
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
小川町商工会 法人番号 ６０３０００５０１１６０４ 

小川町 地方公共団体コード １１３４３３ 

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）小規模事業者の計画経営への転換支援 

・経営指導員等による経営革新計画策定支援件数を毎年総数 15件 

・第 2創業、事業承継など後継者問題の解決 

・「廃業による退会」の商工会員数の最たる減少要因に対する改善策とする 

（２）企業への経営・技術支援の強化 

・職業能力開発センターでの生産性向上訓練、専門家派遣を活用した原価管理・ 

コストダウン・リスクマネジメント・チャネル戦略等の基盤強化支援 

・ものづくり補助金等の申請支援、設備投資相談対応にて技術力の強化 

（３）地域資源の活用 

・地域資源を観光の核とするため「小川町七夕まつり」「小川町商工祭」「３酒蔵 

めぐり」などのイベントを継続し、町外・県外からの消費客を取り込む。 

・四季を通じイントラバウンドにて町内での経済消費・経済循環を図り、大宮・

川越から秩父に繋がる中継地点として注目地区となるよう取り組む。 

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  

・地域の経済動向分析（新規）  ・地域の経済動向調査（改善・継続） 

３．経営状況の分析に関すること 

・巡回や経営分析セミナーの開催による対象者の掘り起し（継続） 

・経営状況分析（継続） 

４．事業計画策定支援に関すること 

・掘り起し（継続）  ・事業計画の作成支援 （継続・拡充） 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

・フォローアップ（継続・拡充） 

６．需要動向調査に関すること 

・地域消費者アンケート【ＢｔｏＣ】（継続） 

・展示会等出展者への需要動向調査支援【ＢｔｏＢ】（継続） 

・地域資源活用に係る調査【ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ】（継続） 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・展示商談会への出展支援【ＢｔｏＢ】（継続） 

・まちゼミの開催【ＢｔｏＣ】（継続） 

・事業者の情報発信への支援【ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ】（新規） 

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 

・小川町連携会議の開催（新規）  ・小川町七夕まつりの実施（継続） 

・酒蔵めぐりの開催（継続） 

連絡先 

小川町商工会 〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚７－９ 

TEL 0493－72－0280  FAX 0493－72－1004 

E-mail info@ogawa-saitama.or.jp 

小川町役場にぎわい創出課 〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大塚５５ 

TEL 0493－72－1221  FAX 0493－74－2920 

E-mail  ogawa111@town.saitama-ogawa.lg.jp 

 



１ 

 

（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 
＜第１期における取組と評価等＞ 

第１期の計画期間においては、““古き伝統を未来へ紡ぐ、多文化交流の町づくり””を

テーマに事業を実施してきた。評価の高い項目については、継続的に実施することとす

るが、評価の低い項目については、改善を加えた上で継続的、もしくは廃止することと

したい。 

また、小川町では、地域経済の活性化や町民の活動が盛んな活力ある地域づくりを進め

るため、「小川町第５次総合振興計画（自然の恵みと文化を未来につなぐ、人が輝くま

ち おがわ）」（平成 28（2016）年度を初年度とし、令和 7（2025）年度を目標年度とし

ている。）を策定し、まちづくりを進めている。よって、本計画においても、その方向

性を踏まえた目標を再設定しなければならない。 

 

（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

当商工会のある小川町は、都心から

約 60km 圏の埼玉県のほぼ中央部に

位置し、東西約 11km、南北約 10km、

面積は 60.36k ㎡となっている。 

外秩父の山に囲まれた小川盆地に

市街地があり、その地勢から「武蔵の

小京都」を名乗っている。東は嵐山町、

南はときがわ町、西は秩父郡東秩父

村、北は大里郡寄居町に隣接してい

る。広域行政圏としては、比企広域市

町村圏に含まれ、圏域内では東松山市

に次ぐ人口を有している。 

古くはその地理的な優位性から六斎市が立つなど地域の商業中心であった。江戸時代

には紙漉き、絹織物、素麺産業が発達した。 

 

[現在の地域資源] 

・小川和紙…古くは正倉院文書に「武蔵紙」として記載され小川町一帯を含む 1300 年 

の歴史があり、大消費地江戸に大福帳等を納めるため広く発展し続けた。平成 26

（2014）年には小川町と隣接の東秩父村で継承されてきた「細川紙」が、島根県の「石 

州半紙」、岐阜県の「本美濃紙」とともに『和紙：日本の手漉和紙技術』としてユネ 

スコ無形文化遺産に登録された。和紙をふんだんに使用した七夕まつりも 71 年目を 

数えている。 

・小川の地酒…埼玉県自治体数 63 に対し、酒蔵数 35 社、その内小川町には 3 社の酒蔵 

があり「3 酒蔵めぐり」を開催。酒の町として近接都県への認知を高めている。 
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・有機野菜の町…有機農業で全国的に有名な農園があり、その下里地区は平成 24 年 11 

月に上皇上皇后両陛下によるご行幸啓がなされました。青山地区在来大豆や、完全無 

農薬で栽培されたブドウでのワイナリーも竣工され、有機の里として多くの研修生や 

農園開業者、消費者の注目を集めている。 

 

平成 21（2009）年には、「ホンダ小川エンジン工場」、平成 25（2013）年に寄居町に

おいて「ホンダ寄居完成車工場」が稼働し、日本経済をリードする自動車産業の新たな

拠点としての期待も高まっている。 

交通に関しては、東武東上線・JR 八高線の小川町駅があり、通勤・通学の主要な交

通手段となっている。また、国道 254 号線が町内を貫き、関越自動車道の嵐山小川イン

ターもできる（平成 16 年供用開始）など、利便性が高まっている。 

 

      
小川和紙の手すき風景                  小川和紙 

 

また小川町総合振興計画(平成 28 年度～令和 7 年度までの 10 か年)にて、各産業につい

て次の通り推進を図っている。 

≪商業≫ 

商工会との連携により伝統産業を活用した 事業や、経営者主体の事業と商品開発や

研究を引き続き積極的に支援し、基盤整備を 加えた総合的な環境整備を促進する。 

 

≪工業≫ 

企業誘致を進めるとともに、工業用地の確 保や整備について検討を進めます。 また、

中小企業に対する取組を支援すると ともに、伝統産業の振興を図る。 

 

≪観光≫ 

観光の核づくりを推進し、安全で快適な観 光施設を維持し、豊かな自然の恵みと伝

統 産業の魅力を向上させます。 また、民間や関係機関と連携し、継続的な 来訪の促

進を目指す。 

 

（２）人口 

国勢調査によると、人口のピークは平成 7（1995）年の 37,822 人となっており、そ

の後は減少傾向で推移している。平成 22（2010）年現在は 32,913 人となっており、ピ

ーク時よりも約 5,000 人減少している。近年の合計特殊出生率（平成 20（2008）～24



３ 

 

（2012）年の平均）も 0.91 と低い状態が続いている。 

世帯数も平成 17（2005）年の 11,712 世帯をピークに減少に転じている。平成 22

（2010）年現在は 11,645 世帯となっている。1 世帯当たり人員は、平成 7（1995）年

の 3.41 人から平成 22（2010）年には 2.83 人に減少している。 

年齢別人口をみると、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）のピー

クは平成 7（1995）年の 7,120 人、25,287 人となっており、その後減少傾向にある。

ピーク時と平成 22（2010）年を比較するとそれぞれ 3,817 人、3,902 人減少している。 

一方で、老年人口（65 歳以上）は継続して増加傾向にあり、平成 22（2010）年には

「超高齢社会」に突入し、総人口の 25.0％を占める 8,221 人となっています。埼玉県の

高齢化率は 20.4％となっていることから県平均よりも高齢化が進行している。 

直近人口は令和元年 10 月 1 日現在 29,726 名 (男性 14,787 名・女性 14,939 名 ) 

