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 経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

ふじみ野市商工会（法人番号 9030005008952） 

ふじみ野市   （地方公共団体コード 112453） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

(1) 新たな需要開拓・ビジネスモデルの再構築に前向きな事業者を積極支援 

(2) 創業者が安心して創業できる仕組みを整える 

(3) 事業承継がスムーズに行える基盤づくりを行う 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

2. 地域の経済動向調査に関すること 

① 国や市が提供するデータの活用 

② ふじみ野市と共同で実施する経年調査 

3. 経営状況の分析に関すること 

① 経営分析の対象事業者の掘り起こし 

② 経営分析  ③ 経営分析結果の活用 

4. 事業計画の策定に関すること 

① 既存事業者向け事業計画 

② 創業者向け創業計画 

③ 事業承継事業者向け事業計画（第二創業計画） 

5. 事業計画策定後の実施支援に関すること  

① 伴走型のフォローアップ  ② 創業者向けの追加支援 

③ 第二創業者向けの追加支援 ④ 金融斡旋 

6．需要動向調査に関すること 

① ふじみ野市産業まつりにおける新商品の調査 

②「福」バルにおける商品の調査 

7．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

① 展示会および商談会 

ア）彩の国ビジネスアリーナ（BtoB） 

イ）埼玉県西部地域産業ミニ商談会（BtoB） 

② IT活用セミナー後の個別支援（BtoB、BtoC） 

③ フリーペーパーによる商品等の紹介（BtoC） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

8．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

① 地域活性化懇談会による意識の共有 

② 地域活性化の取り組み 

ア）上福岡七夕まつり イ）ふじみ野市産業まつり 

ウ）「福」バル     エ）ふじみ野ブランド 

連絡先 

 

ふじみ野市商工会 

〒356-0004埼玉県ふじみ野市上福岡 1-5-14  

TEL: 049-261-3156  FAX: 049-261-3150  E-mail:fujimino@syokoukai.jp 

 

ふじみ野市 市民活動推進部 産業振興課 

〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡 1-1-1  

TEL: 049-262-9023  FAX:049-263-6111  E-mail:sangyo@city.fujimino.saitama.jp  
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(B)小規模事業者の経営課題 

 当市には人口増加の背景のもと大型商業施設（以下、大型店）の出店が相次いでいる。現在、19 店舗の

大型店があるがこの勢いは続くことが予想される。地元商店については、上福岡駅の東西に小売店・飲食

店を中心とした商業集積があるものの、大型店との差別化ができず低価格競争に巻き込まれ、売上が減少。

事業者の高齢化や後継者不足により空き店舗が多く発生している。つまり、小売店の課題はそれぞれの店

舗やそこで取り扱う商品の魅力の向上による大型店との差別化である。 

 サービス業をみると、小売業同様、事業者の高齢化等の理由により廃業する事業者がいる一方、新規創

業を志す創業者も多い。実際、平成 30 年に実施した「創業塾」には 50 名近い希望者が集まっている。つ

まり、サービス業の課題は、時代の趨勢にあった事業展開の実施であるといえる。 

 

ク）業種別の現状と経営課題（工業） 

(A)製造品出荷額等 

 平成 29 年の製造品出荷額等は 1,128 億円である。推移をみると、リーマン・ショック後、出荷額等は

落ち込んだが、直近 4 年間は増加傾向に転じている。なお、当市には、KDDI㈱や日本無線㈱等の研究所が

あることから、製造品出荷額等の内訳をみると、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」の出荷額等が

もっとも多くなっている。 

 
出典：ふじみ野市「統計ふじみ野」 

 

 

