
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
蕨商工会議所 

実施期間 
平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

【個社支援】 

事業承継支援や経営革新計画の策定支援をはじめとした小規模事業者の計画経営

への取り組みに対する支援、とりわけ収益構造の改善に繋がる支援を実施していき

ます。その支援にあたってはブランディングという視点を取り入れるとともに、販

売促進支援、実施支援など計画策定後についても伴走方の支援を行い、「小規模事

業者が計画経営を実践することにより、経営発展を図ること」を目標としています。

【地域活性化】 

地域資源を活用した蕨ブランドのプロジェクトチームを結成し、小規模事業者のオ

ンリーワンの商品・サービスの開発を支援することで「地域資源等を活用した蕨ブ

ランドの創出、育成を図ること」を目標としています。 

事業内容 

【個社支援】 

多くの小規模事業者の経営課題となっている収益構造の改善を図るために、地域の

市場動向、顧客の需要動向を踏まえた経営革新計画や事業再生計画など計画経営に

取り組む企業を支援します。 

価格競争に巻き込まれないための個社のブランディング支援についても事業計画

の策定に加えていきます。 

＜支援内容＞ 

・市場調査        ・需要動向調査 

・経営分析        ・事業承継支援 

・経営革新計画の策定支援 ・ブランド戦略支援 

・プロモーション戦略支援 ・ＰＤＣＡサイクル等事業実施支援 

 
【地域活性化】 

蕨市の最上位計画である「コンパクトシティ蕨将来ビジョン推進プラン」や「蕨市

中心市街地活性化基本計画」にも位置付けられている蕨ブランドの創出・育成を推

進する。蕨ブランドの推進方法としては、蕨市がシティーセールスの観点から立ち

上げる「蕨ブランド認定制度検討会」に参画し、小規模事業者の意見を反映させる。

そして、蕨ブランドを創出、育成するためのプロジェクトチームを結成し、小規模

事業者のオンリーワンの商品・サービスの開発を支援することで、地域活性化の展

開へと繋げていきます。 

＜支援内容＞ 

・蕨ブランド開発事業 

・「双子織」の普及・定着に向けた事業 

連絡先 

〒335-0004 

埼玉県蕨市中央 5-1-19  

蕨商工会議所 中小企業相談所   

電話 048-432-2655 FAX  048-444-1785 

URL http://www.warabicci.org E-mail info@warabicci.org 
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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 

１．当該地域の現状 

 

（１）蕨市の概要（現状） 

蕨市は都心まで約２０ｋｍの埼玉県の南部ＪＲ京浜東北線沿線地域に位置し、約５．

１㎢の市域に人口７万人超が暮らす市域面積も人口密度も全国で一番高い市である。か

つては中山道の宿場町として栄え、機織りのまちとして発展し経済の基盤を築くが、現

在のＪＲ京浜東北線が明治２６年に開設されると宿場町と駅を中心とする市街地形成

が図られ、近年は首都圏の拡大とともに交通の利便性の良さなどから住宅都市として発

展してきた。 

   

（２）蕨商工会議所の概要 

 蕨商工会議所の設立は昭和２６年、会員事業所数は１４５０（平成２７年４月１日現

在）の地域総合経済団体である。組織率は５５．５％であり、県内商工会議所の平均組

織率４２．４％を上回っている。職員数は１２人（嘱託１人・パート１人含む）で、そ

のうち補助対象職員は８人（事務局長１名、経営指導員４名、補助員２名、記帳専任職

員１名）となっており、平均年齢３２歳（事務局長を除く）と比較的若い職員構成であ

る。 

 

（３）蕨市の事業所環境 

平成２４年の経済センサスによる蕨市の事業所数は、２，６１１社であり、そのうち

小規模事業者数は２，０５９社になる。しかしながら、過去の統計と比較しても事業者

数は年々減少を続けており、６年前の平成１８年と比較すると２４５件の減少（小規模

事業者数は２３０件の減少）となっている。近年は住宅都市としての発展から、製造業

等の立地は難しい状況であり、商業・サービス業がおよそ７割を占める産業構成となっ

ている。 

商業環境としては、大型店や低価格のチェーン店などが次々と出店し（小売業売場面

積に占める大規模小売店舗面積７９．２％）、価格競争力のない小規模事業者は売上不

振が続き、また経営者の高齢化も進み、世代交代ができず空き店舗が増加する傾向にあ

る。また交通の利便性が良いため、買い回り商品群の市外流出が続いているという課題

を抱えている。 

工業環境においては、住宅地として発展してきた街であることから、下請的な性格が

強い小規模の工場が多く、数も年々減少しており後継者不足も深刻化している。   

 

 

２．蕨商工会議所の役割と小規模事業者振興の目標 

 （１）これまでの蕨商工会議所の取り組みと課題 

経営支援においては巡回・窓口相談指導を中心に、記帳指導や融資相談等の経営改善

普及事業を行ってきた。また、地域振興としては中心市街地の活性化を目的に、蕨市が



2 
 

策定した蕨市中心市街地活性化基本計画（平成２７年３月認定）の策定支援をはじめ、

共同売り出しやイベント等のソフト事業を中心とした各種事業を展開し、商店街活性化

支援等の事業を行ってきた。 

経営支援における課題としては、事業所から相談を受けた内容に対する支援、指導の

みになりがちであり、連動した支援や包括的支援ではなく単発の支援になってしまう傾

向にあり、また、小規模事業者が持つ特徴や強みを活かしきれていない支援となってし

まっていた。 

地域振興においては、一過性の事業が多く、点としての取り組みは図れたものの、面

としての取り組みが不十分であったため、地域全体に波及するような効果的な取り組み

が不足していた。 

 

 

 

（２）小規模事業者振興の目標 

 

ア．小規模事業者の特長を引き出す支援 

上記の現状、課題に対して、蕨商工会議所は、中・長期的なビジョンに立った小規模

事業者の支援が必要と考え、平成２６年に第２期となる中期行動計画を策定した。「支

援型パートナーへのさらなる深化」～日本一の地域密着型商工会議所をめざして～を総

合テーマとするこの計画上では、事業承継支援や経営革新計画の策定支援をはじめとし

た小規模事業者の計画経営への取り組みに対する支援、とりわけ収益構造の改善に繋が

る包括支援の取り組みに重点をおいている。今後も経営指導員を中心に巡回指導を通し

て小規模事業者の経営課題を把握したなかで経営革新計画等の策定に結びつく継続的

な取り組みを行うとともに、更に小規模事業者が持つ特徴や強みを活かしたブランディ

ングという視点を持って支援を行っていく。蕨商工会議所が考えるブランディングと

は、小規模事業者が持つオンリーワンに強みを見出し、顧客の視点から企業価値・付加

価値を高めることで、顧客を獲得することである。小規模事業者の強みはチェーン店の

ような画一的な商品、製品、サービスではなく、その店、工場、経営者などが持つ個性

だと考える。その小規模事業者ひとつひとつのケースに合わせ、あらゆる角度からブラ

ンディングを戦略的に支援することで小規模事業者の自立化を図り、持続可能な経営を

後押ししていくことで、管内の小規模事業者の振興を図っていく。 

 

