
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
所沢商工会議所 （法人番号 3030005003604） 

実施期間 平成 31 年 4 月 1 日 ～ 平成 36 年 3 月 31 日 

目標 

(1)環境の変化への対応力や、大型店との競合に負けない競争力のある小規模事業者の育

成に取り組む。 

(2)計画書の作成や、後継者の育成などの事業承継支援を行い、当市の事業所数減少に歯

止めをかける。 

(3)創業計画書の作成や、開業後のフォローアップなどの創業支援を行い、創業者の増加だ

けでは無く、伴走支援により事業を軌道に乗せて新たなイノベーションの創出へと導く。 

(4)インバウンド対応への支援を行い、観光施設の建設で増加が予測されている外国人観

光客を顧客として取り込み、ビジネスチャンスを捉える。 

(5)販路の拡大や、当所が持つ各分野の幅広いネットワークを活用した連携の支援を行い、

新商品の拡販による売上増加や、工業製品の開発などを促進させる。 

(6)地域ブランドの醸成や、地域産品を活用した特産品開発への支援を行い、事業者にと

っての強みとなり得るような、地域の活性化を図る。 

(7)実践経験やノウハウ・情報等を共有する仕組みを構築することにより、経営指導員を

含む全職員の資質を向上させ、組織全体の支援力向上を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

所沢市統計書、及び所沢市経済動向調査の分析を定期的に実施し、分析結果を所内

並びに他地域の支援機関と共有し、管内の小規模事業者にはそれぞれの課題に則した

解決策の提案を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

オリジナルシートによる簡易分析と、ローカルベンチマークを利用した詳細分析に 

より、ヒト・モノ・ノウハウ等の「強みとなる経営資源」や経営課題を顕在化させ、 

課題解決や自社の魅力を活かした経営となるよう支援する。 

３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   既存のビジネスモデルに囚われがちな小規模事業者に対し、管内の経済動向調査や 

経営分析、及び需要動向調査の結果を踏まえ、新たな取組みへの挑戦やビジネスモデ 

ルの再構築が出来るような事業計画の策定を支援する。 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   小規模事業者の将来の自立経営に繋がるよう、策定した事業計画の円滑な実施を、

各々の経営課題に対応した支援メニューやフォローアップ頻度で、経営指導員が PDCA

サイクルに沿って伴走支援する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   地域産品を活用した商品や新たな取組みで生み出された個社の商品を対象に、来店 

客や百貨店バイヤーなどによるアンケート・ヒアリング調査を実施することで、商品 

のブラッシュアップや市場ニーズを捉えた売れる商品づくりを支援する。 

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】 

   実際に売上高の増加に結び付けることを目的に、展示会・商談会への出展、IT や 

マスメディアを活用した PR を実施し、販路拡大並びに取引機会の拡大を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   地域活性化懇談会による関係機関との地域活性化への意識の共有、所沢ブランドの 

創出、150 年の歴史を刻むところざわまつりの開催により、豊かな観光資源や自然環 

境を有する当市の強みを活かし、増加が見込まれる観光客が市内商店街や飲食店、観 

光地や文化スポットを回遊する仕組み作りを支援する。 

連絡先 

所沢商工会議所 中小企業相談所 

〒359-1121 埼玉県所沢市元町 27-1 所沢ハーティア東棟 3階 

TEL : 04-2922-2196（代） 04-2924-5581（直通）  FAX  : 04-2923-6600 

E-mail : info@tokorozawa-cci.or.jp  URL : http://www.tokorozawa-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 

 

〔市の現況〕 

所沢市（以下、当市）は、埼玉

県南西部に位置しており、面積は

72.11 ㎢、北東部は三芳町に、北部

は川越市、狭山市、北西部は入間

市、南部は柳瀬川を挟んで東京都

と接している。 

 当市には、鉄道交通機関として、

西武池袋線・新宿線・狭山線・山

口線、JR 武蔵野線の 5路線 10駅が

市内にある。1 日 20 万人が行き交

い、当市の玄関口となる西武鉄道

の所沢駅はメインターミナルとな

っており、池袋駅まで急行で最短

23 分、都心の大手町駅まで最短 45

分でアクセスでき、交通の利便性が高い。また、主要道として埼玉県南部を埼玉県庁前を経由して東

西に貫く、国道 463 号線が市内を横断して関越自動車道所沢 ICに接しており、物流交通網の動脈とな

っている。 

 昭和 25 年の市制施行当時は人口 4 万 2 千人余りの田園地帯であったが、首都東京まで 30 ㎞圏内に

あることや、交通の利便性の高さ、優れた自然環境などから人口が増加し、現在では人口 34万人を超

える埼玉県南西部の中核都市として発展している。 

 かつて当市の中央部には、陸軍所沢飛行場があり、戦後は米軍に接収され基地として運用されてい

た。その後、返還運動により現在の米軍所沢通信基地を除く約 7 割が返還。広大な跡地には 3 つのホ

ールを備えた市民文化センターミューズ、面積 50.2 ㏊の所沢航空記念公園、所沢市役所、世界有数の

規模を誇る市民体育館、税務署・警察署・児童相談所など国・県の施設が整備され、当市の中心的な

役割を担う地域となっている。また、当市に本拠地を置く埼玉西武ライオンズ球団・西武鉄道を擁す

る西武ホールディングスの本社があり、「西武グループの企業城下町」を色濃く残している。現在中心

市街地では再開発が行われており、商業・産業の活性化など、更なる発展が期待されている。 

 

 
 ▲埼玉西武ライオンズ本拠地「西武ドーム」 （出典：埼玉西武ライオンズ公式サイト） 

 

東京都 

山梨県 

長野県 
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茨城県 

千葉県 

栃木県 
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〔航空発祥の地〕 

当市の特徴の一つとして、日本の航空史との深いかかわりが挙げられる。明治 44 年に日本で最初の

陸軍飛行場が開設され、以来、研究会あるいは航空大隊と変遷しながら飛行機・飛行船・気球等に関

する研究、訓練が行われてきた。その後、大正８年には陸軍飛行学校が所沢飛行場内に創設され、航

空界に大きな足跡を残した。 

現在では、航空記念公園に｢所沢航空発祥記念館｣が設立され、公式の飛行場から初めて飛び立った

航空発祥の地として残したその足跡を、迫力ある多数の実機や映像などを通して知ることができる。 

  

 

▲県営所沢航空記念公園       ▲所沢航空発祥記念館 

 

 

〔特産品〕 

①狭山茶 

当市は入間市に次ぐ狭山茶の生産地である。狭山茶は市内全域で栽培され

ており、特に三ヶ島、富岡地区で栽培面積、収穫量が多い。茶生産者の多く

が「自園（栽培）、自製（製造）、自販（販売）」という独自のスタイルをと

っており、地元で生産されたものを地元で消費する「地産地消」の先駆けで

もある。 

 

 

②里芋 

埼玉県内から出荷される「里芋」の多くが当市で生産されている。なかでも当市では、里芋を使用

したスイーツやお酒など、ひと味違った名産品が生み出されているのが特徴である。 

 

③焼きだんご 

焼きだんごは、畑作地帯であった当市の風土に根ざす「郷土の味」である。水田を作ることのでき

る場所が少ない当市では、自家用に陸稲（おかぼ：畑栽培で育てる稲）が栽培されてきたが、炊いて

食べるにはぽそぽそしがちなため、だんごにして食べられることが多かったという。市内には今も焼

きだんごを味わえる店があり、多くの市民に親しまれている。 

 

④所沢人形（押絵羽子板） 

埼玉県知事指定の伝統的手工芸品である。江戸時代中期のかき絵、はり絵の羽子板を農閑期の副業

として奨励したのが始まりと言われている。その後、当地の雛職人が押絵の技術を学び、羽子板を製

作したものと伝えられている。 
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⑤醤油焼きそば 

当市の新たなご当地グルメである。当市の老舗醤油醸造会社と製麺会社、飲食店がコラボレーショ

ンし、まちおこしとして開発した。「所沢産の醤油」「所沢産の麺」「所沢産の野菜 1 品以上」を使用す

ることが条件。味付けや調理法は取扱店に任せているため、店ごとに趣向を凝らしたオリジナリティ

ーあふれる焼きそばが次々と誕生している。 

 

 

〔みどり・文化・産業が調和する地域づくり〕 

近年の当市の地域産業を取り巻く動きのなかでももっとも大きいプロジェクトのひとつが、所沢市

と KADOKAWA が共同で進めている「COOL JAPAN FOREST 構想」である。「COOL JAPAN FOREST 構想」は、   

KADOKAWA が建設する文化コンプレックス「ところざわサクラタウン」を中心とした東所沢周辺の重点

推進エリアにおいて周辺環境の整備を進め、産官共同で企業誘致や文化事業等を展開することにより

「みどり・文化・産業が調和したまち」の創出を図る構想である。 

また、この構想に関連して、アニメ聖地巡礼の事業を展開する一般社団法人アニメツーリズム協会

と連携するなど、この構想は広域的な魅力向上やインバウンドの誘致による観光振興、関連産業の活

性化と雇用の創出等、様々な分野で大きな波及効果をもたらす契機となるものと期待されている。 

 

 
 

 

〔観光地点への来訪者が増加傾向（当市全体）〕 

平成 28 年は当市に年間 550 万人の観光客が訪れている。来訪先としては「西武ドーム」や「西武

園ゆうえんち」、「所沢市民体育館」、「所沢航空発祥記念館」などが多くなっている。 

 

 
       （出典：埼玉県 産業労働部 観光課「観光入込客統計調査結果」より作成） 

 

▲ところざわサクラタウン パース図（2018 年 1月現在） 
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（出典：西武鉄道 HP「所沢駅の乗降客数」） 

平成

94,609 96,321 96,156 94,827 93,399 95,309 96,485 95,772 97,662 99,994

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

（人）

 

〔これまで増加傾向にあった人口がはじめて減少に〕 

当市の人口は 344,388 人（平成 30年 9月 30 日現在）である。 

国勢調査の結果から人口の推移をみると、平成 22 年までは一貫して増加傾向にあったが、平成 32

年（2020 年）以降、減少傾向に転じるとみられている。 

年齢ごとにみると、年少人口・生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。今後も少子

高齢化が加速していくことが予測できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔交流人口は一貫して増加傾向〕 

 当市の人口は減少傾向に転じる見込みであるが、交流人口は増加基調にある。所沢駅の乗降客数を

みると、平成 23 年度の 93,399 人から平成 28 年度の 99,944 人まで、5 年間で 7％の増加がみられる。 

 駅前の再開発や大企業（日本光電工業）の総合技術センターの駅前誘致などによる効果である。 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業者数〕 

 管内の商工業者数は約 1 万社（うち、小規模事業者数は約 7千社）となっている。業種別に平成 21

年と平成 26 年の事業所数をみると、建設業、製造業、卸売・小売業での減少率が高い。この理由では、

建設業は工事現場の多い東京都内への流出が多い、製造業は地価や人件費の高まりを受け廃業や移転

が進んでいる、卸売・小売業は大型店の進出や商圏人口の減少に伴い事業承継をせずに廃業をするこ

とが多いという実態がある。 

 

 

（出典：所沢市産業振興ビジョン） 
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建設業 製造業
運輸・通

信業
卸売・小

売業
サービス

業
分類でき
ないもの

合計

平成２１年
　事業所数 1,218 810 399 2,579 5,272 3 10,281
　事業所数（小規模事業者） 1,157 700 229 1,567 3,397 1 7,051
平成２６年
　事業所数 1,087 721 365 2,360 5,447 6 9,986
　事業所数（小規模事業者） 1,038 623 209 1,359 3,355 1 6,585
増減（平成２６年－平成２１年）
　事業所数 △ 131 △ 89 △ 34 △ 219 175 3 △ 295
　事業所数（小規模事業者） △ 119 △ 77 △ 20 △ 208 △ 42 0 △ 466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：経済センサス） 

 

〔当市の小規模事業者の現状と課題〕 

 

 当市は、都心から 30 ㎞圏内という立地や交通利便性の向上から、首都圏近郊のベッドタウンとし

て発達してきた。現在の人口は 34.4 万人（平成 30 年 9月 30 日現在）である。近年は、この市場を獲

得すべく、多くの大手小売店、フランチャイズ店などが進出してきている。この影響により、小規模

事業者の多くは、競争の激化にさらされている。小売業、飲食業、サービス業などの店舗ビジネス事

業者の課題を集約すると「大手との差別化」である。大手資本との差別化を行い、将来的にも持続可

能なビジネスモデルを構築することが課題である。 

 また、建設業や製造業といった対企業取引の事業者は「新たな取引先の獲得」が課題であるといえ

る。今後、市内の市場が縮小していくなかで、市外・県外の新たな取引先を獲得できなければ、事業

の持続が困難となってしまうためである。 

 

 

①小売業の現状と課題 

<現状> 

平成 26 年の年間商品販売額は、卸売業 1,938 億

円、小売業 2,690 億円である。近年は事業所数が減

少するなかで、年間商品販売額は維持されている。 

広域商圏域内に大型複合商業施設「ららぽーと富

士見」、「三井アウトレットパーク入間」などが多数

出店した影響により、地元での購買が市外へ流出し

ている。また、平成 30年 3 月に当市のターミナル駅

である西武線所沢駅東口直結の商業施設「グランエ

ミオ所沢」が開業、西口も再開発により大型ショッ

ピングセンターが建設中であり、駅前の老舗百貨店

「西武所沢店」を交えた競争は激化の一途を辿って

いる。 

周辺商業地域では、住民の多い地区へ車での来店を狙った大手スーパーマーケットやドラッグスト

ア、コンビニエンスストアなど最寄品の店舗が展開されている。 

小規模事業者は、これらの大手小売店との競争にさらされており、売上が減少している事業者が多

い。また、商店街の衰退や将来への不安も相まり、後継者に事業を引き継ぐことなく、廃業を選択す

るケースが増加している。 

 