(B)小規模事業者の経営課題 

 前述の「製造品出荷額等」では、当市では「電子部品・デバイス・電子回路製造業」の出荷額等が多い

ことを述べたが、小規模事業者に目を向けると様相が異なる。当市の小規模製造業は、本田技研工業㈱の

自動車製造業務や、㈱IHI の建設機械製造業務をはじめとした大手企業の下請・孫請を行う事業者が多く

なっている。 

 これらの小規模製造業は、技術力や保有設備を背景に受注をしてきた背景があり、ホームページや展示

会出展等により自らで需要を開拓するという意識が低い。そのため、利益率が低く、現在の下請単価や材

料・人件費高騰等のなかで利益を確保しづらい状況がみられる。つまり、製造業の課題は技術力を活かし

た高付加価値製品の開発や自社で新たな需要開拓を行う販売促進力の向上である。また、これらを単独で

実施するのではなく、他の地元製造業者とネットワークを組み、連携して需要開拓を行いたいという声や

近隣での新たな受発注を創出したいという声も多い。 

加えて、多くの経営者が高齢化していることもあり、事業承継（技術の承継）、経営者の右腕の育成等

の人材の確保・育成も課題となっている。 

 

 

 

 





 ６ 

②課題 

 これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

 まず、人口をみると、当市は若い世代の転入が多く増加傾向を維持している。商業・サービス業事業者

にとっては、大型店等と差別化を行いながら域内の消費をしっかりと獲得することが課題といえる。 

 年齢別の人口をみると、年少人口や生産年齢人口は横ばい～減少傾向にある。新たな労働力が生まれづ

らい環境にあることから、生産性を向上させることによる事業の効率化が課題となっている。加えて、住

民の高齢化に伴い、経営者も高齢化している。現在、廃業等により事業所数の減少が見られることから、

事業承継による事業の継続も課題となってくる。 

 事業者の経営課題をみると、いずれの業種においても、商品の付加価値向上、販売促進の強化、生産性

の向上などが課題となっていることが読み取れる。これまで提供してきた商品・製品・サービス、これま

で行ってきた販売促進、これまでの業務の進め方などを一度見直し、時代やニーズに即した事業の再構築

が課題であるといえる。 

 次に、ふじみ野市や当会にとって対策が必要な地域の課題をみる。 

当市には目立った観光資源がみられない。また、商業・サービス業が中心であり、工業もあまり盛んで

ない。そのため、域外から外貨を稼げるような産業が不足しているといえる。当市の特色である「東京近

郊の距離感」「人材交流のしやすい鉄道・道路の交通ネットワーク」「優れた社会インフラと快適な生活環

境」「東京に比べて安価な地価・賃貸費」といった強みを活かしながら、域外から外貨を稼げる事業者を

育成することが課題となっている。 

 また、当市には、サービス業を中心に新規創業を志す方が多いという特徴がある。これら創業者が事業

をしっかりと継続できるようサポートすることも地域の課題といえる。 

 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

 これまでの現状と課題を踏まえ、小規模事業者の長期的な振興のあり方を以下の通り定める。 

 

ア 域内の需要をしっかりと獲得できていること 

 当市の人口は今後 10 年間増加を続ける見込みである。これは、当市の主要産業である商業・サービ

ス業にとっての市場が今後も拡大することを意味する。しかし、実際は売上高や利益が減少している事

業者も多くみられる。この要因として、消費者ニーズの変化や大型店との差別化ができていないことが

考えられる。そこで、事業者が消費者ニーズの変化への対応や他社との差別化により、小規模事業者各

社が域内の需要をしっかりと獲得できている姿を目指す。 

 

イ 域外の需要（外貨）を獲得できること 

当市には目立った観光資源がなく、工業もあまり盛んでないため、域外から外貨を稼げるような産業

が不足している。一方、将来の人口減少等を見据えれば、地域の活性化のためには域外への販売力が高

い事業者を創出することが必須である。そこで、本計画期間中において、域外の需要開拓へ積極的な事

業者を重点支援。域外の需要獲得を獲得できている姿を目指す。 

 