 

町の人口推移 埼玉県小川町役場ＨＰより 

平成 人口 対平成 10 年比(％) 5 年毎の減少数 

10 38,278 人 ― ― 

15 36,899 人 95.7％ ▲1379人 

20 34,465 人 89.4％ ▲2434人 

25 32,788 人 85.1％ ▲1677人 

30 30,105 人 78.1％ ▲2683人 

20 年間の人口減少数 ▲8173人 
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（３）産業 

①商工業者数及び小規模事業者数 

埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金 運用の「商工業者数及び小規模事業者数（平

成 24 年経済センサス活動調査による）」によると、商工業者数は 1212、小規模事業者

数は 1024 事業者で、地域内商工業者数の 84%となる。 

 

区分 
商業 

(小売・飲食・サービス他) 
工業 建設業 その他 計 

商工業者数 732 211 156 113 1212 

小規模事業者数 619 178 131 96 1024 

 

②事業所数・従業者数の推移 

事業所数は減少傾向にあり、2014（H26）年時点は 1,318 事業所となっている。従業

者数については、増減を繰り返しながら微減傾向にあるものの、概ね 1 万人で推移して

いる。事業所数が減少する一方で、従業者数がある程度保たれている要因として、2009

（H21）年に「ホンダ小川エンジン工場」が稼働開始となったことに伴い、製造業の従

業者数が増えたことが考えられる。 
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 ②課題 

[各産業における課題] 

 ≪商業≫ 

都市計画法改正等まちづくり三法の改正に伴う立地規制が影響し、幹線道路沿いに平坦

地がある近隣市町への郊外型大型店舗の出店が加速している。また、売り場面積が数ヘ

クタールという小売店舗集積型の大規模商業施設の立地が進んでいる。 

町内に電車などの公共交通機関はあるものの、自家用車で買物に行く住民が多数の地

域である。町内を循環するバスもあるものの、自家用車で買物に行きやすい国道沿いの

大型店舗への消費流出がおこなっている状況である。 

このような中ではあるが、地域社会の核として、人が住み、遊び、働き、交流する場

を形成してきた中心市街地の役割が見直されている。 

商業活性化策として、酒蔵などの地域資源を活用した事業を実施すること等で、中心

市街地の活性化に繋がるよう事業を実施していくことが求められている。 

今後は、大型店との役割分担を明確にし、商店街の魅力向上により集客拡大を目指し

ていく。また、国道 254 号バイパス沿いの土地利用については、中心市街地の活性化と

周辺環境に配慮しつつ、町民ニーズに対応した整備と誘導を進める必要がある。 

 

【商業の推移（卸売・小売業）】 

年・月 事業所数 従業者数（人） 
年間商品販売額 

（百万円） 

平成３年７月 ５１０ ２，０２３ ４０，９３７ 

６・７ ４７４ ２，２０５ ４０，３６７ 

９・６ ４４０ ２，１５６ ３６，２６４ 

１１・７ ４３７ ２，１９６ ３４，２５３ 

１４・６ ３９１ ２，２４２ ３１，６５７ 

１６・６ ３５５ ２，０２４ ２７，６４  

１９・６ ３４９ １，８８６ ２７，３５２ 

２６・７ ２６２ １，３０９ ２５，０１８ 

資料:統計おがわ平成 28 年度版より「商業統計調査 各 1 日現在」 

 

≪工業≫ 

本町には、「ホンダ小川エンジン工場」がある。また、隣接する寄居町に稼働した「ホ

ンダ寄居完成車工場」は、世界のマザー工場として世界の四輪車生産をリードする役割

を担うなど、地域の経済活動は世界とのつながりを強めている。しかし、現状は雇用面・

受注面での影響は多くはない。 

町の土地利用構想においては、工業・流通ゾーンとして位置づけられた地域に関して、

工業用地の需要が高まった場合に迅速な対応ができるよう、自然環境に十分に配慮し、

調査と調整を行い、企業誘致を進めていくこととしている。 

一方で、和紙を代表とする伝統産業は、産業としてだけでなく、町固有の文化として

保護し、育成していくことが課題である。伝統産業ならではの質の高い製品の価値を広

く周知し、新たな需要を拡大していくことが重要である。 
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【工業の推移（従業者数４人以上）】 

年 事業所数 従業者数（人） 製造品出荷額等（万円） 

平成１６ １２５ ２，１２５ ３，３１７，０５１ 

１７ １２２ ２ ０８２ ３，２９２，０ ６ 

１８ １１６ ２，０１１ ３，３８７，０２４ 

１９ １２１ ２，２３３ ３，７６５，９２１ 

２０ １２４ ２，１１６ ３，６３４，８５６ 

２１ １０８ １，８７０ ２，５４３，１９５ 

２２ １００ １，８９５ ３，３５５，７８２ 

２４ ９０ １，９０９ ３，４５３，４５２ 

２５ ８５ ２，２４４ ５，９９６，１３５ 

２６ ８３ ２，２４９ ８，５９７，９３２ 

資料: 資料:統計おがわ平成 28年度版より「工業統計調査 各年末現在」 

 

 ≪建設業≫ 

公共工事の受注件数が減少しており、厳しい状況下にある。また、工業と同様に人手

不足が深刻な課題である。 

 

[小規模事業者の現状及び課題] 

≪商業≫ 

・商業における小規模事業者は、来店客数の減少による売上減少や低迷につながり、

厳しい経営環境が続いている。高齢化や後継者不足により、廃業となる店舗が増加し、

中心市街地の魅力が低下している。それとともに、空き店舗の増加などの課題も生ま

れている。 

 

 ≪工業≫ 

・工業における小規模事業者は、下請企業が多い地域であり、古くから付き合いのある

親企業に取引を依存しているケースが多い。販路開拓や特定の会社に依存しない受注

の確保が大きな課題となっている。営業力の強化、また、それに付随した人材確保と

その育成に取り組まなければならない。 

 

 ≪建設業≫ 

・建設業における小規模事業者は、正規の従業員を持たず、人手が必要なときは外注に

頼む代表者１人の事業所が多い。金額の低いリフォームや解体等の工事はある程度あ

るが、経営の立て直しになるような絶対的売上までは至っていない。また、公共工事

減少により民間工事にシフトしていく傾向にあるものの、積極的な販売促進までは行

っていない状況にある。 

 

これらのことから、全ての業種において、当地域商工業者全体の８４％を占める小規

模事業者の「売上の向上」「利益の確保」が、避けることのできない課題となっている。 

また、前述のとおり、高齢化の進展は小川町においても例外ではなく、事業主は、事

業承継を見据えた経営計画を考えていく必要がある。 
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県内経営者（代表者）の年齢構成について 

「埼玉県四半期経営動向調査（平成 27年 1～3月期）特別調査事項より」 

 