イ．経営支援体制の強化・構築 

経営支援体制の強化を図るために、伴走型支援の最前線に立つ経営指導員を中心に中

小企業相談所職員のスキルアップを図る。資質の向上にあたっては、研修や内部勉強会

を行うとともに、特に、中小企業診断士等の専門家などに同行し、ＯＪＴによる研修を

重視し、現場の生の声を聞きながら、支援の手法やあり方などを学ぶ。また、これまで

は相談実績を指導カードに記入して実績を把握することが第一の目的になってしまっ

ていたが、今後はこれまでの指導カードに加えて経営診断カルテを作成し、小規模事業

者の現状や前回までの相談指導実績を把握するとともに、どのタイミングでどの支援が

必要なのかを時系列的にまとめ、支援体制の強化を図る。 

また、埼玉県や蕨市など行政をはじめ、地域金融機関、専門家などとも連携し、それ
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ぞれの機能を活かして小規模事業者の支援体制を構築する。蕨商工会議所では、経営革

新計画等の計画策定後も、経営指導員の巡回指導を強化することで定期的に小規模事業

者を訪問し、ＰＤＣＡサイクルの実施に対するサポートなどの支援を行っていくことで

「小規模事業者がブランディングをキーワードとした計画経営を実践し、自立化するこ

と」を目標とした支援を実践する。 

 

ウ．地域資源を活かした蕨ブランドの創出・育成 

地域活性化事業への取り組みにおいては、蕨市の最上位計画である「コンパクトシテ

ィ蕨将来ビジョン推進プラン」や「蕨市中心市街地活性化基本計画」にも位置付けられ

ている蕨ブランドの創出・育成を推進する。蕨ブランドの推進方法としては、蕨市がシ

ティーセールスの観点から立ち上げる「蕨ブランド認定制度検討会」に参画し、小規模

事業者の意見を反映させる。蕨商工会議所では、新たに組織した「双子織みらいプロジ

ェクト」のもとで蕨市の伝統織物である「双子織」を活用した商品開発を行い、認知度

を高める活動を行う。また、蕨商工会議所が地元飲食店や地元の蕨高等学校と連携し、

プロデュースした成年式発祥の地にちなんだご当地スイーツ「大人のプリン」を大手コ

ンビニエンスストアである㈱サークル Kサンクスとの連携により普及促進を図る。更に、

蕨ブランドを創出、育成するためのプロジェクトチームを結成し、小規模事業者のオン

リーワンの商品・サービスの開発から販売促進までを包括的に支援することで「地域資

源等を活用した蕨ブランドの創出・育成を図ること」を目標とした活動を行う。 

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 

 

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】 

（市場調査・経済動向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員アンケート調査結果(平成 25 年度実施)を踏まえ、以下の情報収集・整理を行

うとともに、小規模事業者に活きた参考資料となる提供項目をまとめる。 

１．総務省統計局家計調査報告等の情報の取りまとめの実施。 

２．地区内の消費者アンケート調査の実施。 

３．蕨店舗ガイドのアクセス解析による統計データの取りまとめの実施。 

情報収集・整理を行った地域の経済動向について次のように小規模事業者へ提供

するとともに、職員間においても小規模事業者の実態把握や動向、ニーズ等につ

いて情報共有を図る。 

１．蕨商工会議所のＨＰや会報誌「Ｅｐｏｃｈ」を通じて情報提供を行う。 

２．巡回相談等において、調査結果等について情報提供を行う。 

３．調査結果について職員間で勉強会を実施。 
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（１）これまでの取り組みと課題 

これまでの地域動向に関する調査については、セミナー・講習会等の開催時に当日の

内容評価や今後のセミナー等で取り上げて欲しいテーマ等について聞くアンケート調

査や、業界や大型店等の景況感を聞く日本商工会議所のＬＯＢＯ調査等を実施してい

る。また、平成２５年度においては全会員を対象にしたアンケート調査を実施し、各事

業所が抱える経営上の問題等の実態把握を行い、その結果については会報誌で情報提供

を行ってきた。しかしながら、小規模事業者が経営計画を策定するうえで参考となる消

費者ニーズの把握ができてなかったため、効果的な経営指導ができていない面があっ

た。 

 

（２）課題の改善方法 

 平成 25 年度に実施した会員アンケート調査結果※１において、経営課題として挙げ

られた項目のなかで多く回答が見られた「売上の減少」、「客単価の減少」、「受注・顧客

の減少」に焦点を当て、地区内の商品購買における消費者動向に重点を置いた調査・分

析を行う。 

調査・分析にあたっては、毎年、蕨市が行っている市民意識調査や、蕨市中心市街地

活性化基本計画で指標としている中心市街地内の歩行者通行量調査、また、過去に実施

された埼玉県の広域消費動向調査結果を参考にする。併せて総務省統計局家計調査報告

等を踏まえて、小規模事業者がビジネスモデルを再構築する際に活用できる地区内の経

済動向に関するデータとなるよう中小企業診断士や民間調査会社等の専門家の意見も

伺いながら、小規模事業者に提供できる形として調査書の作成を行う。 

更に、インターネットによる商品、サービスを購入する消費者が年々増加しているこ

とから、蕨商工会議所が運営を行っている蕨店舗ガイド（図表１）※２を活用して、ネ

ット市場についてもデータを収集し、調査・分析する。 

 情報収集・整理を行った地域の経済動向については蕨商工会議所のＨＰや会報誌「Ｅ

ｐｏｃｈ」の掲載を通じて提供を行うとともに巡回相談時等に情報提供を行い、経営計

画や販売促進戦略等で活用してもらう。また、相談指導に的確な支援を行うために、職

員間においても調査結果について勉強会を開き、情報共有を図るとともに小規模事業者

の動向や課題、ニーズ等について分析を行い、今後の経営支援の方向性を打ち出し、事

業計画や行政への要望活動等への反映を図る。 
 

 

※１ アンケート回答企業の約８割が小規模事業者。 

※２ 地域の企業が情報を発信するポータルサイトで、市内４６４ 店（平成２７年１

月１５日現在）の商業・サービス業系のお店を掲載。利用企業の９割超が小規模事業者。
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図表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業内容） 

(１) 日本商工会議所ＬＯＢＯ調査や中小企業景況調査、また、総務省統計局家計調査報

告等を活用して生きた情報提供を行うとともに、小規模事業者が経営計画を立てるうえ

で参考となる消費動向調査等地域動向データとなる各種調査を実施し分析したうえで、

情報提供を行う。 

 

(２) 市内及び近隣地域における消費者動向については、蕨市が毎年行う市民意識調査に

加え独自に消費者アンケート調査を作成、調査を実施し、分析した結果を踏まえ、小規

模事業者の経営計画の策定支援における相談時等に提供する。特に、当市の７割を占め

る商業・サービス業に役立つ市場動向の調査を重点的に取り組み、具体的には次のよう

な内容の調査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ライフスタイル別の市場動向調査】 
蕨市は、中山道の宿場町として発展してきたという歴史ある街という面がある