 ウ 経営革新を行い経営基盤を強固なものにしていること 

 当市の小規模事業者のなかには、既存のビジネスモデル、既存の商品、既存のターゲット顧客を変化

させることができておらず、売上が減少している事業者も多い。経営を取り巻く環境は刻々と変化して

おり、域内においても、人口構成が変わっていくなかで消費構造も変化を続けている。そのため、事業

者においても、これまでと同じ取組みを継続していても売上が伸びることはなく、さらなる工夫、そし

て新たなチャレンジが必要である。そこで、ビジネスモデルの再構築などの経営革新を行い、事業基盤

を強固にしている姿を目指す。 

 

エ 創業者が増加していること 

 当市では、サービス業（特に美容業、飲食業、マッサージ業）を中心に新規創業が活発である。既存

事業者の廃業なども多い中、このような新規参入者（創業者等）による新陳代謝は地域にとって重要で
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ある。一方で、創業者のなかには、短期で退場する事業者も多い。そこで、創業後に事業基盤が構築で

きることを目標に徹底支援。創業者が活躍できる姿を目指す。 

 

オ 事業承継により事業所数の減少が食い止められること 

当市の小規模事業者数は、建設業が 21.0％、製造業が 15.9％、卸売・小売業が 18.0％、サービス業

が 9.3％減少している。地域の現状を考えると、前述した創業者の増加も必要ではあるが、この事業所

数の減少を食い止めることも重要である。そこで、事業承継をできる事業所（後継者がいる事業所や

M&A などにより事業を引き継げる事業所等）に関して事業承継を行い、事業所数の減少が緩やかになっ

ている姿を目指す。 

 

②ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 基本構想／前期基本計画との連動性・整合性 

ふじみ野市の「ふじみ野市将来構想 from 2018 to 2030 基本構想／前期基本計画」では、既存事業者向

け支援として「新たな産業の育成」「既存企業の経営基盤の強化と事業の安定化」を方針に掲げている。

上記「3.①10 年程度の期間を見据えて」は、商工業者の経営基盤の強化と事業の安定化、起業を目指す人

材の育成、商店街の空き店舗での創業支援等、ふじみ野市の施策実現に寄与するものであり連動性・整合

性がある。 

 

③当会としての役割 

平成 17 年 10 月 1 日、上福岡市と大井町が合併し、新市「ふじみ野市」が誕生した。遅れて 5 年後の平

成 22 年 4 月 1 日、商工会も合併し当会が発足した。また、合併後 5 年経過した平成 27 年 8 月末には、事

務の効率化・経費の削減・スケールメリットを活かすことを目的に、大井支所を閉鎖し、上福岡事務所に

統合し事務所の一本化を果たした。役職員は、会長以下役員 30 名、職員 11（他、パート職員 5 名）（うち、

経営指導員は 4 名）である。 

 これまで当会は地域振興事業および経営改善普及事業を実施してきた。地域振興事業では、商業関係の

祭りやイベント（おおい祭り、上福岡七夕まつり、富くじセール、産業祭、まちバル、さくらまつり）を

中心に展開。また、商店会連合会の事務局として、地域内に大小合わせて 20 箇所ある商店会をまとめて

きた。 

 経営改善普及事業では、従来の巡回指導を中心とした経営・金融・税務相談をベースに、創業支援や経

営革新計画の策定支援にも積極的に取り組んでいる。特に、近年は経営革新計画の策定支援を強化してお

り、事業者の事業基盤の再構築に寄与している。 

 今後も、小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を実現するために事業者支援を実施する。 

 

(3)経営発達支援計画の目標および目標の達成のための方針 

上記、小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を実現するため、本計画では以下の目標および方針

を掲げる。 

 

【目標①】新たな需要開拓・ビジネスモデルの再構築に前向きな事業者を積極支援 

 当市の人口増加を踏まえて域内でさらなる需要開拓を目指す事業者や、域外から外貨を稼ぐための需要

開拓を目指す事業者に対する重点的な支援を実施。また、需要・ニーズの変化に合わせてビジネスモデル

を再構築する事業者に対してもこれまで同様の支援を継続する。これらの取組みを伴走型で支援すること

で売上高・経常利益が増加している事業者数の増加を図る。 

 

