動向の調査、分析
を行う。
中小企業景況調査については、当所にて実施する「地域の経済動向に関するアンケ
ート調査」と重複する部分もあることから、「地域の経済動向に関するアンケート調
査」の内容を取りまとめる際に、数値結果の差異を検証するなどの参考とし、「商工
会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測）」については、全国的な経営環境や直面する課
題等の現状を示すデータとして小規模事業者の経営分析や計画策定時において提供
する。
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（３）市内区域の金融機関等が保有する経済動向調査結果を提供いただき、金融機関独
自の視点を参考にすることで、当所にて実施する地域の経済動向に関する調査や中
小企業景況調査・ＬＯＢＯ調査の結果を取りまとめる際に活用するなど参考資料と
する。（新規）
（４）上記（１）及び（２）の結果について、ホームページ並びに会報誌へ掲載する。
（継続）
（活用方法）
本事業にて実施する地域経済動向調査及び中小企業景況調査、ＬＯＢＯ調査の結果
を報告書として取り纏め、経営指導員が地域の経済動向として把握する。
経営指導員はその結果を踏まえ、市内小規模事業者の経営課題解決にあたる。
活用にあたっては、結果としての提供について情報ツール（ホームページや会報誌
への掲載など）を活用し、従来通り行うことはもちろんのこと、小規模事業者自らが
理解することが必要であることを念頭に、経営指導員が業種別の業況や経営課題など
の要点を小規模事業者に分かり易く伝えることにより、事業者がより深く理解出来る
よう意識の向上を目指す。
（目標）
現状

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

2

1

1

1

2,600

2,600

2,600

2,600

2

1

1

1

4

4

4

4

230

230

230

230

中小企業景況調査報告書作成回
数（回/年）

4

4

4

4

ＬＯＢＯ調査実施回数（回/年）

12

12

12

12

ＬＯＢＯ調査対象（社）

10

10

10

10

12

12

12

12

未実施

2

2

2

地域の経済動向に関する調査実
施回数（回/年）
地域の経済動向に関する調査対
象（社/回）
地域の経済動向に関する調査報
告書作成回数（回/年）
中小企業景況調査実施回数（回/
年）
中小企業景況調査対象（社）

ＬＯＢＯ調査報告書作成回数（回
/年）
市内区域の金融機関等が保有す
る経済動向調査結果の収集（回/
年）
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】
（第１期における取組と成果）
小規模事業者の持続的発展に向けたＰＤＣＡサイクルの入口として、状況分析・現
状把握を行うことが第一歩となる。しかしながら、小規模事業者の現状を鑑みると、
人材や資金不足等の問題から目の前の事業をこなしていくことに多くの労力を費や
し、さらには自らの経験、感覚による経営を行っていることから、経営状況の把握が
出来ていない状況にある。
当所としては、小規模事業者が最も取組み易く、また、自社の現状を顧みることの
できるＳＷＯＴ分析を目的としたチラシを作成し、経営分析に対する啓発活動を実施
する他、財務・税務分析、ＳＷＯＴ分析など分析手法に係るセミナーを開催するなど、
経営状況の分析に係る取組を実施してきたところである。
前期間における事業実施の評価として、窓口・巡回相談やセミナーを通じて経営分
析を実施した取組について一定の評価をいただいているものの、分析の手法や重要性
を小規模事業者に対し根底から認識させ、事業計画策定や販路開拓に繋げることが重
要であるとの意見をいただいている。実際に当所の支援を受けられず、今も成り行き
経営を行っている小規模事業者も多く存在することから、更なる事業者の意識改革を
促し、経営分析を行う小規模事業者の掘り起しが求められている。
また、消費者などの顧客のニーズは、経済情勢や技術革新による趣向の変化などに
より常に変化し続けていることから、それらのニーズを的確に捉え、個社とニーズと
の差異を縮め、的確に対応して行くことが重要であり、かつ課題となっている。
（今回の申請における取組の方向性）
前期間の評価結果において「分析の手法や重要性の認識」とあるように、小規模事
業者に対し、経営の現状を把握し計画を立て実行していくことの重要性についてより
深く理解していただくため、ＳＷＯＴ分析などの分析手法にとどまらず、その必要性
についても記載した広報チラシの作成、会報誌による周知、経営分析を簡易に出来る
公的機関で使用されている中小企業ビジネス支援サイトの活用などを巡回、窓口相談
時に啓発し、経営状況の分析を行う小規模事業者の掘り起しを行う。
（事業内容）
（１）前期間の評価結果を踏まえ、現状配布しているＳＷＯＴ分析の分析手法だけを記
載したものでなく、経営状況の分析・事業計画策定・実施・改善がいかに重要かを
訴求した広報チラシを作成し、窓口に設置し、来所された小規模事業者に対し周知・
説明するとともに、巡回相談時にも積極的に配布し、分析を実施する小規模事業者
の掘り起こしを行う。（継続）
（２）前期間の評価結果からも、小規模事業者自らが自社の知的資産（強み）の把握や、
財務面における各指標の見方、活用方法等について習熟する必要があることから、
それらを目的としたセミナーを継続して実施する。（継続）
（３）売上や利益確保に向け自社の経営を見直す必要のある小規模事業者や広報チラシ
による掘り起しをした小規模事業者及び、セミナーに参加した小規模事業者などに
対し、自社の強み、弱みについて検討、確認した上で、経営指導員等とともに実効
的な経営分析を行う。（継続）
（４）経営分析を行う中で、専門的な知見を要する課題が抽出された際には、よろず支
援拠点や中小企業基盤整備機構のコーディネーター及びミラサポ、当所登録の専門
家を活用し支援を行う。（継続）
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（５）小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金等の申請支援を行う際に、単に申
請を目的とした経営分析、計画策定にとどまらず、当該小規模事業者の中長期的な
事業計画を策定するよう促し、改めて計画経営の重要性を認識していただく。
（継続）
（分析手法）
（１）分析対象：地域内の小規模事業者に対し、窓口・巡回相談、セミナー開催を通じ
て相談のあった小規模事業者や案件を対象とする。また、マル経融資や経営革新計
画の承認申請、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、経営分
析に繋がる小規模事業者についてもあわせて対象とする。
（２）分析項目
〔定性面〕
：分析項目は、①内部環境（強み・弱み）、②外部環境（機会・脅威）とす
る。特に持続的成長の秘訣ともいえる、知恵・経験・工夫・ノウハウな
ど小規模事業者の目に見えない知的資産（強み）の抽出・分析に注力し、
小規模事業者と経営指導員がともに考えながら実施する。
〔定量面〕：財務における①売上高、②売上原価、③販売管理費、④利益（売上総利
益・営業利益・経常利益）、⑤資金繰りをメインとして、必要に応じ売上
高営業利益率、損益分岐点、流動比率等についての分析を行う。上記と
同様に小規模事業者が主体となり実施する。
（３）分析方法
〔定性面〕：まず第 1 に、小規模事業者が抱える経営課題を抽出し、課題に応じた対
策を検討し、自社の強みや弱みなどを把握・再認識する。
小規模事業者に対しては、内部環境や外部環境を整理するため、
「ＳＷＯ
Ｔ分析」などにより経営指導員が分析。その後に売上高や原価率、経常
利益などが示す目に見える数値的な状況を経営指導員が説明すること
で、現実性を持たせ理解を深めていただく。
〔定量面〕：小規模事業者の相談の機会を捉え、決算書類をもとに中小企業基盤整備
機構が提供している中小企業ビジネス支援サイト（Ｊ‐Ｎｅｔ２１）の
「経営自己診断システム」や日本政策金融公庫の「財務診断サービス」
を活用する。
（活用方法）
経営指導員が小規模事業者と伴走しながら共に考え、分析対象者に対し分析・状況
把握から分析結果のフィードバックを通じ、そこから目に見える形（事業計画の作成）
となるよう支援を行う。また、事業計画作成後には、国の施策である各種補助金など
も視野に入れることで、小規模事業者に積極性を促し、自らが分析・計画作成等を行
えるよう成長することを目指す。
（目標）
現状