経営者（代表者）の年齢は、「60

歳代」（33.1%）が最も多く、次いで

「70 歳以上」（23.7%）、「50 歳代」

（23.1%）であった。製造業、非製

造業間の大きな違いはなかったが、

ともに 60 歳以上（60 歳代～70 歳以

上）が 6 割近くを占めた。 

また、前回調査（平成 19 年度第 4

四半期調査）では 70 歳以上の割合が

14.9%であったが、今回 8.8 ポイン

ト増加していることから、県内企業

の経営者の高齢化が進んでいること

がうかがえる。 

 

 

 

 

（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 

今後、人口減少や少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少により、商圏内の需要

も減少傾向となることが予想される。商圏で商売できなくなれば、個店の減少や、空き

店舗の増加など、地域の活力低下による問題が直結する。 

対応するためには、小規模事業者は経営力の強化を図るとともに、新たな需要を開拓

していかなければならない。和紙や建具などのモノづくりによる産業資源・地域の魅力

を多様な形で発信することで、新しい人の流れをつくる取組が求められている。 

それにより、地域内の大半を占める小規模事業者を元気で豊かにすることが、雇用の

創出や賑わいの創出、地域経済活性化に繋がっていくと考える。 

 

（長期的な振興のあり方に基づく目標） 

   ・小規模事業者が経営力を強化していくことにより商工業振興を図っていく。 

・商工業の持続的発展により、駅周辺の中心市街地の盛り上げや、就労の場の確

保など、地域経済活性化に貢献していく。 

・地域資源を活用し、小川町ならではの特産品を開発するなど、新たな産業を創

出する。 

 

②小川町第５次総合振興計画との連動性 

総合振興計画においては、地域経済の活性化や町民の活動が盛んな活力ある地域づく

りを進めるため、７つの基本目標が設定されている。 
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〈７つの基本目標〉 

１ 人が輝くまち〈参加と協働の推進〉 

２ 豊かな心をはぐくむまち〈教育・文化の振興〉 

３ 安全で住みよいまち〈都市基盤の充実〉 

４ 快適な環境のまち〈生活環境の整備〉 

５ 健康で安心して住めるまち〈健康・医療・福祉の充実〉 

６ 活力ある産業のまち〈産業の振興〉 

７ 自立した経営のまち〈計画の推進〉 

 

   

この基本目標の中、「６ 活力ある産業のまち〈産業の振興〉」では、就労機会の確保

を念頭においた企業誘致の推進。地場産業をはじめとした既存産業の市場における競争

力強化のための販路拡大や技術革新の支援、経営相談窓口等の充実支援を掲げている。

本項目による支援については、当会が中心となり施策を推進していくことが求められて

おり、当会の考えとも連動するものである。 

本年６月には、総合戦略を具体的に実行していくための「小川町第 5 次総合振興計画」

策定に当たり意見交換が開催された。 

 

③小川町商工会としての役割 

前述した地域の現状等から、これまでも小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。 

したがって、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をしていく

ことについて、本会が主導的な役割を担い、厳しい状況を打開していかなければいけな

い。その役割がさらに強く求められていくと考える。 

当会では、今後の５年間において、小川町振興計画に沿った形で、①の【目標】を掲

げ、小規模事業者の振興を実現していく。 

 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

本計画（5 年間）の目標として、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支援機関として、関係支援機関との連携を強化し、以下の取組

みを進めていく。 

（１）小規模事業者の計画経営への転換支援 

 経営指導員、補助員による経営革新計画策定支援件数を毎年総数 15 件とする。 

合わせて第 2 創業、事業承継など後継者問題の解決も含め「廃業による退会」の 

商工会員数の最たる減少要因に対する改善策とする 
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（２）企業への経営・技術支援の強化 

 職業能力開発（ポリテク）センターでの生産性向上訓練や、専門家派遣を活用した 

 原価管理・コストダウン・リスクマネジメント・チャネル戦略等の基盤強化支援を 

図る。また、ものづくり補助金等の申請支援、設備投資相談対応にて技術力の強化 

を図る。 

  

（３）地域資源の活用 

  「小川和紙、小川地酒、鬼瓦、小川町の在来大豆、ぶどう、ワイン、えだまめ等の 

地域資源を広く周知し観光の核とするため、観光資源である「小川町七夕まつり」、 

小川町商工祭、３酒蔵めぐり、ワイン祭りなどのイベントを継続し、町外・県外か 

らの消費客を取り込む。四季を通じ、イントラバウンドでの町内での経済消費・経 

済循環を図り続け、大宮・川越から秩父に繋がる中継地点として注目地区となるよ 

う取り組み続ける。 

   

（４）目標達成に向けた方針 

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。 

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ため、以

下の事業を実施する。 

 

[行政の対応] 

商工会が目標達成に向けた事業等を円滑に運営できるよう支援する。地域資源の分析

及び生産者・製造者・販売者との連携を図るためのマッチングなどを共同して実施する。  

また、空き店舗補助金等を活用し、小規模事業者の創業支援等も実施する。 

認定支援期間として町担当課は、行政の窓口相談に来庁された方の相談対応を行う。 

 

＜「小規模事業者の計画経営への転換支援」に向けて＞ 

・専門家と連携した小規模事業者の経営計画作成支援 

 ヒアリングを基に SWOT 分析、ABC 分析、コンセプトの具体化、中期計画、 

利益計画、ほか事業承継等を行い、事業主へ多角的視点での経営力を芽生えさせ、 

事業計画に落とし込み、実現性のある計画を策定する。その遂行を伴走支援によ 

りフォローする。 

 

＜「企業への経営・技術支援の強化」に向けて＞ 

・専門家と連携した小規模事業者の経営支援 

 業種ごとの実情に際し、課題解決のための専門化派遣を実施する。喫緊の課題に 

直結する解決策を提案する。小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金など 

の設備関連の事業支援を併せて行う。 

・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 

 日本政策金融公庫、各民間金融機関との連携により、経営改善融資、災害貸付、 

各設備投資関連融資で事業者の円滑な資金使途の実現を支援する。 
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・定期的な小規模事業者への訪問・経営状況の確認 

 経営革新承認事業所のフォローアップ、製造業の初任者～中堅者に向けた訓練実 

行後のフォローアップ、日常的な経営相談に対するご支援、商工会の支援策の提 

案等訪問巡回にて行う。 

・各専門部会（商業部会など）でのアンケート等の意見集約・分析 

 業種別、事業者別の課題を把握し、個別支援や合同訓練(セミナー)に繋げる。 

 

＜「地域資源の活用」に向けて＞ 

・地域資源を活用した特産品等開発支援 

   個者独自商品の開発や、複数者でのコラボレーション商品開発のため市場動向や 

地域特性を踏まえ、バリエーション提案・コスト管理等を支援する。 

 

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 
（１）現状と課題 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

 

[現状] 

（１）市場動向調査 

全国連が実施する「中小企業景況調査」に協力し、四半期ごとに調査を実施した（15

社）。また、県が実施する「埼玉県経済動向調査」などの結果について情報発信を行っ

たが、当会による独自の実施・分析までに至らなかった。 

 

（２）販路開拓調査 

計画においては、小規模事業者が開発した商品やサービスなどについて、販路開拓調

査を実施することとしていた。平成２７年度（平成 28 年 2 月）に独自調査を実施。そ

の後、独自調査を行うことができていない。人的・資金的な問題もあり、HP・facebook

等を活用して小規模事業者に統計情報を提供するに留まっている現状がある。 

 

[事業の評価] 

商工会会員の業種や規模は千差万別であり、必要となる情報も異なるため効果的な情

報を収集することは難しい。まずは、消費動向や事業承継など重点テーマを設定して、

国や県の統計情報からそれに基づく情報を収集・整理して提示すべきである。また、職

場内において各職員が活用した統計情報を共有できる仕組みが必要である。 
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[課題および今後の支援] 

