
 
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

滑川町商工会（法人番号 ）３０３０００５０１１３２６ 

滑  川  町（地方公共団体コード）１１３４１７ 

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)経営革新と事業承継を軸とした事業の持続的発展の支援 

(2)滑川町や近隣市町との連携による創業の促進 

(3)地域資源の活用推進・特産品等の開発支援 

(4)地域における多様な暮らしを支える飲食店、生活サービス、建設業を中心とする

地元密着型の事業支援の実施 

事業内容 

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 

    地域内の経済動向を３ヶ月ごとに調査・分析することにより、経営環境の動向を

迅速に把握し、小規模事業者の今後の見通しや対応策検討に用いる。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

    数多くの事業者に対して情報提供、掘り起こしを行い、経営分析に繋げることを

目指す。財務分析で関係を構築した事業者に対しては、次の段階として経営分析(財

務分析および非財務分析)に繋げ、課題の明確化に繋げていく。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

近隣の商工会とも協力し計画策定手法を学ぶセミナーを開催する。さらに県連合

会等の専門家派遣制度による指導も活用し、実現可能な計画作成に繋げていく。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

    事業計画を策定した全事業者に対して、必要に応じて３ヶ月に１度巡回訪問し、

進捗状況の確認を行うが、経営革新は半年に１度、創業は開業後３ヶ月に１度と決

算時に、事業承継は３ヶ月に１度実施する。 

 ５．需要動向調査に関すること 

  地域資源を活用した食品製造業または飲食店に対し、国営森林公園をはじめとす

る滑川町の土産品や町外への持参品（ふるさと納税返礼品など）、町外から来訪客に

対する食事メニューの開発を目指す。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

    展示会や商談会への出展支援、ホームページやＳＮＳ等を活用したプロモーショ

ン活動（情報発信）支援などを実施する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

     滑川まつり、国営森林公園主催沼まつりの開催、国営森林公園とのイベント提携

の実施、ゆるキャラを使ったメニューの開発等を実施する。 

連絡先 

滑川町商工会 

〒355-0811 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾 4972-11 

TEL:0493-56-3110 FAX:0493-56-3178 E-mail：namegawa@af.wakwak.com 

滑川町 産業振興課 

〒355-8585 埼玉県比企郡滑川町大字福田 750-1 

TEL:0493-56-6906 FAX:0493-56-2448 E-mail：na3411601@town.namegawa.lg.jp 

 

tel:0493-56-3110
namegawa@af.wakwak.com
tel:0493-56-6906
na3411601@town.namegawa.lg.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 

 

１．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

① 現状 

１）滑川町の概要 

滑川町は、埼玉県のほぼ中央に位置し東京から 60 ㎞圏内の首都近郊のまちとして発

展してきた。昭和 46（1971）年に東武東上線「森林公園駅」開業、昭和 49（1974）年

に国営武蔵丘陵森林公園が開園、昭和 50（1975）年に関越自動車道開通等を経て、昭

和 59（1984）年に町制を施行、現在の「滑川町」となっている。町内中心部には、年

間来場者数 84.5 万人を数える国営公園「武蔵丘陵森林公園」や「ゴルフ場」があり、さ

らに天然記念物ミヤコタナゴの生息が確認されていた約 200 個のため池が点在してお

り、周辺の自然環境と一体となった公園・レクリエーション施設が魅力となっている。

さらに、平成 14 年の東武東上線｢つきのわ駅｣の開業にともない駅前大型商業施設のオ

ープン、月の輪小学校開校などにより新しい町並みが形成されている。 

 

（滑川町の位置） 

 
 

滑川町の面積 29.68 ㎢の約 60％を丘陵地が占めており、北部・南部それぞれに異なる

土地利用がなされている。滑川町の土地利用構想図によると、のどかな農村地帯が広が

る北部は、集落環境と調和した優良な農地として、また貴重な自然環境資源が残り保全

が求められる地区として、緑豊かなうるおいある空間を形成する土地利用を進めてい

る。 

一方、南部は、土地区画整理事業による新しい住宅地や工業団地などが立地し、安全・

快適に暮らし続けられる生活の場として良好な住環境の保全を図るとともに、周辺都市

を含む広域からニーズを呼び込む集客性のある商業施設や、最寄り品を取り扱う中小規
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模の商業施設など、魅力ある商業・業務地の形成を図ることを目指している。 

なお、災害が少なくロジスティクスにも優れているため、ボッシュ㈱むさし工場 

、ワタミ株式会社の手作り厨房集中仕込みセンター、フジミ工研本店および滑川工場

など、大手製造業者も製造拠点を構えやすい環境にある。 

 

（土地利用構想図） 

 
出所：第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本計画 
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２）地域資源の状況 

 現在、ため池を活かした谷津田米の生産、遊休土地を活かした栗や柿の生産が進んで

いる。ただし、現状ではホテルヘリテイジ（熊谷市）や農産物直売所で取り扱われてい

るのみであり、まだまだ地域資源として周知されているとは言い難く、発展途上といえ

る。 

 

２)-１ 谷津田米 

「谷津田」とは谷地にある田のことを言い、ここで作られた米を「谷津田米」という。

古来より農業用水を確保するために、地形を利用した谷津と呼ばれる山あいに、短い堤

で多量の雨水が蓄えられる「ため池」を作ってきた。この里山に囲まれた冷たい沼水と

昼夜の温暖差が大きい谷津田で作る米は滑川町特有の粘土質の土壌と相まって大変お

いしいと昔から評価を得ている。 

 

２)-２ ぽろたん（栗） 

「ぽろたん」は、加熱すると渋皮が「ぽろっ」とむける栗として、国の研究機関（農

研機構）によって開発された。滑川町では、この「ぽろたん」の栽培を積極的に支援し、

年々、生産量が増えてきている。ぽろたんは、低温で熟成すると甘みが増すため、専用

の熟成用冷蔵庫により一定期間、低温熟成したものを出荷している。 

 

２)-３ 武州ころ柿 

当地域では、遊休農地に作付けする果樹の栽培を奨励し、町の特産品として促進を図

ってきた。中でも、かつての特産品「武州ころ柿」の生産農家数は、多い時（大正初期）

には 70 戸あまりあり、農家の貴重な現金収入源であったが、現在ではわずか１戸にま

でなってしまっている。 

そこで「武州ころ柿推進協議会」により、かつて滑川町の特産品であった『武州ころ

柿』の復活を本事業のシンボルとしつつ、美濃柿などの未利用資源を活かした新商品開

発、遊休農地を活用した『武州ころ柿』用原料柿の増産などに地域一体となって取り組

んでいくことで、地域おこしを行う活動が進んでいる。 
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３）人口の状況 

本町の人口と世帯数は、滑川町の前身である滑川村の時代から連続して増加傾向を示

している。特に新駅｢つきのわ駅｣開業に伴い、当町の人口は平成 12 年約 13,000 人から

令和元年 10 月 1 日現在 19,220 人と大きく増加している。町の区画整理事業に伴う宅地

整備により住宅立地が急速に進んでおり、若い世代の流入により出生率も全国平均を大

きく上回っている。但し、近年は区画整理事業も一段落し、急激な伸びも収まりつつあ

る。 

また、一世帯当たりの居住人数は減少傾向にある。年齢３区分別の人口推移をみると、

老年人口の割合は一貫して増加しているが、平成 12 年以降、年少人口の割合は増加の

傾向、生産年齢人口の割合は減少の傾向をみせている。 

 