一方で、交通の利便性から都心のベットタウンという側面も持っており、昔か

らの地元民と単身世帯やディンクスの比較的に若い世代とが入り混じってい

る街である。 
そこで、調査については「ライフスタイル別の市場動向調査」が有効であると

考え、次のような項目の調査を行う。 
○調査項目例 
・年齢・居住年数・性別等 
・平日・休日のライフサイクル（出社時間、帰宅時間、休日の過ごし方等）

・普段の買い物（場所、時間、カテゴリ（食品等）） 
・安さ、時間、品質などの優先順位 
・生活費（食品・日用品・外食など目的別） 
本調査を通して、商品・サービスの開発、ターゲットの明確化、自社の特長の

活かし方等事業計画策定とブランディングを行うための指標にする。 
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(３)蕨商工会議所で実施している「蕨店舗ガイド」のアクセス解析により、インターネ

ット上で閲覧件数の多い業種、購入されている商品等を調査するとともに、インターネ

ット販売で効果的な業種・商品等を分析し、「売上の減少」、「客単価の減少」、「受注・

顧客の減少」への対応として、分析した市場調査・地域経済動向を踏まえ、経営計画の

作成支援や販売促進支援における相談時等に提供する。 

 

(４）調査結果や分析結果についてＨＰや会報誌の掲載を通じて小規模事業者へ提供を

行うとともに、巡回相談等において、調査結果等について情報提供を行う。 

 

(５)職員間の勉強会を開催し、調査結果について情報共有を図る。また、小規模事業者

への経営支援に活かすため、職員間で調査結果の分析を行うほか、状況に応じて中小企

業診断士等の専門家などにも分析に加わってもらいアドバイスをもらう。 

 

（目標） 

(1) 日本商工会議所ＬＯＢＯ調査、総務省統計局家計調査報告等を１年に１回分析し、

取りまとめを行う。 

  

(2)独自の消費者アンケートに関しては今後、３年に１回のペースで地元住民５００、

単身・ディンクス世帯５００のサンプルを取る。 

   

(3)市場変化の大きい ネット市場については、１年に１回のペースでアクセス解析を行

い、経営計画の策定時や窓口・巡回相談時等に情報提供を行う。 

 

(4)職員の勉強会は、必要に応じて行うが、少なくとも半期に一度は行うものとして、

調査分析の結果、必要とされる支援については事業計画に反映させ、会報誌やＨＰ等を

通じて公表する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 

 

 

 

小規模事業者においては、日頃、当たり前となっている商品、製品、技術、サービス

などが、自社の特長であるケースが多いが、それを活かしきれていない。 

そこで、小規模事業者ごとに経営指導員が担当制を敷き、巡回・窓口相談、各種セミ

ナーの開催等を通じて、小規模事業者の経営状況について分析を行う。また、その事業

者の課題によって、５．の需要動向調査により、専門家と連携して需要動向を把握する

とともに、経営分析を行い、課題の抽出や自社の特長について認識してもらう。 

その商品その経営分析を行ったものについては、簡易経営診断カルテを作成し、当商

工会議所の経営指導員が把握、情報共有を行う。 

 

＜要旨＞ 

１．経営指導員の担当制による個社支援の実施 

２．小規模事業者に特化した簡易経営診断カルテの作成 
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（事業内容） 

(1) 経営指導員が事業者ごとに担当制を敷き、巡回訪問により分析の対象となる小規模

事業者の経営状況等を把握するための実態調査を行う。実態調査においては、経営指導

員が客観的に分析した小規模事業者の特長と課題をピックアップし、簡易経営診断カル

テを作成し、既存の会員管理ＤＢに加えることで、企業情報の精度をさらに高める。【指

針①】 

（目標） 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

巡回訪問件数 1,200

件

1,250

件

1,300

件

1,350

件 

1,400

件 

1,450

件

経営分析件数 ０件 ０件 ２４件 ３０件 ３６件 ４０件

経営診断カルテ数 ０件 ２４件 ３０件 ３６件 ４０件 ４８件

 

参考資料 

簡易経営診断カルテ 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの小規模事業者の経営課題となっている収益構造の改善を図るためには、経営革

新計画や事業再生計画への取り組みなど、計画経営に取り組むことが必須である。当商

工会議所では、計画経営への意識を高めるため、巡回や窓口支援での啓蒙普及をはじめ、

セミナー等を開催し、計画経営に取り組む小規模事業者の掘り起こしを行う。また、経

営者の高齢化が進んでいることから、事業承継対策についても掘り起こしを行い、円滑

な承継が図れるよう事業計画策定支援を実施する。 

次に、専門家に繋げる前の支援として、経営指導員が上記１．の地域の経済動向調査、

上記２．の経営状況の分析、下記５．の需要動向調査等の内部・外部環境から業界マー

ケット全体の成長性はもちろん、マーケット内における支援先となる小規模事

業者の成長性を探り、事業領域を決定するサポートを行う。 

事業計画策定にあたっては、状況に応じて埼玉県、蕨市、地域金融機関、中小企業基

盤整備機構のコーディネーター、中小企業診断士等の専門家等と連携し、実行可能性の

ある計画とするため収益構造の改善、強化を軸に、本計画のテーマであるブランディン

グを盛り込んだ計画とする。 

経営革新計画については平成２７年度より埼玉県の登録受付機関となることから、専

門家派遣は、埼玉県のネットワークを活用することができ、小規模事業者へのスムーズ

な専門家の橋渡しが図れるとともに、経営指導員のＯＪＴによる資質の向上が図りやす

くなる。また、これまで県の職員が行っていた書類の整備、確認、並びに外部専門家へ

の審査書類の送付などを当商工会議所が担うことになり、受付業務時間の短縮が見込ま

れるため、小規模事業者の経営革新計画への取り組み支援の拡大を図る。 

また、創業者支援については、創業しやすい支援体制の整備として、埼玉県、蕨市、

ＮＰＯ法人と連携し、産業競争力強化法に基づく創業支援計画に則り、①創業希望者が

情報交換等できる交流会の開催、②創業に必要な知識向上を図るための個別相談会の開

催によって、創業支援を実施する。 

 

（事業内容） 

(1) ２の経営状況の分析、５の需要動向調査を行った企業のほか、事業計画策定等に関

するセミナー（経営革新塾等）、個別相談会の開催により、事業計画策定を目指す小規

模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

  

(2) 経営指導員による経営革新等計画経営の導入支援の実施。中小企業診断士等専門家

＜要旨＞ 
１．経営革新計画等計画経営を行う小規模事業者の掘り起こし 
２．市場調査や需要動向調査などにより、収集した情報の整理、分析をはじめ、

ＳＷＯＴ分析等、計画策定に入る前の支援を経営指導員中心に実施 
３．第二創業（経営革新）のためのセミナー、個別相談会の実施 
４．事業計画策定に向けて専門家等との連携による個社支援の実施 

５．創業セミナー又は創業塾、個別相談会、交流会の実施 
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につなげる前の支援の実施。【指針①・③】 

 

(3) 小規模事業者に対する個社支援として、埼玉県、蕨市、地域金融機関、中小企業基

盤整備機構のコーディネーター等と連携し、事業計画の策定を行う。【指針②】 

 