引き続き、統計情報を提供していくとともに、今後は、国や県が作成する統計情報を

活用して、省力化を図りつつ、独自に小川町としてのデータ作成を検討する。 

また、当町内の小規模事業者の多くは経済動向などの情報に接する機会が少なく、情

報が経営に活用できていないため、広く周知していく必要がある。 

 

（２）事業内容 

地域の経済動向分析（新規） 

①国が提供するビッグデータを活用 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集

中投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済

分析システム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 

 

【分析手法】・「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 

 

地域の経済動向調査（改善・継続） 

②その他、公の資料を活用 

小規模事業者を取り巻く環境や抱えている問題、業種別景況などを把握する。国や県

等の経済動向調査結果は、内容が多岐にわたることもあり、必ずしも小規模事業者にと

って利用しやすいものでない場合もある。年１回、わかりやすい形で調査結果のポイン

トをまとめて提供する。小規模事業者の経済活動の支援に役立つ基礎データとする。 

 

【分析手段】・埼玉県の統計年鑑、埼玉県経済動向調査、経済センサス、 

中小・小規模企業白書 等      

【調査対象】・製造業、建設業、小売業、サービス業 各 25 者・計 100 者 

【調査項目】・消費動向（年間消費支出額、年間商品販売額）、地域分析、等 

【調査手法】・調査票を郵送し返信用封筒で回収および、訪問による聴き取り。 

【分析手法】・経営指導員等が外部専門家と連携し、分析を行う 

 

（３）成果の活用 

○調査結果は、表やグラフ等を用いながら、報告書として見やすくまとめ、商工会の

ホームページ、会報等で情報提供を広く行っていく。 

○商圏の設定、競合店調査、地区内の経済動向等の相談時に提供し、経営分析に繋げ

ていく。集めた情報を分析することによって、さまざまな観点から事業戦略に利

用することができるよう支援する。事業計画策定支援等に反映する。 

 

（４）目標                             

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度  

① 公表回数 ０ １ １ １ １ １  

② 公表回数 ０ １ １ １ １ １  
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３．経営状況の分析に関すること 
（１）現状と課題 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

 

[現状] 

（１）巡回やセミナーの開催による対象者の掘り起し 

巡回訪問、経営分析セミナーの開催、日頃の相談・記帳業務などを通じて、経営分析 

を行う小規模事業者の掘り起しを行い、小規模事業者の基礎データを把握した。 

 

（２）経営状況分析 

経営状況の分析を行い、持続化補助金、経営革新、マル経などに繋げた。 

 

[事業の評価] 

目標達成の結果を出しており、今後も継続していくべき項目である。経営分析は経営

計画作成、新規事業の検討、経営改善などすべての分野に共通して必要である。今後は

更に、経営分析を別分野での支援に活かすなど一層の活用が期待される。 

 

[課題および今後の支援] 

多くの小規模事業者に、自社の経営状況を分析し、内容を把握してもらうことの大切

さを感じてはいるものの、マル経の申込や各種補助金の申請といった経営相談があった

際に、経営分析の支援を行う傾向が多い。 

小規模事業者が持続的な発展を続けていく為には、各事業者が持つ強みを更に伸ばし

ていくことが重要である。事業主の感覚のみに頼ることのない小規模事業者の計画経営

への転換を支援するべく、丁寧にサポートを行い、経営分析を行う。客観的に、自社の

現状を再確認してもらうことで今後の経営計画の内容の検討・作成に繋げる。 

 

（２）事業内容 

（１）巡回や経営分析セミナーの開催による対象者の掘り起し（継続） 

巡回を強化することにより、計画経営の重要性等について啓発を行い、経営分析を希

望する小規模事業者の掘り起しを行う。 

また、分析をしたことがない・以前おこなったものの重要性を理解いただいていない

事業者にも必要性を説明し、多くの事業者に経営分析に取り組んでいただけるよう普及

啓蒙を行っていく。小規模事業者が持っている知恵、経験、工夫等、目に見えない経営

資源を聞き取り、計画経営に活用できるよう分析を行う。 

 

【開催回数】1 回 

【参加者数】30 名 

【募集方法】商工会員宛て開催通知郵送、商工会 HP、商工会 Facebook にて募集 

【カリキュラム】複数年の B/ S から見る経営状況把握、SWOT 分析、ABC 分析 等 
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（２）経営状況分析（継続） 

小規模事業者の強みを抽出する重要な要素となる「ヒト、モノ、カネ、情報」等の項

目について経営分析を行う。 

併せて決算書、財務諸表をもとにした財務分析を行う。損益分岐点売上高を算出する

など、収益性・安全性・生産性を分析し、販売している商品の構成や、提供している役

務についてともに考える。売上目標、利益目標の設定に有効活用してもらえるよう支援

する。課題に応じて、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、専門家派遣制度等を活用する。 

 

  【対象者】ａ．事業者自らが経営分析を希望した場合 

ｂ．事業者の業績悪化などにより本会が経営分析の 

必要性を判断した場合 

        ｃ．巡回等で経営分析の必要性を説明し、必要売上高の確保等を支援 

する場合 

【手段】  事業者ごとに担当経営指導員を決め、ヒアリングを通じて、現状分   

析を行う。「ローカルベンチマーク」や、中小機構の「経営自己診断 

システム」を活用し、事業者に経営状態を把握してもらう。原則とし 

て、小規模事業者自らシステムに入力いただき、結果についてともに 

考えていくことを想定しているが、コンピューターの操作に慣れてい 

ない等の際には、入力操作支援についても行うこととする。 

担当経営指導員が専門的な分析が必要と判断した場合、各種専門家の

派遣を行う。その際、担当経営指導員も同席し、分析内容を把握する。 

【分析項目】・環境分析  

→市場分析・戦略課題の抽出を行う 

・SWOT 分析 

→自社の「強み」・「弱み」と外部環境における「機会」・「脅威」を

整理し、４つの要因をクロス分析することによって、自社の戦略

を創出する 

・３C 分析  

→「市場・顧客」「競合」「自社」を分析するとことによって、自社

事業を成功させるための必要条件（Key Success Factors）を発

見し、自社の戦略に活用する等 

・財務分析（安全性、収益性、生産性、成長性）、現状の定量的な状況 等 

 

（３）成果の活用 

〇分析で、該当事業所にフィードバック(経営課題を明確にし、資金調達の必要性等

について明らかに)する。 

〇今後の方向性・戦略を定める基礎資料とする。 

〇ビズミル等を用い、事業者と共に事業計画を練りつつ経営革新計画等に示す。 
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（４）目標 

支援内容 現状 Ｒ２年  Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

① 経営分析に係る

巡回訪問件数 
120 120 120 120 120 120 

② 分析件数 60 60 60 60 60 60 

 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 
（１）現状と課題 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

[現状] 

（１）経営計画策定支援 

持続化補助金申請、経営革新承認・事業承継などに伴う、事業計画を策定する支援を

行った。適宜アドバイスを行い、専門家派遣制度を活用しながら経営力向上に向けた取

り組みを行った。事業承継に伴う計画作成も行った。持続化補助金などの申請に伴う経

営計画策定が多い傾向にある。 

 