<課題> 

 小規模事業者の課題は以下のとおりである。大手小売店と差別化し、消費者の多様な商品ニーズに

応えることで販売力を強化することが必要である。現状では、所沢駅西口の「西武所沢店」と東口の
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「グランエミオ所沢」では顧客が行き来するなど、相乗効果が生まれている。しかし、大手小売店と

小規模事業者の相乗効果が発生するには至っていない。大手小売店が集客した顧客をどのように誘引

するのかといった点も小規模事業者の課題のひとつとなっている。 

・商店街や中心市街地等への買い物客の呼び込み 

・高齢化や後継者不足による廃業の抑止 

・大規模複合商業施設との共存共栄 

・市民の多様な商品ニーズやサービスに応える 

 

 

②飲食業の現状と課題 

<現状> 

主に所沢駅・新所沢駅の駅前地域では、大手チェーン店が展開している。大手チェーン店と個店と

の競合の図式に、「西武所沢店」、「グランエミオ所沢」の飲食テナントも加わり、地域性のある個店の

特色が薄まってしまっている。 

個店のグループで街バルの開催や、飲食店マップの配布など、「飲食店が元気な街・所沢」をスロー

ガンに奮闘している。 

 

<課題>  

 小規模事業者の課題は以下のとおりである。特に現在、市と当所が展開している観光振興に併せて

国内外から一定数の観光客が増えると考えられる。この新たな顧客層に向けたメニューの開発、広告

宣伝の実施などが必要である。 

・大手チェーン店との競争力強化 

・個人客の獲得 

・観光客（インバウンド含む）の獲得 

・特色のあるメニュー開発（店内飲食・持ち帰り中食） 

・増加する交流人口の集客 

 

 

③サービス業の現状と課題 

<現状> 

当市は、人口 34.4 万人（平成 30 年 9 月 30 日現在）を数える埼玉県西部地域の中核都市である。そ

のため、美容業などの生活関連サービス業、医業・整体マッサージ・介護サービスなどの医療福祉サ

ービス業に至るまで、生活に密着した業種が多い。 

しかし、近年は、生活関連・医療福祉のサービス業はフランチャイズや大手チェーン店の展開で、

個店は厳しい経営環境を強いられている。また、顧客ニーズの多様化に合わせようとして事業領域を

広げ過ぎたことで、特色が無い個店が増えている。加えて、IT の利活用による情報発信も対応が遅れ

ていることで、差別化を打ち出すことが出来ず価格競争に陥っている。 

 

<課題> 

小規模事業者の課題は以下のとおりである。小売業同様、大手資本との差別化が必要であるといえ

る。サービス自体の差別化や情報発信の差別化により、それぞれの事業者がニッチな分野でナンバー

ワンになるような工夫が求められている。 

・高齢化、後継者不足による廃業の抑止 

・IT利活用による情報発信力強化 

・大手チェーン店との競争力強化 

・接客スキルの向上 

・顧客ターゲットの明確化 
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（出典：埼玉県統計年鑑「新設住宅着工戸数（所沢市）」） 

 

④建設業の現状と課題 

<現状> 

 平成 29 年度の新設住宅着工戸数は 2,644

戸であり、近年は増加傾向にある。平成 22

年からの推移をみても、市場環境は比較的

安定しているといえる。 

「ところざわサクラタウン」建設元請の

鹿島建設㈱は、市内建設業者へ総費用 400

億円の内 25％以上の発注を計画しており、

この受注を狙い、どの事業所も人手の確保

に動いたため、管内の労働力は底をついた

状況である。案件の引合いは多いが、慢性

化した人手不足により、受注できない機会

損失を生んでいる。 

 

 

<課題> 

 小規模事業者の課題は以下のとおりである。小規模事業者を取巻く経営環境は良い。課題は、新た

な取引先の確保よりも、人手不足等に対応するための生産性向上にあるといえる。 

・労働力の市外流出（都内への流出）と、市内労働力確保のミスマッチの是正 

・労働力不足を補うための設備投資等での生産性向上 

・IT の利活用による事務処理能力の向上 

・所沢市の少額入札制度への参加による取引先の分散化 

 

 

⑤製造業の現状と課題 

<現状> 

平成 26 年の製造品出荷額等は 1,628 億円で、この

20 年間で半数近くにまで減少した。しかし、製造品出

荷額等の増減率を見ると回復傾向がみられ、平成 21

年から 26年にかけてはプラスに転じている。 

 

 

<課題> 

 小規模事業者の課題は以下のとおりである。主に、

新たな顧客の獲得と、技術やノウハウの承継があげら

れる。今までの下請受注から脱却し、取引先を拡大す

ることが課題となっている。 

・新たな取引先との商談機会の獲得 

・技術力や加工品の情報発信力の強化 

・管内製造業者間の連携による技術力強化 

・世代を超えた技術やノウハウの共有 

・自社製品を売り込む営業力の向上 

・地元産農産物を使った商品開発の強化（食料品製造業） 
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▲元禄年間に開発された三富
さんとめ

開拓地 

 

⑥農業の現状と課題 

<現状> 

日本農業遺産※に認定された、三富
さんとめ

開拓地※に代

表される当市の農業は、市内面積の 5割弱が農業振

興地域に指定されていることから、当市にとっては

重要な産業のひとつに挙げられている。しかし県内

農業産出額で 7 番目の産出量であるにもかかわら

ず、管内の農家数は 1,518 戸（平成 27年）で、近

年減少傾向にある。 

管内農家の内、2割弱は売上がなく、5割弱は売上

高500万円未満と低く、経営は厳しさを増している。 

（出典：所沢市産業振興ビジョン） 

 

 

※日本農業遺産 

我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農林水産大臣が認定する制度。静岡県「水

わさび伝統栽培地域」や、三重県志摩半島の「海女漁業・真珠養殖業」などが認定されている。 

 

※三富
さんとめ

開拓地 

元禄 7 年（1694 年）に時の川越藩主柳沢吉保が、農作物増産によって藩政を充実させる目的で、1 軒

の農家ごとに畑・雑木林の面積が均等になるように短冊型に開拓させたものである。この整然とした

地割と景観は現代まで良く残され、今も里芋や薩摩芋（川越いも）の栽培が盛んである。 

 

<課題> 

 課題は以下のとおりである。近年、農業者からは「飲食店等の販路を紹介してほしい」という要望

が当所にあがっている。また、商業者からは「商品開発にあたり地元農家を紹介してほしい」との要

望も多い。この点から、農業者と商業者の連携が課題であるといえる。 

・商業者と連携した商品開発（農商工連携） 

・商品の高付加価値化（6次産業化） 

・飲食店等の独自の販路開拓 

・農産物を地域で活用するための情報発信 

 

 

〔所沢商工会議所のこれまでの取組み〕 

 

所沢商工会議所（以下、当所）は、小規模事業者に対し、経営指導員 7 名による経営改善普及事業

を実施。創業支援においては、所沢市と連携して支援を実施している。 

また、当所は地域の総合経済団体として、国・県・市の施策を小規模事業者に周知するとともに、

小規模事業者の声を新たな施策に反映すべく提言を行うなど、国・県・市と小規模事業者のパイプ役

としての役割も担っている。加えて、イベントの開催など、地域振興にも努めている。 

 

課題は、小規模事業者に対する経営支援において、事業者の経営戦略に関わる支援ができていなか

った点にある。そのため、事業者は既存の事業の延長線上でしか事業展開を行えておらず、収益や利

益が徐々に減少している傾向にある。 

今後の当所の役割は、支援機関として、事業者の経営課題を把握し、その課題解決に向けた経営戦

略の再構築を伴う伴走型支援を実施することである。同時に、地域の総合経済団体として、他機関と

連携を図りながら、小規模事業者の事業基盤である地域活性化を図る。 
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〔小規模事業者の中長期的な振興のあり方〕 

 

①所沢市産業振興ビジョン 

 当市が計画する「所沢市産業振興ビジョン（2018 年度（平成 30 年度）～2027 年度）」では、基本理

念に「活力ある産業と豊かな暮らしの融合で まちの魅力を飛躍させる ところざわ」を掲げ、市民

の豊かな生活を産業が支えるという視点を重視してまちづくりを考え、産業振興を目指している。 

 商工・観光部門に着目すると「発展的なイノベーションの創出」「既存産業の活性化と新たな展開」

「観光を軸とした新たな魅力とにぎわいの創出」「次代の地域産業を担う人づくりとつながりづくり」

という 4つの基本方針を立てている。 

 

 
 

（出典：所沢市産業振興ビジョン 産業振興施策体系図） 
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4-2-3 勤労者福祉の向上と労働環境の改善

3-3-4 地産地消の推進

3-3-5 ブランド価値の向上

3-4-1 効果的な観光客誘致プロモーションの推進

4-1　将来の産業を担う人材の確保･育成 4-1-1 人材（担い手）の確保・育成の推進

次代の地域産業
を担う人づくりと
つながりづくり

4-1-2 円滑な事業承継の推進

4-2　雇用の確保や労働環境の改善 4-2-1 新たな雇用の受け皿の確保・創出

4-2-2 働きたい人が働ける環境づくり

3-3-3 農のあるまちづくりの推進

観光を軸とした
新たな魅力と

にぎわいの創出

3-1-2 中心市街地の活性化

3-2　にぎわい拠点のネットワーク形成 3-1-3 狭山丘陵の魅力の発掘・向上

3-1-4 商店街の活性化

3-3　観光を軸としたブランド化の推進 3-2-1 にぎわい拠点間の回遊性の向上

3-2-2 広域連携による観光の振興

3-4　観光客誘致の強化 3-2-3 観光客の受け入れ環境の充実

3-3-1 地域産品のブランド化の推進

3-3-2 食を通じた新たな魅力の創出

1-4-1 同業種・異業種連携や産学官連携の促進

3-1　にぎわい拠点の創出・活性化 3-1-1 観光拠点の整備・充実

既存産業の
活性化と

新たな展開

2-1-2 地域産業を牽引する事業者等の成長支援

2-2　商工業者等の経営基盤の強化 2-2-1 資金調達の円滑化促進

2-2-2 産業動向の把握と的確な支援情報の提供

2-3　農業の生産基盤・経営基盤の強化 2-2-3 マッチングの推進による販売の促進

2-2-4 経営アドバイスの充実

2-2-5 産業関連団体活動の活性化

2-3-1 遊休農地の利用促進

2-3-2 農業振興地域整備計画等の見直し

2-3-3 農業経営の安定強化

2-1　地域を牽引する事業者等への支援 2-1-1 新産業、新分野への展開の促進

基本理念 基本方針 施策の柱 主要施策

活
力
あ
る
産
業
と
豊
か
な
く
ら
し
の
融
合
で
　
ま
ち
の
魅
力
を
飛
躍
さ
せ
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1-1　新たな産業用地等の創出 1-1-1 土地利用見直し等による産業基盤の整備促進

発展的な
イノベーション

の創出

1-2　企業誘致の推進 1-1-2 まちなか未利用スペースの活用

1-3　起業・創業の促進 1-2-1 立地メリットを生かした産業等の誘致促進

1-4　新ビジネスやイノベーション創出 1-3-1 起業家・創業者の発掘・育成の推進
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②小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

当市が持つ優れた生活環境と豊かな自然環境、恵まれた交通環境は、労働力の供給源となるだけで

なく、大消費地の近接性を生かした商品・サービスづくりを行うことができるなど、事業者にとって

のメリットとなっている。 

一方、事業者を取り巻く経営環境に目を向けると、東所沢地域や所沢駅東口への企業進出、所沢駅

周辺の再開発など大きな変化が生じている。また、2020 年東京オリンピックのイタリア選手団合宿地

としての決定に加え、オリンピックの開催にあわせ、KADOKAWA が所沢市と共にクールジャパンの総本

山として「ところざわサクラタウン」を整備しているため、今後、インバウンド需要の高まりなどに

よって、当市への観光客（訪日外国人観光客含む）増加が見込まれる。経営環境が変化することで、

観光施設や自然景観など多彩な地域資源が融合し「地域ブランド」が醸成され、個性ある事業者によ

る新しい取り組みへの積極的なチャレンジや、事業者同士の分野横断的な連携、新しい魅力や文化の

情報発信により、活気あふれる事業活動が展開されるまちになっていることが望ましい。 

 

小規模事業者は、このような経営環境の変化に対応し、持続的に収益を上げなければならない。

そこで、当所では小規模事業者の中長期的な振興のあり方を次のとおり定める。 

既存事業者のキーワードは、「（大手資本との）差別化」「環境の変化に対応したビジネスモデルの転

換」「他社との連携」「情報発信」である。環境の変化に対して自社の魅力（強み）を適応させながら

大手資本と差別化させ、さらにその魅力を発信する。自社の魅力だけでは環境に適応できない場合は

他者と連携するといった取り組みをしなければ持続的な発展は望めない。逆に、これらの取り組みを

個社が自立して行えれば、事業者の持続的な経営に繋がると考える。（所沢市産業振興ビジョンとの関

連：既存産業の活性化と新たな展開） 

また、発展的なイノベーションを生み出すためには、起業・創業の活性化が必須である。そこで、

「起業・創業者がアイデア・熱意を実現できること」をひとつのあり方とする。起業・創業のアイデ

アの芽を発掘し、芽を育てやすい環境づくりを目指す。（所沢市産業振興ビジョンとの関連：発展的な

イノベーションの創出、次代の地域産業を担う人づくりとつながりづくり） 

 地域活性化面では、小規模事業者が「地域ブランドを活用し付加価値を増大させていること」や「観

光客受け入れにより店内が賑わう姿」を目指す（所沢市産業振興ビジョンとの関連：観光を軸とした

新たな魅力とにぎわいの創出）。 

 

当所は、小規模事業者の中長期的な振興のあり方を実現するため、小規模事業者に密着した地域の総合

経済団体として、小規模事業者の経営基盤の強化が当市の地域経済の活性化に極めて重要な役割を果たす

ことを認識し、所沢市はもとより、国･埼玉県、他の産業関連団体との連携や、農業･観光業など各分野の

事業者とのネットワークを活かしながら、小規模事業者の中長期的な振興のあり方の実現に取り組む。 

 