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

3

4

4

4

経営分析セミナー参加者数（人）

45

55

57

60

経営分析件数（件）
※補助金支援を除く

97

100

110

120

経営分析セミナー開催回数（回/
年）
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
（第１期における取組と成果）
小規模事業者が計画経営を行うことは、近年実施されている国の施策からも非常に
重要な要素である。しかしながら、時間的な制約や必要性を感じない事業者が多く、
国の意向を汲み取り、企業の持続的発展を真剣に考えた企業のみが、その重要性を認
識し、実践している状況である。
当所としては、小規模事業者が状況把握として財務状況、競合他社の動向など自社
の経営分析を行ったうえで、次のステップとして事業計画策定に取り掛かることを念
頭に、窓口・巡回相談や事業計画策定に係るセミナー等を通じ、支援を実施したとこ
ろである。
事業実施の評価として、セミナーの開催並びに参加者数、事業計画策定に係る取組
については一定の評価をいただいているものの、創業に係る計画策定支援や事業の持
続的発展において重要な要素である事業承継計画策定に向けた支援については、他の
支援機関などを活用し改善する必要があるとの評価をいただいている。
そのため、より多くの小規模事業者が計画を策定し、その計画に沿って事業を実施
して行くことこそが、企業の持続的発展に繋がるとの認識を植え付けさせ、また、創
業支援・事業承継支援については実施する内容を工夫するなど改善し、注力していく
必要がある。
（今回の申請における取組の方向性）
より多くの小規模事業者が計画経営を実践し、持続的発展を遂げていくためには意識
改革が先ずもって必要となる。意識改革にあたっては、事業者同士のネットワーク（口
コミ）による広がりといった点が効果的であることから、事業計画策定に際しては業
種業態に偏らない継続的な支援を実施することで、事業者同士のネットワークからの
訴求を通じ、「頼れる商工会議所」としての地位を確立する。
また、事業実施の評価にもある通り、創業支援、事業承継支援について継続的に実
施するとともに、あわせて取組内容を改善していくことで、小規模事業者の事業計画
策定を支援する。
（事業内容）
＜事業計画策定支援・経営革新計画策定支援＞
前期間における事業の評価結果より、セミナーの開催並びに参加者数、事業計画策
定に係る取組については、一定の評価をいただいている。
しかしながら、昨年度当所が支援した小規模事業者において、経営分析を通じ計画
策定までに至った業種については、サービス業（５８．４％）、商業（２１．２％）が
多く、片寄りが生じている。特に建設業などについては、時間的制約からなかなか機
会が見つけられていない状況にあるため、そこに焦点を合わせ、業種に特化した計画
経営の重要性及び業種特性のある計画策定の方法などについて、事例を交えながら支
援を行うなど、以下の事業を実施する。
（１）分析結果から導き出される課題を解決することで売上の増加に繋がるなどの有効
性を示しながら、新たな計画策定に向けたセミナー等を実施し、業種ごとの事例を
明示したうえでの計画策定演習を行う。セミナー終了後には参加者アンケート調査
によるヒアリングを行い、計画策定に意欲がある小規模事業者については、経営指
導員が巡回や窓口相談を重ね支援を行う。また、専門的な課題については専門家を
派遣するなどにより計画策定に向けた支援を行うことで、小規模事業者の意識の向
上を図る。（継続）
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（２）セミナーに参加したものの、積極的に次の一歩への踏み出しに躊躇いのある事業
者や、セミナー自体への参加・相談時間の予定確保が難しい小規模事業者に対して
は、中小企業基盤整備機構の「経営計画作成アプリ 経営計画つくるくん」を紹介
し、不明な点はメール等で担当経営指導員に問合せをしていただくなど、フォロー
アップを行うことで計画策定を支援する。また、相談を密に行える小規模事業者に
ついては、窓口・巡回相談による事業計画策定を継続して支援する。（継続）
（３）小規模事業者の事業計画策定にあたり、資金調達を希望する小規模事業者に対し
ては、埼玉県・さいたま市の制度融資や日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発
達支援資金」の活用が事業計画策定へ繋がることへの提案を行う。長期的な返済を
希望する事業者には、返済期間が最長２０年となる「小規模事業者経営発達支援資
金」について説明し、返済計画を含め支援する。（継続）
（４）埼玉県では経営革新計画に力を入れていることから、付加価値の向上に取組む可
能性を秘めた企業には窓口・巡回等で経営指導員が作成提案をし、必要に応じ、当
所登録の外部専門家等の見識も交え、計画策定を支援する。（継続）
（５）マル経資金の申込をされる小規模事業者には、担当する経営指導員が推薦書を作
成するため、それをベースにした事業計画の策定を支援する。（継続）
（目標）
現状
事業計画作成セミナー開催回数
（回/年）
事業計画作成セミナー参加者数
（人）
事業計画策定件数（件）
※融資等を通じた事業計画策定
件数を含む（補助金支援を除く）
経営革新計画策定件数（件）

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

2

2

2

2

35

37

39

40

97

100

110

120

30

33

36

40

＜創業計画策定支援＞
さいたま市の現状として、廃業する事業者が多いものの、反して機会を求めて創業
する事業者の数も多く存在する。創業するにあたり当所に相談する起業予定者の大半
は、金融支援を求めたものであり、立地条件や商圏、競合他社の状況や住民の年齢層
などを踏まえた、もう一歩踏み込んだ計画策定に係る支援が必要であるものの、一過
性の支援にとどまっている現状にある。
また、前期間における事業の評価結果からも創業支援に係る取組については、今後
も継続しながらも、創業者が事業を継続して実施できるよう、支援内容を充実させる
取組が必要であるとしている。
今後、当所としても創業に関する取組については注力する必要があると認識してお
り、そのような現状を鑑み、創業準備期間から方向性の具体化、資金調達・人材確保
などを含め、実効性の高い計画策定に向けた支援を関係機関等と連携しながら、改善・
実施し、更なる創業者の増加に努める。
（１）当所が「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業として、（公財）さいたま市産
業創造財団、創業ベンチャー支援センター埼玉、（株）日本政策金融公庫などと連携
し、例年実施している「さいたま女性創業塾」（計３０時間～４０時間）を開催し、
創業計画策定に必要な知識を講義とグループワークで身に付けていただく。（継続）
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（２）現在、起業に関心があり起業したいと考えているが、具体的に準備を行っていな
い「起業希望者」及び、起業に向けて具体的な準備を行っている「起業準備者」の
「女性」をターゲットとした先駆けとして「女性創業塾」を実施してきたところで
ある。今後は、
「女性創業塾」の充実を図るため、市場ニーズの高い業種・業態を捉
えた「ハンドメイド」を内容とするなど、創業後の事業展開において即効性があり、
かつ実効性のある事業となるよう工夫し、他団体と差別化を図った内容により開催
する。（継続）
（３）創業に係る準備や創業後の円滑な事業推進をトータル的にサポートするため、積
極的な窓口・巡回相談を通じ、業種毎の特性を考慮した方向性（コンセプトや将来
像：高成長型、安定成長型、持続成長型）の具体化や開業手続きの手法、その後の
税務申告、資金調達、人材確保などを踏まえ、実効性の高い創業計画及び将来の安
定経営に向けた中長期的な事業計画策定支援についても継続して実施する。（継続）
（４）創業計画策定に際しては、地域の経済動向や需要動向、「貸出審査事典」、「家計消
費調査」、「Ｊ－ＮＥＴ２１」、商圏検索サイト「マケプラ（Market Platform）」な
どを活用することで、今後想定される業種独自の経営課題を認識しながら、地域住
民の年齢層や所得層、競合他社の状況、商圏範囲などを踏まえ、創業においてより
良い立地条件を提案するなど、更に一歩踏み込んだ計画策定に係る支援を行う。ま
た、専門的な課題に対しては、「よろず支援拠点」や「ミラサポ」及び当所の専門家
を活用し、創業実現に向けた課題解決を行う。（継続）
（５）新たな創業支援ツールとして、創業における成長段階において必要となる事項（方
向性の具体化から創業計画作成方法・販路開拓手法など）を時系列順に網羅した「創
業マニュアル（仮称）」を作成し、窓口・巡回相談時に経営指導員が使用することで、
創業支援スキルの向上を図るとともに、創業者（予定者）に提供することで都度生
じる課題の解決に向けた一助とするなど活用いただく。（新規）
（目標）
現状
さいたま女性創業塾開催回数（回
/年）
さいたま女性創業塾受講者数
（人）
窓口相談件数（件）
創業計画策定件数（件）
（うち女性創業塾受講者数）

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

6

6

6

6

13

20

25

30

20

25

30

35

6
(2)

8
(3)

10
(4)

12
(5)

＜事業承継計画策定支援＞
さいたま市全体の課題でもある、「将来の急激な少子高齢化」が見込まれる中、当所
としては、企業の持続的発展に不可欠な事業承継について注力していく必要がある。
当所独自で実施している地域の経済動向に関するアンケート調査結果によると、経
営者の年齢が３０歳代から６０歳代までにおいて、各年齢別の半数以上で事業後継者
がいない状況にある。
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［さいたま商工会議所 地域の経済動向に関するアンケート調査
（平成２８年１１月実施分）より抜粋］

現在、小規模事業者からの相談に対し、事業承継の必要性や課題抽出等を通じ、計
画策定に向けた支援を実施しているものの、小規模事業者にとっては「重要度は高い
が後回し」、「内部のことなので相談しにくい」といったこともあり、少なからず相談
はあるものの、近年では計画策定まで至っていない現状にある。
しかしながら、平成２８年１月に「埼玉県事業引継ぎ支援センター」が組織された
ことにより、事業承継に関する潜在的なニーズの掘り起こしを具体的に始めたころで
ある。
また、前期間における事業の評価結果からも、事業承継については事業の持続的発
展において非常に重要であるため、埼玉県事業引継ぎ支援センターを有効に活用し、
継続して支援を実施する必要があるとしており、これを機会として捉え、小規模事業
者の事業承継支援を以下の内容により実施する。
（１）窓口・巡回相談において、中小企業庁にて作成された、
「事業承継診断票」を活用
し、経営指導員等が事業承継の必要性の有無を確認する。（新規）
（２）事業承継計画の策定に向け、「プレ承継」といわれる「経営状況・経営課題等の把
握（見える化）」、「事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）」を行い、課題解決に向
けた支援を行う。（継続）
（３）事業承継の最優先事項である後継者が決まっている場合は、「資産」と「経営」を
集中させるスムーズな移行に向けた事業承継計画策定の支援を行う。（継続）
（４）事業承継の課題解決策として、第三者承継やＭ＆Ａといった専門的な支援につい
ては、「埼玉県事業引継ぎ支援センター」に繋げるなど、商工会議所の担う業務を明
確化し、事業承継に関してトータルでの支援を行う。
また、経営戦略として自社の譲渡・譲受を希望する企業を「埼玉県事業引継ぎ支援
センター」のデータベース登録に繋げ、Ｍ＆Ａの拡充・加速化を図る。（継続）
（５）事業承継計画の策定に向けたセミナーを実施する。セミナーでは、事業承継の概
要及び必要性や、事業承継計画を策定して承継を行ったような実践者による事例を
含めた内容の他、特に事業承継にかかる法律並びに税務に特化した専門家も招き、
理論と実践で構成する内容とし、早期着手を狙いとした５０歳代及び課題として直
面しているであろう６０歳代の代表がいる小規模事業者を主な対象とする。その際
は、小規模事業者こそ知的資産（強み）の承継が大事であるということに力点を置
く。（継続）
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（目標）
現状