（人口と世帯数の推移） 

 
 

（滑川町の人口推移） 

 
（年齢３区分別人口比率） 

 
出所：第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本計画 
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４）産業の現状 

滑川町の産業に関しては、建設業、製造業、卸・小売業ともに減少傾向にあり、サー

ビス業のみが増加している。 

建設業は事業所数、従業者数ともに大きく減少している。つきのわ駅前の大規模住宅

街の開発から 10 年が経過しリフォームや造園関係での利用ニーズも増えており、高齢

化の進展によりバリアフリー等のニーズによるリフォームも増加しているものの、新規

建設等の需要は少なく、需要が停滞しているといえる。 

製造業は、事業所数は減少しているものの、従事者数は大きく増加している。昭和 52 

年 3 月に造成工事が完了した東松山工業団地を中心に、中規模～大企業が立地し、住民

の就労機会の創出や町の地域経済を下支えしている。そのほか、小規模～中小製造業に

おいては、自動車部品や電子部品、精密機械器具、食品等の製造業が点在しているが、

自動車部品の製造拠点の海外移転など元請け側のサプライチェーンの変化等に伴い、い

ずれも新分野の開拓が求められている。 

商業に関しては、事業所数は一定数を維持し、ここ数年で従業者数は大きく増加して

いる。かねてより町内には商店街が存在せず、昔ながらの地域における個店が多く見ら

れている。従来までは隣接する東松山市を中心とする商業施設への消費流出が続いてい

たが、「つきのわ」駅を中心とする新興住宅街の形成により、ここ 10 年ほどの間に大規

模商業施設（カインズホーム、ベイシア等を核とするショッピングセンター）などが建

設され、町内消費の割合は増加している。また、平成 24 年より国営森林公園の運営が

民間委託となり魅力ある集客イベント等が増えたことから、桜花見フェスタ、ライトア

ップイベント、スイーツフェスタ等の増加により町内事業者の出店機会も増加してお

り、国営森林公園を中心として観光ニーズを取り込もうという動きも見られている。 

サービス業に関しては、特に新築住宅や人口増加に伴い、生活に密着したサービス業

（理・美容業、整体、福祉関連事業)などを中心に小規模事業者数が増加している。ハウ

スクリーニング業などの一般消費者向けサービスやパソコン教室や託児サービス等の

教育サービス関連、高齢者施設等の福祉サービス関連を中心に多岐にわたっている。 

観光は、本町の観光資源としては、年間約 80 万人の利用者がある国営森林公園をは

じめ、エコミュージアムセンター、谷津の里、伊古の里、中尾の里、菅田の里、ゴルフ

場などがある。ただし、町内の一般的な小売業者、サービス業者の出店機会は多いとは

言えず、魅力ある商品やサービスの開発に加え、出店機会等の情報提供、マッチングの

面で課題が残されている。 

 

〇 事業者のデータ 

出所：経済センサス活動調査結果  

 建設業 製造業 卸・小売業 サービス業 

事業所数 従事者数 事業所数 従事者数 事業所数 従事者数 事業所数 従事者数 

平成 13 年 96 543 88 3,295 123 799 122 1,192 

平成 16 年 96 524 84 2,922 79 987 154 838 

平成 18 年 94 482 81 2,875 82 1,211 164 1,196 

平成 21 年 97 449 83 3,315 95 1,185 181 2,001 

平成 24年 84 359 80 3,501 88 1,158 210 2,304 

平成 28年 79 355 71 4,693 96 1,246 274 2,805 
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 小規模事業者数は、商工会データによると平成 18 年 357 者が平成 24 年 364 者で微 

増となっている（平成 25 年以降のデータはない）。一方で、経済センサスの平成 28 年

小規模企業数は 303 社である（平成 27 年以前のデータはない）。 

 商工会データが事業者数であるのに対し、経済センサスは企業数のため単純な比較は

できないが、全事業者数の動きと同様に、近年では建設業と製造業を中心に、事業者数

が減少傾向に転じていると推定される。 

 

〇小規模事業者・企業数 

 平成 18 年 平成 24 年 平成 28 年 

小規模事業者数（商工会データ） 357 364 － 

小規模企業数（経済センサス） － － 303 

 

 

 ５）第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本計画の内容 

 平成 28 年作成｢第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本計画（平成 28 年~令和

2 年）｣では『住んでよかった 生まれてよかった まちへ、住まいるタウン滑川』を目指

して里山の自然維持、住宅地や商工業用地などの開発を進めてるほか、時代の変化に対

応しながら基幹産業としての農業のさらなる発展に努力しつつ、町内に点在する地域資

源をバランスよく活用しながら、持続的な発展が可能な地域産業を築いていくことを目

指している。 

 工業・商業・サービス業の振興の分野においては、企業誘致の推進を重点施策とし、

以下の施策を定めている。 

 

（第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本計画の方針） 
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（工業・商業・サービス業の振興に関する基本方針） 

 
 

（施策の内容） 

 
 

 
出所：第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本計画 
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② 課題 

 東武東上線の始発駅である「森林公園駅」や国営森林公園などを中心として立地環境

は恵まれおり、人口増加というチャンスがありながらも、現状では一部の大規模工業施

設、商業施設を除き、商店街も町をけん引する産業もない状況といえる。サービス業を

除く事業所数は減少の一途をたどっており、特に小規模事業者も減少している。また、

観光の進展や地域資源の活用においても発展途上であり、周知された地域資源とはいえ

ない。 

商店街など地域活性化の母体となる組織もないことから、商工会の一部の活動を除き

それぞれ個別の事業者の取り組みに依存しがちとなっている。滑川町全体としても現状

で産業の振興に関しては明確な方針が打ち出せていない。また、滑川町単独での取り組

みにも限界があり、近隣市町村との関係性の中で地域での魅力向上を図っていく必要が

ある。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

① 10 年程度の期間を見据えて 

 町と一体となり、自然豊かな地域の特徴を活かした住みやすい街づくりを小規模事業

者支援の面から支えていく。自然豊かで住みやすい街づくりを実現するために、滑川

町北部の｢農業｣、南部の｢商工業｣、国営森林公園を中心とする中心部の｢観光｣の３つ

の要素を組み合わせ、きめ細かい独自性あふれる事業の展開を支援する。また、事業

所支援に関しては「つなぐ」をキーワードとし、つなぐことによる｢新たな価値の創

出｣を行うための支援を展開する。 

 具体的には、国営森林公園の各種イベントや滑川まつり等の支援を通じて事業者と地

域住民を｢つなぐ｣役割を果たし、本会が主導となって新たな企画等の提案を通じて、

既存の認識にとどまらない新たなサービス開発や地域住民への新たな価値の創出・提

案を目指す。これにより、地域住民、国営森林公園等への来訪者と地域の事業者との

交流を促進させ、地域支援に取り組んでいく。また、滑川町内の事業者の強みや取り

組み状況、課題等をタイムリーに把握することにより、事業者同士のマッチングを図

り、新たな事業の創出や販路開拓、新分野進出など、新たな価値創造に繋げていく。 

 そのためには、滑川町との関係性をさらに強固にし、企業の現場における課題をタイ

ムリーに把握し、必要な施策提言をはじめとする事業者振興策を検討することによ

り、官民両面からの事業者支援と住みやすい暮らしの実現を目指す。さらに、国営 

 森林公園をはじめとする各機関や、東松山市をはじめとする近隣市町の事業者同士を

「つなぐ」ための情報提供や事業者支援を実施していくことを目指す。 

これらの取り組みを通じて、｢農業｣「商工・サービス業」「観光」の融合ときめ細かな

サービスを展開する新たな事業者の創出と既存事業者の経営向上に繋がる支援を進め

ていく。 

 