〔経営発達支援計画の目標および達成のための方針〕 

 

 以上の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえたうえで、経営発達支援計画の目標お

よび達成のための方針を以下のとおり設定・実行する。 

なお、項目に続く括弧内は、前掲の産業振興ビジョン施策体系図の内、主要施策との関連を示す。 

 

 

【目標①】既存事業者の競争力・成長力アップ（2-1-2・2-2-2・2-2-4） 

 当市の事業者を取巻く環境は大きく変化している。小規模事業者も、この変化に対応して収益や利

益をあげていかなければならない。しかし、多くの事業者は、ビジネスモデルを変えることができて

おらず、その結果、競争力がなくなってしまっている。 

 当所では、経営革新計画の策定支援を通じて、ビジネスモデルの再構築を支援している。今後は、

事業者が自立的に、時代に合わせたビジネスモデルの再構築をできることを目標とする。 
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（目標①達成のための方針） 

 ビジネスモデルの再構築のためには、①現状の市場環境の把握、②自社の経営状況の把握が必要

である。そこで、本計画では、これらの情報を事業者に提供できるよう、地域の経済動向調査や経

営状況の分析支援を実施する。特に、地域の経済動向調査においては、過去の統計情報だけでなく、

「将来どうなる見込みか」という将来の情報をできるだけ提供する。 

 ビジネスモデルを再構築する事業者に対しては、事業計画の策定支援を通じてアドバイスを提供

する。事業計画は策定することが目的ではなく達成することが目的である。そこで、事業計画を策

定した事業者に対しては、定期的なフォローアップを実施。事業計画の達成を支援する。 

 

 

【目標②】計画的な事業承継の推進（2-2-4・4-1-2） 

 小規模事業者は、経営者・従業員の高齢化、後継者不足等により、廃業が増加する傾向にある。事

業承継は、入念な準備が必要である。準備をしっかりすれば、後継者が事業を承継した際の経営安定

化に繋がる。そこで、事業承継に直面している事業者に対し、円滑な事業承継が実現することを目標

に支援を実施する。 

 

（目標②達成のための方針） 

当所では、平成 30 年 4 月から毎月 25 日に「定例事業承継相談」を実施している。この相談をき

っかけに事業承継前後のサポートを実施する。具体的には、事業承継計画の策定支援や、計画に即

した計画的な事業承継の推進支援を行う。 

 

 

【目標③】創業者の増加（1-3-1・2-2-4） 

 現在、時代にあった新たなサービス等を展開する「創業」の機運が高まっている。そこで、創業支

援の強化によるイノベーションの創出を目標とする。支援は、創業者を増やすだけでなく、創業者の

事業が軌道に乗るまでの比較的長期間での伴走型支援を実施する。 

 

（目標③達成のための方針） 

現状、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けている所沢市と共同で、「開

業ゼミナール（年 3 回）」、「開業 Cafe（年 1 回）」、「開業相談会（年 2 回）」を実施している。今後

も、PDCA サイクルを回しながら、これらの取組みの効果を高める。 

また、創業者に対しては、そのビジネスプランを創業計画としてまとめるための支援を強化し、

創業計画のフォローアップを通じて創業が成功するよう伴走型でサポートをする。 

 

 

【目標④】観光客の顧客化（1-4-1・2-2-3・3-2-3・3-3-1・3-3-2・3-3-4） 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催、「ところざわサクラタウン」の整備により、観

光客の増加が予測されている。小規模事業者には観光客の増加をビジネスチャンスと捉えてほしいが、

現状、このビジネスチャンスに気づいていない事業者が多い。そこで、事業者が観光客を顧客として

取り込めることを目標に支援を実施する。 

 

（目標④達成のための方針） 

現在、地場産農産物の生産者と飲食店をつなぐプロジェクト（ところ産食プロジェクト）にアド

バイザーとして参画。生産者と飲食店のマッチングに努めている。ところ産食プロジェクトは、今

後も継続支援しつつ、今後は、飲食店での地元農産物活用メニュー、地域資源を活用したお土産品・

名産品の開発などにも支援範囲を広げる。 

 また、訪日外国人を顧客としたい店舗に対しては、「インバウンド向けセミナー」の開催などを実施する。 
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【目標⑤】販路の拡大/連携（1-4-1・2-1-1・2-2-3） 

 小規模事業者は経営資源が限られている。そのため、「新たな商品を開発したので拡販したい」「新

たな工業製品を開発したいので連携できる事業者を探している」等のニーズがあっても、個社ではで

きることが限られている。一方、当所には、各分野の事業者等との幅広いネットワークがある。そこ

で、このネットワークを活用し、事業者の販路拡大や連携を促進させる。 

 

 

（目標⑤達成のための方針） 

 既存事業では、商談会・展示会への出展支援や製造業向けマッチングサイト「ものづくりマッチ

ングプロジェクト」、前述の「ところ産食プロジェクト」、サービス業の異業種交流会、当所工業部

会の交流会などを実施している。 

 今後は、これらのソフトを事業者がより有効活用できるようにブラッシュアップする。これによ

り、実際に事業者の売上があがるような支援を実施する。また、事業者の情報発信を支援し、情報

発信による新たな顧客獲得を目指す。 

 

 

【目標⑥】地域の活性化（2-2-5・3-1-2・3-1-4・3-3-1） 

多くの小規模事業者は、域内で事業を展開しているため、インフラ面としての地域活性化が必須で

ある。また、地域ブランドは、事業者にとってひとつの強みとなり得る。そこで、地域活性化に資す

る取組みを実施することで、事業者の事業基盤を強化することを目標とする。 

 

 

（目標⑥達成のための方針） 

 現状は、所沢市中心市街地活性化拠点施設「野老澤町造商店」を運営。商店街等への協力や連携、

他施設等の活用や施設にとらわれない事業展開のほか、地域情報の収集・発信にも力を注ぎ、中心

市街地の賑わいや当市の魅力創出に向けて、所沢市と一体となって事業を推進している。 

また、所沢の地域資源や特性を活かした魅力ある特産品を市が「所沢ブランド特産品」として認

定。現在までに 3件の商品が認定（平成 30年度はさらに 3 件の認定予定）されており、この制度を

活用し魅力ある地域産品の創出の取り組みを実施しつつ、さらに個店に対し、所沢ブランドを使っ

た商品開発を促す。また、所沢ブランド商品の中心市街地活性化イベント等を通じての情報発信・

広告宣伝などを強化する。 

 これらの取組みは当所が独自に実施しても効果が少ないと予想される。そこで、関連機関と意識

の共有を図り、取組みを実施する。 

 

 

【目標⑦】小規模事業者支援体制の強化（2-2-4） 

 小規模事業者の支援にあたっては、経営指導員をはじめ全職員の資質向上が必須である。そのため、

実践での経験・ノウハウ・情報を共有する体系的な仕組みを構築し、組織全体としての支援力向上を

図ることを目標とする。 

 

 

（目標⑦達成のための方針） 

 支援能力のバラツキを解消するために、OJT とノウハウの共有を図る仕組みを構築する。OFF-JT 

の研修会にも積極的に参加し、所内で情報等を共有する。さらには、専門家派遣の際には必ず同行

し、専門家の指導等のエッセンス・ノウハウ等を吸収し、スキルを向上させる。これらを体系的に

実施し、職員の資質向上を図り、属人的とせず組織全体としての支援力向上に取り組む。 
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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 31 年 4月 1 日 ～ 平成 36 年 3月 31 日） 
 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  

当所では現在、全国 422 商工会議所が行う日本商工会議所「LOBO 調査（早期景気観測）」、日本商工

会議所、並びに（独）中小企業基盤整備機構が行う「中小企業景況調査」を実施している。また、所

沢市の「所沢の商業（5年毎）」、「所沢市産業振興ビジョン」の策定や、駿河台大学・飯能信用金庫等

の実施する「所沢市消費動向調査」などの調査に協力した。従前は会報誌に調査結果を掲載していた

が、6 年前に会報誌をタウン情報も兼ねた誌面に刷新した際に休載となり、以来管内小規模事業者へ

の情報提供が出来ていないのが現状である。 

 今後は、各種データを小規模事業者が活用しやすい形にまとめ、当所 HP等や巡回訪問での直接説明

により事業者に提供する。また、『３.事業計画策定支援に関すること』における事業計画作成時の資

料として活用する。 

 

 

〔事業内容〕 

(1)調査・分析内容 

①所沢市統計書、RESAS 等の分析（新規事業） 

 事業者が事業をするうえで、地域の現状（経営環境）を把握することは重要である。また、当所で

も個社支援を実施するにあたり、地域の現状を把握する必要がある。現在、所沢市が「所沢市統計書」

として、地域のデータを提供している。また、RESAS では、所沢市のデータがグラフで確認できる。

これらのデータは、事業者にとって有益ではあるものの、十分な活用がなされていなかった。そこで、

「所沢市統計書」「RESAS」のデータから有益なデータを経営指導員が分析し、簡単なコメントを付け

たうえで事業者に提供する。 

 また、事業者にとっては過去の趨勢を把握することと同時に、「将来、市場環境がどうなるのか」が

重要であると考える。そこで、「所沢市統計書」や「RESAS」以外にも、各種資料から将来予測情報を

収集し事業者に提供する。 

 

調査 所沢市統計書等の分析 

目的 

小規模事業者に外部環境に関する情報を提供することで、市場状況の把握、思いつきや勘

では無くデータに基づく論理的な戦略立案、インバウンド需要の獲得等の経営判断への活

用を促す 

時期 分析を年に 1度（6月）実施 

調査 

内容 

「所沢統計書」にデータが掲載されている以下の項目より事業者に役立つデータを分析 

1.土地・気象、2.人口、3.国勢調査、4.事業所・企業、5.農業、6.工業統計調査、7.商

業統計調査、8.物価・市民所得、9.通信・運輸、10.財政・税務、11.保健・衛生・環境、

12.福祉・労働、13.建設、14.教育、15.市民生活 

 

「RESAS」にデータが掲載されている以下の項目より事業者に役立つデータを分析 

1.地域経済循環マップ・生産分析、2.まちづくりマップ・From-to分析、3.産業構造マップ  

4.観光マップ・外国人訪問分析・目的地分析等 
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上記の他、当市の将来予測情報に関するデータを所沢市の計画書（総合計画等）、金融機

関のレポート等から日常的に収集する。 

分析

方法 

経営指導員がこれらの情報を網羅的にみて、特に市場環境の変化が大きいデータを分析

する。市場環境の変化に対し、どのように対応すべきかについて簡単なコメントを付し、

事業者がみやすいフォーマットにまとめる。 

分析や対応方法のまとめにおいては、必要に応じて中小企業診断士等の専門家と連携する。 

 

②所沢市地域経済動向調査の分析・周知（新規事業） 

 所沢市は、平成 30 年度より市内の経済動向、市内事業者の経営実態、事業活動上の問題・課題等を

把握する目的で年 2 回の経済動向に関するアンケート調査を実施している。これにより、今後は事業

者の景況感や経営課題を把握することが可能である。 

 当所では、本調査結果を分析し、結果のなかから特に事業者にとって重要なデータを抽出。関連の

高い事業者に直接説明することで、結果の周知を図る。 

 

調査 所沢市地域経済動向調査の分析・周知 

目的 

平成 30 年度より所沢市が地域経済動向調査を実施。この結果は、所沢市の HP にて公表

される。当所では、本調査結果のうち、事業者にとって有益な情報を分析。当所 HP で公

表する他、関連性の高い事業者には巡回訪問を通じて直接説明することで市場状況の把

握、経営判断への活用を促す 

時期 
所沢市の調査時期：毎年 8月下旬、11 月下旬 

当所の分析時期 ：毎年 11 月、翌 2 月 

対象 建設業 500 事業所、商業・サービス業 1,200 事業所 

調査 

内容 

平成 30 年 8 月の調査内容（一部抜粋） 

□景況調査（景気、売上高、経常利益、設備投資、販売数量、販売単価、仕入価格（単

価）、製（商）品在庫水準、資金繰り、雇用人員） □経営上の課題 □人材（人手） □

外国人居住者、就業者、観光客等が増加することによる影響 □観光客について □観

光関連売上（収入）金額 □観光関連の商品、サービス □観光関連の商品、サービス

の取り扱い意向 等 

分析

方法 

本調査の結果は所沢市が分析・公表する。しかし、所沢市の分析は現状把握に留まって

いる。そこで、当所では、所沢市の結果を分析し、いくつかの特徴的な結果とともにそ

の対応方法をまとめる。たとえば、所沢市の結果報告書で「○○の結果は☓☓である」と

掲載されている箇所について、当所では「○○の結果は☓☓である。そこで事業者は△△

という対策を取る必要がある」という提案型の結果としてまとめる。 

分析や対応方法のまとめにおいては、必要に応じて中小企業診断士等の専門家と連携する。 

 

(2)分析結果の活用 

①小規模事業者への情報提供（既存事業改善） 

現状、調査結果については当所 HPや会報での情報提供を行ってきた。しかし、小規模事業者がこれ

らの情報を経営判断に活かすためには、これでは不十分であると考える。そこで、両調査結果につい

ては当所 HP や会報誌、メルマガ配信、SNS（公式 facebook、twitter）での情報提供に加え、巡回訪

問や窓口相談において情報提供を行う。なお、現状、当所 HP に統計情報等をまとめて掲載するページ

がないため、今後、統計情報ページを拡充し、事業者がいつでも必要な情報を取り出せるようにする。 
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②経営指導員会議での共有（既存事業改善） 

 調査分析した項目については、月に 1 度実施する経営指導員等で行う会議「経営指導員会議※」に

て全経営指導員で共有する。また、会議内で特に支援が必要な業種や、対策が必要な経営課題、当所

として支援を行うべき販売促進方法等を議論する。 

 