（目標①達成のための方針） 

 支援の導入部として、経営分析の掘り起こしを実施。巡回訪問や窓口相談、マル経融資、補助金セミ

ナーなどの小規模事業者との接点において、経営分析を周知する。その後、経営分析を実施した事業者

（70 社/年）のうち、30 社の事業計画の策定を支援。このうち 30％の事業者の売上が増加、30％の事

業者の経常利益が増加することを目指す。 

 上記を実現するため、事業計画の策定においては、「国や市が提供するデータの活用」や「ふじみ野

市と共同で実施する経年調査」によって捉えた外部環境データを活用し計画の精度をあげる。また、計

画実行段階において、事業者が単独で実施することが難しい需要動向調査については、「ふじみ野市産
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業まつりにおける新商品の調査」や「「福」バルにおける商品の調査」を活用。調査結果を商品のブラ

ッシュアップに繋げる。 

 同様に、事業者が単独で実施することが難しい新たな需要の開拓においては、「展示会および商談会

の活用」「IT の活用」「メディアの活用」等のメニューにより、取り組みのきっかけづくりを提供する。 

 

 

【目標②】創業者が安心して創業できる仕組みを整える 

 当市では新規創業が活発という背景がある。一方、これらの創業者の多くは事業運営に関する知識が少

なく、専門的な知識を有する第三者の支援がなければ事業が失敗する恐れがある。当会ではこれまでも「安

心して創業ができるまち」にすべく支援をしてきており、今後も、この支援を継続して、創業者数の増加

を図る。 

 

（目標②達成のための方針） 

 支援の入り口として年 1 回「創業スクール」を開催。スクールにて、創業に最低限必要な知識を提供

する他、創業計画の重要性や創業計画の作り方を指導する。その後、創業者が作成した創業計画につい

て、経営指導員が一緒になってブラッシュアップを実施。計画の精度をあげる。 

 また、創業後は四半期ごとのフォローアップを基本としつつも、その他に毎月、電話による連絡を取

る。このなかで課題が発生していた場合は、巡回訪問により具体的な課題をヒアリングし、課題解決を

図る。 

 これらの取り組みにより、創業計画策定事業者 3 社/年の約 3 割が創業 1 年後に黒字化していること

を目指す。 

 

 

【目標③】事業承継がスムーズに行える基盤づくりを行う 

  

 当市の事業所数は減少傾向にある。今後もこの傾向は続くものと推測できるが、このなかには当会が支

援を行えば「廃業」という選択でなく「事業承継」という選択に結びつけられたものもあったかもしれな

いと考えられる。そこで、本計画期間中においては、まずは第二創業の支援を強化。事業承継をスムーズ

に行える基盤づくりのための第一歩とする。 

 

（目標③達成のための方針） 

 支援の入り口として「事業承継補助金」を活用。本補助金の申請の際には、事業承継や M＆A などを

契機とした新しいチャレンジ（第二創業計画）が必要となるため、この第二創業計画の策定を支援する。

計画の策定を支援するだけでなく、計画のフォローアップを行うことで、第二創業における成功事例を

創出。当会による事業承継支援の認知度を向上させる。 

 なお、事業承継に際しては、借入金に対する担保の問題、株式や資産の移転の問題、相続税・贈与税

の問題、承継後の取引先との関係維持の問題等が予測される。そこで、これらの問題解決に対して、専

門家派遣等を活用しながら解決を図る。 
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 また、当会では、「補助金セミナー（小規模事業者持続化補助金活用セミナー等）」を行っている。本セ

ミナー内では簡易な経営分析の方法（SWOT 分析など）を説明していることから、参加者に対し、経営指

導員と一緒により詳細な分析を行うことを提案する。セミナー参加者を増やし、経営分析の掘り起こし充

実させるため、今後は、当会ホームページ、会報誌、巡回・窓口相談時にセミナー開催の周知を強化する。 

 