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

15

20

25

30

事業承継セミナー開催回数（回/
年）

1

1

2

2

事業承継セミナー参加者数（人）

8

15

30

35

未実施

50

100

150

15

20

25

30

9

20

30

50

巡回・窓口相談件数（件）

事業承継診断実施企業数
事業承継計画策定に係る課題解
決支援件数（件）
事業引継ぎ支援センターへの取
次件数（件）

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
（第１期における取組と成果）
前期間における事業実施の評価において、事業計画策定後については「フォローア
ップの回数を増やすこと」で都度発生する課題の抽出やそれに付随する改善が見込ま
れ、真の意味で小規模事業者の持続的発展が図れるとの評価をいただいており、当所
の支援により計画を策定した小規模事業者については、３カ月に 1 度を目途にフォロ
ーアップを実施するよう努めている。
計画策定により売上や利益が向上した企業については一定の効果があったものの、
利益が減少した、若しくは変わりがなかったといった事業者については、その後の一
歩を踏み出せずにおり、あわせて当所に相談することも出来ずにいる現状にある。
当所としても、企業の課題抽出については面談時におけるものが大半であることか
ら、企業の課題を積極的に抽出する仕組み作りが必要となっている。
（今回の申請における取組の方向性）
現状における当所のフォローアップの手段については、電話やメールによる連絡も含
まれている。しかしながら事業実施の評価である小規模事業者の持続的発展に向けた
フォローアップとしては、事業者と直接面談することでしか引き出せない思考や、潜
んでいる課題が多く存在することから、事業者への巡回訪問を最優先とした方法に切
り替える。
また、当所が特に注力していく必要のある創業支援及び事業承継を支援した小規模
事業者に対しては、その成長過程・進捗過程を確認しながら段階的な成長が図れるよ
う、計画策定後の販路開拓支援や計画の見直しなどを支援する。
（事業内容）
（１）経営分析・事業計画策定が図れた事業者や創業支援・事業承継支援を実施した事
業者に対し、進捗状況の確認・課題抽出を目的とした巡回訪問を実施し、必要に応
じマル経融資や経営革新計画策定、補助金申請など、その後に繋がるよう支援を行
う。
また、前期間における事業実施の評価として、フォローアップの回数を増やし課題
の抽出を図ること、創業・事業承継支援については支援件数の増加や支援手法の工夫
が必要であるとの評価をいただいていることから、課題抽出や課題解決に向けた支援
を継続的に実施する。フォローアップは３カ月に 1 度の頻度で実施し、巡回訪問での
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フォローアップを最優先とするが、必要に応じて電話やメール等でも実施する。なお、
特に創業・事業承継支援先については、売上・利益確保が優先事項であるため、販路
開拓や現状分析に力点を置いた支援を実施する。（継続）
（２）小規模事業者が直面した専門的な課題に対しては、よろず支援拠点、ミラサポ、
当所登録の専門家等を活用し、課題の解決を図る。（継続）
（目標）
現状

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

97

100

110

120

154

400

440

480

経営革新計画策定件数（件）

30

33

36

40

経営革新計画策定者に対するフ
ォローアップ支援延べ回数（回/
年）

42

132

144

160

6

8

10

12

16

32

40

48

15

20

25

30

1

80

100

120

事業計画策定件数（件）
※補助金支援を除く
事業計画策定者に対するフォロ
ーアップ支援延べ回数（回/年）

創業計画策定件数（件）
創業計画策定者に対するフォロ
ーアップ支援延べ回数（回/年）
事業承継計画策定に係る課題解
決支援件数（件）
事業承継計画策定に係る課題解
決支援者に対するフォローアッ
プ支援延べ回数（回/年）

５．需要動向調査に関すること【指針③】
（第１期における取組と成果）
小規模事業者が持続的発展を図るにあたり、事業者自らがＰＤＣＡサイクルを円滑
に回すことが重要であり、そのＰＤＣＡサイクルを実施するには、市場の動向・需要
動向の把握は必要不可欠である。
しかしながら、大半の小規模事業者が、自社の商品・サービスばかりに目が向きが
ちであり、それらを購入・利用する消費者などの観点・視点については考慮していな
いことが大半である。
当所としては、インターネットや書籍を活用するとともに、商談会等を実施してい
る関係団体との情報交換を通じ、業種ごとの需要動向について情報収集を行いながら、
あわせて窓口相談時に需要の動向についてのアンケート調査を実施している。
アンケート調査の内容としては、業種毎であり、かつ景気の動向にあわせて顧客か
ら求められているもの（商品・サービス）について調査を実施しており、その結果を
面談時並びにホームページにより提供している。
前期間における事業実施の評価として、当所の取組により事業者目線からの需要動
向に関するアンケート調査結果については、業種ごとにまとめられているとの評価を
いただいているものの、企業の更なる発展を目指すためには、消費者やバイヤーに最
も近い小規模事業者自身が商品などに対する需要動向、市場の動向を調査することの
重要性を認識していただくことが課題であるとしている。
- 20 -

