
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 深谷商工会議所 

実施期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

深谷商工会議所では、小規模事業者にとって有用な ＜情報を集め＞、＜集め

た情報を活用＞し、＜他機関との連携＞を図りながら支援することで、＜小規

模事業者の自主性を高め＞地域を活性化していく。 

そして、事業所、街の人たちが「また来てくれたね～」「いつもありがとう」

とお互いに、笑顔で言いあえる地域にする。 

いずれは、深谷市内の事業所が団結し、全員交流会の開催が出来るような関

係を目指したい。そのためには、IT を活用しながらも、人と人とのコミュニケ

ーションを重要視する支援を行いたい。 

とにかく、数多くの事業所と顔を合わせながら、そのコミュニケーションを

市内に広げ、地域を盛り上げていく。 

事業内容 

経営発達支援事業としては 

●小規模事業者経営分析 

巡回訪問の強化・データベース化 

経営分析チェックシートによる経営分析表の作成・提供 

●需要動向、経済動向調査 

公的情報・インターネット情報・独自情報による調査資料の提供 

調査結果を用いたレポートの作成・提供 

情報の活用方法についての支援 

●計画策定および事業実施に関する支援 

事業計画書作成のためのセミナー開催 

補助金・経営革新計画・融資計画・創業計画など計画書作成および申請支援

計画策定後のフォローアップセミナーの開催 

計画作成事業者に対しての巡回訪問および連携機関・外部専門家の同行支援

●IT 活用および販路開拓支援 

市内事業者同士の異業種交流会の実施 

飲食店、お土産店情報サイト、ものづくり企業データベース＆マッチングサ

トの開設 

市内掲示板、マスメディア等へのＰＲ活動支援の実施 

 

地域活性化事業 

●産業祭における地域外出展の募集および他地域の祭りへの出展 

●屋台村事業の運営 

●深谷市の名物創出事業の実施 

●「地域連携モデルチーム」による支援体制の強化 

連絡先 

深谷商工会議所 経営支援課 

〒366-0822 埼玉県深谷市仲町 20 番 1 号 

TE.048-571-2145 FAX.048-571-8222 

URL http://www.fukaya-cci.or.jp 

E-mail keieishien@fukaya-cci.or.jp 
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 （別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

 小規模事業者の中長期的な振興の在り方として、 

 １．「成長発展」のみならず、「事業の持続的発展」を積極的に評価することを基本原

則として位置づけること 

 ２．中長期的な施策に関するＰＤＣＡサイクルを整えること 

 ３．今後の小規模企業基本的施策の柱を定め、 

３－１．顧客との関係：信頼関係を活かし多様な需要を掘り起こすこと 

３－２．事業者自身のあり方：多様な「個」の能力を活かすこと 

３－３．地域との関係：連携を強化し地域を活性化すること 

３－４．総力をあげた支援体制を構築すること 

 が挙げられている。 

 

そこで、深谷商工会議所では地域の総合的経済団体として、また小規模事業者支援機

関として、以下の目標を掲げ、小規模事業者の経営発達に向けた支援を行っていく。 

 

１．に関しては、 

 事業の持続的発展の評価という点で、市内の小規模事業者への訪問を強化し、事業所

ごとに事業所接触日報を作成する。各職員が訪問時に情報を作成・更新していく。定期

的に訪問し、企業の状況変化を追う事で、企業が行った持続的な発展に向けた行動(新

たな工夫、販路開拓の実践など)に気付き、行動を認め、更なるアドバイスをできるよ

うな関係作りを行う。 

 

２．に関しては、 

 経年変化・定量的な判断・年度ごとの振り返りを行えるような評価シートの作成と、

評価委員会を設置し毎年（可能であれば毎月）の進捗状況確認・評価・反省・改善策の

検討を行い、より効果的な支援を提供できる仕組みづくりを行う。 

 

３．に関しては 

３－１ 我々商工会議所自身が、小規模事業者を顧客と考え、彼らとの信頼関係を築

き、需要の掘り起こしを行う。そのノウハウを小規模事業者に還元すること

で、彼らが同様に多様な需要を掘り起こす力を身に付けられるようにする。

３－２ 特徴的な小規模事業者や創業希望者が活躍できるよう、事業所接触日報で集

めた情報を基に、事業所の特徴を PR に変えていく活動を行う。また、小規模

事業者や創業者に対しての一般消費者や住民の不安感を商工会議所が払しょ

くすることで、彼らの商品・サービスの購入を促進するだけでなく、彼らと

ともに働きたいと思う人材を増やすことにも繋げていく。 

３－３ 商工会議所が持つ事業所同士のネットワークを活用し、地域内での連携を強

化・発展を目指す。単独では時間や人員などの関係から、本業以外でのやり
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取りに力をかけることが難しい小規模事業者でも、商工会議所を通じて様々

な事業所や住民との接触機会を持つことができるような仕組みを作る。 

３－４ 国の関連省庁、埼玉県、深谷市、金融機関、他地域の支援団体との連携をは

じめ、深谷商工会議所がそれらのハブとなり、各機関との連携を取り合いな

がら地域全体での発展を促す存在となる。経営発達に必要な情報がなかなか

獲得できない小規模事業者に対して、情報と支援体制を提供する。 

 

また、これらの目標を達成するためには、地域の特性を活かしながら、小規模事業者

支援に対する課題を解決できる方策・事業が必要である。 

 

そこで、まず、深谷市の地域特性と小規模支援に対する課題を以下のように考えた。

 

深谷市の地域特性としては以下の通りである。 

・小規模事業者数を比較したところ商業、工業、農業がほぼ３分の１ずつ存在する

バランスのとれた地域である。 

・宿場町であったため、旧市街地に歴史ある商店が集中していること。またその地

域については区画整理による再開発が進んでいる。 

・肥沃な土壌を活かした、ネギを中心とした近郊農業が盛んである。 

・渋沢栄一の生家があり、産業振興のシンボルとして活用できる。 

・青年部の比率が他地域と比較しても非常に高い。 

  

 また、課題としては、 

・旧市街と新興住宅地間など地域が分断され、それぞれの地域特性を活かしきれて

いない。特に、魅力的な個店は数多くあるものの、それぞれが個店のみで頑張っ

ており、地域としての波及効果が低いため、市全体として、それらの強い個店の

情報をまとめて発信することで、市民に対しての PR 力を高めたい。 

・これまでは商業中心の施策が多かったが、市内にはものづくり企業も多い。一方

で、それら工業小規模事業者の情報が集まっていない。 

・商工会議所として様々な振興策を実施しており、取組み内容としても良いものが

多いが、市民の生活に浸透するまでそれらの施策を実施できていない。施策につ

いて PDCA を強化し、継続発展できる仕組みを構築したい。 

・深谷市の人口の増加や、数年後の商業施設誘致など、外部からの流入機会が増え

ている一方、市内の住民に深谷市の産業の魅力が伝わっていないため、市内での

回遊や経済の循環を促進したい。 

・市民に対して、PR を重ねていき、市民に利用してもらえるサービスを作ることで、

創業、販路開拓につなげていきたい。 

 という点が挙げられる。 

 

これらを踏まえ、１～３（３－１～３－４）までに示した目標について、以下の方針

で事業を行う。 

  

 



- 3 - 
 

方針１．＜情報収集＞小規模事業者が今どのような状況か、どういう仕事を行い、ど

ういう強み・課題を持っているのかを調査し、そのデータを共有する仕組み

を作る。具体的には以下の通り。 

 

・1 回の訪問での効果を高めるために、事業所との関係に応じた訪問の目的を設定し、

効果を明確にする。その中で、既存の小規模事業者との接点を洗い出し、関係性の

深い順にランク分けを行い、商工会議所と関係が構築できているところは、より事

業の本質に近い部分の支援を、関係が構築できていないところは、商工会議所との

関係強化につながる支援を中心に行う。（後述、ランクごとの支援施策案を参照） 

・これまで指導員が中心となって利用していた訪問カルテを活用し、企業情報の収集

も行える仕組みをつくる。また、既存のシステム（事業所との履歴を残すもの）を

全職員で活用し、情報の共有を図る。 

・特にものづくり企業の情報については商業に比べ弱かった部分もあるため、会報に

ものづくり企業用のコーナーを作り、掲示取材を兼ねてものづくり企業の特性を収

集する。 

・商工会議所独自の景気動向調査を行う。特に、やる気のある若い世代（青年部：約

250 事業所）に対しては毎月調査を行う。 

 

方針２．＜情報活用＞方針１で集めた情報を整理・開示し、事業者・市民が活用しや

すい形で提供する。具体的には以下の通り。 

 