②経営分析の手法 

経営分析は、事業者からのヒアリングを基に経営指導員が実施する。 

分析は、基幹システム「BIZ ミル」で提供される経営分析表を使用する。本分析表では、財務分析とし

て収益性（売上高総利益率、売上高営業利益率）、成長性（売上高増加率）、生産性（一人あたり売上高、

一人あたり売上総利益）、効率性（売上債権回転期間、棚卸資産回転期間）、安全性（流動比率、当座比率、

自己資本比率、借入金月商倍率）および非財務分析（SWOT 分析）を行うことができる。 

 

 
 

また、「BIZ ミル」上では、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）」による分析も可能である。ロカベンでは、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、営業運転資本回転期間、自己資本比率等）および非財務分析（商品、技

術力・販売力の強み、市場規模・シェア、顧客リピート率等）を行うことができる。事業者の要望に沿い

ながら、適切な分析方法による分析を提供する。 

 

③経営分析結果の活用 

 経営分析の結果は事業者にフィードバックする。また、事業計画策定の際に活用する。 

経営分析により経営課題が顕在化された場合は、経営指導員が解決策を提案する。専門的な課題解決が

顕在化した場合は、専門家派遣を活用し解決を図る。なお、この場合は、経営指導員も専門家派遣等に同

席し、次回、同様の課題解決が必要な場合に経営指導員が単独で課題解決を提案できるようにノウハウを

吸収する。 

分析結果は、当会内での会議で共有を図る。これにより、経営指導員ごとの分析レベルの差をなくすと

ともに、ノウハウを共有する。また、「BIZ ミル」上に分析結果を集約することで、すべての経営指導員が

内容を確認できる。これにより、ベテラン経営指導員が経験の浅い経営指導員が分析した結果についてア

ドバイスを行うなどの効果が期待できる。 

 

(3)目標 

 当会では、これまで「小規模事業者経営改善資金（マル経融資）」支援の際に財務分析、「経営革新計画」

や「小規模事業者持続化補助金」支援の際に SWOT 分析を実施。およそ 60 件/年の支援を行ってきた。 
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②地域活性化の取り組み 

ア）上福岡七夕まつり（例年 8 月上旬開催） 

平成 30 年度で 65 回目の開催を迎えた伝統ある七夕祭りで、ふじみ野市を代表

する夏のお祭りとして、毎年 16〜17 万人の集客を誇る。上福岡駅周辺の商店街

を中心に、商店街や自治会、小・中学校ＰＴＡが趣向を凝らしたたくさんの竹飾

りで彩られ、露店も多数出店する。開催期間の 2 日間は露店だけでなく飲食店も

賑わいを見せ、地域内の商工業者の売上アップに貢献している。 

またチラシやうちわ・PR タワーへの協賛広告などで企業の PR もできるため、

宣伝効果も十分だといえる。 

今後は、上福岡七夕まつり実行委員会の参加者である当会、ふじみ野市商店会

連合会、ふじみ野市自治組織連合会、委員若干で年 3 回会議を実施。開催要綱、

イベント当日の調整、各部会及び商店会における決定事項（進捗状況）の報告等

の通常の議題と合わせて、イベントを通じた小規模事業者の活性化にまで踏み込んだ意識の共有を図る。 

 

イ）ふじみ野市産業まつり（例年 11 月上旬開催） 

かつての上福岡市の産業まつりが開催されていた福岡中央公園を会場に、市の産業振興課とふじみ野市

商工会が事務局となって開催されるふじみ野市の秋の大きなイベントである。 

行政合併後の平成 21 年度からのスタートと歴史は浅いものの認知度は高く、来場者は 6〜7 万人に達す

る。100 店を超える市内事業所や農業団体などの出店や展示のほか、飲食ブースやご当地キャラ「ふじみ

ん」グッズの販売、ブランド産品の PR などが目白押しである。 

特に、商工会商業部会事業である「富くじセール」（宝くじのようなお買い物券）が当たる公開抽選会

にはたくさんの消費者が集まり、イベント動員効果を押し上げている。 

今後は、主催者であるふじみ野市産業まつり実行委員会の参加者である、当会、ふじみ野市商店会連合

会、ふじみ野市農業団体、委員若干で年 3 回会議を実施。開催要綱、運営方法等の通常の議題と合わせて、

本イベントの開催を通じてどのように地域のにぎわいの創出や地域ブランドの向上に繋げるかといった

視点においても意識の共有を図る。 

 