② 第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本計画との連動性・整合性 

平成 28 年作成｢第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本計画｣では『住んでよ

かった 生まれてよかった まちへ、住まいるタウン滑川』を目指して里山の自然維持、

住宅地や商工業用地などの開発を進めているほか、時代の変化に対応しながら基幹産業
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としての農業のさらなる発展に努力しつつ、町内に点在する地域資源をバランスよく活

用しながら、持続的な発展が可能な地域産業を築くことを目指しており、長期的な振興

の方針と合致している。 

なお、滑川町としても、現状で産業の振興に関しては具体的かつ明確な方針を示し商

工会が実施するという関係性ではなく、第５次滑川町総合振興計画基本構想・前期基本

計画に基づき独自の支援を推進する商工会を、滑川町が後方から支援する位置づけとい

える。 

 

③ 商工会としての役割 

③－１現状の取り組み 

 地域の商工業者数は、平成 18 年 477 事業所から平成 28 年 520 事業所と増加してい

る。しかし現状は、全職員 4 名（経営指導員１名）、組織率約 61.6％、約 310 の会員

事業所により運営されており、県内 53 商工会の中でも最も小規模な商工会の１つで

ある。そうした中で、商業部会、工業部会、建設部会、青年部、女性部を構成してお

り、それぞれの活動を支援している。 

 経営環境の悪化により廃業する事業所も多く、役職員が連携し小規模事業者への売上

支援、経営革新を始め新規チャレンジ支援を行っている。特に、これまで既存事業者

の支援として経営革新計画の策定支援を強化しており、平成 26 年度からの５年間で

経営革新事業を取り組み承認件数 24 件の実績を挙げてきた。これは、経営指導員 1

名体制という厳しい状況下にもかかわらず町内事業所割合では 10.57％に上ってお

り、埼玉県全体承認割合 4.29％を大きく上回り近隣商工会地域の中でも大きな成果

といえる。経営革新計画策定支援を行う事で事業者の経営分析、販路拡大、経営意識

の向上により商工会への信頼度を高めている。 

 商工会及び地域の連携に伴い創業者数も増えており、セミナーの実施や補助金支援な

どを進めることにより事業者の増加は進んでいる。滑川町では 2019 年 6 月に創業支

援等事業計画の認定を受けており、商工会としても他商工会との関連のもと、益々の

創業支援を強化する予定である。 

 新規転入者による人口増加に伴い、「滑川町グルメ・ショッピングマップ」の作成、

「滑川町いざというときの建設業者案内・安心マップ」の作成、「ターナちゃん（ミ

ヤコタナゴをモチーフとしたゆるキャラ）と行く滑川おでかけマップ」の配布の各種

ＰＲ事業も行ってきた。また、「埼玉県パパママ応援ショップ」の加盟店の登録推進

も実施しており、現状での町内加盟店は 38 店舗となっている。 

 これまで飲食店の新規若手創業者を中心に、地域資源

を使用した特産品の開発（もつ煮こみを使ったスパゲ

ッティ）等の試作・企画を支援してきた。また、生活

改善グループや直売所生産者組合加工部など町内の

農業関連団体の積極的な活動を促進するとともに、栗

（品種名 ぽろたん）、ころ柿、ゆずジュースなどの農

産物加工品開発を支援してきた。しかし、現段階では

特産品といえる状態には至っておらず、これらの活動は消極的な活動にとどまってい

る。 

③－２ 商工会の課題 
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 商工会の課題は、地域の活性化や中小事業者支援のための方針を明確に打ち出し、単

独では難しい取り組みは滑川町だけでなく近隣市町村の商工会にも働きかけを行い、

当地域事業者のための伴走型支援や支援施策の普及を講じることであると考える。特

に、住民が増えているチャンス、国営森林公園の来場者のチャンスをもっと面的に活

かしていく必要がある。 

 また、これまでのような個社支援を継続するとともに、住民増加に合わせて特徴ある

小売店や生活サービス業を増加させ、町外への流出を防止し町内での買い物循環を増

加させる必要がある。また、生産から加工、販売までを一体的に行う農業の６次産業

化により、農産物の高付加価値化にも取り組む。 

 しかし、経営指導員１名体制の中で、法定指導員として経営支援全般及び地域支援の

すべてを担わなければならず、非常に厳しい状況が続いている。また、人口増加に伴

い事業所総数が増加しており、必要な組織率を確保することが難しい状況が続いてい

る。そのため、商工会内の生産性の向上を図るとともに、補助員や記帳専任職員一丸

となったチーム体制を構築する必要がある。 

 

③－３ 商工会の役割 

 新興住宅地の建設ラッシュも一段落し、一時期の急激な人口増は落ち着き、ゆるやか

に人口増を続けている。しかし、高齢化の進展により商圏内の需要も減少傾向となると

推測されている。そのとき、高齢化世帯を中心とする暮らしを維持するためには町内の

小売・サービス業を維持することが必要であり、小規模事業者の存在は重要な役割を持

つと考えられる。 

 これまでも滑川町商工会は支援機関として、経営革新計画の作成や持続化補助金を活

用した販路開拓支援、各種制度融資の斡旋による資金繰り支援などに携わり、商工業振

興のための一翼を担ってきた。今後も、地域に根付いた小規模事業者の経営力を強化す

るための支援について、本会が主導的な役割を担い、厳しい状況を打開していく役割が

強く求められていくと考えられる。さらに、国営森林公園をはじめとする地域資源の活

用において当会青年部をはじめとする団体の組織化や活動をリードしながら、町内小規

模事業者とをつなぐ支援する役割も必要であると考えられる。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 長期的な振興のあり方を踏まえ、地域の総合的経済団体および小規模事業者の支援機

関として、関係支援機関との連携を強化し、以下の４つの目標を掲げて各事業を実施す

る。特に、小規模事業者の置かれている経営状況の分析に始まり、課題の抽出、経営革

新計画を始めとした計画の作成、課題の解決に向けた解決策の実施まで事業者に寄り添

った伴走型の支援を行う。さらに、専門家、滑川町や近隣市町商工会、金融機関その他

支援機関との面的な支援体制を構築しながら、小規模事業者の経営力の向上を図り、事

業の継続・持続的発展の実現を図る。 

 

（経営発達支援事業の４つの目標） 

①経営革新と事業承継を軸とした事業の持続的発展の支援 

 既存事業者の新たな取り組みを支援するとともに、事業承継の円滑な推進を支援す

ることにより、事業者の持続的発展と事業の継続を支援する。 
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②滑川町や近隣市町との連携による創業の促進 