（今回の申請における取組の方向性）
事業実施の評価にもある通り相談企業を対象として実施している窓口アンケートに
よる需要動向調査（事業者目線）については、データの積み上げにより浮き彫りとな
る課題もあるため、継続して実施し、経営分析、事業計画策定や販路開拓といった個
社支援の際に提供し、活用していただく。
また、新たな取組として、業種だけでなく、商品やサービスについても多種多様に
存在することから、小規模事業者自らが顧客に対して需要動向の調査が行えるよう、
アンケートのポイントを含めて経営指導員がともに考え、提案するなどの支援を実施
する。
（事業内容）
（１）前期間における事業実施の評価結果より、関係団体などからの情報収集について
は、今後も継続して実施することが求められている。
ついては、企業の受発注情報のデータベース化や商談会等を実施している（公財）
埼玉県産業振興公社や（公財）さいたま市産業創造財団、市内金融機関等と連携し、
業種別の需要動向について情報収集を行うとともに、シンクタンクや統計局等の業種
別動向調査等のデータを収集し、事業計画策定、見直しを行う小規模事業者のニーズ
に合った取扱商品や、提供するサービス等についての需要動向の情報を提供する。
併せて、当所ホームページに業種ごとの需要動向についての情報を掲載し、広く市
内小規模事業者に対し提供する。（継続）
（２）前期間における事業として、経営者に対し商品・サービス等の需要動向について
アンケート調査を実施し、経営者目線から見た需要動向について把握し、小規模事
業者への支援に役立てている。事業実施における評価として、上記の取組などにつ
いては継続して実施するとともに、消費者やバイヤー目線での調査についても需要
動向において重要な要素であるとの評価から、小規模事業者自らが自社の販路開拓
に繋げるためのアンケート調査（消費者やバイヤーを対象）に係る支援を新たに実
施し、事業計画策定及び計画の見直し、改善による販路拡大に繋がるよう個別支援
時に提供する。（継続・新規）
１）刻々と変化する商品・サービスに対するニーズ等に対し、自らが考え、変化に対
応していくことが望ましいことから、
「広域ビジネス交流会」参加企業を対象に、小
規模事業者が展示会への出展時等に実施する需要動向調査アンケートの作成支援等
を実施する（新規）。
①対
象：主に当所の受発注促進を目的とした「広域ビジネス交流会」参加企業
（ＢｔｏＢ取引企業）の中から、自社の商品を売り込みたい事業者を対
象とし、回答いただく対象は取引先企業（バイヤーなど）とする。
②調査方法：展示会等出展時及び事業場において書面によるアンケート（サンプル
数は１０件程度を想定）とする。
③調査内容：①バイヤー目線によるトレンドや売れ筋商品などの消費者動向、②市
場規模、③商圏、④競合他社の動向とし、独自性のある商品について
はその他項目を追加する。
④支援内容：アンケートの内容やデザイン、調査実施時期等について経営指導員が
アドバイスを行い実施するとともに、結果の集計方法（クロス集計な
ど）や特に小規模事業者にとって最も重要となる分析手法について支
援する。
⑤活用方法：アンケートにより得られたデータを分析し、商品・サービスが自社の
ターゲットやニーズに即しているか分析し、今後の方向性を検討する。
⑥小規模事業者に対する効果：商品やサービスの棚卸が行えることで今後の見直しや
改善に繋げられる。
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２）刻々と変化する商品・サービスに対するニーズ等に対し、自らが考え、変化に対
応していくことが望ましいことから、小規模事業者が店頭にて実施する需要動向調
査アンケートの作成支援等を実施する（新規）。
①対
象：主に当所の受発注促進を目的とした「広域ビジネス交流会」参加企業
（ＢｔｏＣ取引企業）の中から、自社の商品を売り込みたい事業者を対
象とし、回答いただく対象は消費者とする。
②調査方法：店頭において書面によるアンケート（サンプル数は５０件程度を想定）
とする。
③調査内容：①消費者目線によるトレンドや売れ筋商品、②商品単価の高低、③購
入等に係る利便性、④工夫すべき点を項目とし、独自性のある商品に
ついてはその他項目を追加する。
④支援内容：アンケートの内容やデザイン、調査実施時期等について経営指導員が
アドバイスを行い実施するとともに、結果の集計方法（クロス集計な
ど）や特に小規模事業者にとって最も重要となる分析手法について支
援する。
⑤活用方法：アンケートにより得られたデータを分析し、商品・サービスが自社の
ターゲットやニーズに即しているか分析し、今後の方向性を検討する。
⑥小規模事業者に対する効果：商品やサービスの棚卸が行えることで今後の見直しや
改善に繋げられる。
３）「経営者ヒアリング」による調査（継続）
①目
的：ＢｔｏＢ取引をする小規模事業者から商品等の需要動向について相談
があった際、それに応えるため。
②対 象 者：経営者に対し調査する。
③調査方法：アンケート（調査対象者数１００件／月程度を想定）によりヒアリング
をする。
④頻
度：相談が発生した際にヒアリングを行う。
データベース（後述）にあるものはデータベースを参照する。
⑤調査項目：ⅰ)自社の業種について
①製造業、②卸売業、③小売業、④建設業、⑤飲食業、⑥理美容業、
⑦不動産業、⑧サービス業、⑨その他
ⅱ)自社の景況感について
①好転している、②変わりない、③悪化している
ⅲ)商品、サービス等の需要動向
①商品・性能の良いもの、②価格の安いもの、③安全性の高いもの
④短納期・短時間のもの、⑤デザイン性の高いもの、⑥ブランド力（知
名度）の高いもの、⑦利便性（アフターフォロー等）の高いものなど
⑥活用方法：ヒアリングした日時や企業先などを記録し、自社の業種・景況感ごとに
商品、サービス等の需要動向調査結果を集計し、相談者目線の需要動
向をデータベース化する。
⑦提供方法：相談があった際にデータベースを調べ、結果を相談者に提供する。
データが無いものは新たに経営者ヒアリングを行う。
⑧小規模事業者に対する効果：事業計画策定時の基礎データと出来るとともに、取扱
商品や提供するサービス等の見直しや改善に繋げられ、ゆくゆくは小規
模事業者自らが自社商品・サービスに対する需要動向調査を実施するこ
とで、時代のニーズに沿った商品やサービスを提供することが出来る。
４）「インターネットや書籍の活用」による調査（継続）
①目
的：主にＢｔｏＣ取引をする小規模事業者から商品等の需要動向調査が
あった際、それに応えるため。
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②調査方法：相談に応えられる、需要動向調査データ（例：消費者アンケート）を
検索する。
③頻
度：相談が発生した際に実施。
④調査項目：ⅰ)消費者意識・行動の状況
消費者が商品やサービスを選ぶ際の行動（内容を理解したうえで商
品やサービスを選択しているか、どのような商品・サービスに消費
しているかなど）や意識（実際に商品を見てから購入する、同じ店
舗を利用するかなど）。
ⅱ)商品・サービス利用世代のインターネット・通販の利用度
消費者の世代間におけるインターネットの利用状況や通販の利用
度合い、必要に応じて支払形態などについて調査する。
ⅲ)商品の売れ筋状況及び地域比較、市場動向（伸縮状況）、新商品情報
など
⑤活用方法：広く有益な情報となるサイトや書籍については、経営指導員の間で共有
を図り、小規模事業者からの相談に対し都度活用する。
⑥提供方法：調べた結果をプリント若しくはメール送信し、相談者に提供する。
⑦小規模事業者に対する効果：事業計画策定時の基礎データと出来るとともに、取扱
商品や提供するサービス等の見直しや改善に繋げられる。
５）よろず支援拠点の活用による調査（継続）
①目
的：１）～４）による対応が難しい場合の相談ニーズに応えるため。
②調査方法：経営指導員とよろず支援拠点の専門家と連携し、どのような需要動向
調査を行うか協議する。
③頻
度：１）～４）で対応しきれない相談が発生した際に実施。
④調査項目：上記１）～４）の調査項目を対象とし、業種業態や消費者や企業のニー
ズ・シーズに応じて都度追加等を行う。
⑤活用方法：連携の結果、得られた成果物を相談者に渡す。
⑥小規模事業者に対する効果：事業計画策定時の基礎データと出来るとともに、取扱
商品や提供するサービス等の見直しや改善に繋げられる。
（目標）
現状
（１）関係機関からの情報収集及
びホームページへの掲載回数（回
/年）
（２）１）展示会出展時等アンケ
ート調査支援件数（件）
（２）２）店頭アンケート調査支
援件数（件）
（２）３）「経営者ヒアリング」
調査件数（件）
（２）４）
「インターネット等の
活用」調査件数（件）
（２）５）「よろず支援拠点の活
用」調査件数（件）