ウ）「福」バル（例年 11 月中旬の４日間開催） 

ふじみ野市商工会による街バル企画である。2018 年には 7 回目の開催を迎え、78 店舗が参加した。参

加店舗は上福岡駅付近エリア、ふじみ野駅周辺エリア、大井地区エリアに渡り参加者（消費者）は 5 枚綴

りのバルチケットを購入し、参加店舗で飲み歩き・食べ歩き・買い回りを楽しむことができる。 

文京学院大学の参加学生グループと一緒にオススメのお店を回る「学生おすすめコース」もあり、初め

てのお店でも行きやすいような工夫がなされている。 

今後は、主催者であるふじみ野「福」バル実行委員会の参加者である、当会、ふじみ野市商店会連合会、

上福岡食品衛生協会、上福岡中華料理組合、ふじみ野市蕎麦商組合、文京学院大学、ふじみ野市、委員若

干で年 5 回会議を実施。開催要綱、事業計画、スケジュール、マップ制作、各種広報等の通常の議題と合

わせて、来場者数を増加させるだけでなく、事業者にとって新たな発見（新規顧客獲得）が生まれるよう

なイベンド作りといった視点においても意識の共有を図る。 

 

エ）ふじみ野ブランド 

 ふじみ野市観光協会によって創設された認定制度であ

る。市内の優れた素材や技術を活かした、魅力ある地域産

品を認証し広く PR することで、産業の振興、発展及び市の

イメージアップを図っている。 

「ふじみ野ブランド」に認証されると、ロゴマークの使用

及び認定証の掲示ができるほか、ホームページ、パンフレ

ットでの紹介など観光協会の積極的な PR 支援を受けられる。第１回の認定ではお菓子・食品など 10 品目

が認証を受けた。 

 今後は、ふじみ野市観光協会および当会・ふじみ野市で連携を図りながら、お菓子・食品以外の工業製

品等の分野でも認定商品を創出するだけでなく、ブランド品の PR 等を実施する。 
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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 

 

9.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)現状と課題 

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、各経営指導員が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必ずしも繋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

情報交換には目的を持って参加する。 

 

(2)事業内容 

①金融懇談会（年 1 回） 

 小規模事業者が策定する事業計画のなかには資金調達を要するものも多い。そのため、当会においても

金融知識は重要である。そこで、市内金融機関（三井住友銀行、みずほ銀行、埼玉りそな銀行、武蔵野銀

行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金庫、川口信用金庫）及び日本政策金融公庫との金融懇談会を

年 1 回実施。地域の経済動向や金融動向、事業計画に必要な資金繰り表作成時のノウハウ等についての情

報交換を実施する。また、支援者の掘り起こしにおいても協力を仰ぐ。 

 これにより、地域内で面として小規模事業者支援を実施する効果を狙う。 

 

②埼玉県南西部地域振興センター管内小規模事業者経営基盤強化事業会議（年 3 回） 

当会にとって、今回が第 1 期の経営発達支援計画となる。そのため、既に認定を受けている他会の支援

ノウハウ等を取り入れたいと考えている。そこで、埼玉県南西部地域の近隣商工団体である当会、三芳町

商工会、入間市商工会との連携会議を年 3 回実施。いずれの商工会も経営発達支援計画の認定を受けてい

ることから、具体的に経営発達支援計画で支援した内容やその成功事例・失敗事例などの情報交換を実施

する。 

他会での成功事例等については積極的に当会でも取り入れることで、より成果を挙げられるような効果

を狙う。 

 