 事業者数の減少への歯止めをかけるとともに、新たなサービスの創出、価値の創出、

独自性や魅力のあふれる事業者の創出を目指すために、継続的に創業を促進する。 

③地域資源の活用推進、特産品等の開発支援 

 滑川町の自然や歴史を活かす地域資源を活かし、各事業者との連携を推進しながら

特産品等の開発支援につなげていく。 

④地域における多様な暮らしを支える飲食店、生活サービス、建設業を中心とする地

元密着型の事業者支援の実施 

 「自然豊かな地域の特徴を活かした住みやすい街づくり」を推進するため、高齢化・

人口減少社会に見合ったきめ細かなサービスを実現するための事業者支援、新サー

ビス開発支援を実施する。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

① 経営革新と事業承継を軸とした事業の持続的発展の支援 

（方針）定期的な小規模事業者への訪問・経営状況の確認により、機を逸せずにタイ

ムリーな支援が行えるようにする。また、連携した小規模事業者の経営支援、

金融機関と連携した各種制度融資の斡旋による資金繰り支援だけでなく、専

門的な課題については専門家の力を借りながらきめ細かな実行支援を実施す

る。 

 

② 滑川町や近隣市町との連携による創業の促進 

（方針）滑川町および近隣商工会との情報交換、共有、セミナー企画や施策提案等を

積極的に行い、創業予備軍の掘り起こしを徹底して行う。また、創業希望者

に対しては、より密接な伴走を行うことにより、創業当初の不安を払しょく

し、スムーズな開業手続きや販路開拓等を支援する。 

 

③ 地域資源の活用推進、特産品等の開発支援 

（方針）現在の地域資源の各素材をもとに、「売り込むためにどうするか」「ＰＲする

にはどうするか」ではなく「顧客にとってどうすれば魅力が創出できるか」

「顧客の生活にどう魅力が提供できるか」などの消費者目線での支援を実施

する。そのためには、商品開発の段階から積極的に関わり合い、需要動向調

査をはじめとするマーケットイン型の支援について専門家の協力も得ながら

実施する。また、「国営森林公園」などの施設と事業者をつなぐ橋渡しとして、

地域としての魅力発信を行うために事業者との橋渡しを行う。 

 

④ 地域における多様な暮らしを支える飲食店、生活サービス、建設業を中心とする地

元密着型の事業者支援の実施 

（方針）高齢化や買い物難民等の課題に対応すべく、多様な人々が「滑川町での快適

な暮らし」を実現するために、事業者支援の視点から支える。特に、滑川町

民が求めるニーズと、生活サービスや飲食店、建設業等の各種サービス事業

者との橋渡しをすべく、情報発信や各種イベント企画等について積極的に実

施していく。 
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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（令和 2年４月１日～令和 7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  

２．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

 現在は、全国商工会連合会の中小企業景況調査により、３か月ごとに売上高、今後

の見通し等の項目について、滑川町内で 15 社（製造業３、小売業３、サービス業

４、建設業３、飲食業２）選択して調査を実施、全国調査として冊子となったもの

を 15 社にフィードバックするほか、巡回指導や計画作成指導の際に活用している。

なお、当地域の担当は令和元年で終了予定となっている。 

 現時点では、協力事業者 15 社に対して渡すのみで巡回指導の時に一部活用するに

とどまっている。そのため、より広いマクロデータを時系列で入手するとともに、

積極的に経営分析や事業計画作成支援に活用していく。 

 

（２）事業内容 

① 目標 

 地域内の経済動向を３カ月ごとに調査・分析することにより、経営環境の動向を迅

速に把握し、小規模事業者の今後の見通しや対応策検討に用いる。また、ホームペ

ージ等を通じて広く公開することにより、地域の事業者の経済動向に関する意識を

高め、経営に活かしていただくことを目指す。 

 

② 情報収集・整理、分析を行う項目と調査手段・手法 

（１）国のビッグデータを活用 

 地域全体として経済動向や景況感を把握するとともに、経営分析や事業計画作成

等の基礎データとするために、経営指導員等がＲＥＳＡＳ「地域経済分析システ

ム」を活用した分析を３カ月に１度実施する。 

調査項目：「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析 

「まちづくりマップ・From-To 分析」→人の動き等を分析 

「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

（２）管内の重要データの分析 

 特に地域に密着した建築業や小売・サービス業において、消費者の動きを把握す

るとともに、販売促進策や人員配置の具体的な検討に活かすための基礎データと

するために、東武東上線停車駅や県道の通行量、国営森林公園の来場者数につい

て、経営指導員等が３カ月に１度、交通機関等各社から公表された下記データを

収集し、時系列と合わせてグラフ化する。 

調査項目：東武東上線停車駅の年間・月別乗降者の動向 

県道 47号線の通行量 
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国営森林公園の来場者数 

 

（３）成果の活用 

 ホームページ等で年４回公表し、会員のみでなく管内小規模事業者等に広く周知す

る。調査集計結果についての概要は、商工会ニュースレターで全会員へ周知する。 

 また、これらの経済動向調査の分析結果をもって巡回指導時に持参し、経営分析お

よび経営計画策定のための資料とする。 

 

（４）目標 

支援内容 現状 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 

ＲＥＳＡＳ調査 － 4回 4回 4回 4回 4回 

重要項目調査 － 4回 4回 4回 4回 4回 

公表回数 － 4回 4回 4回 4回 4回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）現状と課題 

これまでの分析は、経営革新計画や補助金申請書の策定時や個別の要望があった時に

留まっており、その事業者数も限られていた。また内容も、一部の計画作成時を除き決

算書の分析にとどまっており、分析結果を経営に活かす指導が十分になされているとは

言い難いものであった。 

今後は、分析結果を経営に活かしていただくことの重要性を知らしめるために、財務

分析と経営分析（財務分析と非財務分析の両方）に区分し、幅広い事業者に対して分析

を普及していく。 

 

（２）事業内容 

① 方針 

 巡回を強化することにより、自社の現状把握の重要性を広く認識させるとともに、経

営改善や経営革新等につなげることを目指す。特に、まだ分析を行ったことがない、分

析を行ったものの次の方策が決まっていない多くの事業者に対して、まず財務分析のみ

に取り組んでいただくように勧めるとともに、次の段階の経営分析や次の事業計画作成

の必要性を認識していただくことを目指す。 

 

② 事業内容 

 小規模事業者の現状把握の基礎となる財務分析については、現状の融資や共済加入の

手続き、雇用保険の手続き等の接点以外にも数多くの事業者に対して情報提供、掘り起

こしを行う。 

 また財務分析で関係を構築した事業者に対しては、次の段階として経営分析につな

げ、課題の明確化につなげていく。 

  対象： 補助金、融資、共済加入等の接点のある事業者、 

セミナーへの参加、巡回指導で訪問した事業者 

本会に決算書作成を依頼している個人事業主 



１４ 

 

そのほか、巡回訪問を行った事業者（毎年１月中旬から２月中旬に実施する巡回訪問

による聞き取り調査を含む） 

  分析内容： 

   １）   １）財務分析：貸借対照表の資産・負債、損益計算書の３年間の分析売上高、原

価率、営業利益、所得金額、キャッシュフローの状況 

   ２）   ２）経営分析：上記の財務分析に加え、ＳＷＯＴ分析（強み・弱み・機会・脅威）

について、具体的には、ヒト・モノ・カネ・情報の視点に基づいた内外環境

分析（技術や商品等の特徴、顧客の評価、店舗、工場等の印象、稼働状況、

立地条件など）、市場状況（経済動向調査の結果も反映）、競合状況等につい

て分析を行う。 

 