※経営指導員会議 

毎月 1回（毎月 1日、休日の場合は翌営業日）に実施する会議。議題は、経営発達支援計画の進捗度、

経営革新・金融支援（マル経融資）・創業の各支援の進捗、景況などの情報共有等である。経営指導員、

補助員、記帳専任職員の参加は必須とする。また、必要に応じて一般職員も参加する。 

 

③他地域支援機関との課題共有・解決策の模索（既存事業改善） 

 埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業（地域連携型）埼玉県西部地域連絡会議※にて、地域の経済

動向調査の結果を共有する。他の地域と共通の傾向がある項目に対しては、当該項目に対する小規模

事業者向けの支援策について成功事例や失敗事例、解決策等を議論する。 

 

 ※埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業（地域連携型）埼玉県西部地域連絡会議 

当所、埼玉県、飯能商工会議所、狭山商工会議所、入間市商工会、日高市商工会、日本政策金融公庫

川越支店、埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会で 2 ヶ月に 1 回実施される会議。経営革新、

創業支援、経営セミナー等がテーマとなっている。幹事団体を毎年当所が務めている。 

 

〔目標〕 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

①所沢市統計書、RESAS等の分析 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

HP や会報等による公表回数 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

②所沢市地域経済動向調査の

分析・周知 
－ 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

 HP や会報等による公表回数 － 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

現在、巡回訪問、窓口相談において、小規模事業者の経営についてのヒアリングを実施している。

しかし、事業者の課題をヒアリングすることが中心となっており、経営状況を網羅的に分析するまで

には至っていない。 

小規模事業者が自社の魅力（強み）を活かした経営をするためには、事業者ごとに「強みとなる経

営資源（ヒト・モノ・ノウハウ等）」を活用しなければならない。しかし、多くの事業者は「強みとな

る経営資源」を認知しておらず、活用できていないという現状がある。そこで、当所では経営状況の

分析を通じて、この「強みとなる経営資源」を顕在化させる。 

経営状況の分析は、経営指導員ごとのスキルの差が出づらいように、統一のフォーマットで実施す

る。また、分析結果は、その先の事業計画策定につなげていく。 

 

目標設定においては、「ローカルベンチマークによる詳細分析」を経営分析件数とする。 

「簡易分析シートによる分析」や「経営自己診断システムによる分析」は、詳細分析に至るまでの

キッカケ作りという位置づけである。「簡易分析シートによる分析」や「経営自己診断システムによる
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分析」は、できる限り多くの事業者に提供し、そのうち 25％を「ローカルベンチマークによる詳細分

析」に繋げる計画としている。なお、34年度以降の 2 年間は、経営指導員以外の補助員・記帳専任職

員にも分析ノウハウが身につき、件数が伸びる予定である。 

 

 

〔事業内容〕 

(1)経営状況を分析する事業者の掘り起こし（既存事業改善） 

現状、経営分析は金融相談、補助金申請、経営革新計画策定時などの実施時に留まっており、経営

分析自体を目的とした掘り起こしは実施していなかった。そこで、今後は巡回訪問、決算指導、金融

相談、税務記帳指導、経営セミナー開催時などに、事業者に経営分析の必要性を訴求する。また、当

所 HPで以下の経営分析サービスについて公示する。 

 

 

(2)経営状況分析のキッカケ作り（新規事業） 

多くの小規模事業者は経営分析の経験がなく、「経営分析とはなにか」を理解していないと考えられ

る。そこで、当所では、下図のように、経営分析の前段階として、経営分析のキッカケ作りを行う。

キッカケ作りでは、簡易な経営分析およびそのフィードバックを実施。そこで、詳細の分析を提案し、

さらに深掘りした分析に興味がある事業者に対し、詳細分析（＝経営分析）を実施する。 

 

 

    ＜参考：経営状況の分析から事業計画策定までのステップ＞ 

 

 
 

 

各分析にあたっては、統一フォーマットを使用。統一フォーマットを使用することにより、スキル

の平準化が期待できる。経営状況の分析は、中小企業相談所職員が中心となり実施する。まずは経営

指導員が効果的な活用ノウハウを蓄積したうえで、3 年後を目標に経営指導員以外の補助員・記帳専

任職員も効果的に活用できるようにする。 

経営分析スキルが身に付いた後は、金融や経営革新支援のみならず、記帳指導をはじめとする当所

の幅広い支援を受ける小規模事業者に対象範囲が拡大するため、中小企業相談所職員全体でより多く

の事業者の経営状況を分析し、その結果をフィードバックできる体制を整える。また、職員の分析能

力の向上と維持を図るため、年 1 回、埼玉県中小企業診断協会から中小企業診断士等を招き、指導や

助言を受け、支援の充実を図る。 
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▼簡易分析シート 

 

 

①簡易分析シートによるキッカケ作り（後継者の状況、財務分析） 

簡易分析は当所オリジナルの統

一フォーマットを使用して実施す

る。本簡易分析は、事業者とのコミ

ュニケーションツールにはなりえ

るが、充分な経営分析であるとはい

えない（非財務分析が不十分であ

る）。そこで、本分析をきっかけに、

さらに深掘りを希望する事業者に

対しては、ローカルベンチマークに

よる詳細分析を実施する。 

                    

<分析内容> 

・後継者の状況 

 ・財務分析 

  -安全性（流動比率） 

  -収益性（売上高営業利益率） 

  -効率性（総資本回転率） 

 

 

②経営自己診断システムによるキッカケ作り 

マル経融資や中小企業向けの埼玉県制度融資を実施する際、事業者から決算書等の財務資料を預か

る。今までは、財務資料は融資資料作成のために使用するに留まっていたが、今後は、中小機構の「経

営自己診断システム」での分析を実施する。本分析についても、さらなる詳細分析を希望する事業者

に対しては、ローカルベンチマークによる詳細分析を実施する。 

 

 

<分析内容（財務分析のみ）> 

 安全性（自己資本比率等）、収益性（売上高総利益率等）、効率性（総資本回転率等）、 

生産性（1人当り売上高等）、成長性（前年比増収率等） 

 

 

(3)経営状況の分析（新規事業） 

ローカルベンチマークによる詳細分析（＝経営分析） 

詳細分析は、経済産業省が評価ツールとして公表している「ローカルベンチマーク（以下、ロカベ

ン）」を活用する。ロカベンは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツールである。 

詳細分析では、主に非財務分析を実施する。必要に応じて参考となる分析ツールも併せて活用しつ

つ、事業者の SWOT 分析などのヒアリングを通じて、課題を顕在化させる。 

 

 

<分析内容> 

・非財務分析 

  技術力・販売力の強み、市場規模・シェア、顧客リピート率 等 

・財務分析 

  売上増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA 有利子負債倍率、運転資本回転期間、 

  自己資本比率 

   ※業界平均と比較 
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(4)分析結果の活用（新規事業） 

①事業者にフィードバック 

分析結果は事業者にフィードバックする。分析の結果、事業者の経営課題が顕在化した場合は、経

営課題の解決を提案する。課題の解決は基本的に分析を支援した経営指導員が実施する。専門性が高

い課題の解決に対しては、埼玉県の小規模事業者経営基盤強化事業（地域連携型）の登録専門家の派

遣を実施する。また、経営課題の解決に長期間の支援が必要な場合は、事業計画を作成し、計画に沿

った課題解決を提案する。 

 

②経営指導員会議で分析結果を共有する 

経営状況の分析は、経営指導員会議で情報を共有する。 

把握した経営課題は、業種ごとや事業規模ごと、業歴ごとに特定の経営課題が重複していないか分析し、

特に共通する経営課題については、その解決のために、セミナーを開催するなど面的な支援を行う。 

 

〔目標〕 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

掘り起こし：巡回訪問 

(指導員･補助員･記帳専任)10名 
－ 30 件 40 件 40 件 50 件 50 件 

掘り起こし：窓口相談 

(金融･経営革新･経営一般) 

(29 年度延べ相談件数 2,541) 

－ 70 件 80 件 100 件 100 件 110 件 

掘り起こし：税務記帳指導 

(確定申告相談含) 

(29 年度指導事業所数 213) 

－ 20 件 30 件 30 件 40 件 50 件 

掘り起こし：経営セミナー 

(29年度延べ参加事業所数746) 
－ 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

簡易分析シート、経営自己診

断システムによる分析件数 
－ 130 件 160 件 180 件 200 件 220 件 

ローカルベンチマークによる 

詳細分析件数(＝経営分析件数) 
－ 33 件 40 件 45 件 50 件 55 件 

 

 

３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

当所は現在、認定支援機関として経営革新計画、創業計画、融資のための計画、補助金のための計

画などの策定支援をしている。特に、経営革新計画に関しては支援を充実させており、ノウハウが蓄

積されている。小規模事業者の多くは、既存のビジネスモデルに囚われており、柔軟にビジネスモデ

ルを再構築できていない。この要因のひとつとして、自社の変化後の姿が想像できないことや、どの

ような方法で変化を進めていけば良いのかわからないことがあげられる。 

当所で継続支援をしている経営革新計画は、まさにビジネスモデルを再構築する計画であるといえ

る。そこで、当所の持つノウハウを活用し、小規模事業者が新たなビジネスモデルを構築できるよう

な事業計画の策定支援を実施する。 

 なお、事業計画・創業計画の策定においては、『１．地域の経済動向調査に関すること』『５．需要動向

調査に関すること』の調査結果や、『２．経営状況の分析に関すること』における分析内容を活用する。 
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(1)既存事業者向け支援 

 当所では今までも継続的に経営革新計画や小規模事業者持続化補助金の支援を継続して実施してき

た。事業者に対しても、当所がこれらの事業計画策定支援を実施していることが認知されていると考

える。今後は、経営革新計画や小規模事業者持続化補助金の支援以外の事業計画についても積極的に

周知を実施する。 

現在、当所において経営革新計画の承認申請、並びに小規模事業者持続化補助金の交付を申請する

事業者を対象とした、「事業計画書作成セミナー」を開催している。全 3 回のコースの中で、自社の

SWOT 分析の結果を踏まえビジョンを明確にし、事業計画書に落とし込む内容となっている。今後は、

「補助金獲得等のための事業計画」という考え方から、「事業計画を基にした計画経営の重要性」とい

う考え方に則り、PDS（Plan：計画-Do：実行-See：結果を見る）から PDCA を基とした事業計画策定後

の実行・改善に重きを置いたカリキュラムに変更し、事業計画の重要性を周知する。 

 事業計画の必要性を認知した事業者に対しては、まず経営分析を実施。その後、事業計画作成を支

援する。 

 

 

 〔事業計画書作成セミナー カリキュラム表〕 

日 程 テーマ 講座内容 

1 週目 事業計画書作成の基本 

・事業計画とは何か 

・事業計画を作成する意味と重要性について 

・計画経営の重要性 

2 週目 事業計画書を作成してみよう① 

・自社が置かれている環境を分析する 

 (SWOTによる外部環境・内部環境分析、競合など) 

・経営課題を明確にする 

・経営方針を決める 

3 週目 事業計画書を作成してみよう② 

・事業計画書にアウトプットする 
 (販売計画、設備投資計画、要員計画、収支計画、 

資金計画、行動計画) 
・事業計画は見直しが重要(PDCA の回し方) 

セミナー後 個別相談会 

・経営指導員7名で伴走するフォローアップ支援 

・計画書の内容を精査する 

 (実現性、収益性、事業費積算の透明性など) 

・計画の実施や、実施により湧出した課題への対応など、 

   想定される仮説・検証時の改善についてアドバイス 

 

 

①事業計画策定支援 

『２．経営状況の分析に関すること』でローカルベンチマークによる詳細分析を行った事業者を中

心に、事業計画の策定支援を実施する。 

 小規模事業者は、ビジネスモデルを抜本的に変える経営革新計画のような詳細な事業計画よりも、

ビジネスモデルの軌道修正を行うような「一つの取り組みに集中する」事業計画を必要としているの

も事実である。このような事業者に、当所では、オリジナルの A3 版事業計画書を基本に事業計画策定

支援を実施していく。 

 オリジナルの A3 版事業計画書は、会社概要、SWOT 分析、取り組み、数値計画を記載できるように

する。また、別紙として行動計画を準備し、「誰が、何を、いつまでに」実行するのかを明確化させる。 
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 ＜参考：所沢商工会議所 事業計画書雛形＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、上記の事業計画では事業者の要望に応えられない場合もある。そこで、このような事業者

に対しては、単年度計画、中・長期計画、経営改善計画、第二創業計画などを提案する。 

 それぞれの計画は経営指導員が事業者に寄り添って策定する。この中で、今まで経営指導員が策定

支援したことがない、例えば、単年度計画、中・長期計画、経営改善計画などは、専門家などと連携

して策定する。ただし、将来的には、経営指導員が単独で策定支援できるようになることが重要であ

る。そこで、専門家と連携する際には、専門家に同行し、そのスキルを習得する。 

 

 

②事業承継計画策定支援 

事業承継を予定している事業者に対しては事業承継計画の作成を支援する。 

 事業承継の支援では、中小企業庁の『経営者のための事業承継マニュアル』に掲載されている「事

業承継自己診断チェックシート」を活用する。事業者に、チェックシートへの記入を依頼し、それぞ

れの内容に沿った事業承継計画を策定する。 

 事業承継計画の策定にあたっては、多面的な意見を収集するため、事業承継協会埼玉支部、並びに

埼玉県商工会議所連合会との連携を行う。連携により、当所で作成支援を実施した計画書を事業承継

協会埼玉支部と共有し、専門家からのアドバイスを受けたり、事業者のもとへ事業承継協会埼玉支部

や埼玉県商工会議所連合会所属の専門家と同行訪問を実施する。 

 

 