(4) 事業計画の策定において、ブランディング戦略を取り入れた計画にするとともに、

ブランドイメージを想起させるロゴ作成にも取り組む。さらに、認知度を高めるため、

オンデマンド印刷やインターネットを活用した支援などを事業計画策定に盛り込む。

【指針④】 

 

(5) 交流会、個別相談会の開催により、創業希望者の知識習得を図ると共に、自社のブ

ランディングを意識した創業計画の策定支援を行う。【指針②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標） 

支援内容 現状  １年度 ２年度 ３年度  ４年度  ５年度 

セミナー開催回数 ２回 ３回 ５回 ５回 ５回 ５回

経営計画策定個別相談会開催

数 

０回 ３回 ７回 ８回 ９回 １０回

経営革新計画承認件数 ８件 １０件 １２件 １４件 １６件 １８件

事業承継支援件数 １件 ３件 ５件 ７件 ８件 １０件

経営改善計画等策定支援件数 ０件 １５件 １８件 ２１件 ２４件 ２７件

創業希望者交流会開催回数 ０回 １回 １回 １回 １回 １回

創業支援個別相談会開催回数 ０回 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回

創業支援者数 １０件 １２件 １４件 １５件 １６件 １８件
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 

 

 

 

 

策定した事業計画（経営革新計画等）を小規模事業者が実践していくとともに、持続

可能な経営を行っていくために、ＰＤＣＡサイクルによる取り組みができているか、進

捗状況はどうかなど、小規模事業者との継続的なコミュニケーションを図り、定期的な

進捗管理を行うとともに、時には適切な軌道修正を行うなど、計画策定後も伴走型の支

援を実施していく。また、事業計画の実施において、必要となる設備資金や運転資金な

どについては、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用でき

るよう、小規模事業者に周知、斡旋を行い、持続的な経営発展を支援する。 

また、計画策定後の実施支援の一つに、ブランディングの一つの要素としてブランド

イメージを想起させるロゴやシンボルマークなど、長期的な自社のイメージとなる個社

の「ブランド化」に取り組み、具体的なカタチとして見える化することで、経営者や従

業員のモチベーションを高める。さらに、消費者等への認知度向上のため、オンデマン

ド印刷やＩＴの活用などのプロモーション支援を実施する。（Ⅴ小規模事業者販路開拓

支援の実施） 

創業支援については、創業後も必要に応じて３カ月に１度巡回訪問し、創業後に必要

となる税務相談、労務相談、金融相談、経営全般に関する必要な指導・助言をワンスト

ップで行えるよう伴走型の支援を実施する。 

 

（事業内容） 

(1) 事業計画（経営革新計画等）策定後、定期的に巡回訪問し、進捗状況の確認を行う

とともに、必要な指導・助言を行う。【指針②】 

 

(2) 創業後は、必要に応じて３カ月に１度巡回訪問し、個別フォローアップ、労務相談、

金融相談、経営全般に関する伴走型の支援を行う。【指針②】 

 

（目標） 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

フォローアップ支援件数 ０件 １０件 ３０件 ５０件 ７０件 ９０件

小規模事業者経営発達支援融資制度斡旋件

数 

０件 ３件 ５件 ８件 １０件 １２件

営業利益の改善率 ０％ ５５％ ５８％ ６１％ ６４％ ６７％

 

 

 

 

＜要旨＞ 

１．小規模事業者への定期的な訪問、進捗状況管理による事業の実施支援 

２．個社の「ブランド化」を引き出す支援とプロモーション支援の実施 



11 
 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者においては、売上や仕入など「経験」と「勘」に頼った感覚的な経営を

しているケースが多い。 

しかし、小規模事業を取り巻く経営環境が厳しくなる中で、感覚的な経営を続けるに

は限界がある。 

そこで、小規模事業者の販売する商品、提供しているサービスのＡＢＣ分析を行い、

顧客の需要動向に関する情報の収集、整理、分析を実施し、客観的なデータに裏付けさ

れた計画経営が必要となると考える。 

さらにデータを補完するために、消費者アンケートを実施し、潜在需要の発掘、ＡＢ

Ｃ分析、消費者アンケートによって得た情報は簡易経営診断カルテにて管理し、当商工

会議所の経営指導員が把握、情報共有を図ると共に、経営者の考え(感覚)と消費者の意

向とのギャップを埋めていく。 

また、収集、整理、分析した情報は、小規模事業者の特長を再定義し、自社が進むべ

き事業領域を検討し、経営戦略を策定する上での基礎資料とする。 

 

（事業内容） 

(1) 小規模事業者の販売する商品、提供しているサービスのＡＢＣ分析を行い、「売れ

筋」・「死に筋」についての分類により情報の収集・整理をする。【指針①】 

(2) 「売れ筋」・「死に筋」の結果を踏まえ、小規模事業者の顧客に対してアンケートを

実施して、潜在需要の発掘と顧客の需要動向を分析する。【指針①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜要旨＞ 

１．「売れ筋」・「死に筋」把握のためのＡＢＣ分析の実施 

２．来店顧客のアンケート調査の実施 

３．簡易経営診断カルテを活用した顧客の需要動向分析の実施 

【需要動向調査（例：小売業のケース）】 
顧客アンケートの実施によって、小規模事業者の売れ筋が、顧客の求める商

品・サービスと一致するかについて分析し、検証を行う。 
○顧客アンケート項目例 
・顧客の基本情報（性別、年齢等） 
・当店の利用頻度 
・当店での購入商品 
・当店で購入しない商品 
・当店に揃えて欲しい商品（とその理由） 
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(3) 収集して精査した顧客の需要動向に関する情報については、当商工会議所の経営指

導員等が小規模事業者ごとの簡易経営診断カルテを作成し、情報の共有を行うと共に、

小規模事業者の特長を最大限に引き出した経営計画の策定の基礎資料とする。【指針

③】 

 

支援内容 現状 １年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

巡回訪問件数 1,200 件 1,250 件 1,300 件 1,350 件 1,400 件 1,450 件

需要動向調査 ０件 ２４件 ３０件 ３６件 ４０件 ４８件

経営診断カルテ数 ０件 ２４件 ３０件 ３６件 ４０件 ４８件

 

 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画策定後については、個社の商品やサービス等を消費者に、認知してもらうた

めのプロモーションが重要となる。小規模事業者の販路開拓支援として、需要動向調査

を踏まえた上で、①オンデマンド印刷、②インターネットの活用、③ビジネス交流会等

の展示会への参加による支援を実施し、個社の認知度の向上を図り、売上の拡大、収益

の向上を目指す。 

 

（事業内容） 

(1)オフィス機器メーカーのゼロックス㈱、地元印刷会社との連携によるオンデマンド

印刷を活用した支援によって、多くの小規模事業者が苦労する認知度向上に繋がる販促

支援を安価に提供する。【指針④】 

 