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

9

12

12

12

未実施

2

3

4

未実施

2

3

4

823

1,100

1,150

1,200

随時

随時

随時

随時

0

1

2

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】
（第１期における取組と成果）
当所では、経営分析、事業計画策定に至った管内小規模事業者に対し、その計画に
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基づき実施する新たな需要開拓、販路拡大に向けた取組に対する支援策として、各種
交流会や商談会を実施してきたところである。
当該事業については、参加者は順調に推移しており、開催後のアンケートからも「今
後の取引に繋がりそう」・「ネットワークの構築ができた」という回答が多数ある。
しかしながら、その後、実際の取引に結び付いているか、あるいは共同で事業を開
始すること等に結び付いているかについてはフォローアップ実施の仕組みが明確でな
かったこともあり、不透明になってしまっており、実質の小規模事業者の需要開拓、
販路拡大に必ずしも結び付いておらず、前期間における事業の評価結果としても、事
業実施後の支援やその支援過程が重要であると評価いただいている。
また、交流会、商談会に参加していない大多数の小規模事業者については、今後の
需要開拓、販路拡大の支援すら受けられていない状況にある。
このようなことから、前期間においても実施している各種交流会や商談会について
はもちろんであるが、こうしたイベントに参加できない小規模事業者に対する支援に
ついて充実させ、広く需要開拓、販路拡大に向けた取組実施を促していく必要がある。
（今回の申請における取組の方向性）
前期間より実施している各種交流会や商談会については、引き続き参加者にとって
より効果が上がるイベントとして実施し、フォローアップ実施方法を明確にし、積極
的に実施することで、より取組の成果が上がるものとする。
また、イベント以外の支援については、当所経営指導員に加え、中小企業診断士を
含めた専門家、支援機関と連携を図りながら、需要の開拓において有効なＩＴに係る
取組を含め小規模事業者ごと個別に支援を実施する。
（事業内容）
（１）商談会参加企業に対する受発注支援（継続）
現在、当所及び蕨商工会議所、埼玉県よろず支援拠点、埼玉県事業引継ぎ支援セン
ター、中小企業基盤整備機構との協力により実施している「広域ビジネス交流会」に
ついて、実際の取引への結び付きをより強固なものとし、更なるビジネスチャンスの
拡大を図るべく、近隣の商工会議所・商工会と協力し、参加者の区域拡大による新た
な需要拡大を継続して行う。併せて、さいたま市、（公財）さいたま市産業創造財団
との協力による、ＢｔｏＢの受発注商談会として「ＢＩＺ ＳＡＩＴＡＭＡ さいた
ま市産業交流展」についても引き続き実施し、参加者のアンケート内容を汲み取り、
より成果を求めるため実施後にフォローアップを行う。
１）広域ビジネス交流会
開催目的：売買のみならず情報交換も含む広義のマッチングの場をつくり、中長
期的な視点で販路開拓に繋げていくことを目的とし開催する。
また、年 2 回開催するものとし、1 回目は工業系企業を対象、2 回目は
全業種を対象とする。
支援対象：域内 中小企業・小規模事業者。
参加者数：全体：２０１者/年、当所：１１７者/年（平成２７年度）
全体：１８９者/年、当所：１２３者/年（平成２８年度）
訴求対象：新たな需要開拓や販路拡大を求める域内小規模事業者。
参加前の：参加希望者に対して、業種と事業内容を記載した参加者名簿を事前に
取
組 配布することで、当日のターゲットを絞った、より効果のあるビジネ
スマッチングを支援する。
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２）ＢＩＺ ＳＡＩＴＡＭＡ さいたま市産業交流展
開催目的：成長性の高い産業分野（「医療・ヘルスケア」、「環境・新エネルギー」、
「防災」）にテーマを絞ってビジネスマッチングを行い、新事業の展開
及び成長を支援することを目的とし開催する。
出展者数：全体：１０３者/年、当所：３１者/年（平成２７年度）
全体：１２５者/年、当所：４１者/年（平成２８年度）
来場者数：４２７人/年（平成２７年度）、５４７人/年（平成２８年度）
支援対象：域内 中小企業・小規模事業者。
訴求対象：成長性の高い産業分野（「医療・ヘルスケア」、「環境・新エネルギー」、
「防災」）に係るマッチングを希望する域内小規模事業者。
参加前の：成長性の高い産業分野をテーマに課題解決を目指す国内外の大手企業
取
組 等のニーズを公開し、これにチャレンジする企業を募る取組を行う。
【実施後のフォローアップ】
１）交流会・２）商談会実施の翌年度にアンケート調査（年 1 回）を行い、実施
後における受発注の成果について確認を行い、成果の結果に応じた支援を以下の通
り実施する。
①成果の得られなかった参加者への支援
・受注の成果が得られなかった理由を、商品・サービスのトレンドを含めた需
要動向から検証し、商談会を実施する他の支援機関との連携により発注先を
模索するなどニーズに即した販売促進を支援する。
・発注の成果が得られなかった理由を、発注内容（ニーズ）から検証し、他地
域にて実施されている商談会などへの参加提案や、商談会を実施する他の支
援機関との連携により受注先の選定など支援を行う。
②成果の得られた参加者への支援
・交流会・商談会参加時に引き合いがあった企業に対し、企業との取引に繋が
るように、その後のアプローチ方法について具体策を相談しながら支援を行
う。
・更なる受発注の拡大に向け、他地域にて実施されている交流会・商談会への
参加などへの提案やＩＴ活用などによる販路拡大を支援する。
（２）ＩＴを活用した新たな需要開拓への支援（継続）
近年、ＩｏＴ（モノのインターネット化）の考え方が普及していることから、資源
が限られている小規模事業者にとっては、ＩＴを活用し売上を拡大するなどの取組が
必須となっている。
当所の支援としては、ホームページの改修・構築やＴｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂ
ｅ動画などの活用において相談があった際に都度対応しており、積極的な支援に至っ
ていない状況にある。
今後ＩＴ技術の更なる普及が見込まれることから、ＩＴ活用に係る取組への支援に
ついては、当所からの働きかけによる支援を拡大する必要がある。そのため窓口や巡
回相談を通じ、ホームページの改修・構築、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ動画な
どの必要性や活用・作成方法の支援だけでなく、新たなＥＣサイトの構築など小規模
事業者の成長段階に応じた支援を実施し、専門的な内容については、ウェブコンサル
タントやウェブデザイナーなどの専門家を活用しながら支援を実施する。
（３）新たな需要の開拓に向けたセミナーの実施（新規）
現在、小規模事業者の新たな需要開拓を図るための入口支援として、窓口や巡回
相談時において交流会や商談会の活用、自社の存在や商品・サービスのＰＲ手法など
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について支援を行う他、販路開拓を内容としたセミナーの実施による支援を行ってい
る。
しかしながら、販路開拓を内容としたセミナーについては、近年、商品の売り方や
ターゲットの選定、営業方法の改善といった限定的な内容に偏っている状況にあり、
これから新たな需要の開拓に取組む小規模事業者にとっては内容が絞られているこ
とで逆に参加しづらいこともあり、掘り起しに繋がっていなかったといえる。
上記を踏まえ、現在実施しているセミナーの内容について、これから販路開拓に取
組む事業者を対象とした内容を新たに実施することで、支援対象者の掘り起しを行う
とともに、現在実施している交流会、商談会への参加や個別の支援へ繋げていく。
【実施予定内容】：①小規模事業者が入口として取組み易いホームページの活用・
構築
②Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ動画などの活用やＥＣサイ
トの構築
③小規模事業者からニーズの強いＰＯＰ活用
など
（４）外部団体等が主催する展示会・専門見本市等への出展方法支援（新規）
現在、新たな需要の開拓を図ることを希望する小規模事業者については、当所の個
社に対する支援や交流会や商談会などの場を提供・活用いただくなど、ニーズに応じ
た支援を実施している。
そのような中、専門性の高い分野への参入やより広域性を持ったＰＲについては、
当所が実施している交流会・商談会だけでなく、業種・業態・トレンドなどに特化し
た専門見本市や広域的な展示会の参加により、一層の効果が期待できる。
上記を踏まえ、小規模事業者のニーズに応じ、域内だけでなく広域性や専門性を考
慮した外部団体が主催する展示会や見本市などのＰＲの機会を情報として提供する
とともに、より効果を求めるため出展に係る展示方法や販促ツールの活用方法などに
ついて支援を行う。
【想定している展示会等】
１）彩の国ビジネスアリーナ
開催目的：中小企業の受注確保・販路開拓、技術力向上を促進するため、広域的
な企業間連携等による新たなビジネスチャンス創出の場を提供するこ
と（展示商談会）を目的とする。
支援対象：県内 中小企業・小規模事業者。
出展者数：６５３企業・団体（平成２８年度）
来場者数：１７，１４２人（平成２８年度）
訴求対象：製品（精密機器関連、電気・電子機器関連、医療・福祉機器関連等）
や加工技術・部品（鋳造、鍛造、プレス、機械加工等）、ＩＴソリュー
ション（情報処理、情報通信等）、エネルギー・環境、その他（サービ
ス、物流等）の分野において、自社製品などのＰＲにより更なる販路
開拓を求める小規模事業者。
参加前の：より効果を高めるため、出展に係る展示方法や販促ツールの活用方法
取
組 などについて支援する。
２）埼玉県農商工連携フェア、農と食の展示・商談会
開催目的：農業者及び農業団体と商工業者等との連携によるビジネスマッチング
の機会（全国有数の食料品製造品出荷額を誇る埼玉県の食材を、スー
パー、食品商社、外食・中食産業などのバイヤーに、見て、触れて、
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味わっていただきながら商談する機会等）を創出する。
出展者数：１１４者（平成２８年度）
来場者数：３，８７１人（平成２８年度）
支援対象：県内 中小企業・小規模事業者。
訴求対象：食を中心とした産業において、食品商社などのバイヤーに対し、自社
の商品等をＰＲし、販路開拓を求める小規模事業者。
参加前の：より効果を高めるため、出展に係る展示方法や販促ツールの活用方法
取
組 などについて支援する。
（５）その他の支援（継続）
当所の取組内容を知らず、今後の需要開拓・販路拡大の支援すら受けられていない
小規模事業者や、交流会・商談会に参加することができない、または、ＩＴの活用が
できないといった小規模事業者については、当所経営指導員が窓口・巡回相談を行い、
ＩＴ活用などの取組による有効性を説明し、無料のホームページ作成サイトを利用し
たサイト作成やカタログ・パンフレットなどの販促ツールの作成等の支援を、小規模
事業者の成長段階に応じ、共に考えながら伴走した支援を実施する。
（目標）
現状

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

2

2

2

2

123

125

130

135

4

6

8

10

1

1

1

1

125

130

130

130

25

28

31

35

未実施

1

1

1

未実施

20

25

30

外部団体が主催する展示会等への
出展支援件数（ＢｔｏＢ、件/年）

未実施

5

7

10

商談成立件数（件/者）

未実施

1

2

2

ホームページ等構築支援件数
（ＢｔｏＢ、件/年）

3

4

5

6

商談成立件数（件/者）

0

1

2

2

ホームページ等構築支援件数
（ＢｔｏＣ、件/年）

2

3

4

5

未実施

3

4

5

広域ビジネス交流会開催回数（回
/年）
広域ビジネス交流会当所参加者
数（者/年）
商談成立件数（件/者）
ＢＩＺ ＳＡＩＴＡＭＡ開催回
数（回/年）
ＢＩＺ ＳＡＩＴＡＭＡ出展者
数（者/年）
商談成立（試作・受注）件数（件
/者）
需要開拓セミナー開催回数（回/
年）
需要開拓セミナー参加者数（者/
年）

売上増加率（％/者）
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
（第１期における取組と成果）
当市は、平成１３年５月に旧浦和・大宮・与野の３市合併により誕生し、平成１５
年４月１日には全国で１３番目の政令指定都市へと移行し、さらには、平成１７年４
月１日の旧岩槻市との合併を経て、産業都市・観光都市として多くの魅力的な資源を
有する都市となった。
さいたま市が計画している総合振興計画 後期基本計画における産業・経済の分野
において、「さいたま市の強みを生かしたものづくり産業の競争力強化」並びに「地域
資源などの魅力を生かした観光の振興」についてもあげられており、さいたま市の地
域資源を活用したものづくり産業及び観光産業への取組が求められている。
当所としては、ものづくり産業の競争力強化として、今後成長が期待される医療、
福祉、介護などの分野への参入を図ることによる、域内産業の育成に向けた医工連携
事業などに積極的に取り組んできた。こうした取組と併行して、足元のさいたま市に
おける医療環境を見つめ直す中で、「医療供給不足の地域」であるという課題に着目を
し、ヘルスケア産業を創出することでこの課題解決に繋げようと、新たな広域型産学
連携モデルとして「さいたまヘルスケア産業創出委員会」を構築。今後の取組に向け
た目標・方針を策定し、市民のＱＯＬ（Quality Of Life：生活の質）向上への取組の
創設期としてモデル事業の構築に注力した。
＊さいたまヘルスケア産業創出委員会構成
さいたま市（経済局・保健福祉局）、（公財）さいたま市産業創造財団、埼玉大学、
浦和大学、慶應義塾大学医学部、人間総合科学大学、目白大学、全国健康保健協会埼
玉支部、（一社）適塩・血圧対策推進協会、（株）ウイズネット
（オブザーバー）
経済産業省、関東経済産業局、埼玉県