(2)創業支援（既存事業拡充） 

 現在、創業者向けの支援として、創業支援事業計画の認定を受けている所沢市、及び埼玉県信用保

証協会・埼玉県中小企業診断協会・日本政策金融公庫・西武信用金庫と連携して以下の支援を提供し

ている。 

 特に、年 3 回実施される「開業ゼミナール」では、創業計画の策定方法などを指導している。今後

は、「開業ゼミナール」内で指導した創業計画の策定方法をもとに、受講者に宿題として自らの創業計

画を作成させる。さらにこの宿題を添削指導することで、実現可能性を高めていく。 

より多くの創業者に「開業ゼミナール」に参加していただくため、駅にポスターを掲示、チラシの

配布、フリーペーパー（ショッパー）への広告、市の広報誌への広告、公共施設でのチラシ配布・ポ

スター掲示、当所 HP、連携団体への周知などにより広報活動を実施する。 
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〔創業支援メニュー〕 

入門者向け 

<開業カフェ> 

女性限定の起業入門セミナー。創業を考え始めた女性や創業するか迷っている女性

を対象に、セミナーおよび交流会を開催している。 

本気者向け 

<開業ゼミナール> 

市内で開業予定の方、開業直後の方を対象としている。6 日間のカリキュラムのな

かで、起業家精神から販売促進の方法、創業計画の作成方法などを学ぶ。 

創業時の 

課題解決 

<開業個別相談会> 

開業を考えている方や開業して間もない方を対象とした個別相談会（課題が明確な

方向け）。専門家（中小企業診断士、金融機関など）によるマンツーマンの指導が受

けられる。 

 

〔目標〕 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画書作成セミナー 

(参加者数) 

1 回 

25 名 

1 回 

 28 名 

1 回 

30 名 

1 回 

33 名 

1 回 

35 名 

1 回 

40 名 

事業計画策定件数 30 件 33 件 40 件 45 件 50 件 55 件 

事業承継計画策定件数 － 1 件 2 件 3 件 4 件 5 件 

開業ゼミナール 

(参加者数) 

3 回 

45 名 

3 回 

50 名 

3 回 

50 名 

3 回 

50 名 

3 回 

50 名 

3 回 

50 名 

創業計画策定件数 30 件 32 件 34 件 36 件 38 件 40 件 

 

 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

現状は、計画策定の支援に留まるケースや、相談のあった場合にのみ対応するケースなど、進捗状

況の確認やフォローアップが不十分であった。これにより、事業計画策定後の場当たり的な支援や、

事業計画の形骸化などの問題が生じていた。 

今後は、事業計画の PDCA サイクルを当所が伴走型で支援することにより、計画の実施で成果をあげ

る。また、PDCA サイクルをまわすことを事業者に定着させ、将来の自立経営に繋げる。 

 

 

〔事業内容（事業計画、事業承継計画、創業計画策定事業者共通）〕 

(1)定期的な巡回訪問による伴走型のフォローアップ（既存事業拡充） 

すべての事業計画（事業計画、事業承継計画、創業計画等）策定支援事業者に対して、3 ヵ月に 1

度の巡回訪問を行う。巡回訪問では、事業計画の進捗状況や財務状況などのヒアリングを行い、事業

計画の進捗管理を行う。また、創業者や、新たに生じた経営課題を抱えたり経営環境の変化にさらさ

れたといった、きめ細やかな対応を必要とする事業者に対して、対応策のアドバイスや事業計画の修

正の提案などのフォローアップを随時行う。これらにより、事業計画の推進力を上げる。 
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(2)組織としてのフォローアップ体制の構築（既存事業改善） 

 フォローアップの際に顕在化した事業者の経営課題に対し、基本的には、担当する経営指導員が対

応する。しかし、個別で対応すると、最適な課題解決策を提示できているかの客観的な判断ができな

い。そこで、フォローアップの状況を「経営指導員会議」で共有し、他の指導員の意見も収集する。 

これにより、事業者へよりよい解決策を提示する。 

 

 

(3)事業承継の支援（既存事業拡充） 

 事業承継計画の策定事業者に対しては、計画内容の他に、事業承継の手続きの進捗度、後継者の育

成状況、会社譲渡の進捗、事業用資産の移転状況等、についても確認を行う。これらの進捗度は、事

業承継協会埼玉支部、並びに埼玉県商工会議所連合会所属の事業承継相談員とも共有し、事業承継を

進めるにあたり課題がある場合はアドバイスを受ける。 

 

 

(4)支援施策などの情報提供（既存事業改善） 

中小企業庁の「中小企業施策利用ガイドブック」「e-中小企業ネットマガジン」などを通じて、小規

模事業者向けの施策を収集し、巡回訪問時などに計画推進に役立てる情報として提供する。 

 

 

(5)金融斡旋（既存事業拡充） 

事業計画の実行段階において資金需要が発生した場合、日本政策金融公庫と連携し、「小規模事業者

経営発達支援資金」や「小規模事業者経営改善資金（マル経融資）」、「中小企業経営力強化資金」の活

用を提案する。 

 

 

(6)専門家の活用（既存事業拡充） 

事業計画の実行の際、専門的な課題が発生した場合は、埼玉県の小規模事業者経営基盤強化事業（地

域連携型）、埼玉県中小企業経営力向上事業、ミラサポ等の登録専門家の派遣を実施する。 

 

 

〔目標〕 

 年間のフォローアップ訪問数＝「計画策定事業者」×「3ヵ月に 1度の巡回訪問」として算定する。 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

フォローアップ対象事業者数 60 社 66 社 76 社 84 社 92 社 100 社 

参考)事業計画策定件数 30 件 33 件 40 件 45 件 50 件 55 件 

参考)事業承継計画策定件数 － 1 件 2 件 3 件 4 件 5 件 

参考)創業計画策定件数 30 件 32 件 34 件 36 件 38 件 40 件 

フォローアップ訪問数（延数） － 264 回 304 回 336 回 368 回 400 回 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

小規模事業者はその経営資源の少なさから、自社の製品・商品・サービスの需要動向調査ができて

いないことが多い。また、そのノウハウもないのが現状である。事業者が新たなビジネスモデルを構

築し、取組みを実施しても、その新たな取組みに対し、社会的なニーズがなければ収益は向上しない。

当所はこのようなマーケティング調査の必要性を感じてはいたが、今までは支援を実施できていなか

った。 

今後は事業者の商品等に対して、消費者やバイヤー等向けの調査を実施することで、商品等のブラ

ッシュアップに繋げる。調査結果は、事業者にフィードバック・情報提供するだけでなく、『３. 事業

計画策定支援に関すること』においても活用する。 

 

 

〔事業内容〕 

(1)店頭でのアンケート・ヒアリング調査（個店の商品調査）（新規事業） 

小規模事業者の直接的な顧客である来店客を対象に、アンケート調査やヒアリング調査を実施する。

これにより、顧客の生の声を収集する。当市では観光客増加への対応がひとつのテーマとなっている

ため、地域特産品を活用した新商品を開発した事業者に対しては重点的に調査を実施する。 

 

調査 店頭でのアンケート・ヒアリング調査 

目的 

小規模事業者（小売業、飲食業などの店舗型ビジネス）の商品を顧客がどのように判断

しているかを調査する。調査結果は、事業者の新商品開発や商品のブラッシュアップに

繋げる。 

対象 
店舗を構える事業者 

※地域特産品（狭山茶・里芋などの農産物）を活用した商品について重点的に調査を実施 

標本 

数等 

1 商品あたり 50 件以上を目標に需要情報を収集する。 

※1事業所あたり 1商品とする。1商品あたり 1回の調査を実施する。 

調査

方法 

および 

調査

内容 

以下の流れに沿って、調査を実施する。 

1.小規模事業者と経営指導員が協議し、ターゲット顧客を想定したうえで、アンケート

またはヒアリングシートを作成する。 

2.小規模事業者が来店客よりアンケート用紙またはヒアリング結果を収集する。 

 （調査項目） 

  商品の満足度合い、価格、味・雰囲気などの好み 

  従来商品・他社商品との比較、今後の購入意欲 等 

3.当所が性別・年齢別・地域別等の視点で分析を行い事業者と結果を共有する。 

活用 

方法 

調査結果は、当所が簡単なレポートにまとめ、事業者に提供する。その後、商品のブラ

ッシュアップ等を埼玉県よろず支援拠点の商品コーディネーターと連携し、伴走型で支

援する。また、所沢市と情報を共有し、商品開発の試作費へ交付する市の補助金を活用

するなど、特産品としてのブランディングを図る。 
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(2)西武所沢店のバイヤーを招聘しての需要動向調査（個社の商品調査）（新規事業） 

 老舗百貨店の「西武所沢店」は、当市の玄関口である所沢駅前にある。昨今、地元店舗のテナント

出店や地域の逸品をラインナップするなど、目利き力のあるバイヤーによる地域産品の積極的な取り

扱いの傾向が見られる。このような潮流に乗り、「西武所沢店」での商品販売の機会を捉えたいが、小

規模事業者は「西武所沢店」とのつながりがなく、バイヤーの生の声を聞く機会がない。そこで、当

所が「西武所沢店」のバイヤーを招聘し、需要動向調査を実施する。 

 

調査 西武所沢店のバイヤーを招聘しての需要動向調査 

目的 
西武所沢店のバイヤーによる商品の品評会。小規模事業者の商品をバイヤーに評価して

もらうことにより、商品のブラッシュアップに繋げ、売れる商品作りを目指す。 

対象 （特に商品を全国展開したいと考える）食料品、雑貨等の製造業 

頻度 年 1回 

調査

方法 

および 

調査

内容 

西武所沢店のバイヤー3名程を当所に招聘すると同時に、バイヤーからの評価を依頼した

い事業者にも商品等を持ち寄っていただく。バイヤーには、以下の点についてヒアリン

グ調査を行う 

（調査項目） 

商品の見た目の良さ、商品 1 個あたりの大きさ、商品/パッケージの形・デザイン 

商品の味、商品の新しさ・斬新さ、商品の価格、商品の取扱意向、取引条件、 

その他改善点 等 

活用 

方法 

評価を依頼する事業者および経営指導員が品評会に同席し、バイヤーからその場で講評

をもらう形で事業者にフィードバックする。その後、講評に対して商品のブラッシュア

ップ等を伴走型で支援する。また、経営指導員は、品評会を通じて、バイヤーの視点な

どを学び、今後の支援に役立てる。 

 

 

(3)当所女性会での試食会・品評会による需要動向調査（個社の商品調査）（新規事業） 

 小規模の飲食店や食料品・雑貨の製造業は、人的な経営資源が少ないため、試作開発した食品・雑

貨について多面的な意見を求めることができない。そこで、地域の消費者の生の声を収集できるよう、

当所女性会を活用した需要動向調査の支援を実施する。 

 

調査 当所女性会での試食会・品評会 

目的 
小規模事業者が開発した食品の試食会や雑貨の品評会を行うことで、事業者の商品開発

を成功に結びつける。 

対象 
（主に地域内で商品等を展開したいと考える）食料品、雑貨等の製造業 

※雑貨は女性向けの製品（例えばバッグや和小物、がま口財布、アクセサリーなど）を想定 

頻度 
年 1回女性会の総会・懇親会（役員・理事・一般会員 36 名で構成）開催に合わせ実施。

1商品あたり 30 件以上を目標に「女性の声」を収集する。 
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調査 

内容 

試食会・品評会調査内容 

（試食会での調査項目） 

商品の見た目の良さ、商品 1 個あたりの大きさ、商品やパッケージの形・デザイン 

商品の味、商品の新しさ・斬新さ、商品の価格、商品の購買意欲、その他改善点 

（品評会での調査項目） 

 商品の見た目の良さ、商品 1個あたりの大きさ、商品やパッケージの形・デザイン 

商品の使い勝手、商品の新しさ・斬新さ、商品の価格、商品の購買意欲、その他改善点 

活用 

方法 

調査結果は、当所が簡単なレポートにまとめ、事業者にフィードバックする。その後、

商品のブラッシュアップ等を埼玉県よろず支援拠点の商品コーディネーターと連携し、

伴走型で支援する。 

 

〔目標〕 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

(1)店頭でのアンケート・ヒア

リング調査実施事業者数 
－ 5 社 5 社 8 社 8 社 10 社 

(2)西武所沢店のバイヤーを

招聘しての需要動向調査実

施事業者数 

－ 10 社 10 社 15 社 15 社 20 社 

(3)当所女性会での試食会・品

評会による需要動向調査実

施事業者数 

－ 5 社 5 社 8 社 8 社 10 社 

 

 

 

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】 
 

小規模事業者の多くには専門の営業人員がおらず、販路拡大のための商品・製品・サービス PRが不

十分である。そのため、固定客との取引や限られた商圏の範囲内での営業活動となり、新しい顧客の

増加や、新規の受注獲得といったビジネスチャンスをつかむことが難しくなっている。当所において

も、新たな顧客増のための施策を実施してきたが、その成果を確認するには至っておらず、PDCA サイ

クルを回せていなかった。 

そこで、当所が展示会・商談会への出展や IT を活用した PR の他、新たにマスメディアの活用とい

ったメニューを追加し、事業者を支援し、販路拡大および取引機会の拡大を支援する。 

支援においては、単に支援策を「紹介」するのではなく、実際に「売上高に結びつける」ことを目

標に PDCA サイクルをまわす。 

 

 

〔事業内容〕 

(1)展示会および商談会（既存事業改善） 

 主に BtoB 取引の事業者にとって、展示会や商談会は新たな取引先の獲得にとって有効である。そこ

で、以下①～③の展示会、商談会により、事業者にビジネスマッチング機会を提供する。 

 

①埼玉県西部地域産業ミニ商談会（例年 9 月末開催） 

 埼玉県西部地域の商工団体（所沢、川越、飯能、狭山各商工会議所および入間市商工会）が連携し

開催する商談会である。商談会では販路開拓やイノベーションの啓蒙などを目的とした経営セミナー

を同時開催する形で、過去 6 回開催している。平成 29 年度の参加企業数は発注希望企業 22 社、受注
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希望企業 31 社、展示出展企業 4社、商談件数は 142 件、出展企業の他、経営セミナー参加者や行政・