※オンデマンド印刷の詳細 

個社の特長を消費者に認知してもらうための手段の１つとして、紙媒体によるプロモ

ーションの支援を実施。 

具体的には、小規模事業者が自社の商品やサービスを宣伝するための販促ツールとな

るポスターや三角ポップ等（図表２）の作成支援を行う。 

想定されるケースとして、①飲食業では、季節的な新メニュー、サイドメニュー、新

サービスの案内等、②小売業では、新商品やおすすめ商品、新サービスなどの案内等を

考えている。 

オンデマンド印刷では、図表３のとおり、蕨市内の印刷会社が作成したテンプレート

を基に小規模事業者が販促ツールの画像や文言の編集をインターネット上から自由に

＜要旨＞ 
１．オンデマンド印刷の実施 
２．インターネットの活用 

３．展示会の活用 
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行い、完成した販促物を協力企業である市内の印刷会社が印刷する地域における企業の

結びつき強める仕組みとしている。 

 

 

図表２ 

 ポスター、三角ＰＯＰ一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

図表３ 
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(2) 小規模事業者の認知度向上や情報発信を目指した販促支援として、インターネット

を活用する。具体的には、従前から取り組んでいる蕨店舗ガイド事業による各種サービ

スメニューを利用して、個社支援を実施する。【指針④】 

※蕨店舗ガイドによる各種サービスメニューの詳細（図表４） 

インターネットを通じた販路拡大の支援を行っている地域情報発信サイト「蕨店舗ガイ

ド」を活用した集客・販路開拓等に繋げるための支援メニュー。 
 

（支援①）バナー広告掲載による支援 

蕨店舗ガイドのトップページの下段に、バナー広告を貼り、消費者の視認率を

高めると共に、Yahoo!や Google などの検索サービスで、バナー画像のリンク先

である企業ホームページを上位に表示させる支援。 

（支援②）自社で行える情報配信システムの提供による支援 

蕨店舗ガイドには更新機能が付いており、小規模事業者自らがページを更新す

ることができ、その時のタイムリーな情報配信ができるシステムとなっている。

さらに更新された情報は蕨店舗ピックアップに表示され、視認性を高めること

ができる。 

（支援③）ブログ代行による情報配信支援 

インターネットを活用して、自社の商品や、サービスのＰＲをしたいが、手間

を掛けられず情報配信ができない企業に対して、ブログを活用して情報の配信

を代行する支援。 

（支援④）イベント広告掲載による支援 

消費者のライフスタイルに応じた季節性の高い商品やサービスの情報を配信し

て、購買意欲等を高める支援。 

（支援⑤）メルマガ配信による支援 

消費者への電子クーポンの発行や、モバイル端末に直接、情報を配信できるメ

ルマガサービスを提供している㈱ＮＴＴドコモの i コンシェルを活用した商品

やサービスの宣伝を支援。 
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図表４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Ⅲ事業計画の策定支援・実施支援の中で発足した「ブランド化」に取り組む研究会

では、従前から開催している川口商工会議所、さいたま商工会議所との連携によって開

催している「広域ビジネス交流会」（図表５）や埼玉県などが主催する「さいたまビジ

ネスアリーナ」などの展示会への参加により、認知度の向上や販路開拓、取引拡大、参

支援① 

支援③ 

支援⑤ 

支援③ 支援② 

支援⑤ 

支援④ 
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加企業との情報交換などの支援を図る。【指針④】 

 

図表５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標） 

支援内容 現状  １年度 ２年度 ３年度 ４年度  ５年度

インターネット支援件数 ７０件 ７２件 ７４件 ７６件 ７８件 ８０件

オンデマンド印刷支援件数 １件 ２０件 ２５件 ３０件 ３５件 ４０件

展示会への参加件数 １０件 １０件 １２件 １４件 １６件 １８件

 

 

Ⅱ．地域の活性化に資する取組 

 地域振興としては、これまで中心市街地の活性化を目的に、蕨市中心市街地活性化基

本計画（平成２７年３月認定）の策定支援をはじめ、共同売り出しやイベント事業等の

ソフト事業を中心とした各種事業を展開し、商店街活性化支援等の事業を行ってきた。

具体的には、蕨商工会議所の独自の補助制度である「蕨商工会議所地域活性化推進事業」

補助要綱により、商店街等が立案した新規の活性化事業について資金面からのサポート

を行っているほか、蕨市中心市街地活性化基本計画を推進する上での法定上の協議会で

ある蕨市中心市街地活性化協議会を共同で設立した（一社）蕨市にぎわいまちづくり連

合会（蕨市中心市街地整備推進機構）との連携の基に、蕨市の補助事業である「蕨市空

き店舗有効活用補助事業」について、空き店舗調査や出店希望者の審査等について連携

した運用を実施してきた。また、蕨商工会議所では、‘食’をテーマに、ご当地Ｂ級グ

ルメ「和楽備茶漬け」やご当地スイーツの「大人のプリン」を市内飲食店等と開発し、

独自の地域ブランドを創出してきた。最近においては、かつて蕨市が機織りのまちとし

て栄えた頃に一世を風靡した伝統織物「双子織」を普及・促進する事業を展開している。

今後は、蕨市中心市街地活性化基本計画の事業推進について、蕨商工会議所は、中心

市街地活性化協議会の設立母体として、蕨市中心市街地整備推進機構である（一社）蕨

市にぎわいまちづくり連合会とともに基本計画の全体的な進行管理を行うとともに、商

店街等が主体となって行う各種事業が計画的に実行できるようにサポートを行ってい

く。 
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また、地域ブランドの創出・育成については、蕨市の最上位計画である「コンパクト

シティ蕨将来ビジョン推進プラン」や「蕨市中心市街地活性化基本計画」にも位置付け

られており、その具体的な推進方法としては、蕨市がシティセールスの観点から立ち上

げる「蕨ブランド認定制度検討会」に参画し、小規模事業者の視点に立った意見を反映

させる。蕨商工会議所としては、この認定制度の創設後、蕨ブランドを創出、育成のた

めのプロジェクトチームを結成し、「双子織」等の地域資源を活用した商品開発や新た

に蕨ブランドとなる商品を開発しようとする小規模事業者の支援を行う。支援にあたっ

ては、商品・サービスの開発から販売促進までを包括的に支援することを前提にするこ

とで“売れる商品”を作り上げ、個社から地域へと効果が波及する活性化を図っていく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業内容） 

（既存事業） 

（１）蕨商工会議所地域活性化推進事業補助要綱に基づく補助金交付 

活性化事業に積極的に取り組む商店街等に対して交付する当補助事業を推進し、市内

商店街の活性化支援を行う。活性化を目的に商店街を支援することにより、地域の小規

模事業者の販売促進等に繋げ、個社支援との相乗効果を図る。 

 

（２）空き店舗対策における出店希望者への事業計画、販売促進支援 

 市内の空き店舗を使って開業を希望する事業者に対して、「蕨市空き店舗有効活用事

業補助制度」を活用して資金面のサポートをするとともに、経営発達支援計画に基づき

事業計画の策定支援や販売促進支援等を行う。 

 