他

この取組は、地域経済の活性化として、確かな数字として効果を確認できるまで、
行政、大学、関係機関、企業などとより綿密な協議を重ねていく必要があり、長期間
を要するが、個別事業としては確実に実績が積みあがっていく事業であり、前期間に
おける事業の評価としても継続して行っていく事業とされている。
また、当所において事務局を受託しているさいたま市内の商店会（街）の連合体で
ある「さいたま市商店会連合会」並びに、当所が組織した市内和菓子店により構成さ
れ地域ブランド育成研究会より派生した「ついたちまんじゅうの会」についても、地
域特性を活かした活性化と賑わい創出に向けたイベントや事業を例年実施している。
前期間における事業の評価結果において、小規模事業者が大半を占める商店会（街）
と連携した取組や、地域の新たなブランド育成及び新商品の開発に向けた支援を通じ、
関係機関及び団体と情報を共有し、今後の方向性等について協議を行いながら、継続
的に実施することが求められている。
（今回の申請における取組の方向性）
前期間における事業実施の評価にもある通り、地域経済活性化に向けた取組につい
て継続して実施する必要がある。当所としては、これまで行ってきたヘルスケア関連
事業を「さいたまヘルスケア産業創出委員会」の取組としてひとつに集約し、効率的
な事業展開に努める。
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特に前期で取組んできた「市民のＱＯＬ向上に向けた取組」を創設期から普及期と
位置づけ、組成したモデル事業の継続・定着をはじめ、モデル事業で得られた製品や
仕組みの実証を通じた事業拡大を図る。
また、買い物における消費者の市外流出が懸念されている中で、個店支援ではなく、
商店会や課題を共有するグループ、地域等の単位での、まち全体への波及に繋がる長期
的な視野での事業支援や、交通の利便性といった地域特性を活かし、さいたま市と連携
のもと、東日本の各地域との広域的な連携を図ることで、民間ベースでの経済連携を加
速化させ、地域の活性化や賑わい創出に繋げる。
（事業内容）
地域経済の活性化に向けた取組として前期間に実施した事業については、事業の評
価結果にもある通り、継続して実施することが求められている。
域内産業の新たな創出に向けた産学官との医工連携などの事業については、確かな
数字として効果を確認できるまで、長期間を必要とするものである。ついては、関係
大学との連携を強化するとともに、実施する事業においてそれぞれ役割を担っていた
だきながら、モデル事業の継続・定着・拡大に向け継続して実施する。
さらに、市内の１２大学が加盟する「大学コンソーシアムさいたま」との包括協定
を締結し、産学連携の拡大を加速させ、知見の細分化を図り、事業のより効率化、拡
大を図る。
また、地域特性を活かした活性化と賑わい創出に向けた事業については、今後、東
日本各都市との連携した取組や、２０２０年に開催を予定している東京オリンピッ
ク・パラリンピックとの相乗効果を踏まえながら継続して実施する。
（１）市内の介護施設より現場の課題・ニーズを集約し、ものづくり企業と連携するこ
とで、介護従事者及び被介護者のＱＯＬ向上に繋がる仕組みや機器の提案に向けた
ＦＳ(Feasibility Study：実行可能性調査)を行い、さらにその実現に向けた新たな
開発に取組む。（継続）
（２）目白大学の認定看護師課程の学生を対象に、看護・介護・医療現場において活用
できる機器のアイデアをコンテスト形式で募集し、表彰を行うとともに、ものづく
り企業とマッチングを行い、新たな福祉機器開発に取組む。（継続）
（３）医療現場のニーズと市内ものづくり企業とのマッチング会を開催し、新たな医療
機器開発・製品化に取組む。特に今期においては、慶應義塾大学医学部のコーディ
ネーター部門と新たに連携を図り、製品第１号の誕生を目指す。（継続）
（４）これまで医療・介護・福祉機器開発においては、ものづくり企業の技術を主体に
取組を進めてきたが、最先端技術を融合することで、全く新しい機器開発に繋がる
ことから、埼玉大学工学部と連携し、勉強会をはじめ現場のニーズの解決に向けた
提案への支援、さらには実証におけるエビデンス提供など、機器開発・製品化のク
オリティー及び迅速化を図る。（継続）
（５）さいたま市民における塩分摂取量が全国平均を大きく上回り、高血圧をはじめとする
生活習慣病における患者数の増加という課題解決に向け、特にさいたま市民の外食が多
いことに着目し、市内の飲食店と専門家や学生がコラボレーションした、
「ナト・カリ
食品」の開発・販売モデルの定着を、人間総合科学大学との連携により図る。
（継続）
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（６）後継者、業種構成の不足や空き店舗などの外部要因や買い物客の流出への対策と
して、小規模事業者が半数以上を占める商店会の活動についても積極的に支援して
いく必要がある。ついては、当所、さいたま市商店会連合会、さいたま市との連携
による「商店街活性化キャンペーン（スクラッチ、応募券によるプレゼントキャン
ペーン等）」を実施し、商店会（街）の積極的な活動を促すとともに、来街者の増加
及び域内消費喚起を促進し、消費者の市外流出の防止及び市外からの顧客獲得に繋
げる。（継続）
（７）さいたま市に相応しい新たな食文化に向けた独自のさいたまブランド発掘育成を
目指し、当所、さいたま市、（公社）さいたま観光国際協会、市内商業者等により組
織された「さいたま地域ブランド育成研究会」より派生した「ついたちまんじゅう
の会」における新たな特産品等の開発及び販売等の支援を行う。（継続）
（８）さいたま市を中心に設置をした「東日本連携・創生フォーラム」（２３都市加盟）
に当初より参画をしており、丸３年を経過したフォーラムとして、いよいよ具体的
な事業がスタートを迎える中で、民間ベースでの活動が主役となることから、商工
会議所をはじめとする経済団体の連携体制を構築・活発化させ、すでに実施をして
いるビジネスマッチング交流会の拡充をはじめ、課題を共有する地域とのテーマ別
の企画など、民間連携の加速化を図る。（継続）
（目標）
現状
介護施設改善提案回数（回/年）
看護現場改善コンテスト開催回
数（回/年）
看護現場改善マッチング成立件
数（件/年）
医療現場改善マッチング会開催
回数（回/年）
医療現場改善マッチング成立件
数（回/年）
先端産業分野の勉強会開催回数
（回/年）
先端産業分野の提案・開発着手件
数（件/年）
生活習慣定着・改善適塩食品開発
件数（件/年）
商店街活性化キャンペーン会議
開催回数（回/年）
商店街活性化キャンペーン開催
回数（回/年）
ついたちまんじゅうの会会議開
催回数（回/年）
ついたちまんじゅう販売回数（回
/年）
ビジネスマッチング交流会開催
回数（回/年）