・商工会議所発行の事業所紹介冊子「Biiki」を発展させ、グルメ検索、商店検索など

が行える情報サイトを作る。その中でも、利用者のニーズが高く、成果に結び付き

やすい、市内飲食店紹介と市内のお土産に特化したサイトを構築する。  

・ものづくり企業についても、製品や企業の特徴、技術紹介、保有設備と生産能力を

まとめた情報サイトを構築し情報提供を行う。更に、積極的なマッチングを促進し、

事業提携を発生させるため、交渉については商工会議所や近隣の支援団体を通じて

行うしくみにする。（お見合いサービスのようなマッチングの仕組みにする） 

 

方針３．＜他機関との連携＞商工会議所の特性を活かし、国・自治体・他地域の機関

との連携を図り、外部機関の情報やネットワークを小規模事業者が活用でき

るようにする。具体的には以下の通り。 

 

・各事業所が抱える課題について、訪問活動を強化し、場合によっては専門家を交え

ながら、課題の解決を図るサービスを提供する。 

・市内の事業所情報を多くの市民に提供するために、自治体の掲示版や回覧版などに

方針２の情報サイトなどを掲載する。 

・国や自治体などの補助金情報などを集め、提供する。 

・市販されているデータベースを活用し、地域の需要や人口構成などのデータを事業

所が使いやすい形にして提供する。 

・商工会議所管内の事業者には小規模事業者だけでなく中企業、大企業もいるため、

それら企業の交流機会を創出し、それぞれが欲しい情報を交換できるようにする。
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 方針４．＜事業所の自主性を高める＞商工会議所だけで地域活性化を進めるために

は、人数などの関係から限界がある。そこで、商工会議所機能のサテライト

として、地域ごと、世代ごと、業種ごとの部会が活用できるような仕組みを

つくる。具体的には以下の通り。 

 

・特に青年部を中心に、各部会・業種ごとの勉強会の開催頻度を高める。中でも、外

部から講師を呼ぶだけでなく、それぞれが講師となってお互いのノウハウを共有し、

他のメンバーに伝えられる力を付ける。（他に伝える力は、顧客に対しても有効に活

用できる） 

・深谷市は広域にわたっているため、地域ごとに中心人物（商工会議所と連携を取っ

て頂けるサポーター的な方）とのやり取りを通して、商工会議所の支援策などを伝

えてもらう。 

   

深谷商工会議所では、事業所、街の人たちが「また来てくれたね～」「いつもありが

とう」とお互いに、笑顔で言いあえる地域にする。 

いずれは、深谷市内の事業所が団結し、全員交流会の開催が出来るような関係を目指

したい。そのためにも、IT を活用しながら安易に頼らず、人と人とのコミュニケーショ

ンを重要視する支援を行いたい。 

  

とにかく、泥臭く、足を使って、数多くの事業所と顔を合わせながら、そのコミュニ

ケーションを市内に広げ、地域を盛り上げていく。 
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ランクごとの支援施策案 
 
■会員事業所分析・調査およびクラス分け 
 伴走型支援といっても、限られた職員の人数で、全事業所と一度に走るわけにはいかない。とはい

え、全事業所一斉訪問と言っても、等しく 1回ずつ行くのが良いとは限らない。むしろ、一般の事業
所でも行っているマーケティング活動と同様に、既存客をランク分けし、それぞれの関係性に応じた

支援から始めることで、より効果的な支援ができると考える。また、関係性の高い商工会議所会員企

業に成果を出していただくことで、そこからの口コミ・波及効果も狙う。そうすることで、「深谷の

商工会議所は、会員になるとこういうこともしてくれる」という取組み内容と成果が明確になるため、

会員増強にも繋げていくことができる。 
 
データ） 
商工業者数：３，２７３（平成 27年度基準） 
小規模事業者数：２，４７５（平成 27年度基準指標） 
 
【事業所接触割合を 5段階分ける】 
ランク 割合（事業所数） 基 準 
Ｓ 約 10％（247） 議員や青年部、団体等の役員など日ごろから頻繁に支

援している（会っている）事業所 
Ａ 約 15％（371） 議員や青年部、団体等に加入している会員やある程度

継続的に支援している事業所 
Ｂ 約 30％（743） 融資や記帳などの一時的に支援を行っているが、継続

的に支援していない事業所（非会員事業所も一部含む） 
Ｃ 約 20％（495） 商工会議所の会員事業所で支援を行っていない、ほと

んど接触していない会員事業所 
Ｄ 約 25％（619） 非会員の小規模事業者 

 
 
 このように事業所を分け、それぞれの関係性に応じて支援方法を変えることで、事業の成果をより

早く、効果的に出すだけでなく、ランクの推移を定期的に評価することで、我々の取組みがどのよう

に影響を与えているかが明確になる。 
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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 
 
経営発達支援事業については、各指針に基づき、それぞれの指針に対して、目標の設定と、手段、

活用方法を示す。 
 
 
小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の

経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 【指針①】 
 
 商工会議所が、小規模事業者の商品、サービスについて把握し、彼らの強み・課題を知る事なし

には適切な支援が行えない。そのための小規模事業者の情報収集、および情報の共有化について、

調査する事業を行う。 
  
 商工会議所として事業内容および目標件数は以下の通りである。 
 
（事業内容） 

(1) 事業所密着度別にテーマを設定した、巡回訪問の強化 
(2) 事業所接触日報による、事業所訪問数および訪問内容の可視化・共有化 
(3) 経営分析チェックシートの作成と記入 
 
支援内容 現状 H27 年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
巡回訪問数 
・全体の延べ件数 
・巡回事業所数 

※1,022
※452

1,400
600

1,800
950

 
2,200 
1,300 

 
2,600 
1,650 

3,000
2,000

窓口接触件数 
・全体の延べ件数 
・窓口事業所数 

※1,004
※569

2,000
700

2,000
700

 
2,000 
700 

 
2,000 
700 

2,000
700

経営分析チェックシートの記入 (新規) 40 80 120 160 200
※現状の巡回訪問数および窓口接触は経営指導員の訪問数のみ記録。数値は訪問カルテより抽出 
 
 
 課題および事業概要 
 
 これまでも商工会議所では、定期的に会員企業を巡回し、小規模事業者の悩みを聴き、資金調達に

関する情報提供などを行ってきた。しかし、小規模事業者の事業内容や強み・課題などについては、

資料として必要な場合にのみヒアリングを行うなど、事業内容を把握していない事業所が多いこと

が課題となっていた。そこで、これまでの事業所巡回に対して、訪問対象・訪問目的を明確にし、

定量定性データを蓄積、分析、改善できるような仕組みを構築する。 
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 具体的手段および活用方法 
 
（１）については 5 ページのランクごとの支援施策案に示したように、管内事業所を大きく 5 つの
カテゴリに分けた上で、巡回訪問を行う。いくら伴走支援として事業所の課題解決に取組もうと

思っていても、商工会議所との関係が良好でないと、経営分析に必要な資料を預かることもでき

ない（例：決算書、試算表など）。会う時間も確保してもらえない場合もある。 
カテゴリ別に分け支援を行うことで、関係性の深い事業所に対しては、より明確な課題が発見

しやすく、的確かつ効果的な支援ができ、関係性が浅い事業所に対しては、まず商工会議所の事

を知っていただき、会議所の事を信頼していただくための支援、と目的や状況に合わせた支援が

可能となる。 
商工会議所の限られた人材資源を有効活用するためにこれらのカテゴリ分けを行った上で、事

業所の目標訪問件数を設定し、それらの実施を行う。 
計画最終年度には、全事業所への訪問を目指し、会員事業所数の 2,000訪問を目指す。 
 

（２）については、指導員や職員によってバラつきがあるヒアリングレベルを、ある一定の基準まで

統一化するために、現在利用している基幹システム(TOAS)を活用し、ヒアリング項目を設定する。
このシステムの活用により、・事業所訪問時は、事業所接触日報を印刷する。・その際主な訪問目

的と、最低限獲得したい情報を印字する。・事業所にてヒアリングと記入、要望をメモする。・商工

会議所に戻り、システムにそれらのメモを記入しデータ化、共有化を図る。という流れで、情報の

蓄積を図る。 
窓口接触数については、現状の記録していない職員の分を加えるため、平成 27年度については、

2,000件（700事業所）となる。商工会議所にわざわざ来てもらうことなく、コミュニケーション
と現状把握を行うために、商工会議所職員が積極的に訪問していきたいので、窓口接触数は現状の

ままとする。 
 

（３）については、商工会議所の指導員や職員が訪問時に経営分析ができるような経営分析チェック

シートを作成し、訪問時にヒアリングを行う。作成に当たっては外部識者のアドバイスとこれま

での実績を踏まえる。 
  経営分析チェックシートについては、小規模事業者の状況に合わせて、段階を踏んでアドバイス

する。 
例）初級（数値を教えてくれない・把握ができていない） 

毎月どのくらい売上があるか？利益はどのくらいあるか？ 
昨年度と比べ、売上・利益が、どのくらい上下しているか？ 
申告書・決算書を見たことがあるか？ 
※ヒアリングによる数値ではなく定性的な情報をチェックする 
 