（３）既存蕨ブランドの育成 

 「大人のプリン」や双子織等について引き続き普及・促進のための事業を展開する。

特に蕨市の伝統織物である双子織については、平成２６年度より普及促進に向けた事業

を強化しており、地元の大手バッグメーカー㈱イビサとのコラボ商品や地元商店街であ

る中仙道蕨宿商店街（振）と連携した商品開発をはじめ、マスコットキャラクターや、

その他の関連グッズの開発などを行った。今後の展開としては、蕨市や地元商店街、㈱

生産者直売会のれん会、メーカー、デザイナー等によるプロジェクトチームを結成し、

本計画のテーマであるブランディングについて検討を重ね、更なる普及促進するための

事業計画を策定する。事業計画の中では、生地のデザイン開発や他メーカーとのコラボ

商品の開発などの開発支援を行っていくとともに、展示会への出展やネット販売、取扱

小売店との商談支援などプロモーションに係る支援についても取り組みを強化してい

く。 

＜要旨＞ 
（１）蕨商工会議所「地域活性化推進事業補助要綱」に基づく商店街の事業実施

支援 
（２）空き店舗対策事業における出店希望者への事業計画、販売促進支援 

（３）蕨ブランドの開発事業並びに育成、特に地域資源を活用した「双子織」等

の普及・定着に向けた事業の実施 
（４）蕨市中心市街地活性化基本計画に基づく事業実施における商店街支援 
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（新規事業） 

（１）中心市街地活性化協議会を通じての進行管理、着実な事業の実施支援 

中心市街地活性化協議会において、認定基本計画に基づく事業について舵取りを行う

とともに、主体となる商店街の実行支援を蕨市等の行政や（一社）蕨市にぎわい街づく

り連合会等と連携したサポートを実施する。具体的には、「蕨宿“食”の交流拠点整備

事業」や「空き店舗有効活用事業」など認定基本計画に位置付けられている各事業の実

施を支援する。 

 

（２）プロジェクトチームによる蕨ブランドの開発支援 

蕨ブランドを開発するためのプロジェクトチームを結成する。プロジェクトチームは

衣・食・住をテーマに結成し、小規模事業者の商品・サービス等の開発から販売を行う

まで伴走型のサポートを行う。そのサポートを受け、蕨ブランドと認定するためには地

域資源を活用することをキーワードとし、そのトータル支援を受けた商品・サービスに

ついては蕨ブランドとして認定する仕組みとする。 

プロジェクトチームの構成としては、小規模事業者、蕨市、経営指導員、各テーマごと

の専門家と数名の有識者からなる少数精鋭とし、濃密なサポートを実施する。 

※初年度は仕組みづくりに専念する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱生産者直売会のれん会 

                     ㈱優クリエイト 等 

（目標） 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

地域活性化事業補助金交付件

数 
1 件 1 件 2 件 3 件 3 件 3 件

空き店舗支援件数 1 件 １件 2件 3件 3件 3件

商品開発数（双子織） 0 件 3 件 3 件 5 件 5 件 5 件

商品取扱い店舗数（双子織） 2 店 5 店 8 店 10 店 15 店 20 店

展示会等の出展回数（双子織） 1回 1回 2回 3回 3回 3回

蕨ブランド開発支援社数 0 件 0 件 3 件 5 件 7 件 10 件
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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み 

 

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 

 

（１）日本商工会議所、（一社）埼玉県商工会議所連合会の主催による研修会を通して、

先進支援事例について各地商工会議所職員との情報交換を行い、支援の現状把握をする

とともに支援ノウハウの習得を図る。 

 

（２）株式会社日本政策金融公庫浦和支店と連携して開催する「業務連絡会議」や経営

指導員を対象とした「指導員等研修会」において、最新の資金需要やマクロ・ミクロの

経済動向、小規模事業者に対する支援、起業支援など現状把握と有効な支援ノウハウ等

について情報交換を行う。  

  

（３）株式会社全国商店街支援センターにおける支援メニューである「商店街よろず相

談アドバイザー派遣事業」を活用し、商店街のコンセプトづくりから空き店舗対策等、

商店街支援の際に専門家と同行することにより、ＯＪＴによる支援ノウハウを学び商店

街および商店街に属する個店への支援力向上を図る。  

 

（４）当商工会議所とさいたま商工会議所、川口商工会議所が連携し開催している「広

域ビジネス交流会」をとおして、特に製造業に対するマッチング支援や技術連携等につ

いての現状把握と支援ノウハウについて情報交換を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

収益構造の改善支援や、ブランディング支援においては、あらゆる業種や特長を持っ

た小規模事業者を支援していくことになるため、経営指導員に求められる最大の資質は

コーディネート能力であると考える。 

そのコーディネート能力を磨くためには、小規模事業者の支援現場において専門家に

同行し、ＯＪＴ（実践指導経営）による支援ノウハウを学ぶ必要がある。 

また、小規模事業者の「特長」を最大限引き出す職員の資質向上として必要なことは、

①暗黙知となっている小規模事業者の隠れた特長を見極める「目利き力」、②暗黙知が

小規模事業者の特長であると確認するために行うコミュニケーション力（事業者へ行う

質問力と聞く力及び、その内容を理解する力）、③小規模事業者の隠れた特長をブラン

ディングするために、事業者に対して実施する経営分析から、最適なビジネスモデルを

構築する「提案力」、④事業者がビジネスモデルを構築する中で、個社の魅力を高める

「ブランディングに必要な知識の習得」、⑤個社の魅力を消費者に伝える「プロモーシ

ョン力」であると考える。 

そのために必要となる資質向上の取り組みとして、専門家に同行し、ＯＪＴ（実践指

導経営）をベースに、次の取り組みを実施する。 

専門的な知識の習得を目的に、外部で実施されている研修会へ参加し、支援現場で得

た知識を職員間で情報共有するための勉強会を開催する。 
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（１）ＯＪＴ（実践指導経営） 

・専門家に同行し、支援ノウハウを習得する。具体的には、専門家が有する業種別の

基本知識や分析方法、分析結果を踏まえた提案内容を導き出す方法など、支援ノウハウ

について習得する。 

そして、将来的には、蓄積したノウハウを活用して小規模事業者の支援が実施できる

よう内製化を目指す。 

 

（２）研修会への参加 

・ 中小企業基盤整備機構「中小企業大学校」主催の研修会への参加 

経営指導員１名／年 1 講座受講 

マーケティング知識及び販売促進について受講 

・ 埼玉県商工会議所連合会主催の研修会への参加 

経営指導員１名→１０時間／年  ４名合計 ４０時間／年  

経営革新支援、販売促進支援、ＷＥＢ活用などを受講 

  ※毎回、研修会終了後、指導員間で情報共有を実施する。 

・優良企業の視察（埼玉県優良小売店表彰受賞店への視察会） 

前年度受賞した店舗へ視察及び経営者の話を聞き、現場の成功事例を学ぶ。 

（地域密着型経営を行い多くのファンを獲得している企業の事例、ニュースレター

発行などで、プロモーションを展開している企業の事例など） 

年間２件の視察を予定 

平成２７年度予定 ㈱明食・・・川口市 

         ㈱デイジイ・・・川口市 

 