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

1

2

2

2

1

1

1

1

2

3

4

5

2

2

2

2

3

5

7

10

1

2

3

4

1

3

5

7

0

5

15

30

5

5

5

5

1

1

1

1

5

5

5

5

8

11

11

11

1

2

3

3
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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
（第１期における取組と成果）
前期間における事業実施の取組として、（公財）埼玉県産業振興公社や（公財）さい
たま市産業創造財団、（株）日本政策金融公庫、地域金融機関、地元大学などと、支援
の質の向上を図ることを目的に、支援成功事例の発表や各機関の支援ノウハウの共有、
各機関が業務において把握している地域経済動向や業種ごとの需要動向などの情報交
換を行い、当所が実施する小規模事業者への支援に活用している。
前期間における事業実施の評価としては、現状様々な機関との連携が図れており、
今後も継続して連携を図り、他機関の取組を知ることで当所の今後の支援に活かすこ
とができるとの評価をいただいている。
（今回の申請における取組の方向性）
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、
実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関として経営革新
等支援機関（認定支援機関）がある。
その中には当所などの商工会議所・商工会など中小企業支援者のほか、金融機関、
税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士等が認定されており、中小企業・小規
模事業者の様々な支援課題に対し、迅速・的確に対応しており、より高度な知識が必
要となる案件などもあり、各機関等において蓄積されたデータは、当所においても非
常に有益な情報となる。更には、中小企業庁が認定した、地域の中小企業支援機関の
連携体として「地域プラットフォーム」が存在し、国が運営する中小企業支援ポータ
ルサイト「ミラサポ」における専門家派遣事業の窓口機能を担う他、その構成機関が
連携して、地域における中小企業・小規模事業者の経営を支援するための取組を行っ
ており、様々な情報を収集することが可能である。
当所としては、「経営革新等支援機関」
・
「地域プラットフォーム」ともに認定・加盟
しており、複雑多岐にわたる小規模事業者からの支援課題解決に向けた支援ノウハウ
等の情報交換を図ることが可能である機会を捉え、前期間における事業実施の評価で
ある他の機関との継続的な連携及び支援ノウハウ等の情報収集・情報交換を図ること
で、継続実施による支援力の質の向上を図る。
（事業内容）
前期間における事業実施の評価結果からも、現在実施している取組については継続
して実施する必要がある。特に、ミラサポ専門家派遣や中小企業・小規模企業支援施
策などの国の施策だけでなく、当所が注力すべき小規模事業者への支援として創業・
事業承継への取組についても情報交換等を図ることで、より良い取組については今後
の支援に活かしていくなど更なる支援力の向上を図る。
【県内における情報交換】
（１）彩の国中小企業応援ネットワーク会議（年１回）（継続）
（公財）埼玉県産業振興公社、（公財）さいたま市産業創造財団、（一社）埼玉県中
小企業診断協会、県内を拠点とする金融機関、県内商工会議所などを構成員とした標
記会議に参加し、中小企業等経営強化法（経営力向上計画）やミラサポ専門家派遣の
活用、中小企業・小規模事業者支援施策、地域経済分析システムを活用した分析事例、
地域融資動向に関する情報交換を図る。
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（２）彩の国中小企業支援ネットワーク会議（年２回）（継続）
財務省 関東財務局、経済産業省 関東経済産業局、埼玉県、さいたま市、（公財）
埼玉県産業振興公社、（公財）さいたま市産業創造財団、
（一社）埼玉県中小企業診断
協会などを構成員とした標記会議に参加し、事業再生や事業承継等の有効支援事例に
ついて情報交換・意見交換を行い、支援力の向上に努める。
（３）埼玉県事業引継ぎ金融機関等連絡会（年４回）（継続）
経済産業省 関東経済産業局、財務省 関東財務局、独立行政法人中小企業基盤整
備機構、埼玉県、県内を拠点とする金融機関などを対象とした標記会議に参加し、中
小企業・小規模事業者が課題として掲げる「事業承継」や「Ｍ＆Ａ」に関する国の施
策や事例等の情報交換を図り、円滑な事業承継に向けた取組支援の参考とする。
【市内における情報交換】
（１）さいたま市創業支援事業計画 運営会議（年３回程度）（継続）
さいたま市、（公財）さいたま市産業創造財団、（公財）埼玉県産業振興公社、日本
政策金融公庫さいたま支店・浦和支店を構成員とした標記会議に主に支援担当者が参
加し、他団体において実施している創業支援事業や、当所にて実施する女性創業塾な
どの事例を発表するとともに、意見交換を図ることで、今後の創業者の需要や動向に
ついて把握し、今後の支援の試金石とする。
（目標）
現状
彩の国中小企業応援ネットワー
ク会議開催回数（回/年）
彩の国中小企業支援ネットワー
ク会議開催回数（回/年）
埼玉県事業引継ぎ金融機関等連
絡会開催回数（回/年）
さいたま市創業支援事業計画
運営会議開催回数（回/年）

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

4

3

3

3

3

２．経営指導員等の資質向上等に関すること
（第１期における取組と成果）
小規模事業者に対する支援の質の向上等を図るため、専門的知識の習得に向けた各
種セミナーや勉強会への参加及び開催、また、近年小規模事業者の経営分析・事業計
画策定に向けた支援ツールの充実が図られていることから、それらの習熟に向けた取
組、所内支援体制の構築によるＯＪＴ・ＯＦＦ－ＪＴなど小規模事業者への支援に向
けた取組を行ってきた。
前期間における事業実施の評価として、小規模事業者に対する支援の在り方（ＰＤ
ＣＡサイクルなど）や取組手法（経営分析・事業計画策定など）について経営指導員
等が意識し支援できるようになっているため、今後もより高度化する小規模事業者か
らの課題等に対応すべく、資質の向上に向け、知識の習得及び所内間での情報共有を
引き続き図るべきとの評価をいただいている。
（今回の申請における取組の方向性）
前期間の事業実施における評価結果にもある通り、より高度化するであろう小規模
事業者の課題解決に向けた取組として、経営指導員等の資質向上を図る必要がある。
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小規模事業者から寄せられる課題については多種多様であるものの、当所が実施す
る地域の経済動向に関するアンケート調査によると「顧客獲得・販路開拓」に最も集
中している傾向がある。
当所が注力する必要のある創業・事業承継とあわせて、上記課題解決に向けた取組
の必要性を認識しながら以下の事業を実施する。
（事業内容）
今後についてもより高度化する小規模事業者からの課題等に対応すべく、知識の習
得及び所内間での情報共有を引き続き図るべきとの評価結果から、小規模事業者にと
って大きな課題でもある「顧客獲得・販路開拓」への取組として、新たにＩＴ活用に
向けた支援能力の向上に対する取組などを取り入れながら、以下の事業を継続して実
施する。
（１）毎年実施する（一社）埼玉県商工会議所連合会主催の経営指導員等研修に経営指
導員等が参加し、
「創業支援」
・
「事業承継支援」や「ＩＴを活用した販路拡大」、
「経
営革新計画作成支援」などの日々の経営支援に役立つ研修を受講する。
また、受講後に経営指導員等が閲覧可能なフォルダに、同講座の概要をまとめた資
料を入力し、経営指導員等の間で共有する。（継続）
（２）中小企業大学校において実施される中小企業支援担当者等研修のうち、経営革新
支援コースや、新たに小規模事業者の販路開拓に向けたＩＴ支援コース等に経営指
導員等を派遣するとともに、受講後に所内において受講内容についての勉強会を経
営指導員や補助員、知識の向上を目指す一般職員などを対象に開催する。（継続）
（３）当所の各支所（４カ所）に配属されている経営指導員等の職員の中から、経営革
新についてそれぞれ中心的に活動するコーディネーターを選任・配置し、各支所管
轄の地域における小規模事業者の支援を強化する。
さらに、コーディネーターや更なる知識習得を目指すコーディネーター以外の経営
指導員・補助員などを対象とした勉強会及び情報交換会議（年４回）を開催し、支援
件数の増加と支援能力の向上を図る。（継続）
（４）当所で主催する中小企業、小規模事業者向けセミナー（営業力強化セミナー、販
促セミナーなど：年間３０回程度開催）に経営指導員等が参加し、資質向上を図る。
（継続）
（５）当所職員の資質向上を目的に、実務に即した内容により実施している所内研修会
（平成２８年度：地域経済分析システム（ＲＥＡＳＡＳ）操作研修会、平成２６年
度：ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ研修、プレスリリース研修など）に、経験年数の少ない
若手経営指導員等が中心に参加し、より具体的な実務のスキルアップを図る。
（継続）
（６）経験年数の浅い若手経営指導員等については、経営指導を行う際にベテラン経営
指導員と同行又は意見交換を行いながら経営指導を実施することにより、支援ノウ
ハウの承継、支援能力の向上を図る。（継続）
（７）小規模事業者が抱える、より高度な支援を必要とする課題に対し、派遣する専門
家による支援実施時に当所経営指導員等が同行し、専門知識の習得と経営支援能力
の向上を図る。（継続）
（８）本計画に従い支援を行った内容について、当所において日常の金融支援等の各種
経営支援実施後に入力している事業所管理システムにおいて入力を行い、データベ
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ース化するとともに、その情報を他の経営指導員等が確認出来るようにすることに
より、小規模事業者の継続的、段階的支援に活用する。
また、入力した小規模事業者に対する支援の内容について、特に高度又は特徴的
な支援事例については、具体的支援内容を所内メール等により配信し、経営指導員
等の間で共有することにより、経営指導員等のスキルアップを図るとともに、当所
全体として、今後の支援の方針を検討する材料とする。（継続）
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
（第１期における取組と成果）
事業の評価及び見直しについては、当所事務局をメンバーとした連絡会議において
都度事業の進捗状況を確認するとともに、外部有識者３名並びに当所専務理事１名を
委員とした「経営発達支援事業 評価委員会」を開催し、本計画に記載の事業の実施
状況及び成果について評価・検証を行い、見直し案の策定を行っている。
前期間における本取組に対する評価結果として、現在行っている取組については、
経営発達支援事業全体のＰＤＣＡサイクルの観点から引き続き実施する必要があるも
のの、計画策定に係る目標数値の明確な根拠や記載項目の妥当性を明確化すること及
び評価委員会の実施に伴い計画期間内に見直し案作成による軌道修正が必要となる事
項について、会議所全体として検証する仕組み作りが求められている。
（今回の申請における取組の方向性）
前期間における事業実施の評価にもある通り、現在実施している、経営発達支援事
業 評価委員会及びそれに付随する取組については引き続き実施し、評価・検証を受
けたうえで計画期間内に変更があった事項について、新たな仕組みにより検証する。
（事業内容）
評価委員会による評価結果を踏まえ、毎年度、事業全体のＰＤＣＡサイクルを円滑
にすることで更なる支援の質の向上を図ることを目的に、以下の取組を実施する。
（１）毎月１回開催する中小企業相談所運営・連絡会議（経営改善普及事業を実施する
部署の長による会議）において、事業の進捗状況を確認する。
また、事業の進捗状況を踏まえ目標数値など事業の今後の方向性について、新たに
主な役職員（当所専務理事、理事、事務局長、中小企業相談所長など）による打ち合
わせ（年 1 回）を行う。（継続・改善）
（２）毎年 1 回、埼玉大学（経済学・社会科学）教授又は准教授や中小企業診断士、税
理士など専門家等の外部有識者による「評価委員会」を開催し、事業の実施状況及
び成果についての評価を受け、見直し案の策定に活かしていく。（継続）
（３）中小企業相談所運営・連絡会議において、（２）の評価に基づく見直し案を年度当
初（６月～７月）において策定する。（継続）
（４）当所正副会頭会議において、事業の成果及び評価委員会の結果を７月～８月に報
告し、見直し案について承認を受ける。（継続）
（５）事業の成果・評価・見直しの結果については、当所ホームページ
（http://www.saitamacci.or.jp）において計画期間中公表し、地域の小規模事業者
が常に閲覧可能な状態にする。（継続）
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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１０月現在）
（１）組織体制
経営発達支援計画の事業を遂行するため、経営指導と併せて地域活性化事業など
広範囲にわたり業務を行っている中小企業相談所で行う。また、所長、部長は若手
指導員の教育、補助員等のフォローをし、多岐に亘る相談内容について対応する。
さいたま商工会議所組織体制（平成２９年１０月現在）
会頭
１名
副会頭
４名
専務理事
１名
理事
１名
常議員・議員
１４９名
監事
３名
１５９名