   中級（法人で決算書をあまりチェックしていない or個人事業主で貸借対照表を作っていない）
    上記チェックに加え 
    （主要製品における）原価率・販管費率・人件費率などの損益計算書に関わる重要指標 

 
上級（法人 or個人事業主で貸借対照表がある）： 
 上記チェックに加え 
 流動比率・自己資本比率などの貸借対照表に関わる重要指標 

 
もちろん、事業開始年度初期については、職員や指導員では理解の難しい業種や、高度な課題解

決力を必要とするような問題が発生する事案が想定されるため、外部の専門家を派遣し、問題の抽

出と課題の整理を行う。その際、今まで商工会議所では、広域連携事業等の事務局を担当し、当該
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地域のみならず周辺地域の専門家データベースを持っているため、それらを活用しながら、事業所

の実態把握を行う。なお、職員の収集・分析能力が上がるに従い、専門家派遣の頻度は下げながら、

全体の支援数を増やしていく。 
平成 27年度については指導員 4人に対してひとり 10件を目標に、40件からスタートする。（計
画書作成件数・経営革新の支援件数も参考に）。その後は、経営革新以外の経営支援メニューとし

て経営分析を充実化するとともに、経営指導員と職員を同行させながら、指導員以外での分析も可

能にさせる。最終年度には局長、局次長、契約職員を除いた 10名で、200件の分析を行う。 
 
 
小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域の経済動向に

関する情報の収集、整理、分析及び提供【指針③】 
 
 
 課題および事業概要 
 
小規模事業者にとっては日々の事業運営が中心となり、外部環境や商品サービスの客観的な需要

予測等について調査する時間を確保することが難しい。一方、商工会議所でも、潜在的に欲しい情

報があったとしてもそれらを手軽に提供できる仕組みを持っていなかったため、小規模事業者に対

して、需要動向や地域動向についてのデータを提供できていなかった。 
そこで、商工会議所が、商品やサービスについて、および地域の経済動向についての情報を収集

するとともに、小規模事業者が自ら調べられるよう、効率的な情報収集方法を伝えることで、事業

者自身の情報収集力を強化する。 
商品や役務に関する需要動向では、事業所自身の商品・サービスが現在どのような状況にあるか

を認識してもらうと共に、外部のデータを参照することで、新たな商品・サービスのヒントになる

ような情報を提供していく。 
地域の経済動向については、販路開拓先候補の絞り込みや新規出店計画の参考など、小規模事業

者の持続化に寄与するような情報提供を意識する。 
 
商工会議所として事業内容および目標件数は以下の通りである。 

（事業内容） 
－小規模事業者の販売する商品・役務に関する需要動向－ 
(1) 総務省の家計調査報告や、埼玉県四半期経営動向調査などの公的統計をまとめた、商品・役務需
要動向に関するレポートの作成 

(2) インターネットの検索ワード数（アドワーズ）を使った、検索ワードおよび検索キーワード一覧
レポートの作成 

(3) インターネット上の組合や調査機関による統計情報を調査し、商工会議所独自で作成したレポー
トの作成。 

 
－各種調査を活用した地域経済動向－ 
(1) 人口統計や世帯数調査などを活用し、市内の人口分布、世帯分布、年齢分布などを示したデータ
を保有し、求めに応じてレポートを提供する。 

(2) 市町村や金融機関、地域経済動向および、独自の交通量調査などを活用して、特に地域の人・お
金の動きに関するデータの提供。 

(3) 他地域の支援機関と連携し、他地域への出店や創業を検討している方への地域動向情報を提供す
る。 

 
－共通－ 
(1) 商工会議所がこれらの情報収集・分析・提供で得た統計情報の活用方法についてノウハウ化し、
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小規模事業者が自ら実践できるよう、説明会の開催と、情報収集シートの提供を行う。 
(2) 会員企業に対してのアンケート調査を行う。 
 
支援内容 現状 H27 年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
商品・役務需要動向に関する 
レポート作成数 

(新規) 10 20 30 40 50

検索ワードおよび検索キーワード一覧 
レポート作成数 

(新規) 10 20 30 40 50

商工会議所独自調査によるレポート作成数 (新規) 0 10 15 20 25
人口統計や世帯数調査を踏まえた 
レポート作成数 

(新規) 20 30 40 50 60

市町村・金融機関への取次・紹介件数 20 20 30 40 50 50
他地域支援機関への問合せ件数 10 10 15 20 30 40
商工会議所による統計情報ノウハウの提供 
・説明会の開催 
・情報収集ツールの提供 

(新規)
(新規)

0
0

5
25

 
10 
50 

 
15 
75 

20
100

 
 具体的手段および活用方法 
 
－小規模事業者の販売する商品・役務に関する需要動向－ 
（１）については、商工会議所にて家計調査などを収集・分析・表示するシステムを購入し、活用す

ることで、職員の負担を減らしつつ効果的な情報データを提供する。 
  平成 27 年度については、経営革新計画をきっかけにしたレポート作成を行う。そのため、10
件を目標にする。独自レポートについては平成 27 年度の実施状況を踏まえ、平成 28 年度から
実施する。平成 31年度までには、経営指導員 4名×10件 ＋ その他職員で 10件の計 50件
とする。 

 
（２）については、Google が提供するキーワードツールを活用し、関連するキーワードを検索、場
合によっては、事業所訪問時にタブレットや PCなどでその場で追加のキーワードを検索し、事
業所の商品開発や新サービスなどのヒントになる情報を提供する。件数については（１）と同時

に作成することを想定。よって件数も（１）に準拠する。 
 
（３）については、インターネットや組合や協会が公開している統計情報を指導員や職員独自で調査、

分析しレポートにまとめる。平成 27 年度については、まず（１）（２）におけるレポート作成
により、外部の情報を収集・整理・提供できる仕組みづくりを構築する。その後、これらの経験

を踏まえ、会議所職員独自で情報収集および情報提供できる能力を身に付け、独自レポートの作

成を行う。平成 28年度以降の件数については（１）（２）の件数の半分を目標とする。 
 
－各種調査を活用した地域経済動向－ 
（１）については、需要動向の（１）と同様、人口統計や世帯数調査などを収集・分析・表示するシ

ステムを購入し、活用することで、職員の負担を減らしつつ効果的な情報データを提供する。 
 創業者・創業者フォローアップで利用する用途が多いと仮定し、平成 27年度については、平
成 26年の創業者・創業フォローアップ対象者の件数 20件を目標とする。それ以降については、
既存事業者の販路開拓や新事業展開の参考資料としての活用も見込み、平成 31年度については
60件を目標とする。 

 
（２）については、深谷市、および市内の金融機関が保有する情報を、事業所に合わせて会議所で情



- 10 - 
 

報をピックアップし、情報提供を行う。場合によっては、深谷市や金融機関が開催している説明

会への参加や、担当者の紹介、窓口への取り次ぎを行う。 
   現状は正確には数えていないが、融資情報や市の補助金情報などで 20件は取り次いでいる。
平成 27 年度については平成 26 年度と同等の件数を取次目標とする。深谷市や金融機関の情報
を提供する機会が増えれば、事業所からの問合せも増えることから、平成 31年度には目標を 50
件と定める。（ただし、可能な限り商工会議所で対応したいことから、平成 30年度には 50件の
目標を達成し、その後は前年度の件数を維持する） 

  
（３）については、これまでの広域連携事業等でつながりのある近隣支援機関と協力し、情報提供を

求める。これまでは会議で集まった際に話はするものの、各地域での状況や活用できる施策の案

内などが不十分だった。しかし、近隣支援機関でも今後発達計画を提出する流れになっているた

め、まずは当商工会議所が積極的に近隣支援機関へ問合せを行うことで、外部の情報を収集・整

理し、それらを提供できるようにする。 
   平成 27年度については、現状と同程度とする。それ以降については、広域連携における情報

共有を図り、他地域への事業所への問合せ件数が増加することから、平成 31 年度に 40 件を目
標とする。 

 
－共通－ 
（１）については、商工会議所がノウハウを蓄積し、指導員が事業所の会合などで情報収集につい

ての説明会を開催し、参加者に情報収集用オリジナルシートの提供を行う。 
事業開始の最初の時期については、外部専門家からの助言を受けること、上記取組みにより、

指導員や職員がレポートを作成しノウハウを身につけることに注力する。その後平成 28年度か
ら、説明会は 5回、配布数は 25件からスタートし、平成 31年度には説明会 20回、配布数 100
件とする。（説明会 1回につき 5件を想定） 

 
（２）については、会員企業全員に対してこれまで意見票を送付し、自由形式にて商工会議所への要

望を集めていた。この仕組みを応用し、単なる意見票ではなく調査票という形で、景気動向・需

要動向それぞれについて、四半期に 1回調査を行う。また、やる気のある若い世代（青年部：約
250事業所）に対しては毎月調査を行う。これらの情報については収集・集計・分析を行い、主
として外部環境の把握に役立ててもらう。あわせて、各事業所からの情報を基に、商工会議所で