  分析の手法：専門家と相談の上、ローカルベンチマークをベースとしながら独自の

フォーマットを作成して記載することにより、分析結果の見える化を

図る。さらにこれらの分析を通じて明らかになった経営課題のうち、

高度なものに関しては専門知識を有する埼玉県商工会連合会、よろず

支援拠点のコーディネーター等と連携し、専門家派遣制度を活用し、

小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートす

る。 

（３）成果の活用 

経営分析の過程で該当事業者との対話を進め、経営分析の手法を伝達する（事業者自

身で分析が行えるようにすることを目指す）。また、経営分析を行った結果を該当事業

者にフィードバックし、該当事業者の経営課題を明確にするとともに、今後の方向性を

決めるための基礎資料とし、次の段階として事業計画策定につなげるために会報やチラ

シ等で啓もう活動を実施する。 

 

（４）目標 

支援内容 現状 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 

1）財務分析件数 32件 32件 32件 32件 32件 32件 

2）経営分析件数 8件 20件 20件 20件 20件 20件 

※ 財務分析に関しては、記帳指導や融資手続き等の中で補助員や記帳専任職員等の協

力の下で実施する（財務データ入力等は記帳専任職員が実施し、入力結果等をもと

にした数値分析を経営指導員が実施するなど）。また、経営分析に関しては、経営指

導員が実施する。なお、経営分析件数は、経営指導員ひとり 20 件×１名とした。 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

事業計画書の策定支援に関しては、創業、補助金申請、経営革新計画の策定は積極

的に行っている。ただし、このうち創業および補助金申請に関しては、受け身の状

態となっており、相談対応のみであり積極的な開拓はできていない。また起業・創

業者の掘り起こしは十分ではなく、件数も十分に確保できていない。 

また、事業計画の作成支援から、経営革新計画の作成に至るケースもあるが、経済

動向や経営分析が落とし込めていないケースもあり、中長期計画の策定が必ずしも



１５ 

 

できていない。 

（２）支援に対する考え方 

事業者が経営課題を解決し経営目標を達成するため、前述の「地域の経済動向調査」

および「経営状況の分析」の結果を踏まえ、事業計画策定支援を実施する。一般的な事

業計画策定をベースとするとともに、当事業の目標である「①経営革新と事業承継を軸

とした事業の持続的発展の支援」、「②滑川町や近隣市町との連携による創業の促進」、

に該当する各事業計画（経営革新計画、事業承継計画、創業計画）の策定支援を重点的

に実施する。 

まずは巡回訪問や窓口相談を通じて、経営者自身の事業構想の整理や、金融機関等へ

の説明材料、従業員への動機付けなどの目的や効果、事業計画策定の必要性を経営指導

員が事業者へ説明する。そのうえで、近隣の商工会とも協力し計画策定手法を学ぶセミ

ナーを開催する。さらに県連合会、埼玉県よろず支援拠点、国・県・中小企業支援団体

等や当会独自の専門家派遣制度による指導も活用しつつ、実現可能な計画作成につなげ

ていく。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定支援 

（掘り起こし） 

・ 経営分析を実施した小規模事業者を対象に、事業計画策定に関するセミナー、個別

相談会の開催により、計画策定につなげていく。 

・ 窓口相談、巡回訪問時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、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。 

・ 持続化補助金の申請で経営分析を実施した小規模事業者を対象に、窓口相談・巡 

回訪問の際に、分析内容をブラッシュアップし、事業計画策定につなげていく。 

※事業計画策定に関するセミナーは、経営分析実施者に対して、巡回訪問し、募集を

行う。1 回 2 時間×2 回を 1 年間 2 回開催し、ターゲットの絞り方・売れる商品サー

ビスの作り方・数値計画等をカリキュラムとして、各５名を募集する。 

 

（計画策定支援） 

・ 「地域の経済動向調査に関すること」や「経営状況の分析に関すること」より得た

情報（全体の基礎データ及び、各小規模事業者の分析データ）を基に、事業者から

的確なヒアリングを行いながら、経営指導員主導で計画策定を行う。 

・ 専門的分野及び、経営指導員の対応が難しい課題については、専門家を派遣し、ア

ドバイスを頂く、一緒に解決方法を見出す。 

・ 計画策定にあたっては、金融支援策定、売上減少による支援策定、事業承継支援策

定、人材不足支援策定、取引先支援策定、商品販路支援策定等個々の課題の抽出、

各種分析結果や、経営指導員の判断、小規模事業者の要望に応じて、専門家の意見

を取り入れ、事業計画策定支援を行う。 

  

②経営革新計画策定支援 

（掘り起こし） 

・近隣商工会とも連携し経営革新塾（全４回程度を開講※）を開催し、アイデアの実
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現や課題の発掘、知識向上を図り、事業計画の策定支援を行うことにより、経営革

新承認件数（事業所）を伸ばしていく。 

※経営革新塾とは、東松山市、嵐山町、鳩山町、ときがわ町などの近隣商工会と連

携により開催。1回 2時間×4回を 1年間で 1回開催し、新規事業に取り組む必要性

やマーケティング・ITを活用した集客方法等をカリキュラムとして、約５名を目標

に募集する。 

・承認取得事業者にも、経営指導員、中小企業診断士による個別フォローアップ、情

報交流を行い、支援を行う。 

・経営革新に関する個別訪問を実施し、経営革新計画の策定への発掘、支援先を発掘

する。    

 

（計画策定支援） 

・「地域の経済動向調査に関すること」や「経営状況の分析に関すること」より得た情

報（全体の基礎データ及び、各小規模事業者の分析データ）を基に、事業者から的確

なヒアリングを行いながら、経営指導員主導で計画策定を行う。 

・専門的分野及び経営指導員の対応が難しい課題については、専門家を派遣し、アド

バイスを頂く、一緒に解決方法を見出す。 

・計画策定にあたっては、経営指導員の判断、小規模事業者の要望に応じて、事業承

継も絡めた計画策定を支援する。 

  

③創業事業計画策定支援 【新規～拡充】 

（掘り起こし） 

・「創業支援等事業計画」を基に、近隣の商工会との共催により創業セミナー（※）

個別相談会を開催し、普及啓発を行い、計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こ

しを行う。 

※創業セミナーは、東松山市、嵐山町、鳩山町、ときがわ町などの近隣商工会と連

携により開催。1回 2時間×1回を 1年間で 1回開催し、経営に必要な基礎知識・マ

ーケティング・IT を活用した集客方法等をカリキュラムとして、約５名を目標に募

集する。 

・地域、地域外問わず、起業・創業希望者を掘り起こすため、本会ホームページ（随

時更新）・チラシ作成による情報発信を行い、認識・理解度を高めてもらう。また、

滑川町及び町内各施設での配布、町の広報誌への掲載、金融機関との協力、創業ベ

ンチャー支援センターや埼玉県よろず支援拠点等とも連携し、町の広報誌への掲載、

各機関におけるチラシ等の配布依頼や情報交換を行うことで、創業希望者を掘り起

こす。 

 