（２）創業計画支援 

平成 29 年度、平成 30 年度に創業塾を開催した。受講者は創業に必要な知識（経営・

財務・人材育成・販路開拓）を学んだ上で、創業計画を作成した。創業希望者の掘り起

こしについて手段を検討する必要がある 

 

[事業の評価] 

目標達成の結果を出しており、今後も継続していくべき項目である。課題としても挙

げているように、今後は特定分野以外での計画作成支援も必要である。経営改善、事業

再生、事業承継など経営計画が活きる分野は多岐に渡るため、それらの計画作成支援ま

で行えることが望ましい。 

 

[課題および今後の支援] 

事業者の主観に基づいた計画になっているケースがある。持続化補助金をきっかけと

し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、長期的に見据えた計画を必ずしも策定で

きていない。 

 

（２）支援に関する考え方 

事業者が経営課題を解決するため、経済動向調査、経営状況分析の結果を踏まえ、経

営計画策定及び経営革新計画等の策定支援を行わなければならない。引き続き、事業計

画策定に係る支援先を、巡回・窓口相談を通じて開拓していく。 

前述の 60 支援先のうちおよそ 2 割の事業計画策定件数をめざし、合わせて以下表の

とおり経営革新承認、事業承継へと結びつける。 
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創業塾開催の際には、ＳＮＳを効果的に活用した広報手段を実行していく。計画を作

成することで、事業者の頭の中にあるアイデア・事業所特有の知的資産・中長期ビジョ

ンなどの「見える化」を図る。小規模事業者の戦略的な事業展開・事業の持続的発展を

支援する。 

 

（３）事業内容 

①掘り起し（継続） 

・経営分析を経た事業者を対象とし、事業計画策定や経営革新等のセミナーを開催する。

事業計画の重要性等の啓発を行い、計画策定を目指す小規模事業者を掘り起す。 

・窓口相談や巡回訪問で、小規模事業者からのアイデアを具体化したい等という相談に

対応するとともに、事業計画の重要性等について啓発を行い、計画策定を目指す小規

模事業者の掘り起こしを行う。 

・事業計画策定及び経営革新計画策定を目指す小規模事業者の他、新規創業者や若手後

継者等に事業計画の重要性等について啓発を行い、事業計画策定及び経営革新計画策

定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

・事業計画の必要性について、巡回・窓口についてチラシを配付。年２回全会員にチラ

シを送付する。 

 

②事業計画の作成支援 （継続・拡充） 

事業計画策定支援 

・事業計画策定にあたっては、経営指導員は小規模事業者とともに、アイデア出しから

計画策定まで伴走型の指導・助言を行い、目標に向けた取り組みを明確化する。 

・必要に応じて中小企業診断士等の専門家と連携し、より具体的・実践的な計画を策定

する。 

 

経営革新計画策定支援 

・経営革新計画策定にあたっては、経営指導員は小規模事業者とともに、事業主の頭の

中にあるアイデアや経験によって培われてきた知的資産（ノウハウ・人材・技術力な

ど）の洗い出しを行う。アイデア出しから計画策定まで伴走型の指導・助言を行い、

目標に向けた取り組みを明確化する。 

・必要に応じて中小企業診断士等の専門家と連携し、より具体的・実践的な計画を策定

する。 

 

事業承継計画策定支援 

・「事業を引き渡す側」、また「引き継ぐ側」それぞれの立場に立った各セミナーを開催。

特に商工会青年部は当町の未来を担う人材の集団であり、積極的な参加を促し、支援

を行う。実際の事業承継を想定して手続き、相続等の諸問題を学ぶ。 

【開催回数】2 回(引き渡す側、引き継ぐ側各 1 回) 

【参加者数】30 名(引き渡す側、引き継ぐ側各 15 名) 

【募集方法】町内新聞折込、公的機関への設置、小川町駅ラック、商工会 HP、 

商工会 Facebook 等にて募集 

【カリキュラム】円滑な事業承継を進めるための事前準備、事業承継税制 等 
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創業計画策定支援 

・町内で創業を希望する者を対象に創業塾を開催する。 

【開催回数】4 日間(毎週を予定) 

【参加者数】20 名 

【募集方法】町内新聞折込広告、公的機関への設置、小川町駅ラック、商工会 HP、 

商工会 Facebook 等にて募集 

【カリキュラム】コンセプト設定、原価管理、資金繰り、税務、労務 等 

 

（４）目標 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策定 

件数 
7 12 12 12 12 12 

経営革新策定 

件数（承認数） 
12 15 15 15 15 15 

事業承継計画 

策定件数 
3 3 5 5 5 5 

創業計画策定

支援件数 
5 6 8 8 8 8 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 
（１）現状と課題 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

[現状] 

（１）フォローアップ 

事業計画策定支援を行った事業者に対して巡回等により進捗状況の確認を行った。 

その際に、計画実行に必要な施策情報の提供などフォローアップを行った。持続化補

助金などに際して事業計画を作成することが多いため、補助事業の実行にあたってのフ

ォローアップになる傾向がある。 

 

[事業の評価] 

事業計画策定後、計画を実行していくうえでは様々な想定外の課題が顕在化する。フ

ォローアップを単独で考えるとタイミングが難しくなるが、継続的にコミュニケーショ

ンを取っていれば必要なタイミングを把握しやすい。計画実行の様子を普段のコミュニ

ケーションの中から確認しながら、定期的に課題の発掘を行うような充実したフォロー

アップ体制が臨まれる。 

 

[課題および今後の支援] 

より計画的に訪問する必要がある。事業計画策定支援を行った事業者に対し、四半期

ごとに巡回訪問し、計画が確実に実施されるよう、進捗状況の確認と課題解決に向けて

支援していかなければならない。事業計画を策定した年度以降も継続してフォローアッ

プしていくために、計画を策定した事業所情報を整理していく。 



１７ 

 

（２）事業内容 

（１）フォローアップ（継続・拡充） 

①事業計画策定及び経営革新計画策定後に、四半期ごとに巡回訪問し、進捗状況の把握

を行うとともに、必要な指導・助言を行う。 

 

②経営計画策定及び経営革新計画策定後に、国、県、市区町村、商工会連合会の行う支

援策等の広報、案内を周知し、活用できる支援策について情報提供を行う。 

 

③ 創業者については、創業日から半年後の事業状況を注視し、PR や集客、売り上げ状

況など創業計画に対しての比率を特に確認する。差異が生じているなど必要なフォ

ローを適宜支援し、計画に沿った利益、返済、雇用確保などが達成されるよう支援

する。また第 1 期目の税務申告に際して事前の確認を徹底し、極力本人による決算・

申告書作成が進むよう支援する。また、1 期目を終えることで 2 期目、3 期目に向け

た目標の改めての設定や、現状不足しがちな部分のフォローを外部専門家などの協

力を得て行い、経営者としての意識が早期に確立（芽生えて）するよう支援する。 

 

④ 事業承継が予定される事業者においては、外部専門家との連携により、資産と負債

の掘り起し、引き継ぐ借入金の状況などを明確に提示する支援をし「後継者の意識

付け」と「代表者との意思疎通」を早期より図っていく。 

 

⑤資金繰り面については、日本政策金融公庫によるマル経融資制度や小規模事業者経営

発達支援融資制度を活用し、金融面からも小規模事業者の持続的発展のための取り組

みに対して積極的に支援していく。 

 

⑤ 進捗状況が思わしくないなど、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合

や経営課題の解決が必要な場合、担当した職員が応対・支援して一層の深耕を図る。

中小企業診断士等の専門家と連携し、今後の対応方策を検討のうえ、重点的なフォ

ローアップ（頻度増）等を行う。 

 