実施している支援メニューの案内や、事業所の課題抽出にも利用する。 
   また、これらの調査により集まったデータは、後述する各販路開拓支援策における基礎データ

として活用する。 
調査については、景気動向・需要動向それぞれで書式を作り会員企業に送付・回収する。 
 
実施月・回数は、以下の通り。 
・会員全体（※ただし、初年度は 7月から開始） 

4月（1～3月）・7月（4～6月）・10月（7～9月）・1月（10～12月） 年 4回実施 
  ・青年部（※ただし、初年度は 5月から開始） 
 毎月 1回 年 12回実施 

 
送付・回収方法については、以下の通り。 
・会員全体 
各月 1日発行の所報に回答用紙（返信はがき）を同封。 
返信締め切りを送付月末とし、翌月 15日に公表 

  ・青年部 
   毎月 5日ＦＡＸにて回答用紙を発送、返信締め切り 15日、翌 1日公表 
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景気動向の具体的な項目については、次の通りである。 
 
景気動向調査項目（案） 
 
○業種  ①製造業 ②建設業 ③卸売業 ④小売業 ⑤飲食業 ⑥サービス業・その他 
 
○調査項目 
 前年同期比 本年前期比 今後 3ヶ月の見通し
売上高 増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少

売上単価 上昇 不変 下落 上昇 不変 下落 上昇 不変 下落

仕入単価 上昇 不変 下落 上昇 不変 下落 上昇 不変 下落

採算 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化

資金繰り 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化

借入難度 容易 不変 困難 容易 不変 困難 容易 不変 困難

従業員 過剰 不変 不足 過剰 不変 不足 増加 不変 減少

業況  好転 不変 悪化 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化

 
○経営上の関心事・問題点（重要度の高い順に３つお選びください） 
競争激化、消費・需要の停滞、売上・受注減少、売上受注単価低下、原材料・仕入価格上昇、

原材料・在庫不足、原材料・在庫過剰、店舗・生産設備不足・老朽化、店舗・生産設備過剰、

経費の増加、人手不足、人手過剰、利益率低下、代金回収、資金繰り、新分野進出、人材育成、

業界動向、雇用、税金、組織体制、技術、法律規制、情報化、為替、研究開発、環境問題、そ

の他（  ） 

１      ２      ３ 

 
○現在の景況感、問題点などについてご記入ください。 
 
 
 

 
 

 
需要動向の具体的な項目については、次の通りである。 

 
需要動向調査項目案 
 
○主な事業内容 
 
 

 
○調査項目 
主な商品・サービス 前年同月比 本年前月比 今後の見通し 
 増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少 
 増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少 
 増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少 
 増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少 
 増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少 
（↑事業所が商品・サービスを記載） 
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○上記のように感じた理由や根拠になる出来事があれば教えて下さい。 
 

 

 

 
○その他、困っていること、新たに取組みたいこと、商工会議所へのご意見をご記入ください。 
 
 
 

 
 

 
 
経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、当該事業計

画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言【指針②】 
 
 
 課題および事業概要 
 
これまで記載した取組みにより、小規模事業者の特徴や課題の把握、および需要動向の把握を行

うことができる。それらの事業を踏まえ、商工会議所が、事業計画作成のための指導・助言、およ

び事業の実施に関しての指導・助言を行う。 
  さらに、多数の「持続的発展型」の小規模事業者の経営計画作成支援に対して質と量を高めるた

めには、職員から計画書作成について指導をするだけではなく、小規模事業者が自ら計画書作成に

取組み、職員に相談できる仕組みを作る必要がある。しかし、計画書作りと言われると、小規模事

業者は特に尻込みしてしまう傾向にあるため、計画づくりに対する負担感を軽減し、計画を作ると

何らかのメリットが出る制度を作る。 
負担感の軽減としては、小規模事業者がその事業者のレベルに応じた計画書フォーマットを選ぶ

ことができるようにしたり、用途別（新製品版・販路開拓版・人材採用版・設備導入版・融資申し

込み版など）のシンプルな様式を用意したりすることで、まずは書いてみようと思ってもらえるも

のを用意する。融資申し込み版にあたっては、従来からあるマル経融資だけではなく、新設された

「小規模事業者経営発達支援融資制度」も意識したフォーマットも用意する。 
計画作成に応じたメリットが出る制度については、商工会議所で発行している事業所紹介冊子

「Biiki」や産業祭出展のパンフレットにオススメマークをつけたり、紹介記事スペースを拡げた
り、Web ページで専用コーナーを設けたりする。まずは、計画書を書くと得するということを体
感してもらい、徐々に本格的な計画書作成に移行してもらう。平成 27年度中に書式を作成しテス
ト運用を行い、翌平成 28年度からは本格的に導入する。 
  
 商工会議所として事業内容および目標件数は以下の通りである。 
 
（事業内容） 
(1) 事業計画書作成のためのセミナー開催（新規事業計画・創業計画） 
(2) 小規模事業者持続化補助金、融資計画、創業計画などの計画書作成および申請支援 
(3) 経営革新計画の承認支援 
(4) 計画策定後のフォローアップセミナーの開催 
(5) 計画作成事業者に対しての巡回訪問および連携機関・外部専門家の同行支援 
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支援内容 現状 H27 年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
事業計画書作成セミナー開催数 
（うち、創業支援） 
作成セミナーの動画数 

1
(0)

(新規)

2
(1)
0

3
（2）
0

3 
（2） 
0 

3 
（2） 
2 

3
（2）
5

小規模事業者の計画書作成支援数 
（うち、創業支援） 

20
(3)

40
(10)

55
(13)

70 
(16) 

85 
(20) 

120
(25)

経営革新計画の承認支援数 
・述べ支援回数 
・承認支援数 
（うち、会議所職員による承認数） 

50
9
(1)

75
15
(4)

100
20
(6)

 
100 
20 
(8) 

 
125 
25 
(10) 

125
25
(10)

事業計画実施に関する 
フォローアップセミナーの開催 1 1 2

 
5 

 
5 5

フォローアップに関する連携機関・外部専門
家・会員事業所への取次・紹介件数 10 12 14

 
16 

 
18 20

 
 
具体的手段および活用方法 
 
（１）これまでも計画書作成に関するセミナーを開催しているが、計画書というと小規模事業者にと

って負担が大きいという声も上がっている。そこで、より計画書作りに取組みやすいよう、シンプ

ルかつ記入項目も少ない書式を用いたセミナーを開催する。セミナー開催においては、外部専門家

だけでなく、経営指導員が講師となって開催することも目指す。 
また、商工会議所が、小規模事業者向けの 3分セミナーや、商工会議所の利用方法などを動画に

して設置する。ただし、現時点では優先順位として他の事業を優先させたいため、取組み開始は平

成 30年度からとする。 
 
（２）小規模事業者にとって１から計画書を作成し完成させるまですべて行うことは非常に難しい。

そこで商工会議所としても計画書作成について、アイデア出し・作成・添削に関わる部分を直接指

導する。特に、「小規模事業者経営発達支援融資制度」が創設されるにあたり、本融資制度の活用

や、従来からあるマル経融資の活用といった支援メニューも積極的に提案・活用し、資金面での充

実した支援を行っていく。 
また、創業者については、開業資金の確保など計画書作成のニーズが高いため、計画書作成にお

いては重視していく。 
当該地域は、他地域から創業の為に深谷に来るという住民は少ないが、事業所からのれん分けを

する創業者が比較的いることが分かった。一方で、これまでは、既存事業所に対して創業サービス

の PRは行っておらず、需要と供給のアンマッチが起きていた。そこで、まずはのれん分けを考え
ている創業者支援から始めることで、創業・独立する際は商工会議所、というブランドを確立し、

市内全体にその対象を広げていく。 
目標については、マル経融資や小規模事業者経営発達支援融資制度の際の計画書作成と創業計画

書作成の支援を中心に、平成 27年度は計 40件（うち創業 10件）、平成 31年度には 120件（う
ち創業 25件）を目指す。 
  （局長・局次長・契約職員を除いた 10名の職員で、1名平均 12件の支援を目指す） 
 
（３）経営革新計画の承認支援については、これまで当商工会議所にて毎年 10件近く行ってきた。
また、近隣地域の支援事務局も担当していたため、指導に関してのノウハウや事例も豊富にある。

そこで、これまで以上に内製化を図れるような体制を構築し、指導・実績を出す。合わせて事業所



- 14 - 
 

自身で申請が出来るような計画書作成シートの開発やステップアップしながら計画書が作成でき

るしくみを専門家と協力しながら構築していく。 
  目標件数については、平成 27 年度については、小規模事業者の承認支援目標を 15 件（支援回
数は 1件あたり 5回）、うち経営指導員のみによる承認支援を 4件（指導員 1名あたり 1件）とす
る。平成 31年度は承認件数 25件、指導員による支援を半分の 12件とする。 