（計画策定支援） 

・「地域の経済動向調査に関すること」や「経営状況の分析に関すること」より得た 

情報（全体の基礎データ及び、各小規模事業者の分析データ）を基に、起業・創業 

に対する地域の特徴等を事業計画に取り込み策定を行う。 

 ・「創業支援等事業計画」を基に、起業・創業セミナー、個別相談会を受けた事業者 

を対象に、認定される「特定創業等事業者」を増やし、経営・財務・人材育成・販 
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路開拓を習得させた上で計画策定を行う。 

・必要に応じて、専門家を活用しアドバイスを頂くことで、起業・創業に対する不安

を取り除き、計画の確実性を高める。  

 

④事業承継計画策定支援 

（掘り起こし） 

  接点のある事業者の中から、現代表者の年齢が 60 歳を超える事業者すべてにアン

ケートを実施、後継者の有無等を確認する。また、2019年に事業承継セミナーを実施

したが、これを継続的に実施することで、まずは事業者全体に対して事業承継に取り

組む必要性等について啓もうを行うとともに、個別相談につなげていくことを目指

す。 

事業計画策定を目指す小規模事業者の他、若手後継者、若手経営者に対して事業計画

の策定支援を行う。 

 

（計画策定支援） 

事業の継続を目的とした、家内後継者や事業所内従業員等への事業承継計画策定支

援を実施する。 

・窓口相談、巡回相談時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計

画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行い、計画策定支援を行う。 

   ・事業計画策定後に国、県、市区町村、滑川町商工会が行う支援策等を巡回や会報

等により周知し、フォローアップを実施する。 

 

（４）（目標） 

支援内容 現状 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 
令和 6年

度 
事業計画策定件数 0件 3件 3件 3件 3件 3件 

経営革新計画策定件数 5件 5件 5件 5件 5件 5件 

創業計画策定件数 2件 3件 4件 4件 4件 4件 

事業承継計画策定件数 2件 2件 3件 4件 4件 4件 

※ 経営革新計画策定件数は現状維持、創業計画は今後の創業支援強化のために令和 3年まで毎

年１件ずつ増加させる。また、事業承継計画の支援も強化することにより、令和 4年まで毎

年１件ずつ増加させる。これにより、経営分析件数 20 件のうち 6 割程度の計画策定（創業

計画を除く）を目指す。 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）現状と課題 

これまで、持続化補助金等の申請の際には、実施報告等の際に計画の進捗を確認す

るか、個別相談等の場があった際に進捗等の相談に対応するのみでフォローアップは

実施していない。 

（２）事業内容 

① 事業計画策定支援を行ったすべての事業者に対して定期的にフォローアップを行

い、事業の進捗状況をヒアリングするとともに、売上増加率、利益増加率の確認を
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行う。また、その時点での計画との差異や新たに発生した課題等について把握を行

い、必要な指導・助言を行う。 

② 事業計画を策定した全事業者に対して、必要に応じて３カ月に１度巡回訪問し、進

捗状況の確認を行うが、経営革新は半年に１度、創業は開業後３カ月に 1度と決算

時に、事業承継は３カ月に１度実施する 

③ 事業計画実行の過程で、進捗状況と事業計画との間にズレが生じている場合には、

当該ズレの発生要因及び今後の対応策を検討するにあたり、必要に応じ専門家を活

用しフォローアップを行う。 

 

（３）（目標） 

 
 現行 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 

事業計画策定フォローアップ対象

者数 
0 3 3 3 3 3 

 頻度(延回数) － 12 12 12 12 12 
売上増加事業者数 － 1 1 1 1 1 
利益率 1%以上増加の事業者数 － 1 1 1 1 1 

経営革新計画策定フォローアップ

対象者数 
5 5 5 5 5 5 

 頻度(延回数) － 10 10 10 10 10 
売上増加事業者数 － 1 1 1 1 1 
利益率 1%以上増加の事業者数 － 1 1 1 1 1 

創業計画策定フォローアップ対象

者数 
2 3 4 4 4 4 

 頻度（延回数）※ － 11 15 16 16 16 
創業計画書目標達成事業者数 － 1 2 2 2 2 

事業承継計画策定フォローアップ

対象者数 
2 2 3 4 4 4 

 頻度(延回数)  － 8 12 16 16 16 
売上増加事業者数 － 1 1 1 1 1 
利益率 1%以上増加の事業者数 － 1 1 1 1 1 

フォローアップ対象事業者数合計 9 13 15 16 16 16 
 頻度(延回数) － 41 49 

 

54 54 54 

売上増加事業者数 － 3 3 3 3 3 
利益率 1%以上増加の事業者数 － 1 1 1 1 1 
創業計画書目標達成事業者数 － 1 2 2 2 2 

 

※創業計画策定フォローアップの決算時フォローは翌期でカウントした 
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６．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

今は全くやっておらず、新商品開発等に関する具体的な支援ノウハウも十分にある

とは言い難い。そのため、まずは経営指導員が専門家の力を借りながら支援を実施す

るとともに、当計画中に支援ノウハウを収集、蓄積することを目指す。 

 

（２）事業内容 

  支援対象は、地域資源を活用した食品製造業または飲食店とし、国営森林公園をは

じめとする滑川町の土産品や町外への持参品（ふるさと納税返礼品など）、町外から

の来訪客に対する食事メニューの開発を目指す。 

  【サンプル数】  来場者 50 人 

【調査手段・手法】 

滑川まつり（毎年 11 月開催）と沼まつり（毎年 10 月開催）、国営森林公園での事

業者ブース、その他の際に経営指導員等が聞き取り調査を都度行い、アンケート結果

を集計する。アンケート集計項目は、①味、②パッケージや商品サイズ、③価格の適

正さや価格とのバランス、④ギフトや名産品としてのイメージ（持参品や特産品とし

てのイメージが合致しているか）、⑤紹介時のコメント（どのような言葉で紹介する

か）、⑥その他の感想、等とする。 

 【分析手段・手法】 

アンケート結果に関しては、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家や県連登録の専門

家等の意見を聞きながら、経営指導員等が分析を行う。 

【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員が当該食品製造業または当該飲食店へ直接説明する形でフィ

ードバックを行い、更なる改良等を重ねるとともに、完成までの支援を行う。 

 

（３）（目標） 

支援内容 現状 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 

調査対象事業者

数 
0 社 2社 2社 2社 2社 2社 

※ 調査対象事業者は、谷津田米、ぽろたん、ころ柿等の地域資源を活用した食品製造業または

飲食店の中から２社を選択して実施する。 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）現状と課題 

これまで、経営革新等の支援を通じた販路開拓支援は一部事業者に対して実施するほ

か、県連のホームページ作成支援を一部活用して支援につなげてきたが、展示会や商

談会等の支援等は実施してこなかった。今後は、対象者を絞り近隣商工会の協力や専

門家等の支援を受けながら、事業者への支援と所内での支援ノウハウの収集と蓄積を

図る。 

 

（２）事業内容 

地域の小規模事業者を広く PRするため、展示会や商談会への出展支援、ホームページ

や SNS 等を活用したプロモーション活動（情報発信）支援などについて、専門家等の
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力を借りながら多面的な支援を実施する。これにより、これまで実施してこなかった