金融機関を含めた来場者が 100 名程となっており、地元および埼玉県西部地域という「近場」での受

発注件数の拡大を目的としているため、商談会としては比較的小規模で開催されている。 

 

支援対象 製造業 

会議所の 

支援内容 

展示会の事前準備としてブースの準備方法、パンフレット等の整備、短時間での商品

等アピール方法、商談相手の事前アポイント等を支援する。また、出展後は、展示会

で名刺交換をした相手に対する、フォロー方法を指導する。これらの支援により、展

示会・商談会による顧客獲得に繋げる。 

効果 新規取引先の獲得効果を狙う。 

 

 

②彩の国ビジネスアリーナ（例年 1月下旬開催） 

 さいたまスーパーアリーナを会場に、埼玉県・（公財）埼玉県産業振興公社・県内金融機関等が主催

する首都圏最大級の産・学・官・金連携による展示商談会である。平成 29年度は、出展企業（団体）

数 660、展示ブース数 819、来場者数 17,156 名を数え、中小企業の受注確保・販路開拓、技術力向上

等を目的とし、広域的な企業間ネットワーク形成による新たなビジネスチャンス創出の場を提供する。 

 

支援対象 製造業 

会議所の 

支援内容 

市内の出展希望企業に対して、所沢市の「地域資源活用・ものづくり総合支援補助金」

で対象経費となる展示会出展費用の申請手続きと、市内出展企業の出展ブースを集め、

所沢商工会議所コーナーとして面的 PR及び商談訴求・誘導を実施する。これらの支援

により、出展者の新たな顧客獲得に繋げる。 

効果 新規取引先の獲得、営業社員の商談力強化の効果を狙う。 

 

 

③あおしんビジネス支援マッチング大会（例年 10 月中旬開催） 

 青梅信用金庫が主催するビジネスマッチング大会。個別相談会、ビジネスマッチング大会、連携機

関による相談などが行われる。平成 29年度は、出展企業（団体）数 99、展示ブース数 100、来場者数

730 名、来場企業数 365 社を数える。青梅信用金庫本・支店を置く東京都西部・多摩地区に、隣接す

る埼玉県西部地域を加えたエリア内の企業間マッチングや、本支店をハブとした経済流通、新たな市

場の創出を提供する。 

 

支援対象 全業種 

会議所の 

支援内容 

参加する事業者から事前に「どのような企業とのマッチングを希望するか」をヒアリン

グする。主催する青梅信用金庫に希望する企業と合致する企業が参加しているかを確認

し、参加している場合は商談会をセッティングする。参加企業へのアプローチや商談時

のノウハウ、商品やサービスの見せ方については当日会場で直接支援を実施する。 

効果 新規取引先の獲得効果を狙う。 
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▲ものづくりマッチングプロジェクトサイト 

 

 

④ビジネスフェア from TAMA（例年 11 月上旬開催） 

 西武信用金庫が主催する企業展示・ビジネスマッチング商談会。地域企業の持つ優れた技術・製品・

サービスなどをお互いに広く PR できる「出会いの場」と、海外進出相談の受付などグローバルな「ビ

ジネスチャンス創出の場」を提供する。平成 29 年度は、出展企業（団体）数 240 社、展示ブース数

240、来場者数 6,112 名、特に海外進出商談件数は 90 件を数え、他の商談会とは一線を画している。 

 

支援対象 全業種 

会議所の 

支援内容 

主催する西武信用金庫より、市内の出展企業についての情報提供を受け、展示品やサ

ービス、海外進出希望の有無などについてヒアリングする。事前に商談を希望してき

た企業の情報提供や、特に海外での販路開拓や製造拠点の進出などを検討している企

業については、より具体的な商談に繋がるよう、企業プロフィールなどの作成につい

て支援を実施する。 

効果 新規取引先の獲得、海外進出による新事業展開の効果を狙う。 

 

 

(2)ものづくりマッチングプロジェクト（既存事業改善） 

 製造業の IT 活用によるマッチング機会の

提供として、現在、製造業等基礎データ整備

事業（ものづくりマッチングプロジェクト）

を実施。市内の製造業事業者の基本情報（電

話番号、URL、主要加工品目、設備等）を Web

サイト上にまとめている。 

 設置当初は、多くのマッチングが成立して

いたが、サイトへの入り口となっている当所

HP の老朽化や更新頻度、情報密度の低さなど

からアクセス数が減少した。そのため、近年

はあまり機能しているとはいえない。そこ

で、当所 HP をリニューアルし、スマートフ

ォン対応も可能とすることで、露出度と利便性を高める。また、本サイトへ事業者の基本情報だけで

なく、製品の強み、製品の写真等、技術力等を掲載するなどのカスタマイズを加えた上で、本サイト

を広く周知する。これにより、本サイトの閲覧数とコンバージョン率の向上、並びにさらなる事業者

のマッチング機会の創出を図る。 

 

支援対象 製造業 

訴求相手 全国の製造業事業者（とりわけ市内や埼玉県西部の製造業事業者がターゲット） 

実施内容 

<既掲載の事業者向け> 

すでに本サイトに基本情報を掲載している 144 社に対しては、製品の強み、製品の画

像や加工プロセスの画像、技術力等を追加掲載するなどの支援を実施する。 

<未掲載の事業者向け> 

未掲載の事業者に対しては指導員・職員による巡回訪問、当市の広報誌掲載、金融機

関を始めとする連携機関へサイトの周知を通じて、ビジネスマッチングに繋がること

を広く呼びかけ掲載を勧める。 
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会議所の 

支援内容 

マッチングが成立するためには、製品の強み、製品の画像、技術力等がしっかりと掲

載されている点が重要であると考える。そこで、『２．経営状況の分析に関すること』

を通じて、事業者のアピールすべき情報を洗い出す。また、年に 1 回、登録企業へメ

ールにて、①引合いの有無、②成約の有無について調査を行い、成果を確認する。十

分な成果がでていない場合には、掲載項目の改善を実施する。 

効果 新規取引先の獲得、企業 PR や金融機関とのマッチング効果を狙う。 

 

 

(3)ICT セミナーおよび派遣相談（新規事業） 

 小規模事業者の多くが ICT を活用していない。そこで、当所では今後、ICT の活用を促すセミナー

を実施する。また、セミナーだけではなく、実際に ICT を導入する事業者には導入支援の専門家（セ

ミナー講師）派遣を実施する。 

 

支援対象 SNS や HP による情報発信を強化したい小規模事業者 

訴求相手 全国の取引相手、消費者 

実施内容 

年 1回、SNS や HP に関するセミナーを実施（ICT セミナー）。セミナーを受講した事業

者のうち先着 10 社に無料で 1 社あたり最大 2回、導入支援の専門家派遣を実施する。

専門家派遣は、セミナーの講師に依頼するため、セミナーとの整合性・継続性を確保

できる。セミナーの募集は、当所 HP、会報誌、SNS の他、関連事業者へのメール通知

を行う。 

（カリキュラム例） 

  SNS や HP で商品の良さを伝える、HP 活用法、SNS の効果的な活用方法、 

コンバージョン率をあげる方法など 

会議所の 

支援内容 

専門家派遣を要望する事業者に対し、経営指導員が課題解決を図れないか事前検討す

る。専門家派遣をした場合は、専門家に同行し、支援ノウハウを吸収する。 

効果 

事業者の ICT に関する経営課題を明確にし、適切な ICT 導入により経営力の強化を図

る。セミナー受講者に対しては経営指導員がアフターフォローを行うと同時に、ICT

導入の効果測定をヒアリングする。PDCA サイクルを回すことにより、新規客の獲得を

目指す。 

また、導入した ICT の活用を継続支援することにより、情報発信の幅が徐々に広がる

ことで、加速度的に販路の拡大や顧客の増加をもたらし、売上高の増加が見込める。 

 

 

(4)プレスリリース支援（新規事業） 

事業者が販路拡大を目指す際、マスコミ等の活用は効果的である。一方、事業者の多くはマスコミ

等と繋がりがなく、また、プレスリリースのやり方を知らない。そこで、当所がプレスリリースの支

援を実施する。具体的には、所沢市の記者クラブへプレスリリースを提供する。 

 

支援対象 
地域資源を活用した商品（6次産業化含む）等を中心に新たな商品・製品等を開発した

事業者。新たな取組みを実施する事業者 

訴求相手 市内の消費者 

実施内容 
小規模事業者のプレスリリースを所沢市の記者クラブに投げ込む支援を実施する。なお、

所沢市の記者クラブには全国紙大手4紙、NHK等の放送局を含む16社が加盟している。 
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会議所の 

支援内容 

プレスリリース作成時に、取り上げてもらいやすいプレスリリースの書き方などを経営

指導員が支援し、取材に繋がる確率をあげる。また、取材につながった場合は、顧客

増に対応した商品の販売体制や、一時の顧客増に終わらせないリピート需要の獲得な

どについて支援を行う。 

効果 

取材を受ければ、市内全域に情報が発信される。これにより多くの消費者からの注文

が見込める。また、プレスリリースを新商品の PR記事で終わらせず、取組や強みなど

を継続してリリースしていくことで、記者への露出度を高めて取材や記事掲載に繋げ、

自社の PR効果による継続的な顧客獲得により、売上高の増加が見込める。 

 

〔目標〕 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

(1)①埼玉県西部地域産業ミニ 

商談会 出展事業者数 
7 社 10 社 10 社 15 社 15 社 15 社 

商談件数 35 件 40 件 50 件 55 件 60 件 70 件 

新規顧客との成約件数 3 件 5 件 9 件 12 件 15 件 20 件 

(1)②彩の国ビジネスアリーナ 

出展事業者数 
8 社 10 社 10 社 10 社 15 社 15 社 

商談件数 360 件 400 件 420 件 440 件 460 件 480 件 

新規顧客との成約件数 3 件 5 件 9 件 12 件 15 件 20 件 

(1)③あおしんビジネス支援 

マッチング大会 出展事業者数 
24 社 25 社 25 社 30 社 30 社 30 社 

新規顧客との成約件数 8 件 25 件 30 件 30 件 35 件 40 件 

(1)④ビジネスフェア from TAMA

出展事業者数 
－ 2 社 3 社 4 社 5 社 5 社 

新規顧客との成約件数 － 2 件 5 件 7 件 7 件 10 件 

(2)ものづくりマッチングプロ 

ジェクトの既存掲載144社分 

修正事業者数 

－ 72 社 72 社 － － － 

(2)ものづくりマッチングプロ 

ジェクトの新規掲載事業者数 
－ 30 社 60 社 60 社 60 社 60 社 

 新規顧客との成約件数 未確認 5 件 10 件 20 件 30 件 40 件 

(3)ICT セミナー（前・後編 2回） 

 参加者数 

派遣相談事業者数 

2 回 

22 社 

4 社 

2 回 

26 社 

6 社 

2 回 

30 社 

8 社 

2 回 

34 社 

10 社 

2 回 

38 社 

10 社 

2 回 

40 社 

10 社 

 売上高増加率（％） 5％ 10％ 12％ 15％ 18％ 20％ 

(4)プレスリリース支援をした 

事業者数 
－ 10 社 15 社 20 社 25 社 30 社 

 売上高増加率（％） － 10％ 12％ 15％ 17％ 20％ 
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▲ところ産食プロジェクト 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

当市は、多くの観光資源や、豊かな農業資源などを有する。さらに、現在「ところざわサクラタウ

ン」を中心とした東所沢周辺の重点推進エリアにおいて周辺環境の整備を勧めており、今後、観光客

（インバウンド含む）の増加が見込まれる。 

しかし、観光客が「ところざわサクラタウン」等の大型商業施設にスポット的に訪問するだけでは

充分な地域振興が図れたとはいえない。観光客が市内の商店街や飲食店、観光地、文化スポットに回

遊するような仕組み作りが必要であると考える。 

 

 

(1)（仮称）ところざわ地域活性化懇談会の開催による関係機関との意識の共有（新規事業） 

 当市が地域経済の活性化に取り組むうえで、産業振興はもちろん、観光振興も欠かせない。観光振

興とは、地域の魅力創出および魅力発信である。この重要な柱のひとつが、小規模事業者（個店）に

よる魅力ある店舗づくり、魅力ある商品づくりであることは言うまでもない。 

 現状では、産業振興・観光振興において、当所が起点で主体となって運営する会議体は「ところざ

わまつり実行委員会」1 つしかなく、その他は、行政・その他団体が運営する会議体へ協力メンバー

として参画するケースがほとんどである。また、「ところざわまつり実行委員会」では、当然に「とこ

ろざわまつり」に関することのみを議論するため、地域全体の活性化という観点では議論が行われて

いなかった。 

今後は、観光客の誘致による観光産業の活性化、小規模事業者による地域の魅力創出、および地域

としての魅力発信などについて協議するため、新たに所沢市産業振興課・商業観光課、所沢市観光協

会、所沢商店街連合会、埼玉県西部地域振興センター、秋草学園短期大学などの関係者が一同に参画

する会議体を年に 1 回開催する。当所は、会議体の事務局を担うとともに、会議体で決定された地域

観光施策の実現に向けて行動する。 

 

 

(2)所沢ブランドの創出（既存事業拡充） 

①ところ産食プロジェクトへの協力・連携 

所沢の生産者と飲食店をつなぐプロジェ

クトであり、当所が 3年間立ち上げの段階か

ら事務局を引き受け、所沢市や埼玉県農林

部、埼玉県よろず支援拠点、所沢 4H クラブ

（青年農業者グループ）、西武所沢店等と連

携し、手厚い支援を実施してきた。農家と飲

食店を IT で結ぶ独自の受発注システムを導

入し、加盟店（飲食店など）が採れたての地

場野菜を購入できる。加盟店においては市場

を通していない新鮮な野菜を料理して提供

することが可能になり、地産地消のすばらし

さを伝える活動につながっている。単に買っ

たり配達したりするだけではなく、取り扱い

飲食店に野菜の育てかたや良さを知ってもらう圃場見学会の開催や、種苗メーカーと共同して市場に

出回らない野菜の栽培や、若手農家の新しい野菜作りの応援も行っている。        

今後は、アドバイザーとして運営会議へ参加し、地元農産物を活用した特産品の開発、及び飲食店

を対象とした地域産品の活用促進やインバウンド向けハラール認証取得に関するセミナーの開催な

ど、新たな取組み（下表）の実施を積極的に支援し、個店の魅力ある商品づくりに貢献していく。                        
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▲ところざわ醤油焼きそば 