 
（４）フォローアップセミナーについては、専門家を招いた講習だけではなく、経営指導員が講師と

なったり、経営指導員がファシリテーターとなって、青年部や各部会でのワークショップなどの開

催も含める。 
  平成 27年度については、直近と同じ 1回、翌年は 2回とする。その間に、指導員のスキルアッ
プを図り、平成 29年度以降は、指導員が講師もしくはファシリテーターとなり、計 5回の開催を
目指す。 

 
（５）商工会議所での支援にこだわらず、高度かつ迅速な支援のために、連携機関や外部の専門家に

依頼して計画書実施状況の把握に努める。あわせて、計画実施にあたっての課題解決（商品開発・

Web 作成・人材育成など）については、外部のサービスや管内事業所を紹介し、場合によっては
取り次ぎを行う。特に情報を集めることが小規模事業者にとって困難であるため、商工会議所が間

に入り、サービスについて一定のチェックを入れることで、小規模事業者が適切な価格で適切なサ

ービスを受けることができる環境を整える。 
  平成 31年度に向けて現在の倍の 20件程度の取り次ぎを行う。 
 
 
マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、ホームペー

ジ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与する事業【指針④】 
 
 
 課題および事業概要 
 
小規模事業者は、規模が小さいものの個性的で特徴的な企業が多く、事業所を知ってもらい安心感

を持って貰えれば、利用したいという消費者は多い。しかし、小規模事業者単体では一般的に広く告

知することは難しく、広報活動については小規模事業者からも要望が強く、商工会議所でも支援が必

要であると考える。 
そこで、商工会議所の持つネットワークや、公共性を活用し、活用方法の提案や支援策の提示を行

っていく。特に、商工会議所が独自で PR媒体を用意することで、1事業所であれば掲載が難しい、
市内掲示板・自治体の回覧板・公共交通機関への広告出稿が可能となる。その結果、小規模事業者で

あっても住民の眼に触れる機会が格段に増すことができる。 
合わせて、事業所同士のつながり、住民と接する機会の創出にも力を入れる。商談会・展示会・即

売会などのイベントを中心に接点を増やし、市内での交流や情報交換を活性化させる。 
  
 商工会議所として事業内容および目標件数は以下の通りである。 

 
（事業内容） 
(1) 市内事業者同士の異業種交流会 
(2) 飲食店および、お土産店情報サイトの開設 
(3) ものづくり企業データベースおよびマッチングサイトの開設 
(4) 市内掲示板などへの広告出稿 
(5) マスメディアへのプレスリリース 
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支援内容 現状 H27 年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
異業種交流会参加事業所数 
・名刺交換枚数 
・新たな気づきが得られた件数 
・商談マッチング件数（組） 

(新規)
 

50
250
25
5

70
350
35
7

80 
400 
48 
8 

90 
450 
54 
9 

100
500
60
10

飲食店・お土産店情報サイト 
・登録者数 

(新規)
 50 100

 
200 

 
300 400

ものづくりデータベース 
・登録者数 
・商談セッティング件数 
・商談成立件数 

(新規)
 
 

50
5
2

100
10
5

 
150 
15 
8 

 
200 
20 
10 

200
20
10

広報出稿 
・市内掲示板 
・自治体回覧板 

(新規)
 
 

12
3

12
5

 
12 
6 

 
12 
6 

12
6

マスコミ向けプレスリリースの配信 (新規) 2 4 6 8 12
 
 
具体的手段および活用方法 

 
（１）異業種交流会の開催 
  これまでは広域連携事業において近隣の支援機関と共に年に１回の異業種交流・商談会を開催し

てきた。それらを参考に、市内の事業所のみを集めた異業種交流会を開催し、市内の事業所交流の

創出と、新たな商談や連携体の創出を図る。 
  交流会では、テーマ別の交流会も設定する（分科会のようなイメージ）たとえば、工業団地との

交流会、飲食店が出す弁当やお土産物の見本市、商工会議所の新入会員向けに商工会議所の有効な

活用方法についての説明会、などを開催する。ゆくゆくは、企業担当者（総務・事務員）向けにお

土産を選んでもらったり、市民の方々が試食会に参加できたり、などの取組みも行っていく。 
  なお、異業種交流会や商談会については、単に商談会を開催し事業所を集めるだけでなく、開催

前に商談スキルを学ぶ準備セミナーを開催する。セミナーを開催することで、交流会をより効果的

に活用してもらい満足度を高めるだけでなく、商談成立数の向上も図る。 
  まずは平成 27 年度については 50 事業所の参加を目標とする。名刺交換枚数は 1 事業所最低 5
枚（知り合いの事業所もいる可能性が高いため）新たな気づきについては半分の 25事業所、マッ
チング件数については 1 割の 5 事業所を目標とする。（マッチング件数は参加事業所数の 5%が一
般的といわれている） 
  また、平成 29年度からは、交流会開催前にセミナーを開催し、交流会の有効活用についても支
援することで、気づきを得られる事業所を全体の 6割に増やす。 

  平成 31年度については参加事業所 100事業所を目指す。 
 
（２）飲食店、およびお土産店情報サイトの開設 
  これまで、簡易的な商店検索サービスはあったものの、登録している情報も一般的な情報（住所・

連絡先・ひとこと）のみであった。しかし、これまで蓄積した情報を活用するだけでなく、市民へ

情報を紹介することで、事業所利用機会を生み出すことができると考えた。 
  そこで、小規模事業者の中でも特に情報検索ニーズが高く、利用の可能性が高い、飲食店・お土

産店にターゲットを絞り、小規模事業者の紹介サイトを構築する。 
  平成 27年度についてはシステムの状況などを踏まえ 50事業所の登録を行う。平成 31年度につ
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いては、市内の飲食店・お土産店の総数 400事業所がすべて登録されることを目指す。 
 
（３）ものづくり企業データベースおよびマッチングサイトの開設 
  ものづくり企業については BtoBビジネスの色合いが強く、単に情報を掲示しただけでは取引開
始に繋がることが少ない。特に法人相手の取引の場合は、信用に関する情報が必要で、それはWeb
サイト上のみでは判断しづらい。そのため、新たな取引先開拓が進まないという事例もある。そこ

で、商工会議所でものづくり企業についての、製品や企業の特徴、技術紹介、保有設備と生産能力

をデータベース化し検索に使えるようにする。それに合わせて、商工会議所が間に入り一部の情報

を事前に提供することで、例えば事業所同士で交渉を行った場合、途中で断りづらくなるというリ

スクがあるため、そもそも交渉を行わない、という機会ロスを減らすことができる。 
  平成 27年度については、50事業所。平成 31年度については、市内工業事業者が 650、うち小
規模事業者が 7割弱の 400強、そのうちの半分の 200事業所の登録を目指す。 
  また、セッティング数は、登録事業所数の 1割、セッティング数の半分をマッチング成立数の目
標として設定した。 
   
（４）市内掲示板などへの広告出稿 
必要とされている人に、必要なサービスを提供するためには、多くの利用者の眼に数多く触れさ

せることは、販路開拓、新規顧客獲得の基本の一つである。 
そこで、他の商工会議所等でも効果が高いと言われている、市内掲示板、自治体の回覧板への広

告出稿を行う。 
先に挙げた商工会議所の広報支援サービス（飲食店・土産店紹介サイトやものづくり企業マッチ

ングシステムなど）の広告を通じて、数多くの登録企業が目に触れる機会を作り、結果として各事

業所の販路開拓につなげていく。 
これらの広告出稿は 1事業所で行うには、制限が課せられている、費用が高い、など小規模事業

者には難しいことが多い。そこで、商工会議所が間に入ることで、通常告知の場所となりづらい市

内掲示板や自治体の回覧板を活用することが可能となる。 
目標件数については、掲示板への掲載は、平成 27年度から月 1回ペースでの掲示を行う。自治

体の回覧板利用については、平成 27年度は 3回、平成 28年度は 5回、平成 29年度以降は 2ヶ月
に 1回ペースの 6回を利用目標とする。 

 
（５）マスメディアへのプレスリリース 
特に特徴を持った企業であれば、マスメディアといった多くの情報経路を通じて告知すること

で、より多くの企業からの問合せ、注文、取引開始がもたらされることが多い。一方で、小規模事

業者は独自でプレスリリース配信を行ったりすることは難しいし、1企業の情報ではマスコミも記
事として取り上げることに慎重になる。一方で、商工会議所が事業所の特徴をプレスリリースとし

て配信することで、記事や番組に取り上げられる確率が上がる。ただし、当会議所でも独自のノウ

ハウは多くないため、近隣の支援団体と情報交換を図るとともに、自ら実施してみることでプレス

リリースの配信数を増やし、掲載実績を増やしていく。 
平成 27年度については、プレスリリース用のネタの選定や、配信先のノウハウも蓄積できてい
ないことから、まず 2件ぐらいを目標にノウハウを蓄積する。平成 31年度には、毎月配信できる
体制を整えることを目標に年間 12件とする。 