小規模事業者の販路開拓支援を実施して成果につなげるとともに、販路開拓支援のノ

ウハウを習得する。 

 

１）町内製造業者に対する展示会出展支援事業【新規】（ＢｔｏＢ） 

展示会出展事業者の販路開拓支援として、 

 

①埼玉県のさいたまスーパーアリーナにおいて毎年１月末に開催される、国内最大

級の展示商談会「彩の国ビジネスアリーナ」（平成 31 年度開催実績：出展小間数 772

小間・来場者数 17,192 人）への出展に向けて、小規模事業者に対して出展支援を行う。 

 

②埼玉県熊谷市近隣において毎年２月に開催される、「製造業の埼玉県北部地域技

術交流会（※1）」（平成 31年度開催実績：33ブース、来場者 500 人）への出展に向け

て、小規模事業者に対して出展支援を行う。 

 

支援内容としては、展示会への効果的な出展方法（展示方法や来場者へのアプロー

チ方法など）などの事前準備から、当日の対応、事後フォローまでを行うことにより、

販路開拓の成果につなげる。 

 

※1：埼玉県北部地域のあるナンバーワン、オンリーワン等の優秀な技術を持つもの 

づくり企業の振興と発展を支援することを目的に企業の広報活動やビジネスマ

ッチング、産学連携活動が行える場。 

 

２）ITツール活用支援事業【新規】 

SNS 活用し、販売促進に有効利用するために、近隣市町と協力のもとインターネッ

トに詳しい外部講師を招き、SNS のセミナーを開催し、登録方法や写真撮影のコツな

どを説明する。セミナー後は、小規模事業者の情報発信が新規顧客獲得につながるよ

うに、販売促進活動を支援する（ＢｔｏＣ）。 

※SNS に関するセミナーは、販売促進を積極的に実施する小規模事業者を対象に、   

商工会ホームページ及びチラシで、募集を行う。1回 2時間×1回を 1年間 1回開催

し、５名程度を募集する。 

 

３）SHIFT（GOOPE）活用支援事業【拡充】 

これまでは、ホームページを作成していない小規模事業者を対象に全国商工会連合

会が運営するホームページ作成支援ソフト「SHIFT」を活用し、情報発信を支援してき

た。しかし、「SHIFT」に掲載することが目的となっており、定期的な更新や個社のホ

ームページ所有へのステップアップを支援してこなかった。今後は、「SHIFT」登録に

併せて個社のホームページ新規作成を支援し、情報発信の強化やインターネット販売

等の事業展開など、小規模事業者の販路開拓を図る（2019年 12月～新システム｢GOOPE｣

に移行するため、段階的に移行する）。（ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ） 

 

４）メディア活用支援事業【新規】（ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ） 
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祭りなどイベントでは、メディアを活用し集客を実施しているが、小規模事業者の

個社支援では、プレスリリースを取り入れていなかった。今後は、事業者が行う新た

な取り組み（新商品・新サービスなど）について、プレスリリースの作成支援を行い、

マスコミ（地元の市町域の新聞・テレビ埼玉・全国紙等）への情報発信の強化を図る。

取り上げてもらうため、プレスリリースのフォーマットを作成し、効率的で効果的な

広報活動を支援する。 

 

（３）（目標） 

項目 現状 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 

(1)展示商談会 

出展支援事業者数 
 

うち①彩の国ビジ

ネスアリーナ 

うち②製造業者の

埼玉県北部地域技

術交流会 

－ 

 

 

－ 

 

－ 

（2社） 

 

 

1社 

 

１社 

（2社） 

 

 

１社 

 

1社 

（2社） 

 

 

１社 

 

1社 

（3社） 

 

 

2社 

 

1社 

（3社） 

 

 

2社 

 

1社 

 成約件数／社 － 1件 1件 1件 1件 1件 

(2)SNSセミナー 

回数 

－ １回 １回 １回 １回 １回 

 登録支援数／

社 

－ 2社 2社 2社 2社 3社 

(3)SHIFT（GOOPE）

登録支援事業者数 

20 社 25社 30社 30社 30社 30社 

 成約件数／社 － 2件 3件 3件 3件 3件 

(4)プレスリリー

ス作成支援事業者

数 

－ 3社 3社 3社 3社 3社 

 成約件数／社 － 1件 1件 1件 1件 1件 
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Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

 これまで滑川まつりの協賛として出店者の支援を実施しており、出店者のＰＲの場と

して、またテストマーケティングの場として活用を推進してきた。一方、沼まつりに

関しては、部分的な支援は実施してきたが商工会の関与はまだ少ない状態であったた

め、今後は事業者支援の場として、また地域経済の活性化の場として、さらに関与を

増やしていく。 

 国営森林公園との関係性も十分とは言えず、今後さらに地域事業者の出店の場を広げ

るなど、開拓の余地があると考えられる。また、ゆるキャラの活用、地域支えあいサ

ービスの普及、地域における特産品の開発やＰＲなどに関しても、商工会として企画

提案や事業推進を行うなど、さらに積極的に関与を増やしていく。 

 

（２）事業内容 

１）滑川まつり、国営森林公園主催沼まつりの開催 

滑川まつりは同実行委員会（滑川町産業振興課）

として滑川町産業振興課、滑川町教育委員会、滑川

町商工会の協賛で実施しており、年に３回程度の委

員会開催により実行している。復興支援と合わせた

宮城県松島町の特産品販売・観光ＰＲの他、模擬店

やバザー、観光カレンダーの配布、福引抽選会など、

滑川町の一大イベントとなっている。また、商工業

の祭りのみでなく、農業者と同時開催であることが

特徴的であり、これまでもぽろたんなどを使った特

産品等の地域での浸透を図ってきた。。 

一方「沼まつり」は国営森林公園が主催となって

おり、滑川町、滑川町観光協会、比企丘陵農業遺産

推進協議会等が協賛している。これまで商工会とし

ては協力の位置づけであったが、イベントとしての

魅力度向上や地域事業者との交流を増やし、まつり

を盛り上げるために、来年以降は商工会にもっと参

画・出店支援をしてほしいと依頼を受けている。そ

のため、今後は協賛する等して関与を増やすととも

に（今後交渉）、事業計画作成や販路開拓に取り組む事業者を中心に商工会の推薦を行

うなどして、個社支援の内容とつなげながら、地域の活性化につなげる。 

 

２）国営森林公園とのイベント提携の実施 

現在、国営森林公園が民間運営に移行したことにより様々な魅力的なイベントが展開

されており、その中で町内事業所も出店の機会が少なからず得られている。今後は、商
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工会が主導して国営森林公園との交渉を定期的に実施し、滑川町の出店機会の増加交渉

や、出店の際の各種条件の交渉を継続的に行うとともに、町内事業所との橋渡しを実施

する。また、地域の事業所の開発した商品の販売など、テストマーケティング、試食販

売の場としても活用する。 

  