（３）目標 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

対象事業者数 
19 27 27 27 27 27 

頻度（延数） 76 100 100 100 100 100 

売上の 

増加事業者数 
14 22 22 22 22 22 

利益率 3%以上増

加の事業者数 
14 22 22 22 22 22 

創業者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 5 6 8 8 8 8 

事業承継ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 3 3 5 5 5 5 
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※前項『経営計画策定事業者数＋経営革新計画策定事業者数』×約 4 回で設定。 

※前年度以前に作成した事業者や、四半期ごとのフォローアップでは不足と感じた事業

者については通常の巡回の中で追加のフォローアップを行っていく。 

 

６．需要動向調査に関すること 
（１）現状と課題 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

[現状] 

（１）町内での消費喚起を目的とする消費者アンケート調査 

計画においては、消費者アンケートを行い、町内での消費動向の変遷を把握すること

としていた。平成 27 年度（平成 28 年 2 月）に経済動向調査と合わせて独自に消費者ア

ンケートを実施。その後、独自調査を行うことはできていない。 

ただし、経営発達支援計画においては、特定個者に対する需要動向調査が求められて

いることから、調査内容について沿うようにシフトしていかなければならない。 

 

（２）インバウンド調査  

計画においては「武蔵の小京都」小川町で、インバウンド消費が期待出来ることから、

近隣観光地域の外国人観光客数の推移・売上推移などを調査して当町にフィードバック

することとしていたが、当会による独自の実施には至らなかった。 

 

（３）事業者向け調査  

計画においては、小規模事業者が自らの「強み」「魅力」を再度、きちんと把握した

上で、地域住民に消費喚起を促すこととしていた。それに基づき、彩の国ビジネスアリ

ーナ共同出展 4 社に対して「来場者（バイヤー等）に向けたアンケート調査サンプル」

を提供。ニーズの把握等について調査を促した。 

 

[事業の評価] 

小川町は伝統産業も多く「観光」での需要も期待できる町である。消費者を対象とす

る商売では地域顧客だけでなく観光客もターゲットにしていく必要性が高くなってい

るため、各事業者、町全体の魅力を上げていくためには消費者が求めていることを知る

ことは重要である。今後は会員事業所とも協力しながら、消費者の意識を把握していく

必要がある。 

 

[課題および今後の支援] 

本質的に求められているのは特定個者に対する需要動向調査であることから、展示商

談会のような場での調査について引き続き支援をおこなっていきたい。また、調査結果

について分析まで支援できるようにしていきたい。 

 

（２）事業内容 

①地域消費者アンケート【ＢｔｏＣ】（継続） 

支援事業者の販売商品や提供している役務の需要について調査する。現在、どのよう

な商品、役務が必要とされているかを洗い出す。 
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  【サンプル数】100 件 

【手段】  「商工祭」等の消費者と直接接することができる場において、買い物客

へのアンケートを実施して、地域の消費者が求めている商品の需要を

探る。 

【調査項目】適正価格か否か、商品の味やパッケージの是非、従来商品や類似商品と 

の比較、同カテゴリ商品で購入時に重視する点、不満に思う点、要望 等 

  【想定役務】購買頻度の高い飲食料品の洗い出しと、接客等について求める対応、 

それぞれの ABC 化 

【分析結果の活用】分析結果は事業者にフィードバックし、商品や提供する役務の需

要の把握に生かせるよう助言、支援する。商業では「商品」や「接客

等」に、製造業や建設業では「労使間や従業員同士のコミュニケーシ

ョン手法」にと、機転を利かした用途を提言する。消費者アンケート

を定期的に行い、町内での消費動向の変遷を把握する一助となる。 

 

②展示会等出展者への需要動向調査支援【ＢｔｏＢ】（継続） 

販路開拓として展示会等に出展する事業者に対して、取扱商品のニーズ調査などを盛

り込んだアンケートの作成支援を行い、展示会等での調査を促す。 

【サンプル数】20 件 

【想定役務】製造業に求められる技術力、利用シーンの提案力・発想力 

【手段】  取扱商品のニーズ調査などを盛り込んだアンケートの作成支援を行い、

出展する展示会等の場において、事業者自ら、そのアンケートを来場者

に配布してもらい情報収集を行う。その後、収集した情報を使い、本会

にて分析支援を行う。 

【調査項目】 出展者や製品に対する認知度、 

製品の品質・価格への評価、要望 等 

【調査結果の活用】データとして客観的に示すことで、買い手のニーズを適切に把握

してもらい、今後の商品開発へのフィードバックを支援する。 

 

③ 地域資源活用に係る調査【ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ】（継続） 

小川町の地場産業である地酒や和紙などの特産品及び小規模事業者が開発した商品

やサービスなどについて、販路開拓調査を実施する。B、C 共に調査項目は同一。 

【サンプル数】200 件 

【手段】   行政に協力を仰ぎ、各町内区長を通じたアンケート調査の実施、また

は民間調査会社などに調査・分析依頼するなど連携しながら、求める

ターゲットとなる年齢層(～30 歳、31～45 歳、46～60 歳、60 歳～75

歳各 50 サンプル)や性別、市場規模、商品やサービスの認知度などに

ついて把握を行う。 

【収集項目】地域資源商品として適正価格か否か、製品の品質（商品の味）やパッケ

ージの是非、類似商品との比較、同カテゴリ商品で購入時（仕入れ時）

に重視する点、不満に思う点、要望 等 

【成果の活用】地域特産品開発に活用できるよう、調査結果を報告書としてまとめ、

特産品を開発する事業者等に、随時情報提供を行っていく。また、特
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産品開発の成功事例を商工会で蓄積し、情報共有を図る。潜在的購買

力や地域内生活者の購買動向、消費者ニーズが明確になることで、小

規模事業者の新たな販路開拓への提案助言につなげる 

 

（３）目標 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

① 消費者ｱﾝｹｰﾄ 

支援事業者数 
２ ３ ５ ７ １０ １０ 

② 展示会 

支援事業者数 
１ １ １ ２ ２ ２ 

③地域資源 

支援事業者数 
０ ２ ２ ２ ４ ４ 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 

（１）現状と課題 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

[現状] 

（１）彩の国ビジネスアリーナへの出展 

「彩の国ビジネスアリーナ」に小川町商工会として平成 29 年度、平成 30 年度と小川

町商工会会員事業所共同出展を行った。 

 

（２）異業種交流会の開催 

既存取引の枠を越えた販路開拓を目的として、工業系の事業者を対象とした「異業種

交流会」を平成 29 年度、平成 30 年度に企画した。しかし、参加者等への周知が不十分

であったことから平成 30 年度は開催には至らなかった。 

 

[事業の評価] 

中小企業単独では展示会など新たな需要開拓の場に出ることは資金面・人材面などお

いて難しいため、商工会のバックアップによる共同出店は新たなチャンスとなり得る。

また、異業種交流も新たなきっかけや需要開拓に必要であるが、小さな町では需要・供

給ともに限られるため、近隣地域や他地域と連携した交流会なども必要である。 

 

[課題および今後の支援] 