（３）勉強会の開催 

・(1) (2)の研修会で得た知識の習得 

・事業者を支援した結果、成功した支援内容についての情報交換 

・独自に、管内事業者が取り組んでいる成功事例についての情報交換 

・ヒアリング能力向上のための勉強会 

（取り組み内容） 

小規模事業者からのヒアリングにおいて、十分なスキルを身に付けるために、半年

に１回、専門家より講義、ロールプレイングを実施し、向上を目指す。 

（連携する専門家） 

一般社団法人 中小企業ＥＡＰ普及推進協議会（宮川 浩一 氏） 

  （http://www.nexteap-healthycompany.jp/） 

・ブランド育成に伴う勉強会 

（取り組み内容） 

  ブランド化を実施するための、最初に取り組むＳＷＯＴ分析、メインターゲットを

絞った事業計画の作成支援方法などを中心に学ぶ。販促支援では、店舗作りのノウ

ハウ（販促物、ＰＯＰなど）の指導を受ける。 

  （連携する専門家） 

㈱生産者直売会のれん会（黒川 健太 氏） 

（http://www.noren-kai.com/） 
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地域の魅力を見出し、個社をブランド化し販売を請け負う企業。 

「八天堂のくりーむパン」などブランドコンサルタントしても実績多数。 

 

・プロモーション活動に伴う勉強会 

  （取り組み内容） 

  小規模企業が苦手とするプロモーションについての手法を学ぶ。中でも、プレスリ

リースについてのシート作成方法や、小さな企業でも実施可能な宣伝方法（ＷＥＢ

含む）の支援方法の指導を受ける。 

  （連携する専門家） 

井上戦略ＰＲコンサルティング事務所（井上 岳久 氏） 

（http://www.mk-pr.jp/） 

  ブランド化に重要となる、マーケティングＰＲ術の第一人者。 

   

どの専門家においても、これまでに当商工会議所主催のセミナーや、経営革新、個別支

援の実績あり 

 

※ 勉強会以外でも、企業の個別支援での同行などを通じて、現場にて支援に伴うヒア

リング手法を学び、適切なアドバイスができるように個々のスキルを高める。 

 

 

 

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 

 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検

証を行う。 

 

①各種セミナー及び個別相談・指導において支援を行った事業所からアンケートを取

り、評価及び見直しに反映させる。また、その結果を四半期毎に事業の実施状況と併せ

て事務局内で情報を共有するとともに、今後の方針や計画にフィードバックさせる。 

②各年度終わり（２月～３月）に中小企業診断士等の外部の専門家を活用し、年度毎に

事業の実施状況、成果の評価、次年度に向けての見直し案の提示を受ける。 

③事務局長、経営指導員をはじめとした事務局内において、専門家の評価、見直し案を

参考にしつつ次年度の方針・計画を決定する。 

③事業の成果、評価及び見直し結果並びに次年度の方針については、正副会頭会議、常

議員会にて報告し、承認を受けるとともに議員総会にて機関決定する。 

④機関決定された事業の成果、評価及び見直し結果並びに次年度の方針・計画について

は、当商工会議所ホームページ（http://www.warabicci.org）において公開する。 
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※評価、見直しする前に次の点に注意して行う。 

・ＰＤＣＡサイクルを徹底する。 

・指導員間での進捗状況について毎月確認行う。 

・中期計画だけではなく、単年度の月次計画を立てることで、計画に遅れが出ているか

どうか、目標に向けての現在地はどこか、常に把握できるようにする。 

・小規模企業が支援内容等のニーズについてＷＥＢ、ＦＡＸ、電話等で随時受け付け、

意見を反映させる。 

 

※評価、見直しを行った後に実施。 

毎事業年度、成果等実績について報告を行うとともに事業計画・成果目標を立て、ＷＥ

Ｂにて公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 
 
 

画 

実 
 
 

施 

検 
 
 

証 

・四半期ごとに経営指導員等事

務局内で検証 
・支援先アンケート 
・外部専門家による意見 

再
実
施
（
次
年
度
） 

議員総会 

方 

針 

・ 

計 
画 

ＷＥＢ公開 

当所ＨＰ 

正副会頭会議・常議員会 
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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３月現在）

（１）組織体制 

   蕨商工会議所組織図 

              

 

経営発達支援計画については経営指導員 4 名を中心とした蕨商工会議所中小企業相談所で

推進する。 

 

（２）連絡先 

 〒335-0004 埼玉県蕨市中央 5-1-19 

 蕨商工会議所 中小企業相談所  

 電話 048-432-2655 

 FAX  048-444-1785 

 URL http://www.warabicci.org 

 E-mail info@warabicci.org 
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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 

 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 9,290,000 8,940,000 9,940,000 10,940,000 11,940,000

 

小規模企業対

策事業費 

 

市場・需要調査 

専門家派遣事業 

セミナー開催 

ビジネス交流会 

展示会出展支援 

地域ブランド事業 

モバイル事業 

その他事業 

 

 

 

3,000,000 

2,700,000 

300,000 

150,000 

500,000 

1,000,000 

1,140,000 

500,000 

 

 

1,000,000

4,050,000

500,000

150,000

600,000

1,000,000

1,140,000

500,000

 

 

1,000,000

4,950,000

500,000

150,000

700,000

1,000,000

1,140,000

500,000

 

 

 

1,000,000 

5,850,000 

500,000 

150,000 

800,000 

1,000,000 

1,140,000 

500,0000 

 

 