 
 
２．地域経済の活性化に資する取組み 
 
Ⅰ．地域活性化事業 
 
課題および事業概要 
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深谷地域の魅力を地域内外に対して発信していく。特に地域名という点では、ネギというブラン

ドはあるものの全体としてはまだまだ認知が少ないことが課題である。そのためにも地域内での事

業活性化と地域外でアピールできるような魅力的な商品の発掘を行う。また、ＰＲだけでなく地域

内での事業の発展を支援するためのサポート体制を充実させることで、強い事業所を増やす取組み

を行う。 
 

(1) 産業祭における地域外出展の募集および他地域の祭りへの出展 
(2) 屋台村事業の運営 
(3) 深谷市の名物創出について 
(4) 「地域連携モデルチーム」による支援体制強化 
 
支援内容 現状 H27 年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
産業祭参加出展者数 
・他地域からの出展者数 
・他地域への出展数 

100
15
0

100
18
2

110
21
4

120 
24 
6 

130 
27 
8 

140
30
10

 

具体的手段および活用方法 
 

（１）「産業祭などにおける地域外出展の募集、および他地域への出展については、これまで産業祭

などでは、飲食部門については産業祭内の企画として他地域からの出店を募っていた。これを更に

拡大させ、他地域のＰＲを目的としたブース（主に商工会議所・商工会ブースを想定）に門戸を開

き、他地域ブランドのＰＲを行ってもらう。そうすることで、市内の事業者に刺激を与えるだけで

なく、深谷ブランド構築のヒントを得てもらい、今後深谷市をＰＲする際の参考にしてもらう。一

方で、商工会議所が市内の事業所を集め、他地域の産業祭へブースを出展することで、深谷地域の

ブランドを他地域へＰＲし、市内の産業を活性化させる。 

なお、産業祭出展者に対しても、単に場所や機会を提供するだけでなく、例えば産業祭出展者に

対して準備セミナーを開催する。産業祭にお店を出して売上が上がればよい、という考え方ではな

く、産業祭での販売方法や情報の提供方法を学び、産業祭をきっかけに既存事業へどのように繋げ

るかを指導し、イベント収益以外での持続的発展を目指していく。 
参加出展者数については、平成 27年度については現状と同数、平成 31年度については 140事
業所の出展を目指す。また他地域からの出展者数については、現状の 15 を倍の 30 事業所に増や
す。 
他地域への出展については、平成 27年度については 1箇所 2事業所、平成 31年度については

5箇所 10事業所の出展を目指す。 
     

（２）深谷宿屋台村「ふっかちゃん横丁」 

中心市街地をけん引することを目指して、「深谷宿屋台村」を運営しているが、今後も屋台村を活

用し、多くの市民や来街客が集う中心市街地の「交流拠点」として位置づける。また屋台村は飲食

店の創業・新規出店のきっかけにもなるため、今後も継続して運営するとともに、屋台村を卒業し

て店舗を開設した事業所の支援を継続的に行うことで、商店街の活性化・空き店舗対策にもつなげ

ていく。 

 

（３）深谷にアウトレットの計画が立ち上がっているが、アウトレットで深谷に来た消費者が、市内

へ回遊してもらうための名物創出を目指して企画検討会が立ち上がっている。（現在、B 級グルメ

やスイーツを中心に検討中である）平成 31 年度までには、名物を生み出すことを目標とする。 
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（４）「埼玉県主催の地域連携モデルチーム」にて自治体と連携した支援の取組みを行ってきた。今

後も商工会議所主催で地域連携モデルチームを継続して地域の課題を様々な機関と協力しながら

総合的な課題解決を図り、地域の事業所の発展に寄与したい。 

 

 

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ノウハウ等の情報交換に関すること 
 
課題および事業概要 

 
 深谷および県北地域では従来から積極的に地域間の連携を図ってきた。今後はそれらの連携体制
をさらに強化していく必要がある。特に情報共有だけでなく、新たな学びにつながることも積極的に

行っていきたい。一方で、県北地域はそれぞれの担当者が集まるにも(埼玉県の他地域に比べると)時
間がかかることから、情報共有についても効率よく進める必要がある。 
 また、深谷市内の事業所からも、市内の販路だけでなく、市外の販路開拓についての要望が高い。

 
そこで、これらの状況を踏まえ、以下の取組みを行い、深谷だけでなく近隣との連携を強化し、ノ

ウハウの強化を図っていく。 
 
 
(1) 「地域プラットフォーム」「埼玉県・県北地域連携事業＜埼玉県地域経済活性化推進事業(平成
26 年度)・埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業（平成 27 年度）＞」による支援体制強化 

(2) 広域連携中小企業ビジネス商談会・交流会の開催 
 

具体的手段および活用方法  

 

（１）「地域プラットフォーム」については、これまで、平成 25 年 9 月に中小企業庁の認定を受けた、

埼玉北部中小企業支援プラットフォームの代表機関として連携機関と協力し、埼玉北部地域の中

小企業者等支援の充実を図ってきた。同様に「埼玉県地域経済活性化推進事業」においても実施

機関の代表として支援の充実を図ってきた。 

今後も取組みは継続し、専門家派遣事業の窓口機能を担う他、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みを行う（平成 27 年度 埼玉県小規模事

業者経営基盤強化事業）。特に外部機関との連携を強化し、産学官金の連携を進めること、全国

的に中小企業支援を行っている民間企業と提携することで、他地域での支援事例や実績などの情

報を手に入れることを積極的に行っていく。 

 

地域内外の連携機関と協力しながら支援を進めることで、1商工会議所では集められないよう

な数多くの事例や特徴的な事例を知ることができ、それらを事業所に還元する事ができるように

なる。そのことで、小規模事業者に専門性・満足度の高い支援を行う。 

 

さらに、これまでは経営支援全体の情報共有が主だったが、今後は、各事業所の個別案件につ

いてケーススタディ形式の研修も行っていく。 
 
   合わせて、会議での召集は移動や時間の制約があるため、頻繁な情報交換は難しい、そこで、

ＩＴツール（Facebook、サイボウズ、セールスフォース、などから選定）を活用し、地域を超
えた担当者同士のグループを新たに作成し、グループ内で意見を出し合う機会をつくる。これは
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遠隔でのやり取りを増やし、ノウハウの流動性を高めるだけでなく、文字上でのやり取りが記録

として残るため、ノウハウの再活用にも威力を発揮することができる。 
 

（２）広域連携中小企業ビジネス商談会・交流会の開催については、埼玉北部地域商工会・商工会

議所の連携によるビジネス商談会・交流会を開催する。企業の販路開拓・拡大、商品・製品の周

知・PR 支援を行う。地域内外の多くの事業所と触れることで、自社の新たな魅力に気づいたり、

他社の事例を参考にできたりと、事業所のビジネスを発展させる効果が期待できる。また直接的

な効果としても、新たな販路開拓に伴う売上の増加が期待できるなど効果も期待できる。実際に

平成 26年度に行った商談会・交流会では、28組のマッチングが成立し、87件が今後取引につな
がるきっかけになった、と答えている。 

 

Ⅱ．経営指導員などの資質向上に関すること 
＜支援能力向上の仕組みについて＞ 

 まずはこれまで継続的に行ってきた、日本商工会議所や、埼玉県の会議所連合会・商工会連合会、

中小企業大学校などの研修への参加は今後も続けていく。さらに、金融機関、経済団体が主催する研

修も積極的に参加する。 
 また、各商工会議所の先進事例を学ぶ機会として、他地域への事例研修・視察を行う。現在、年２

～３回実施しているものを、年３～５回に増やし、実際の現場の事例やノウハウ・スキル強化を図る。

 
 特に、記帳指導や税務指導とあわせ、小規模事業者支援に必要となるスキルを積極的に学んでいく。

 具体的には、事業計画作成について、補助金助成金の説明会、モチベーション理論の習得、マーケ

ティング販売促進についての研修会、人材活用、営業・接遇・マナー研修などへの参加を勧める。合

わせて地域に根付く商工会議所だからこそ、地域の事業所ならではの営業秘密やノウハウを知る機会

が多くあるため、営業秘密・商標権・特許などに関する知識の習得も行う。 
  
また、職員が研修に行くだけでなく、商工会議所にてセミナーを主催する際、担当者およびそれ以

外の職員をセミナーに参加させることで、ノウハウを商工会議所に集め今後に活かす。その際、商工

会議所主催のセミナー開催後に、職員が復習セミナーを開催することで、職員の事業所に対する情報

提供能力を向上させるだけでなく、参加した事業所、参加できなかった事業所に対してより多くの情

報提供機会を与えることができる。 
 
 併せて、外部の専門家を活用した支援を実施した際には、指導同席時に音声を録音し、繰り返し内

容を確認することで、質問方法や課題分析手法を身につける。 
 
また、5ページに示したランクごとの支援施策案 Sランクの事業所に協力してもらい、まずは状況

などがわかっている事業所に対して、これまで獲得した支援スキルを提供し、経営指導を行う経験を

積んでいく。これまで指導員や職員もセミナーなどで多くの情報を獲得しているはずなのに、事業所

に対して指導した経験が少ないために、及び腰になってしまっていた。その部分を解消するために、

まずは気心しれた事業所に協力していただき、指導経験を積むことで徐々に感覚をつかみ、その他の

企業に対しても自信を持って指導できるような仕組みにしていく。 
 
＜支援ノウハウなどの共有について＞ 
 深谷商工会議所ではこれまで約 2年間、外部専門家を招いて、法律改正や経済環境に対する勉強会、
他地域での支援事例の共有、商工会議所職員のそれぞれの担当業務の紹介・共有・改善提案、などを