今後は、事業のブラッシュアップを図り、直接的な売上に繋がる支援や事業展開を強

化していく。地域の小規模事業者を広く PR するため、展示会出展支援や SNS 等を活

用したプロモーション活動を支援することにより、小規模事業者の販路開拓支援を行っ

ていかなければならない。今後より多くの事業者にでていただくための方策を検討して

いかなければならない。 
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（２）事業内容 

①展示商談会への出展支援【ＢｔｏＢ】（継続） 

「彩の国ビジネスアリーナ」への出展支援を行う。ブースを借り上げ、事業計画を策 

定した事業者を優先的に出展させるなど、新たな需要の開拓を支援する。 

また、「彩の国ビジネスアリーナ」のみならず、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）についてアドバイスを行うなど、小規模事業 

者の広域的な販路開拓と認知度の向上を図る。 

 

      【参考】彩の国ビジネスアリーナ 

埼玉県のさいたまスーパーアリーナにおいて開催。毎年 1 月末頃に行われ

る国内最大級の展示商談会で、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。 

（平成 30 年度開催実績：出展小間数 772 小間・来場者数 17,192 人） 

 

②まちゼミの開催【ＢｔｏＣ】（継続） 

    お店の店主が講師となって、プロの専門知識やコツを無料(講座により一部材

料費要)で教えるミニ講座「小川まちゼミ」を開催する。 

平成３０年度に小川町停車場通り商店会などの協力を得て初開催した。お店

のファンの輪を広げ、地域個店の活性化（新規来店や来店頻度の向上）を目指

すことから、新たな需要の開拓に寄与する事業として実施する。 

実施にあたっては、小規模事業者がファンを作るための実施方法（受講者へ

のアプローチ方法など）についてアドバイスを行う。 

【期間】  令和 2 年 1 月下旬～令和 2 年 2 月中旬 

【参加者数】延べ人数 750 人 

【参加店数】約 30 店舗による合計 120 開講 

 

③ 事業者の情報発信への支援【ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ】（新規） 

事業者が行う取り組み（新商品・新サービスなど）について、プレスリリースや広報

媒体の作成支援を行い、マスコミやユーザーへの情報発信の強化を図る。目に留まり、

取り上げてもらえるようにポイントをアドバイスし、効果的な広報活動を支援する。 

 

（３）目標 

 B to B 

項目 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

① 展示商談会 

出展支援者数 
５ ６ ６ ８ ８ ８ 

 新規成約数 ０ ２ ２ ３ ３ ４ 

③情報発信 

支援事業者数 
０ ５ ５ ７ ７ １０ 

 新規取引 

事業者数 
０ １ １ １ １ ２ 
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 B to C 

② まちゼミ 

実施回数 
１ １ １ １ １ １ 

 
参加 

事業者数 
２０ ３０ ３０ ４０ ４０ ４０ 

 売上増加率 ０% ４% ４% ４% ４% ４% 

③情報発信 

支援事業者数 
０ ５ ５ ７ ７ １０ 

 売上増加率 ０% ６% ６% ６% ６% ６% 

 

 

 

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 
 

＜現状と課題（第１期における取組と評価等）＞ 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

[現状] 

① 「地酒で乾杯セット」の実施 

平成 28 年度より「地酒で乾杯セット」を継続実施している。観光客や新規客の取り

込むきっかけづくりとして、にぎわいの創出を図った。その他、地域資源である日本酒

を活用したイベント「酒蔵めぐり」などを行った。 

 

② 小川町七夕まつりの開催 

 第 70 回記念の小川町七夕まつりを町・観光協会と連携して実行委員会性を配し開催

した。それにあたり町とコンセンサスをとるため会議を随時実施した。 

 

③ 商工祭の開催 

商工祭を 11 月 3 日、町役場前広場にて開催した。本田技研㈱埼玉営業所小川工場の

協力などをはじめとして、商業・工業・建設業他数多の出展が集い、ＰＲを図った。 

 

[事業の評価] 

地域イベントの実施により、地域経済活性化のための取組みを行っている。特に、「地

酒」など小川町らしさのあるイベントは効果的であると思われる。今後は、イベントで

興味を持った消費者を継続的に惹き付けるための取組みも必要である。 

 

[課題および今後について] 

計画では、観光に係る多くの事業が記載されているものの、実行に至っている事業は

限られている。優先順位を定め取り組むべき新規事業を検討する。 
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（２）事業内容 

①小川町連携会議の開催（新規） 

町とは定期的な会議は開催しておらず、適宜情報共有を行ってきた。地域に密着して

事業を行う小規模事業者の振興に直結する、当地域のにぎわいの創出に向けて、関係団

体と連携して取り組んでいく。そのため、小川町役場、小川町観光協会を構成団体とし

た連絡会議を開催し、多角的な経営支援のための情報共有を行っていく。必要に応じて

その時々に、他団体も会議に招聘する。 

 

②小川町七夕まつりの実施（継続） 

小川町の伝統産業である「小川和紙」の普及を願って、昭和 24 年から始まった小川

町の一大観光事業。昭和 45 年には祇園祭とも融合し代々受け継がれており、平成 26 年

で 66 回目を迎えた。まつり会場内には町民手作りの竹飾りが約 120 本飾られ、花火大

会や居ばやし屋台、七夕おどりなど各種イベントも活発に行われている。町内はもとよ

り県内外から毎年約 20 万人の来場者があり、町の活性化や産業と文化の発展に寄与し

ている。毎年 7 月最終週の土日に 2 日間開催している。 

実施母体…小川町七夕まつり実行委員会（小川町・小川町観光協会・小川町商工会） 

役員会…1月 名誉会長、実行委員会長、副会長計 7 名で構成 

企画会議…2月 名誉会長、実行委員会長、副会長、各区長、各事業の長、商店会長等  

計 32 名で構成 

実行委員会…4月 企画会議参加者など、実行委員会名簿に記載の約 90 名 

各事業ごとの分科会…4月～ 各事業団体単位 

反省会・中間決算報告…11月 企画会議参加者、実行委員会名簿に記載の約 90 名 

 

③ 酒蔵めぐりの開催（継続） 

埼玉県は全国 4 位の日本酒出荷量を誇り、小川町には県内 35 酒造のうち 3 酒蔵があ

る。日本酒の消費量の拡大及び「日本酒に触れる機会がなかった方々にも気軽に日本酒

を飲む」という体験の場を提供し「その風味と、日本酒を通した様々なシチュエーショ

ンの楽しみ方」を覚えてもらうことを目的とする。 

今後も継続して事業を実施していく中で、来場者の増加のみならず、隣接区域の商業

活性化や出店者の認知度向上、小川町への再訪、出店者間の相互交流を図っていく。 

実施母体…小川町酒蔵めぐり実行委員会（酒蔵３社・小川町・小川町商工会） 

実行委員会…10 月～4 月実行委員会、各外注業者、ボランティア代表、商店会長 

反省会・中間決算報告…6 月実行委員会、各外注業者 
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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 
 

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 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

[現状] 

① 近隣商工会との情報交換（地域連携会議） 

②行政との情報交換  適宜実施 

 

地域連携会議においては、ほぼ毎回専門家を招聘し、経営・労務といったテーマの研

修が行った。また、毎回、会議に公庫が出席し、情報共有を行うことができた。それに

より支援ノウハウ等の情報交換を円滑に行うことができた。 

行政とは七夕まつり実行委員会などで方針を共有したほか、特定創業等支援事業など

において情報共有を適宜図った。 

 

[事業の評価] 

近隣商工会との情報交換を十分に行っており、支援に有効な情報を確保できている。

各支援機関での事例や需要なども共有できると、支援対象事業者に提供できる情報の幅

が広がってより良い支援が可能となる。 

 