 

 

〔支援計画〕 

 年度 

支援 

内容 

現状 平成 31 年 

平成 32 年

（2020 年） 
東京オリンピック/

サクラタウン開業 

平成 33 年 平成 34 年 平成 35 年 

運営会議 

(月1回開催)

への参加 

不定期参加 毎月 毎月 毎月 毎月 毎月 

新たな取組

みへの支援 
－ 

飲食店向けの

セミナー開催

(地域資源活

用・インバウ

ンド対応) 

飲食店向けの

セミナー開催

(地域資源活

用・インバウ

ンド対応) 

地元農産物を

活用した新商

品・特産品の

開発、販売 

地元農産物を

活用した新商

品・特産品の

販路開拓 

地元農産物を

活用した新商

品・特産品の

販路開拓 

 

 

②ところざわ醤油焼きそば 

 当市の老舗の深井醤油（創業安政 3年）、製麺

会社の見澤食品（創業大正 15 年）、飲食店の新

むさし（創業明治 19年）が、所沢産の素材を使

用して面白い町おこしをしたいという願いから

コラボレーションして生まれた新名物が「とこ

ろざわ醤油焼きそば」である。 

 「ところざわ醤油焼きそば」のルールは、①

所沢産の醤油を使うこと、②所沢産の麺を使う

こと、③所沢産の野菜を一品以上使うこと、の 3

つだけで、あとの調理方法や具材の決まりはな

い。これによって料理のバリエーションが広が

り、お店によってまったく違う味を楽しめる。

すでに市内 50 店舗（30 年 11 月現在）が取り扱

っており、当市のソウルフードとして急速な勢

いで広まりをみせている。                             

 今後は、所沢市・所沢市観光協会と連携し、取り扱い店舗の増加や地域団体商標の取得等による認

知度向上など、新たな取組み（下表）を実施する。 

 

〔支援計画〕 

 年度 

支援 

内容 

現状 平成 31 年 

平成 32 年

（2020 年） 
東京オリンピック/

サクラタウン開業 

平成 33 年 平成 34 年 平成 35 年 

運営会議の

開催頻度、

及び会議へ

の参加 

不定期開催 

不定期参加 

隔月開催 

原則参加 

隔月開催 

原則参加 

毎月開催 

原則参加 

毎月開催 

原則参加 

隔月開催 

原則参加 

新たな取組

みへの支援 

取扱店拡充、

及び近隣都県

への周知性 

向上支援 

特許庁へ地域

団体商標の

申請、商標の

登録 

ご当地土産品

として商品化、

法人化の検討 

法人設立、 

ところざわ 

サクラタウン・

関越道三芳PA

で販売開始 

日 配 食品 と

して商品化、 

量産化の生産

計画策定 

食品スーパー 

・大型店へ 

販路拡大 
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▲ところざわまつり 

 

(3)ところざわまつりの開催・運営（既存事業改善） 

 延べ 20 万人の人出ともなる、当市の秋の風物詩 

「ところざわまつり」は、多くの市民に地域を愛す

る気持ちや街づくりへの関心を高め、楽しんで頂こ

うというコンセプトで開催している。主催となる

「ところざわまつり実行委員会」を所沢市・所沢商

店街連合会・所沢市観光協会との連携、西武鉄道の

協賛により、毎年当所が組織・運営している。 

所沢の伝統ある山車や重松流祭囃子に始まり、夕

暮れからは提灯に彩られた山車と山車が向き合い、

互いに祭り囃子を打ち鳴らし、おかめ、ひょっとこ、

天狐などがユーモラスに舞い踊る「曳っかわせ」で

クライマックスを迎える。 

物販・出店には採れたての農作物直売所や当所青

年部が開く屋台村、町内会 PRコーナー、模擬店など、地元の名産品に触れられるものが多数並ぶ。          

 今後は、まつりの来街者を個店に誘引するような、行事開催時期に合わせた季節感のある店作りや

商品作り、商品陳列、期間限定メニューの提供などを推進し、地域経済の活性化を図る。 

 

 

 

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 
  

現状、経営指導員が集まる研修時や金融機関との会合時に、各経営指導員は支援ノウハウ等の情報

交換を個別に実施している。しかし、短時間での情報交換となるため、困っている内容の相談や、個

人的に興味のある内容の相談に留まっており、小規模事業者への支援力向上にはつながっているとは

いえないという課題がある。 

 そこで、小規模事業者支援に関する支援ノウハウ等の情報交換を組織的に実施する。また、それぞ

れの情報交換では目的（議題）を明確にする。 

 

 

〔事業内容〕 

(1)近隣商工団体との情報交換 

①埼玉県西部地域商工団体との連携（既存事業改善） 

現在、埼玉県西部地域の 4 商工会議所（所沢、川越、飯能、狭山）および 2 商工会（入間市、日

高市）、関東経済産業局による情報交換会を、四半期に一度の割合で開催している。その中では、各単

会地域の経済状況や実施事業、マル経融資案件の話題を通し、関東経済産業局の施策をうまく活用で

きないかなどの話し合いも行っている。今後は、小規模事業者の特性に見合った事業や支援ノウハウ

を共有できるようにしていく。また、関東経済産業局職員による出張勉強会なども企画していく。 

 

②埼玉県西部地域管内連携型事業の推進（既存事業改善） 

同じく、埼玉県西部地域管内にある商工団体（所沢・飯能・狭山商工会議所、入間市・日高市商工

会）と埼玉県・日本政策金融公庫が連携し、経営革新計画や創業支援の推進を図っている。隔月 1 回

の定例会議においては、各地の取り組み状況や進捗状況を報告し、情報の共有を図っている。今年で

3 年目の取り組みであり、今後は支援ノウハウの共有を図るため、中小企業診断士を講師に招いた勉

強会も行っていく。 
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(2)金融機関等支援機関との情報交換 

①（仮称）ところざわ金融機関懇談会の開催（新規事業） 

当市における金融機関支店数は、平成 30 年 11 月現在で 9 行・4庫 32 支店が展開している。かつて

組織されていた金融団は、競争の激化により瓦解してしまった。そのため、当所との情報交換は、個

別で場当たり的なものに終始してしまっている。そこで、新たに金融機関等支援機関との情報交換会

を、当所の主催により年 1回開催する。 

主に地域に密着した市内金融機関（埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・飯能信用金庫・埼玉縣信用金庫・

青梅信用金庫・西武信用金庫）に加え、日本政策金融公庫・埼玉県信用保証協会・埼玉県中小企業診

断協会・税理士会所沢支部で構成し、当所の金融支援事例についての講評や経営支援のスキルアップ

などの情報（ノウハウ）の共有を図る。また、地域支援力向上に資する効果を得ることを目的として、

所沢市、駿河台大学経済研究所、当所の 5 部会（商業・工業・建設不動産業・専門サービス業・サー

ビス業）の代表をオブザーバーに招き、当市地域の経済や各業界の動向についての情報をキャッチア

ップする。 

 

 

②日本政策金融公庫との勉強会（既存事業改善） 

現在、日本政策金融公庫とは、緊密な連携関係を構築しており、融資制度などの勉強会を年 1 回開

催している。日本政策金融公庫は創業から経営改善にいたる小規模事業者への金融支援を数多く取り

扱っており、融資の審査や融資後のフォローアップにおけるスキルなど、多くの事例を持っている。 

 今後は、現在までの連携を基本とし、支援事例やノウハウについての情報交換を勉強会の中で実施し

ていく。その中で、小規模事業者の成長・持続的発展に結び付く経営課題の掘り起し手法などを学び、

現場に生かしていく。また「小規模事業者経営発達支援融資制度」についても、他団体の具体例を交

えながら情報交換をしていく。 

 

 

 

(3)県・市との情報交換 

①埼玉県との情報交換（既存事業改善） 

現在、埼玉県産業労働部産業支援課と西部地域管内の商工団体（所沢・飯能・狭山商工会議所、入

間市・日高市商工会）による情報交換会を、年 1 回の割合で開催している。その中では、県の重要施

策のひとつである経営革新承認制度の推進、管内事業者の経営基盤強化に資する県の施策や予算につ

いての概要説明や、具体的な活用事例などを参考に支援への活用について話し合っている。今後は、

小規模事業者の経営革新承認支援において、県担当者との同行訪問などを実施していく。 

 

 

②所沢市との情報交換（既存事業改善） 

 市内商工行政において担当部署となる、所沢市市民経済部産業振興課、並びに商業観光課との連携

会議を年 1 回の割合で開催している。企業誘致や融資、補助金などによる産業振興、商店街や中心市

街地の活性化などの商業振興、地域資源・観光資源の利活用による観光振興についての現状や課題に

ついて、情報交換を行っている。今後は、新たに市の産業振興推進会議へ参画するなど、より積極的

で緊密な連携関係の構築に努めていく。 
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２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

現状、経営指導員に義務付けられている研修会に参加し、資質向上に取り組んでいる。そのため、

事業計画策定などの一定のスキルはある。一方、本計画で必要となる販売促進に関する具体的な支援

に関する資質が十分とはいえない。また、ベテラン経営指導員と若手指導員の支援能力に差がある点

も課題である。 

 

 

〔事業内容〕 

中小企業大学校等が実施する販売促進に関する研修会に積極的に参加し、本計画実行に必要なスキ

ルを身につける。加えて、ベテラン経営指導員が若手経営指導員に OJT を実施し、支援スキルの差を

なくしていく。 

また、研修で得たノウハウを情報共有する仕組みを構築し、組織全体としての支援力向上を図る。

本計画は、中小企業相談所が中心となって実施し、経営指導員だけでなく、補助員や記帳専任職員も

必要な資質向上に取組む。 

 

 

〔資質向上の具体策〕 

(1)経営指導員会議の開催による情報共有（既存事業改善） 

月に 1度、小規模事業者支援に向けた会議「経営指導員会議」を開催する。会議では、小規模事業

者支援の進捗状況だけでなく、ノウハウ交換や研修等で得た知識の共有も実施する。経営指導員同士

は、日常的にノウハウの交換を行っているが、部分的なノウハウ交換となっている。そこで、それぞ

れの指導員が強みを活かして、体系的にその保有するノウハウを交換する場を作る。これにより、指

導員同士のスキルの差を埋める。 

また、隔月に１度は「経営指導員会議」に補助員や記帳専任職員の他、一般職員も参加させ、経営

指導員のみならず補助員、記帳専任職員の他、一般職員も含めた支援能力の向上を図る。 

 

 

(2)中小企業大学校の研修受講（既存事業拡充） 

中小企業大学校が開催する、「事業計画策定」「創業支援」「農商工連携」「営業・販路開拓支援」等

の研修に参加する。これにより、特に現在不足している、販売促進のノウハウ、小規模事業者に向け

た事業計画策定支援のノウハウ等の習得を図る。 

研修の内容については一般職員も含めた経営指導員会議での情報共有に加え、特に経営指導員に限

り、受講者の支援現場に同行・同席するなど、より実践的な手法を共有していく。 

 

 

(3)日本商工会議所・関東経済産業局開催の説明会・研修会への積極的参加（既存事業拡充） 

日本商工会議所や関東経済産業局が開催する説明会・研修会へ参加することにより情報収集に心掛

け小規模事業者の利益確保に繋がる支援ができるよう支援レベルの向上を図る。 

また、小規模事業者（中小企業）向けには、国が様々な施策を提供している。一方、当所ではその

すべてを活用しているとは言い切れなかった。そこで、これら説明会・研修会により、その内容を把

握する。ここで得た知識・ノウハウは、事業計画策定後の実施支援において事業者が事業計画をスム

ーズに実行するための側面支援において活用する。 

これら支援施策の情報は、一般職員が事業所を訪問する際の情報提供にも有効である。経営指導員

会議で一般職員へのレクチャーによる情報共有、案内のロールプレイングなどにより、事業者にとっ

てわかりやすく、施策の利活用に資するような支援力を身に付ける。 
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(4)派遣専門家との同行によるスキル習得（既存事業拡充） 

 専門家派遣を実施する際、経営指導員が必ず同行し、専門家の行う指導、助言内容、情報収集方法

を学ぶ。現状は、単なる同席となっている場合もあったが、これを OJT の機会であると共通認識を持

つ。同行する経営指導員は、指導等のエッセンスを「経営指導員会議」で発表することを必須とする。

また、指導等の内容のなかで、自らに不足する資質を分析し、スキルアップ講座や中小企業大学校等

の研修でその資質向上に当たる研修がある際は、積極的に参加する。 

将来的には、経営指導員が専門的なアドバイスができるよう、知識・ノウハウの研鑽に努める。 

 

 

(5)業務支援基幹システムによる情報の共有（新規事業） 

 当所は独自で電子企業カルテシステムを構築・運用している。電子企業カルテシステムでは、事業

者への訪問履歴や決算書等の事業所情報を蓄積することができるが、会計経理の演算処理やローカル

ベンチマークなどの経営分析ツールとの親和性が低く、尚且つ自社保有サーバーの運用コストが重い

負担となっている。 

これらの改善のため、今後は、全国 514 の内 342 の商工会議所が利用する全国商工会議所の業務支

援基幹システム「TOAS（トアス）」を導入し、経営指導員が得た企業情報を TOAS により全職員で共有

することで、労働保険サービスの提案や共済加入によるリスク管理など、当市の小規模事業者へ全職

員一丸となった経営支援の提供を可能とする。これにより、バックオフィス業務の一元管理や、経営

分析ツールへ事業所情報のアップロードを可能にして分析の容易性を高めることに加え、支援中の小

規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにし、担当外の職員でも一定レベル以上の対応

ができるようにする。さらに、研修で得た内容等の共有にも活用し、個人で得た知識や情報を、組織

の財産として蓄積することを可能にする。 

 