「深谷商工会議所イノベーション会議」として実施してきた。 
今後はこれらの情報共有や知識の獲得に加え、伴走支援で行ってきた経営状況の分析結果、支援ノ

ウハウ、参加した研修会の内容・今後の活用方法、などについて、職員同士でプレゼンテーションや

ワークを行いながら、支援ノウハウの共有化と今後の更なる支援能力向上に努めていく。 
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特に、「深谷商工会議所イノベーション会議」として集まり、自分たちが実施した支援に対して、

外部の専門家にコメントをもらうことで、より高度な支援のヒントや方法を獲得することができる。

また、可能であれば、協力してくれる事業所を募り支援状況の撮影も行い、それらを共有し、今後

の支援につなげていきたい。  
 
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、本計画に記載した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有識者を招いた「深谷商工会議所イノベーション会議」において、毎月の進捗状況の確認と、成果

の評価、この後の方針の見直しなどを行う。 
②3 ヶ月毎に 1 回、「地域連携モデルチーム事業」において、深谷市の各種支援機関を集め、計画の
成果報告と、各支援機関からの視点で意見を集め、計画へのフィードバックを行う。 
③毎年度 1回、一般社団法人埼玉県中小企業診断協会（会長 高澤彰氏）より専門家を招き、事業の
実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 
④正副会頭・代表常議員会議（役員会）において、評価・見直しの方針を決定する。 
⑤事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭・代表常議員会議（役員会）へ報告し、承

認を受ける。 
⑥事業の成果・評価・見直しの結果を深谷商工会議所の web サイト上にて、計画期間中公表する。
併せて web 上だけでなく、商工会議所会報紙面への掲載や、商工会議所内の事業所用 PR スペー
スに資料を設置し、webが不得意で見られない方でも閲覧可能な状態にする。 

 
具体的な、事業の成果、評価および見直しの仕組みについては以下のとおりである。 

 
  月 1回 「深谷商工会議所イノベーション会議」を開催。事業進捗の確認と状況共有の場とする。

前半を有識者からの経済状況や他地域での指導状況の知識獲得。後半は、指導員や職員がその時間

のファシリテーターとなって、事業進捗状況の確認と状況共有の資質向上を行い、PDCAサイクル
を回す。特に「深谷商工会議所イノベーション会議」での有識者については、地域の状況に詳しく、

ともに動いてもらえる専門家に依頼。会議の際だけでなく普段の支援から情報共有を図る仕組みを

つくる。 
 
  ３ヶ月毎に１回 「地域連携モデルチーム事業」にて、自治体（埼玉県・深谷市）・金融機関（政

府系・民間）・商工会議所・有識者（士業など）により集まる機会を活用し、経営発達計画の成果

報告と、各連携機関からの意見を集め、その後の計画遂行へフィードバックを行う。 
  このモデルチームは本来発達計画のための集まりでは無いが、自治体・金融機関・有識者が集ま

る貴重な機会であるため、モデルチームにおいて情報を共有し意見を集める。 
 
  毎年度１回 最終報告について会議を招集。年度全体の数値目標に対する成果と課題点、および

今後の解決指針を定め、次年度以降の計画実施につなげる。また、「深谷イノベーション会議」で

の有識者のほかに、一般社団法人埼玉県中小企業診断協会より、報告書のチェックと客観的な外部

の立場からの意見を集約し、より精度の高いフィードバックを獲得し、効果の出る支援体制を構築

する。 
 
  なお、成果、評価および見直し結果について、具体的な提示方法は以下のとおりである。 
 
  毎月１回行われる「深谷商工会議所イノベーション会議」での成果（会議内容の概要と、反省点、

今後の方針）については、商工会議所職員による商工会議所ブログ上にて内容を掲示する。 
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  ３ヶ月に１回行われる「地域連携モデルチーム事業」が開催されるタイミングに併せて、目標数

値に対する実績表を作成し、進捗状況を数値的に把握。進捗にあわせて方針の検討を行う。 
  小規模事業者に対しては、商工会議所ブログで概要を紹介するとともに、web サイトへの掲載
と PRスペースへの報告書の設置を行う。 

 
  １年に１回行われる最終報告に関する会議については、年度の成果および今後の指針について、

概要は商工会議所会報へ掲載、報告書の詳細については、PRスペースへの報告書の設置と webサ
イト上へのアップロードを行う。 

 
  また、各進捗状況や、特に事業所に知らせておきたい状況については、深谷商工会議所が発行す

るメールマガジン内での広報を行う。 
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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 27 年 1 月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[役員会] 

経営発達支援計画（案）の決議 

経営発達支援計画実施状況の把握 

事業の成果・評価・見直しなどの承認 

経営発達支援計画実施統括 
（計画策定、事業成果・評価分析） 

●総務課（4名） 

※経営発達支援計画は職員全員で実施 

※経営支援課[中小企業相談所]を担当課として、経営指導員を中心に支援を実施 

経営発達支援計画実施責任者（総務課） 
（計画策定、遂行状況把握、事業成果・評価分析）

計画策定、遂行状況把握、事業成果・評価分析、経
営状況分析、各種調査の実施、需要開拓支援 

需要開拓・販売促進支援 

需要開拓・販売促進支援 

[総務課全体] 事業所接触表の管理、経営発展支援計画実施に係る会計処理など 

●経営支援課[中小企業相談所] 
（9 名内経営指導員 4名） 

経営発達支援計画実施責任者（経営支援課） 
（計画策定、実施状況把握、事業成果・評価分析）
計画策定、遂行状況把握、事業成果・評価分析、経
営状況分析、各種調査の実施、需要開拓支援 
事業成果・評価分析、経営状況分析、地域活性化支
援、経営指導員等資質向上 
各種セミナー等の企画・運営、需要開拓・販売促進
支援、経営指導員等資質向上 

主査[補助員]   町田 恵子 

創業支援、他の支援機関との連携、需要開拓・販売
促進支援 

主任[補助員]   萩原 徹也 

各種調査の実施、地域活性化支援 
 

主任[経営指導員] 小暮 雄一 

会 頭   髙野 一吉 

副会頭    中島 卓也 
      鵜養 秀男 

村岡 正巳 

代表常議員 新井 進二 
      寺田 喜光 

髙丹 秀篤 

専務理事代行・事務局長 柿沼  覚 

事務局次長  粕谷  明 

課長     鈴木 浩史 

主事     金子 美和 

契約職員   持田 寿子 

中小企業相談所長  村岡    豊 

課長[経営指導員] 八ツ田広岳 

係長[経営指導員] 金井 昌之 

経営状況分析、各種調査の実施、創業支援、需要開
拓支援 

主任[経営指導員] 倉上 元徳 

経営状況分析、各種調査の実施、地域活性化支援、
需要開拓支援 

主事[記帳専任職員]井田 貴義 

需要開拓・販売促進支援、他の支援機関との連携 契約職員[記帳指導員]大畠 恵

 [職員全体] 
事業所接触訪問、事業所接触表の入力、商工会議所内での情報共有 
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（商工会議所組織図）※職員数 14 名 経営指導員 4 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     議員総会  (80) 

     監 事    (3) 

     副会頭    (3) 

     専務理事  (兼 1) 

   代表常議員 (3) 

     常議員会  (26) 

 
 
●総務・地域振興委員会 
●商業・観光振興委員会 
●工業・技術振興委員会 
 
 

 
 

     委員会    (3) 

会 員 

 
 
●小売商業部会 
●卸商業部会 
●生活サービス業部会 
●建設業部会 
●工業部会 
●金融保険業部会 
●情報・サービス業部会 

 

     部 会    (7) 
 
●総務委員会 
●親睦委員会 
●地域活性化委員会 
●産学連携委員会 
●研修委員会 
●広報渉外委員会 
●会員増強委員会 
●ﾌﾗﾜｰｸｲｰﾝ委員会 

 事務局長 柿沼 覚 (1)

     青年部  (250) 

 

■総務課 (4 名)           