③埼玉県商工会第 4 ブロック連絡協議会（年 4 回） 

近隣商工団体である富士見市商工会、三芳町商工会、入間市商工会と開催している第４ブロック連絡協

議会において年４回の情報交換を実施。小規模事業者支援に関する情報交換を行う。今後は協議会内で３

市商工会と実務者協議を開催。経営発達支援計画の内容に関する個別具体的な情報交換を実施する。 

「②埼玉県南西部地域振興センター管内小規模事業者経営基盤強化事業会議」同様の効果を狙う。 

 

④埼玉県商工会第 2 区経営指導員協議会（年 4 回） 

 埼玉県西部地区にある 17 の商工会による研修・情報交換会である。年 4 回の協議会では、小規模事業

者支援に関する研修や他の商工会とのノウハウや情報の交換を実施する。 

 当会管内は商業・サービス業が中心であり、これらの支援に関しては一定のノウハウ等が蓄積されてい

るが、それ以外の業種のノウハウの蓄積は不十分であるとも考えられる。一方、西部地区のなかには工業

が中心のエリアもある。そこで、当会内だけでは蓄積できない業種を対象とした支援ノウハウを吸収。と

りわけ工業向けの支援において効果をあげることを狙う。 

 

 

10.経営指導員等の資質向上等に関すること 

(1)現状と課題 

現状、埼玉県商工会連合会の経営指導員研修等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。しかし、本計画を実行するうえではこのスキルだけでは不十分である。

具体的には、「事業者の伴走型支援を行うためのコミュニケーションスキル」「経営分析における（特に非

財務についての）分析能力」「販売促進支援能力」「M&A や IT 活用などの知識・ノウハウ」が必要になると
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考えられる。また、現状、経営支援は基本的に経営指導員が実施していたため、経営指導員のみが支援ス

キルを有しており、経営指導員以外の支援スキルは低い。 

そこで、今後は、不足するスキルを習得するだけでなく、経営指導員以外も含め、組織的な対応ができ

るように組織としてのスキル上昇を目指す。 

 

(2)事業内容 

①埼玉県商工会連合会の研修の活用 

小規模事業者の多様化するニーズに対応するため、埼玉県商工会連合会が主催する研修等へ、各経営指

導員が年 2 回以上参加。本計画に最低限必要な「経営分析」「事業計画・創業計画・事業承継計画」「販売

促進」「地域活性化」等の資質向上を図る。また、経営指導員以外においても、当研修の参加を促し、組

織全体の資質向上を図る。 

 

②中小企業大学校の研修の活用 

上記、埼玉県商工会連合会での研修では知識の習得が不十分となる専門性の高いノウハウ等の習得に関

しては中小企業大学校の研修を活用する。具体的には、IT を使った中小企業支援手法、商店街支援、事業

承継支援、マーケティング支援等のカリキュラムがある。研修を受講するためには、1 週間程度の期間が

必要である。そこで、経営指導員ごとに不十分な支援ノウハウを明確にしたうえで、年に 1 回、1 名を選

抜し研修を受講させる。 

 

③所内研修や民間の研修参加 

 本計画の実行にあたっては「事業者の伴走型支援を行うためのコミュニケーションスキル」「経営分析

における（特に非財務についての）分析能力」「販売促進支援能力」「M&A や IT 活用などの知識・ノウハウ」

等の向上が必要である。上記、「埼玉県商工会連合会の研修」や「中小企業大学校の研修」で、これらの

研修がない場合は、民間の研修参加も視野に入れる。また、これらの専門家（講師）が見つかった場合は、

当会内で研修を開催する。会内研修開催の際は、経営指導員に限らず、経営指導員以外も積極的に参加さ

せる。 

 