《 事 務 局 組 織》

総

務

総

務

課

経

理

課

部

会員サービス課
会員サービス部
【

総

務

本

部

】

情

報

政

策

課

政策企画推進グループ
専
務

事

事
理

務

務

会費、共済、検定等部門別収益担当
経

局
理
事

事

局

営

戦

略

担

当
検 定 研 修 セ ン タ ー

次

長

長

経営改善普及事業・経営発達支援事業実施体制
小規模経営支援室
中小企業振興部
産

シニアアドバイザー
浦

和

支

所

大

宮

支

所

与

野

支

所

岩

槻

支

所

中小企業相談所
【業務本部】

事務局長以下職員数

７１名
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業

振

興

課

《経営発達支援事業実施部署及び人員》
中小企業相談所
中小企業相談所長
１名（内、
浦和支所
６名（内、
大宮支所
７名（内、
与野支所
５名（内、
岩槻支所
６名（内、
中小企業振興部長
１名（内、
産業振興課
５名（内、
小規模経営支援室
２名（内、

実施人員

経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営指導員

３３名（内計

１名）
５名 補助員
５名 補助員
５名）
４名 補助員
１名）
４名 補助員
２名）

経営指導員２７名

１名）
２名）
２名）
１名）

補助員６名）

（２）連絡先
小規模事業者が直接相談等を行うことが出来る部署については、中小企業相談所
を窓口とする。
さいたま商工会議所

業務本部

（所在地）さいたま市大宮区桜木町１－７－５
ソニックシティビル８階
（ＴＥＬ）０４８－６４１－００８４
（ＦＡＸ）０４８－６４３－２７２０
浦和支所 （所在地）さいたま市浦和区高砂３－１７－１５
さいたま商工会議所会館３階
（ＴＥＬ）０４８－８３８－７７０１
（ＦＡＸ）０４８－８３８－７７１０
大宮支所 （所在地）さいたま市大宮区桜木町１－７－５
ソニックシティビル８階
（ＴＥＬ）０４８－６４６－４１４１
（ＦＡＸ）０４８－６４３－２７２０
与野支所 （所在地）さいたま市中央区上落合５－４－３
さいたま市産業文化センター５階
（ＴＥＬ）０４８－８５５－８０１１
（ＦＡＸ）０４８－８５３－２８２１
岩槻支所 （所在地）さいたま市岩槻区本町５－６－４４
岩槻商工会館１階
（ＴＥＬ）０４８－７５６－１４４５
（ＦＡＸ）０４８－７５６－２６４９
ホームページアドレス http://www.saitamacci.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
平成３０年度
(３０年４月以降)

必要な資金の額

２９，５８５

平成３１年度

千円）

平成３２年度

２９，５８５

２９，５８５

地域経済動向調査
900
900
1,290
1,290
経営分析・需要動向調査
事業計画策定支援
1,275
1,275
販路開拓支援
10,030
10,030
事業承継計画策定支援
484
484
創業支援
1,400
1,400
地域経済活性化事業
13,647
13,647
経営指導員資質向上
559
559
（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。

900
1,290
1,275
10,030
484
1,400
13,647
559

調達方法
会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費等
（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、さいたま市、（公財）埼玉県産業振興公社、（公財）さいたま市産業創造財団、
創業ベンチャー支援センター埼玉、埼玉県信用保証協会、埼玉県事業引継ぎ支援センタ
ー、
（株）日本政策金融公庫、
（株）埼玉りそな銀行、
（株）武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、
他の商工会議所、商工会と連携し、情報交換を図りながら小規模事業者の持続的発展に
向けた経営発達支援事業を実施する。
（連携する事業）
経営改善支援、事業計画（経営革新計画）策定支援、需要動向調査、創業支援、事業
承継支援、販路・需要開拓支援
連携者及びその役割
【連携者及び役割】※代表者、連絡先等は次ページ
（１）埼玉県
経営改善支援、経営革新計画策定支援
（２）さいたま市
経営改善支援、創業支援、販路・需要開拓支援
（３）（公財）埼玉県産業振興公社
需要動向調査、創業支援、販路・需要開拓支援
（４）（公財）さいたま市産業創造財団
需要動向調査、創業支援、販路・需要開拓支援
（５）創業ベンチャー支援センター埼玉
創業支援
（６）埼玉県信用保証協会
需要動向調査、創業支援
（７）埼玉県事業引継ぎ支援センター
事業承継支援
（８）（株）日本政策金融公庫
需要動向調査、創業支援、販路・需要開拓支援
（９）（株）埼玉りそな銀行
需要動向調査、創業支援、販路・需要開拓支援
（10）（株）武蔵野銀行
需要動向調査、創業支援、販路・需要開拓支援
（11）埼玉縣信用金庫
需要動向調査、創業支援、販路・需要開拓支援
（12）蕨商工会議所
需要動向調査、販路・需要開拓支援
（13）（12）以外の商工会議所・商工会
需要動向調査、販路・需要開拓支援
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機関名・代表者・所在地・連絡先
（１）埼玉県
県知事
上田 清司
さいたま市浦和区高砂３－１５－１
ＴＥＬ：０４８－８２４－２１１１
（２）さいたま市
市長
清水 勇人
さいたま市浦和区常盤６－４－４
ＴＥＬ：０４８－８２９－１１１１
（３）（公財）埼玉県産業振興公社
理事長
織田 秀明
さいたま市大宮区桜木町１－７－５

連携事業・事項
経営改善支援
事業計画（経営革新計画）策定支援

経営改善支援、創業支援
販路・需要開拓支援

需要動向調査、創業支援
販路・需要開拓支援

ソニックシティビル１０Ｆ

ＴＥＬ：０４８－６４７－４１０１
（４）（公財）さいたま市産業創造財団
理事長
山縣 秀司

需要動向調査、創業支援
販路・需要開拓支援

さいたま市中央区下落合５－４－３ さいたま市産業文化センター４Ｆ

ＴＥＬ：０４８－８５１－６６５２
（５）創業ベンチャー支援センター埼玉
理事長
織田 秀明

創業支援

さいたま市中央区上落合２－３－２ 新都心ビジネス交流プラザ３Ｆ

ＴＥＬ：０４８－７１１－２２２２
（６）埼玉県信用保証協会
会長
塩川
修
さいたま市大宮区桜木町１－７－５

需要動向調査、創業支援

ソニックシティビル１１Ｆ

ＴＥＬ：０４８－６４７－４７２１
（７）埼玉県事業引継ぎ支援センター
統括責任者
石川 峰生
さいたま市浦和区高砂３－１７－１５
ＴＥＬ：０４８－７１１－６３２６
（８）（株）日本政策金融公庫さいたま支店
支店長
石川 佳孝

事業承継支援

需要動向調査、創業支援
販路・需要開拓支援

さいたま市大宮区宮町１－１０９－１ 大宮宮町ビル

ＴＥＬ：０４８－６４３－３７１１
（８）（株）日本政策金融公庫浦和支店
支店長
冬野 英和
さいたま市浦和区岸町４－２５－１４
ＴＥＬ：０４８－８２２－７１７１
（９）(株)埼玉りそな銀行
社長
池田 一義
さいたま市浦和区常盤７－４－１
ＴＥＬ：０４８－８２４－２４１１
（１０）(株)武蔵野銀行
取締役頭取
加藤 喜久雄
さいたま市大宮区桜木町１－１０－８
ＴＥＬ：０４８－６４１－６１１１

需要動向調査、創業支援
販路・需要開拓支援

需要動向調査、創業支援
販路・需要開拓支援

需要動向調査、創業支援
販路・需要開拓支援
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機関名・代表者・所在地・連絡先
（１１）埼玉縣信用金庫
理事長
橋本 義昭
熊谷市久下４－１４１
ＴＥＬ：０４８－５２６－１１１１
（１２）蕨商工会議所
会頭
牛窪 啓詞
蕨市中央５－１－１９
ＴＥＬ：０４８－４３２－２６５５
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連携事業・事項
需要動向調査、創業支援
販路・需要開拓支援

需要動向調査、販路・需要開拓支援

連携体制図等
経営発達支援事業に係る連携体制全体図

小 規 模 事 業 者

伴 走 型 支 援
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【販路・需要開拓支援事業】連携体制図

小規模事業者

【創業支援事業】連携体系図
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【事業承継支援事業】連携体制図

③専門的な支援

①事業承継に関する気付きを与える

②専門的な課題の取次
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