●事務局次長 粕谷  明 
●課長    鈴木 浩史 
●主事    金子 美和 
●契約職員  持田 寿子 

■経営支援課[中小企業相談所] (9 名)    

●中小企業相談所長   村岡  豊 
●課長[経営指導員]   八ツ田広岳 
●係長[経営指導員]   金井 昌之 
●主査[補助員]     町田 恵子 
●主任[経営指導員]   倉上 元徳 
●主任[経営指導員]   小暮 雄一 
●主任[補助員]     萩原 徹也 
●主事[記帳専任職員]  井田 貴義 
●契約職員[記帳指導員] 大畠  恵 

                 事 務 局 (13) ※職員数 14 名（内経営指導員数 4名） 

     会 頭    (1)     顧問・参与  (22) 
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（２）連絡先 

 小規模事業者の相談窓口として、中小企業相談所（経営支援課）を連絡窓口とする。

 
名称 深谷商工会議所 経営支援課 

住所 〒366-0822 埼玉県深谷市仲町 20 番 1 号 

電話番号 ０４８－５７１－２１４５ 

ＦＡＸ番号 ０４８－５７１－８２２２ 

ＵＲＬ http://www.fukaya-cci.or.jp 

E-mail keieishien@ fukaya-cci.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） 

 平成27年度 

(27 年 4 月

以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400

 

[中小企業相談

所会計] 

指導事業費 

広域支援事業

費 

支援機能強化

事業費 

 

[一般会計] 

産業振興費 

地域振興費 

販路開拓促進

事業費 

 

16,600 

 

9,700 

5,800 

 

1,100 

 

 

16,800 

5,000 

5,200 

6,600 

16,600

9,700

5,800

1,100

 

 

16,800

5,000

5,200

6,600

16,600

9,700

5,800

1,100

 

 

16,800

5,000

5,200

6,600

16,600 

 

9,700 

5,800 

 

1,100 

 

 

16,800 

5,000 

5,200 

6,600 

16,600

9,700

5,800

1,100

 

 

16,800

5,000

5,200

6,600

（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、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 

地域連携モデルチーム事業 

管内の商工団体・金融機関・行政及び管内を中心に活動している専門家等により連携

支援チームを構築し、構成メンバー間での小規模事業者の支援に関する情報を共有する

とともに、事業者に対する効果的な支援を実施する。 

・新たな事業展開や新分野に取り組む、やる気のある小規模事業者への支援 

・中心市街地活性化のため、新たな事業活動を検討・実施する小規模事業者への支援な

ど 

連携者及びその役割 

【連携者】 

株式会社埼玉りそな銀行（深谷市西島町 2-19-6）：社長 池田 一義  

（深谷支店 支店長 竹内 透） 

株式会社武蔵野銀行（深谷市桜ヶ丘 207）：取締役頭取 加藤喜久雄 

（深谷支店 支店長 馬場正美） 

埼玉縣信用金庫（深谷市西島町 2-19-1）：理事長 安田 格  

（深谷支店 支店長 岡安潤一） 

埼玉信用組合（深谷市本住町 5-35）：理事長 鈴木 洋 

（深谷支店 支店長 千葉 博） 

株式会社日本政策金融公庫（熊谷市宮町 2-45）：代表取締役総裁 細川 興一 

（熊谷支店 支店長 山邉伸夫） 

福島泰彦税理士事務所（熊谷市籠原南 1-113-3）：所長 福島 泰彦 

埼玉県（さいたま市浦和区高砂 3-15-1・熊谷市末広 3-9-1）：知事 上田 清 

（埼玉県商業・サービス産業支援課・埼玉県北部地域振興センター） 

深谷市（深谷市仲町 11-1）：市長 小島 進 

（産業振興部商工振興課） 

深谷商工会議所（深谷市仲町 20-1）：会頭  髙野一吉 

 

【支援内容・役割】 

商工会議所：事業計画の実行支援（フォローアップ）、専門家派遣支援、販売促進支援、

情報提供など 

金融機関：店舗開店資金の融資、財務面でのアドバイス、販売促進支援 など 

専門家：店舗運営（店舗設計・店舗レイアウトなど）に関するアドバイス、開店手続き

の支援、販路拡大支援など 

行政機関：経営革新計画の実行に向けたアドバイス、行政機関施策等の情報提供など 
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連携体制図等 

 

 

 

 

連携する内容 

埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業（平成 27年度より） 
中小企業売上アップ支援事業は、商工会又は商工会議所等（以下「商工会等」という。）

が高度な専門知識を有した専門家や金融機関等との連携強化を図りながら、中小企業の

最も重要な経営課題である売上アップ支援を専門的かつ実践的に行い、目に見える成果

を上げることで、経営安定・企業発展を図るとともに企業の満足度（商工会等）を高め

る。 

連携者及びその役割 

窓口・巡回相談（相談事業）、専門家派遣事業、経営フォローアップ推進事業、販路開

拓支援事業、創業支援事業を実施し、事業計画書に掲げた成果目標を達成する。 

１ 窓口・巡回相談（売上アップ支援アドバイザー相談事業） 

２ 専門家派遣（売上アップ支援専門アドバイザー派遣事業） 

３ 創業予定者・創業者への支援の実施 

（創業セミナーにおいて、ケーススタディによる個別課題解決や意見交換） 

４ 経営革新承認企業への計画実行支援、計画変更・見直し支援、承認企業等による共

通課題解決支援の実施 

５ 売上アップにつながる実践的なセミナー等の実施 

６ 企業マッチング・商談支援の実施（販路開拓支援事業） 

様々な経営課題に

強力な連携支援で

対応！！ 

地域連携モデルチーム 

モデルチーム 

（県内 6地区程度）
 地域の専門家

(士業)など 
 金融機関 

の担当者 

 埼玉県･深谷市 

の担当者 

 深谷商工会議所 

の担当者 

 連携支援 
事例を蓄積 

 小規模事業者支援 

新サービス 

づくりなど 

多店舗化 

など 
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７ その他、施策普及のためのパンフレット等の作成 

８ 売上アップ支援アドバイザー連絡会議（連携機関会議）の実施 

９ 事業満足度調査の実施 

 

＜連携者：各地域における情報提供、および事業の実施＞ 

熊谷商工会議所（熊谷市宮町 2-39）：会頭 藤間 憲一 

秩父商工会議所（秩父市宮側町 1-7）：会頭 西村 耕一 

行田商工会議所（行田市忍 2-1-8）：会頭 小川 雅似 

本庄商工会議所（本庄市朝日町 3-1-35）：会頭 真下 恵司 

寄居町商工会（寄居町大字寄居 1267-2）：会長 柴崎 猛 

くまがや市商工会（熊谷市妻沼 1706-1）：会長 春日井正臣 

ふかや市商工会（深谷市永田 1420）：会長 吉岡 虎一 

上里町商工会（児玉郡上里町大字七本木 5591）：会長 木村 芳雄 

神川町商工会（児玉郡神川町大字植竹 900-4）：会長 田村 勝 

児玉商工会（本庄市児玉町児玉 325-5）：会長 江原 貞治 

美里町商工会（児玉郡美里町大字木部 323-3）：会長 黒澤 彰 

（一社）埼玉県商工会議所連合会 

（さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ソニックシティビル 7階）：会長 佐伯 鋼兵 

深谷商工会議所（深谷市仲町 20-1）：会頭 髙野 一吉 

【協力機関】 

株式会社日本政策金融公庫（熊谷市宮町 2-45）：代表取締役総裁  細川 興一 

（熊谷支店 支店長 山邉伸夫） 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業 

・深谷商工会議所（代表機関）

・行田商工会議所 
・熊谷商工会議所 
・本庄商工会議所 
・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 
・上里町商工会 
・神川町商工会 
・美里町商工会 
・児玉商工会 ・日本政策金融公庫 熊谷支店

・埼玉県商工会議所連合会 
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連携する内容 

深谷商工会議所イノベーション会議 

深谷商工会議所若手職員を中心とした、日々の業務改善・支援ノウハウの獲得・互い

の業務情報の交換など、商工会議所支援体制の向上を図る会議 

 

連携者及びその役割 

株式会社ディセンター 

（さいたま市大宮区宮町 2-55-2 第一大宮ビル B1F ）：代表取締役  折原 浩 

深谷商工会議所（深谷市仲町 20-1）：会頭  髙野一吉 

 

外部有識者：小規模事業者の支援全般に課題解決力を持つコンサルティング会社 

 ・成果報告や情報共有時に対する、経営学や支援事例を踏まえたアドバイス 

 ・他地域での事例、事業所支援ノウハウ、施策動向、などの情報提供 

連携体制図等 

 

 

深谷商工会議所 
■イノベーション会議の運営 
■議事進行・テーマの選定 
■事業進捗報告 

外部有識者 
■支援事例・経営学を踏まえたアドバイス 
■他地域での事例・事業所支援ノウハウ・施策動向などの情報提供 

サポート 