３）ゆるキャラを使ったメニューの開発やスタンプラリー等の実施 

 これまで滑川町商工会の主導により、「滑川町グルメ・ショッピングマップ」の作成、

「滑川町いざというときの建設業者案内・安心マップ」の作成、「ターナちゃんと行く

滑川おでかけマップ」の作成し、公共機関、東武東上線周辺駅、図書館、役場、町内郵

便局、近隣金融機関、掲載店舗で配布してきた。これらのマップを継続的に更新・配布

するとともに、掲載事業者、各機関で配布することにより、町内だけでなく地域外にむ

けても PR をしていく。 

また、商工会が主導し、商工会青年部や飲食店グループ等を中心として定期的に打ち

合わせを行い（年３回程度）、飲食店支援として、ゆるキャラターナちゃんを使った土

産品の開発（焼き印入りまんじゅうなど）や、ターナちゃんを使用した飲食メニュー（焼

き印入りかまぼこラーメンなど）の開発を行い、特産品開発につなげる。また、飲食店

各店を回るターナちゃんスタンプラリーの企画検討等も実施する。 

 

４）地域支え合いサービス事業の実施 

滑川町・滑川町社会福祉協議会との「地域支え合い事業」を展開、月に１度の会合に

より、町内地域の商業者の地域活性化の方向性を検討してきた。また、ボランティア実

施者に対する地域通貨の発行や、プレミアム付き商品券の発行等を実施するなどして、

援助の必要な高齢者等の家事等の支援を地域の住民が協力会員として支援し、地域で買

い物ができる商品券を謝礼として配布するサービスを実施してきた。これらは、今後も

継続的に実施していく。 

 

 

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 

これまで、比企地区内の支援機関（９商工会団体）とは定期的な会議等にとどまらず

日頃の事業に関する情報交換を頻繁に行ってきた。これらの情報交換は非常に有意義で

あることから、今後も継続的に実施していく。さらに、現状の課題である発達支援事業

の各事業の知識やノウハウ習得に向けて、さらに情報交換を強化することを目指す。 

 

（２）事業内容 

① 比企地区の支援機関（９商工会団体）との地域連絡協議会の開催（年間 12回） 

比企地区の支援機関（東松山市商工会、嵐山町商工会、小川町商工会、ときがわ

町商工会、鳩山町商工会、東秩父村商工会、川島町商工会、吉見町商工会と当会）

の経営指導員が集まり、現状報告や支援事例、各業界の動向等の共有を図る。 

 

② 経営基盤強化事業会議の実施（年間 12回） 
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比企地区の支援機関（東松山市商工会、嵐山町商工会、小川町商工会、ときがわ

町商工会、鳩山町商工会、東秩父村商工会、川島町商工会、吉見町商工会）に加え、

川越比企地域振興センターと県商工会連合会との経営基盤強化事業会議年間１２回

の開催を通して支援ノウハウ・情報交換を通して資質向上につなげる。 

 

③ (株)日本政策金融公庫川越支店とのマル経協議会の実施（年２回） 

比企地区の支援機関（東松山市商工会、嵐山町商工会、小川町商工会、ときがわ

町商工会、鳩山町商工会、東秩父村商工会、川島町商工会、吉見町商工会）および

日本政策金融公庫川越支店とマル経協議会を年に２回実施する。融資の現状や、商

業・工業・建設などの業界動向について、情報共有を行うとともに、金融支援のス

キルアップを図る。 

 

④ 埼玉県商工会連合会および専門機関との情報交換を実施（随時） 

   その他、埼玉県商工会連合会との情報交換を随時行い、施策情報を共有する。ま

た、必要に応じて、よろず支援拠点や中小機構といった支援機関より情報の提供を

受けるなど、連携を行う。 

 

 

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 

これまで、指導員研修をはじめとする各種研修は実施してきたが、当計画の実施

内容の各専門的なテーマ（新たな販路開拓や需要動向調査）等の知識やノウハウ等

に関してはまだ十分に習得できているとは言い難い。また、最新の動向等もキャッ

チアップできているとは言えない。そのため、特に当事業を実施するうえで必要な

専門知識の習得を重点課題とし、継続的な知識・ノウハウの習得を行う。 

また、経営指導員１名体制の中で、実施できる支援内容は限られている。そのた

め、補助員や記帳専任職員に対しても実施協力できるよう、知識ノウハウの習得と

マニュアル化を図る。 

 

（２）事業内容 

① 全国商工会連合会・埼玉県商工会連合会が主催する研修に年３回以上参加すること

に加え、中小企業大学校の主催する研修に経営指導員が年に１回以上参加すること

で、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る。特に新販路開拓

やＩＴツールの活用など、より事業者に役に立つ実務的かつ実践的な内容の習得

や、時代に合わせた情報収集を目指す。 

② 経営指導員だけではなく、情報を商工会内で共有して 事務局長以下職員全員で支

援体制をつくる。中小機構の発行しているガイドブックをマニュアルとして活用し

ながら、職員一丸となっての、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴ

を行う。また、近隣商工会と定期的に勉強会を開催し、経営指導員のノウハウを共

有する。 

③ 小規模事業者経営基盤強化事業（地域連携型）の幹事商工会を担当することで、川

越比企振興センター東松山事務所、埼玉県商工会連合会、管内各商工会指導員との
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毎月の会議を行い、互いに各地域の実情を踏まえた小規模事業者支援の事業計画書

作成、情報交換、指導ノウハウの共有化や高度専門的事案の対応方法を学び能力の

向上を図る。 

④ 受講した内容は、商工会内の会議等を通じて共有するとともに、データベース化す

ることで経営指導員だけでなく補助員等も共有する。また、指導対応の都度、カル

テとして作成するとともに、月に１回商工会内で情報交換を図り、支援状況の共有

とノウハウの共有につなげる。 

 

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 

 当事業は初めての取り組みであり、現状では事業の評価は実施していない。 

 

（２）事業内容 

 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（年に１回）。 

 当会の理事会と併設して、滑川町産業振興課長、法定経営指導員、外部有識者

として中小企業診断士等により、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提

示を行う。 

 評価委員会（別表２）において、評価・見直しの方針を決定する。 

 事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける。 

・事業の成果・評価・見直しの結果をホームページ 

     （http://www.shokokai.or.jp/11/namegawa/）で計画期間中公表する。 
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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 

（令和元年 11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） 

      

        

                      滑川町 

事務局長             産業振興課  

               

        

        

        

        

        

      法定経営指導員 １名       

       補 助 員   １名       

      記帳専任職員 １名      

 

（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当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏 名：小久保 一宏 

■連絡先：滑川町商工会    TEL0493-56-3110 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事

業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（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 

〒355-0811 

   埼玉県比企郡滑川町大字羽尾 4972-11 

      滑川町商工会 

   TEL:0493-56-3110／FAX:0493-56-3178 

   E-mail：namegawa@af.wakwak.com 

 

tel:0493-56-3110／FAX:0493-56-3178
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②関係市町村 

〒355-8585 

  埼玉県比企郡滑川町大字福田 750-1 

  滑川町 産業振興課 

  TEL:0493-56-6909／FAX:0493-56-2448 

  E-mail：na3411601@town.namegawa.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0493-56-6909／FAX:0493-56-2448
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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） 

 
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 
850   850    850    850    850 

 

○専門家派遣費 

○協議会運営費 

○セミナー開催費 

○チラシ作成費 

300 

100 

200 

250 

300 

100 

200 

250 

300 

100 

200 

250 

300 

100 

200 

250 

    300 

100 

200 

250 

（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 

会費収入、埼玉県補助金、滑川町補助金、各種手数料 

 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者

を連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 
 
 
 
 
 
 
 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