④ＯＪＴ制度の導入 

専門家派遣制度を活用する際は、担当指導員が同行することを必須とする。これにより、専門家の指導

方法・技術をＯＪＴにより身につける。 

また、若手経営指導員や一般職員が支援を実施する際は、必要に応じてベテラン指導員（法定経営指導

員）が帯同。ＯＪＴによりアドバイス等を提供することで支援ノウハウを身に付ける。これにより、組織

全体での支援能力を向上させる。 

 

⑤職員間の定期ミーティングの実施 

 毎週 1 回月曜日、経営指導員 4 名および事務局長が参加による「指導員ミーティング」を実施。個別事

業者への支援内容、研修等で得た知識を組織として共有する。さらに、支援実績のうち、成功事例・失敗

事例などのケーススタディを相互に発表する。 

 また、毎朝行っている全職員参加の朝礼にて、研修内容や実際の支援状況などを共有する。これにより

経営指導員以外を含めた支援力向上を図る。 

 

⑥支援内容・支援ノウハウのデータベース化 

 支援状況は基幹システム「BIZ ミル」に整理して保管する。担当経営指導員等が基幹システム上のデー

タ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者の状況等を「見える化」することで、支援中の案件に

ついて、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。これにより、個人の支援情報を組

織の支援情報とすること可能にする。 

 また、研修等の資料も当会サーバーに保管して、誰でも必要に応じて参照できるようにする。 
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11.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 

(1)現状と課題 

 現状、当会の事業者支援状況は、年度末に当会内で評価するに留まっており、第三者の視点を入れた評

価・事業の見直しなどはなされていなかった。 

 今後は、当会・ふじみ野市だけでなく、第三者として外部有識者を入れた「経営発達支援事業評価委員

会」により本事業の成果を確認。PDCA サイクルを回しながら事業を推進する。 

 

(2)事業内容 

毎事業年度１回、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い、

事業の成果をあげるべく、PDCA サイクルをまわす。 

 

①当会の理事会と併設して、当会正副会長、ふじみ野市担当課長 1 名、法定経営指導員、外部有識者とし

て中小企業診断士 2 名等をメンバーとする「経営発達支援事業評価委員会」を年 1 回開催し、経営発達

支援事業の進捗状況等について評価を行う。 

②当該「経営発達支援事業評価委員会」の評価結果は、事業実施方針等に反映させるとともに、当会

HP(https://fujimino-syokoukai.jp/)へ掲載（年 1 回）することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧

可能な状態とする。 
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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 

（令和 4年 7月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

  
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 菅間 誠 

連絡先： ふじみ野市商工会 TEL：049-261-3156 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

ア）日々の小規模事業者支援において経営指導員・一般職員等に助言を行う 

 イ）週 1度の「指導員ミーティング」において、本計画の進捗管理を行う。 

 ウ）年 1度の「評価会議」において、本計画の進捗・事業の成果等について、情報を提供する。 

 当計画の法定経営指導員については、人事交流の理由により、１名の配置を行うこととする。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒356-0004 

埼玉県ふじみ野市上福岡 1-5-14 

ふじみ野市商工会  

TEL：049-261-3156 ／ FAX：049-261-3150  

E-mail：fujimino@syokoukai.jp 

 

②関係市町村 

〒356-8501 

埼玉県ふじみ野市福岡 1-1-1 

ふじみ野市 市民活動推進部 産業振興課 

TEL：049-262-9023 ／ FAX：049-263-6111  

E-mail：sangyo@city.fujimino.saitama.jp 



 ２４ 

（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） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 9，425 9，425 9，425 9，425 9，425 

 

・指導事業費 

・中小企業経力 

向上事業費 

・企画提案事業 

 費 

・創業支援事業 

 費 

 

6，400 

 

1，470 

 

175 

 

1，380 

6，400 

 

1，470 

 

175 

 

1，380 

6，400 

 

1，470 

 

175 

 

1，380 

6，400 

 

1，470 

 

175 

 

1，380 

6，400 

 

1，470 

 

175 

 

1，380 

（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、市補助金、県補助金、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。 