1,000,000

6,750,000

500,000

150,000

900,000

1,000,000

1,140,000

500,000

（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。 

市場調査  200万円 初年度のみ 

需要調査  100万円 継続的に実施 

専門家派遣（計画策定支援） 1年目：3万円×30社×3回＝270万円 

              2年目：3万円×45社×3回＝405万円 

3年目：3万円×55社×3回＝495万円 

4年目：3万円×65社×3回＝585万円 

5年目：3万円×75社×3回＝675万円 

経営革新、ブランディング等セミナー 1年目：10万円×3回＝30万円 

                  2年目～5年目：10万円×5回＝50万円 

ビジネス交流会 15万円（25年度実績約 11万円） 

展示会の出展料支援 1年目：5万円×10社＝50万円 

          2年目：5万円×12社＝60万円 

          3年目：5万円×14社＝70万円 

          4年目：5万円×16社＝80万円 

          5年目：5万円×18社＝90万円 

地域活性化のブランディング 100万円 ※のれん会に依頼（事業の見直しを含め、継続的に実施。） 

店舗ガイド事業費 95,000円×12ヶ月＝1,140,000 

その他支援 500,000円（専門家への謝金等） 

調達方法 

国補助金（内ミラサポ活用（専門家派遣）含む）、ネット事業収入、会議所負担金 

（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４－１） 

 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 

Ⅰ地域の経済動向調査【指針③】において、平成２５年度に実施した会員アンケート結果から、課

題の多かった「売上の減少」、「客単価の減少」、「受注・顧客の減少」に焦点を当て、地区内の商品購

買における消費者動向に重点を置いた調査・分析を行う。 

調査・分析にあたっては、小規模事業者がビジネスモデルを再構築する際に活用できる地区内の経

済動向に関するデータとなるよう中小企業診断士等の有識者からの意見を伺いながら、調査書の作成

を行う。アンケート調査については民間調査会社に依頼し、なるべく多くのサンプル数を得る。 

連携者及びその役割 

中小企業診断士では、マーケティング力のある井上岳久氏や長沼フミ子氏との連携が効果的であると

考えており、小規模事業者にとって有益な地区内の市場動向が掴める調査項目や調査対象等について

アドバイスを受けて調査書を策定する。また、市場調査は多くのサンプル数が必要であるため、ノウ

ハウがある民間調査会社に依頼したいと考えており、㈱フェイス・コムなど様々な民間調査会社を比

較検討したうえで選定する予定である。 

 
中小企業診断士 井上岳久氏  東京都渋谷区代々木 2-26-5-512 

中小企業診断士 長沼フミ子氏 埼玉県蕨市中央 1-23-6 

民間調査会社 ㈱フェイス・コム 代表取締役 谷口 一晃 東京都渋谷区代々木1-57-2ドルミ代々

木 14Ｆ 

連携体制図等 
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（別表４－２） 

 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 

小規模事業者の経営革新計画等の事業計画策定に対して、埼玉県、蕨市の行政機関をはじめ、地域金

融機関や日本政策金融公庫、中小企業診断士等の専門家などと連携して、セミナーや視察会、個別相

談会を実施する。 

また、小規模事業者のブランディング支援を見える化するため、ロゴの作成やブランドイメージをデ

ザイナーやデザイン専門学校と連携して行う。 

連携者及びその役割 

行政機関との連携については、専門家派遣の助成などについて連携を図る。また、蕨市とは、空き店

舗対策などで連携を図る。 

中小企業診断士の専門家との連携については、これまでも支援実績が多数あり、さらにマーケティン

グから事業計画策定、プロモーションまでトータル的にサポートが可能である井上岳久氏や長沼フミ

子氏をメインにセミナーや視察会、個別相談会の開催を行うとともに事業計画の策定についての役割

についても担うとともに、ＯＪＴによる経営指導員の資質向上も図っていく。 

 

中小企業診断士 井上岳久氏  東京都渋谷区代々木 2-26-5-512 

中小企業診断士 長沼フミ子氏 埼玉県蕨市中央 1-23-6 

民間デザイン会社 株式会社優クリエイト 代表取締役社長 高橋 茂一 東京都渋谷区笹塚

1-55-7 マルエスビル  

デザイン専門学校 埼玉県立デザイン専門学校 校長 赤羽 弘雄 埼玉県新座市新塚 1-3-1 

連携体制図等 
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（別表４－３） 

 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 

Ⅳの創業・第２創業支援においては、蕨市策定の産業競争力強化法に基づいた創業支援計画により

①創業希望者が情報交換等できる交流会の開催、②創業に必要な知識向上を図るための個別相談会の

開催によって、創業支援を実施する。 

連携者及びその役割 

創業支援計画に則り、創業塾・創業希望者との交流会の開催について蕨市と連携して行う。また、蕨

市の広報誌を活用して市民に創業塾・交流会について周知を図る。 

埼玉県の創業支援担当との情報交換（県の施策としての創業支援メニューの情報提供、創業希望者の

紹介等）を行うことにより、様々な行政支援の活用に役立てる。 

平成 26 年度の女性起業家のための勉強会・交流会において協働事業を行ったＮＰＯ法人（子育て支

援クラブむくむく）との連携により創業希望者を募るとともに、創業塾や個別支援のメニュー等につ

いて意見交換、情報交換を行うことで、女性の起業家の参加を高める。 

コンサルタントの阿部満氏との連携については、創業セミナーにおいて当商工会議所の実績があり、

自らも創業して成功をおさめていることから本計画においてもセミナーの開催、個別相談の実施につ

いて連携して行う。 

ＮＰＯ法人 

子育て支援クラブむくむく 蕨市中央５－１－１９ 代表 岡元 ひろこ 

専門家 

阿部ブリッジ・リサーチ＆コンサルティング合同会社 代表社員 CEO 阿 部   満 

東京都千代田区鍛冶町 3-7-21 天翔神田駅前ビル 801 号  

連携体制図等 
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（別表４－３－１） 

 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 

第二創業（経営革新）支援についは、平成２７年度より埼玉県の登録受付機関となることから、こ

れまで以上に埼玉県との連携を深める。専門家派遣については、埼玉県のネットワークを活用するこ

とができ、小規模事業者へのスムーズな専門家の橋渡しが図れるとともに、経営指導員のＯＪＴによ

る資質の向上を図る。また、これまで県の職員が行っていた書類の整備、確認、並びに外部専門家へ

の審査書類の送付などを当商工会議所がワンストップで担うことになり、受付業務時間の短縮が見込

まれることから、小規模事業者の経営革新計画への取り組み支援の拡大を図る。 
また、事業計画の実施において、必要となる設備資金や運転資金などについては、㈱日本政策金融公

庫と連携を図り「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用できるよう、小規模事業者に周知、斡

旋を行い、持続的な経営発展を支援する。 

連携者及びその役割 

埼玉県については今年度の経営革新に対する県の取り組み方針をはじめ、認定に向けての情報交換、

経営革新セミナー開催に際しての制度説明、専門家派遣等による連携を図り、一体となって埼玉県が

推進する経営革新計画に取り組む。 

埼玉県内において専門家・・・経営革新セミナー、個別相談の実施 

 

㈲タカザワ企画 代表取締役 高澤 彰 埼玉県さいたま市浦和区本太 2-12-22-303 

中小企業診断士 坂上成人事務所 坂上成人 埼玉県戸田市本町 1-24-15 アルファカスル 310 

 

連携体制図等 
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（別表４－４） 

 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 

蕨ブランドを創出、育成するためのプロジェクトチームを結成し、小規模事業者のオンリーワンの商

品・サービスの開発を支援することで、地域活性化の展開へと繋げていく。また、当商工会議所が中

心となり、平成２６年度から本格的に普及促進に努めている地域資源の「双子織」についても重点的

に推進する。 

連携者及びその役割 

プロジェクトチームにおいては、地域活性化の取り組み事例や地域の隠れた逸品を見出しヒットさせ

るノウハウが豊富であり、プロモーション戦略に強い㈱生産者直売会のれん会（黒川 健太 氏）に協
力を得る。支援能力の高い民間の活力を使うことにより、これまでにない個社支援と地域活性化への

取り組みが可能となる。 
小規模事業者の商品開発ではデザイン性が乏しいものが多いことから、プロジェクトチームにおいて

はデザイナーなどの専門家にも入ってもらい、個社のデザインの支援から蕨ブランドの全体的なアウ

トラインのデザインまでを連携して設計する。 
 
 
㈱生産者直売会のれん会 代表取締役 黒川 健太  東京都台東区雷門１－２－５ 
民間デザイン会社 株式会社優クリエイト 代表取締役社長 高橋 茂一 東京都渋谷区笹塚

1-55-7 マルエスビル 

連携体制図等 

 

 

㈱生産者直売会のれん会 

㈱優クリエイト 等 