 

３. 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 

毎事業年度、個社（個店）支援若しくは連携事業について、事業ごと・連携者ごとに成果の検証、

及び計画の見直しを行う。 

事業の評価は次により評価検証を行うものとする。 

 

 

(1)経営指導員が自ら事業の実施状況、達成度を検証する。（半期ごと） 

また、翌年度の事業見直し案を作成し、専務理事に報告する。（毎年度 1回） 

 

(2)所沢市、日本政策金融公庫、中小企業診断士で構成される外部有識者に加え、地域金融機関、会員 

企業数社が参画する評価会議により、毎年度 1 回、事業成果および翌年度の事業見直し案の評価を 

受ける。（毎年度 1回） 

 

(3)正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。（毎年度 1回） 

 

(4)事業の評価・見直しの結果については、常議員会に報告し承認を得る。（毎年度 1 回） 

 

(5)事業の評価・見直しの結果は所沢商工会議所 HP(http://www.tokorozawa-cci.or.jp)で事業実施期 

間中、公開する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（30年 11 月現在） 

（1）実施体制 

 
   

                                        

 
本計画は、中小企業相談所を中心に、事務局職員一丸となり実施する。 

 

 

経営指導員 7名 一般職員 5名 一般職員 2名

記帳専任職員 1名 契約職員 1名 契約職員 1名

補助員 2名 嘱託職員 2名

臨時職員 4名

専務理事（1名）

事務局長（1名）

業務課中小企業相談所 総務課
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※１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

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

 

※２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営指導員・記帳専任職員・補助員を中心として実施する。 

 

※３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営指導員・記帳専任職員・補助員を中心として実施する。 

 

※４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

経営指導員・記帳専任職員・補助員を中心として実施する。 

 

※５．需要動向調査に関すること【指針③】 

経営指導員・記帳専任職員・補助員を中心とし、他の職員の協力を得ながら実施する。 

 

※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】 

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

 

 

 

（2）連絡先 

   所沢商工会議所 中小企業相談所 鈴木慎哉 

   〒359-1121 埼玉県所沢市元町 27-1 所沢ハーティア東棟 3 階 

   TEL (代)04-2922-2196  (直)04-2924-5581  FAX 04-2923-6600 

   URL  http://www.tokorozawa-cci.or.jp   E-mail info@tokorozawa-cci.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 31 年度 

(31 年6 月以降) 
平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

必要な資金の額 24,850 22,350 22,400 22,900 22,950 

1.地域経済動向調査 

 

2.経営状況分析事業 

 

3.事業計画策定支援事業 

 

4.事業計画策定後の実施支援事業 

 

5.需要動向調査事業 

 

6.新たな需要開拓事業 

 

7.地域経済活性化事業 

 

8.支援力向上事業 

500 

 

100 

 

5,700 

 

150 

 

300 

 

2,700 

 

11,500 

 

3,900 

500 

 

150 

 

6,000 

 

300 

 

300 

 

2,700 

 

11,200 

 

1,200 

500 

 

200 

 

6,000 

 

300 

 

300 

 

2,700 

 

11,200 

 

1,200 

500 

 

250 

 

6,300 

 

450 

 

300 

 

2,700 

 

11,200 

 

1,200 

500 

 

300 

 

6,300 

 

450 

 

300 

 

2,700 

 

11,200 

 

1,200 

（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・市分担金・事業収入・受託事務収入・参加者負担金 

・協賛金 

（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・所沢市・公的支援機関・金融機関等支援機関・その他の支援機関・教育機関・民間企業と連

携し、小規模事業者の自主的な経営発達計画に対して連携して支援を実施し、小規模事業者がその地域

で経営を持続的に行うためのサポート体制を構築する。 

 

 

※１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

所沢市・地域金融機関と連携し、当市における小規模事業者の市場環境の変化について調査・ 

分析する。 

 

※２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

埼玉県・埼玉県中小企業診断協会と連携し、小規模事業者の経営状況の分析と、分析によって 

得られた経営課題の解決を提案する。 

 

※３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

埼玉県・所沢市・埼玉県商工会議所連合会・事業承継協会埼玉支部・地域金融機関と連携し、 

セミナーの開催や個別相談会の実施により、事業計画の策定を支援する。 

 

※４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

埼玉県・埼玉県商工会議所連合会・事業承継協会埼玉支部・日本政策金融公庫と連携し、事業 

計画策定後の小規模事業者に伴走し支援する。 

 

※５．需要動向調査に関すること【指針③】 

所沢市・埼玉県よろず支援拠点・西武所沢店と連携し、小規模事業者の開発した商品や販売に 

ついて、顧客ニーズ把握のためのアンケート調査や品評会を実施し、売れる商品づくりを支援 

する。 

 

※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】 

埼玉県・所沢市・埼玉県産業振興公社・地域金融機関・専門家・報道機関と連携し、小規模事 

業者の販路開拓を支援する。 

 

※Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

埼玉県・所沢市・所沢商店街連合会・所沢市観光協会・ところ産食プロジェクト・秋草学園短 

期大学・埼玉県よろず支援拠点と連携し、観光・農業などの地域資源の活用により当市の魅力 

を高め、催事の経済価値や観光客の回遊性向上を図るなど、地域経済の活性化に資する取組を 

実施する。 

 

※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 

埼玉県・所沢市・地域金融機関・日本政策金融公庫・埼玉県信用保証協会・埼玉県中小企業診 

断協会・税理士会所沢支部と連携し、勉強会や情報交換会の開催など支援事例についての講評 

や改善、支援ノウハウの共有を目的とした取組を実施する。 

 

〔補足〕その他、各項目の実施にあたり、必要に応じて埼玉県西部地域商工団体（川越・飯能・狭山商工 

会議所、入間市・日高市商工会）と連携する。 
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連携者及びその役割 
 

No. 機関 氏名又は名称・代表者名・住所・連絡先 役割・（連携による効果） 

1 

行政機関 

埼玉県 

県知事  上田 清司 

埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

☎048-824-2111 

経営革新計画承認支援 

事業計画策定支援 

販路開拓支援・農商工連携 

・産学官金連携 

（専門家派遣による事業計画

策定、ビジネスマッチングや販

路開拓による売上増加、売れる

商品づくりや地域資源を活用

した特産品創出、支援力向上、

情報共有） 

2 

所沢市 

市長  藤本 正人 

埼玉県所沢市並木 1-1-1 

☎04-2998-1111 

経済動向調査・創業支援・需要

動向調査・販路開拓支援・農商

工連携・産学官金連携 

（地域経済の景況データの利

活用、創業者の増加、売れる商

品づくりや地域資源を活用し

た特産品創出、ビジネスマッチ

ングや販路開拓による売上増

加、支援力向上、情報共有） 

3 

公的支援機関 （独）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 

☎03-3433-8811 

経営状況分析 

研修制度の受講 

（分析ツールや研修の活用に

よる支援力向上） 

4 

（公財）埼玉県産業振興公社 

理事長  織田 秀明 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 

ソニックシティビル 10Ｆ 

☎048-647-4085 

販路開拓支援 

（ビジネスマッチングや販路

開拓による売上増加） 

5 

埼玉県よろず支援拠点 

チーフコーディネーター 越智 隆史 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 

ソニックシティビル 10Ｆ 

☎048-783-3926 

需要動向調査・農商工連携 

（売れる商品づくりや地域資

源を活用した特産品創出） 

6 

（一社）埼玉県中小企業診断協会 

会長  高澤 彰 

埼玉県さいたま市浦和区高砂 4-3-21 

☎048-762-3350 

経営状況分析・支援への助言・

創業支援・産学官金連携 

（創業者の増加、支援力向上、

情報共有） 
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7 

事業承継協会 埼玉支部 

支部長  柏瀬 浩史 

埼玉県吉川市木売 3-2-13-307 

☎048-940-2256 

事業承継計画策定支援・ 

事業計画策定支援 

（円滑な事業承継、計画経営に

よる経営力の向上） 

8 

関東信越税理士会 所沢支部 

支部長  川野 聡 

埼玉県所沢市並木 3-1 

☎04-2993-0822 

産学官金連携 

（支援ノウハウ等の共有によ

る支援力向上） 

9 

金融機関等支援機関 （株）日本政策金融公庫 川越支店 

支店長  岩穴 真明 

埼玉県川越市脇田本町 14-1 

日本生命川越ビル 5Ｆ 

☎049-246-3501 

創業支援・事業計画策定支援・

産学官金連携 

（創業者の増加、 

支援力向上、情報共有） 

10 

埼玉県信用保証協会 川越支店 

支店長  野口 洋 

埼玉県川越市新宿町 1-17-17 

ウェスタ川越公共施設棟 5Ｆ 

☎049-249-1671 

創業支援・産学官金連携 

（創業者の増加、 

支援力向上、情報共有） 

11 

（株）埼玉りそな銀行 所沢支店 

支店長  清水 正幸 

埼玉県所沢市御幸町 1-16 

☎04-2922-2141 

経済動向調査・販路開拓支援・

産学官金連携 

（調査データの利活用、事業者

の売上高増加、情報共有） 

12 

（株）武蔵野銀行 所沢支店 

支店長  渡邉 一俊 

埼玉県所沢市西住吉 1-23 

☎04-2922-7111 

経済動向調査・販路開拓支援・

産学官金連携 

（調査データの利活用、事業者

の売上高増加、情報共有） 

13 

埼玉縣信用金庫 所沢東支店 

支店長  秋月 信輝 

埼玉県所沢市東所沢和田 1-3-6 

☎04-2944-9361 

経済動向調査・販路開拓支援・

産学官金連携 

（調査データの利活用、事業者

の売上高増加、情報共有） 

14 

飯能信用金庫 所沢支店 

支店長  大舘 弘 

埼玉県所沢市日吉町 16-14 

☎04-2922-1231 

経済動向調査・販路開拓支援・

産学官金連携 

（調査データの利活用、事業者

の売上高増加、情報共有） 

15 

西武信用金庫 狭山ヶ丘支店 

支店長  柴田 明夫 

埼玉県所沢市若狭 4-2487-11 

☎04-2949-3621 

経済動向調査・創業支援・ 

販路開拓支援・産学官金連携 

（調査データの利活用、創業者増

加、ビジネスマッチングや販路開

拓による売上増加、情報共有） 

16 

青梅信用金庫 所沢支店 

支店長  中川 直樹 

埼玉県所沢市けやき台 2-39-1 

☎04-2923-0111 

経済動向調査・販路開拓支援・

産学官金連携 

（調査データの利活用、ビジネ

スマッチングや販路開拓によ

る売上増加、情報共有） 
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17 

民間企業 （株）そごう・西武 西武所沢店 

店長  酒巻 満 

埼玉県所沢市日吉町 12-1 

☎04-2927-0111 

需要動向調査・農商工連携 

（売れる商品づくり、地域資源

を活用した特産品創出） 

18 

教育機関 
（学）秋草学園 秋草学園短期大学 

学長  北野 大 

埼玉県所沢市泉町 1789 

☎04-2925-1111 

産学官金連携 

（地域経済の活性化） 

19 

（学）駿河台大学 

学長  吉田 恒雄 

埼玉県飯能市阿須 698 

☎042-972-1111 

産学官金連携 

（地域経済の活性化、支援力

向上、情報共有） 

20 

その他の団体 所沢市観光協会 

会長  新井 重雄 

埼玉県所沢市並木 1-1 

所沢市役所別館 商業観光課内 

☎04-2998-9155 

祭事の開催・運営への協力 

（地域経済の活性化） 

21 

所沢商店街連合会 

会長  大木 敬治 

埼玉県所沢市寿町 27-7 

コンセールタワー所沢 2Ｆ 

☎04-2922-2557 

祭事の開催・運営への協力 

（地域経済の活性化） 

22 

ところ産食プロジェクト 

プロジェクトリーダー  髙橋 秀世 

埼玉県所沢市緑町 4-6-3 

☎070-5556-5610 

農商工連携 

（地域経済の活性化、地域資源

を活用した特産品創出） 

23 

商工団体 
（一社）埼玉県商工会議所連合会 

会長  佐伯 鋼兵 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 

ソニックシティビル 7Ｆ 

☎048-647-4115 

事業承継計画策定支援・ 

事業計画策定支援 

（円滑な事業承継、計画経営に

よる経営力の向上） 

24 

川越商工会議所 

会頭  立原 雅夫 

埼玉県川越市仲町 1-12 

☎049-229-1810 

経済動向調査・情報交換・ 

商談会等の連携事業実施 

（販路開拓、支援ノウハウ等の

共有による支援力向上） 

25 

飯能商工会議所 

会頭  矢島 巌 

埼玉県飯能市双柳 353-4 東京電力パワー

グリッド（株）川越支社 飯能事務所内 

☎042-974-3111 

経済動向調査・情報交換・ 

商談会等の連携事業実施 

（販路開拓、支援ノウハウ等の

共有による支援力向上） 
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26 

 

狭山商工会議所 

会頭  清水 武信 

埼玉県狭山市入間川 3-22-8 

☎04-2954-3333 

経済動向調査・情報交換・ 

商談会等の連携事業実施 

（販路開拓、支援ノウハウ等の

共有による支援力向上） 

27 

入間市商工会 

会長  齊藤 正明 

埼玉県入間市向陽台 1-1-7 

入間市産業文化センター内 

☎04-2964-1212 

経済動向調査・情報交換・ 

商談会等の連携事業実施 

（販路開拓、支援ノウハウ等の

共有による支援力向上） 

28 

日高市商工会 

会長  猪俣 利雄 

埼玉県日高市大字南平沢 1083 

☎042-985-2311 

経済動向調査・情報交換・ 

商談会等の連携事業実施 

（販路開拓、支援ノウハウ等の

共有による支援力向上） 
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