[課題および今後について] 

県、近隣商工団体、支援機関等と連携し、各地域の小規模事業者の課題や支援ノウハ

ウ等に関する情報交換を行い、当地域の企業への支援体制の基盤構築に努める。会議出

席者と、それ以外の職員での共有についてより深めていけるよう検討する。 

 

 

（２）事業内容 

①地域連携会議を埼玉県比企地域の９商工会（東松山市、小川町、滑川町、ときがわ

町、川島町、吉見町、鳩山町、東秩父村、嵐山町）でおこない、支援ノウハウ、

支援の現状、商業・工業・建設などの業界の動向等について月１回、情報を共有

する。（継続） 

 

② マル経協議会を日本政策金融公庫川越支店および管内の東松山市・小川町・滑川

町・ときがわ町・吉見町・鳩山町・東秩父村・川島町・嵐山町の各商工会でおこ

ない、融資の現状や、商業・工業・建設などの業界の動向等について年２回、情

報を共有する。（継続） 

 

③ 地域内金融機関（埼玉縣信用金庫小川支店、武蔵野銀行小川支店、東和銀行小川

支店、埼玉りそな銀行小川支店）との連絡会を年１回おこない、小規模事業者の

資金繰りの現状や課題、それに対応するための支援ノウハウ等を共有する。（継続） 
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④ 埼玉県商工会連合会との情報交換を毎週第 1、第 3 月曜日に行い、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の連携をおこなう。（継続） 

 

 

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 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

[現状] 

① 県連主催の研修会への参加 

② 中小企業大学校  

③ ＯＪＴの実施        

④反省会（情報交換会）の実施 

 

各種研修会に出席し各職員が知識を深めたほか、県の補助事業である「経営支援員」

制度を活用するなどＯＪＴを実施。税務や労務について経験が浅い職員に対して、特に

支援能力の向上を図ることに努めた。 

また、支援ノウハウ等を組織内で共有する体制づくりの一環として、反省会（情報交

換会）を実施し、各職員が持つ情報の共有を図ったほか、毎朝の朝礼において適宜確認

を行った。 

 

[事業の評価] 

外部機関による研修への参加、OJT などもう少し充実して行う必要がある。特に OJT

は日々実施するものであるため、通常業務への組み込みが必要であり、日常的に実施で

きることで全体の能力向上が図れる。 

定期的な情報交換会を実施したことによる情報共有は有効である。職員の不在時にお

ける会員からの問い合わせなどにおいて、誰もが一定レベルの対応ができる体制が望ま

しい。 

 

[課題および今後について] 

職員間でのコミュニケーションを、より密にして情報を共有していくこととする。複

数の職員の意見を取り入れることで、支援先企業への提案等を更に有意義なものをなる

よう、支援力が総合的に向上するための取り組みを進めていく。 

 

（２）事業内容 
①小規模事業者の高度化や多様化するニーズに対応するため、埼玉県商工会連合会

が主催する各種研修会へ各職員が年２回以上参加する。 

特に現状では、本会職員の税務、労務、およびＩＴのスキルが弱いと考えられる

ため、全ての職員がそれらの課題に対応できるように、共通に備えておくべき知

識として、基礎知識を得ることを目標とする。（継続） 
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② 中小企業大学校の主催する研修に、経営指導員等が年間１名以上参加することで

資質の向上を図る。特に当町に必要な「商業分野支援コース」の受講を進める。

当町は駅前に商店街が２つある。商店街に有名ﾁｪｰﾝ店は無くそれぞれ個店の努力

により事業継続している。外部から来朝する方には「チェーン店が目に留まらな

い商店街は珍しく、且つノスタルジー」を感じてもらえ、魅力となっている。し

かし、発進力は弱くインバウンドにもさほど対応できていない。この支援部分を

強化し、受講した研修内容については、職員間で支援ノウハウとして共有する。

特に、経験の浅い職員は、中小企業大学校において基礎知識を学ぶとともに、経

験豊かな経営指導員の協力のもと、ＯＪＴで小規模事業者を支援することによ

り、指導・助言内容や情報の収集方法を学び、伴走型の支援能力の更なる向上を

図る。（継続） 

 

③指導内容については、データベース化することで、経営指導員の支援ノウハウを 

共有し蓄積する。具体的には、指導対応の都度、カルテを作成するとともに、月に

１回、指導員間の情報交換の場を設けることで、支援ノウハウを共有化する。（継続） 

④本事業等で支援した小規模事業者の企業概要や支援内容、また前述③の情報交換の

場で上がった内容について、全ての職員で共有するべく、毎朝行っているミーティン

グを活用して、組織内全てでのノウハウの共有を図る。 

   「定期的に職員勉強会の実施（職員が一堂に介し、実施）」 

   １：加入勧奨アプローチのロールプレイングと改良提案 

２：職員の支援事例発表による会員事業所の略歴等実態把握 

   ３：クレーム対応、退会希望者への継続加入プレゼンテーション  

   ４：商工会支援策の的確かつ応用力のあるプレゼンテーション 

５：年会費積算根拠説明と年度途中の入会による受領額の算出 等 （継続） 

 

 

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 

第１期の計画期間で実施した事業、および各事業の評価は、以下のとおりである。 

[現状] 

小川町商工会が実施した事業について中小企業診断士に説明を行い、「事業の評価お

よび見直し」について意見を求めた。その結果について報告を行った。 

 

[課題および今後について] 

本計画に記載事業の実施状況及び成果について、今後、事業内容を検証するための仕

組みづくりについて職員間での討論を重ねて構築し、効果的な PDCA サイクルを図っ

ていく。 

 

（２）事業内容 

①当地区の事情に精通している法定経営指導員が中心となり、年に 1 度、外部有識

者（過去に当会のセミナー等に協力頂き、当地区をよく知る中小企業診断士）や
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小川町にぎわい創出課に、本会より事業報告を行い、事業の実施状況・成果の評

価、見直しについて提示を受ける。（継続） 

 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果については、成果等を理事会へ報告し、次年度

の方針について議案上程し、理事会の意見等を経て承認を受け、決定する。（継続） 

 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果を小川町商工会のホームページ 

（ http://www.syokoukai.or.jp/syokokai/ogawa/ ）で 

計画期間中、公表する。それにより支援計画内容の理解、実施を促していく。 

（継続） 





２９ 

 

 

 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

① 商工会 

〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚７－９ 

小川町商工会 

   ＴＥＬ 0493－72－0280   

ＦＡＸ 0493－72－1004 

E-mail info@ogawa-saitama.or.jp 

 

  ②関係市町村 

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大塚５５ 

小川町役場 にぎわい創出課 

ＴＥＬ 0493－72－1221 

ＦＡＸ 0493－74－2920 

E-mail  ogawa111@town.saitama-ogawa.lg.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） 

 
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 ４，１００ ４，１００ ４，１００ ４，１００ ４，１００ 

 

経営支援事業費 

地域経済事業費 

支援力向上事業費 

 

２，０００ 

２，０００ 

１００ 

２，０００ 

２，０００ 

１００ 

２，０００ 

２，０００ 

１００ 

２，０００ 

２，０００ 

１００ 

２，０００ 

２，０００ 

１００ 

（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、国補助金、県補助金、市町村補助金、事業受託費 

 

 

（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。 

 

 



３１ 

 

（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 

（１）埼玉県（知事 大野 元裕） 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目 15番 1号 

（２）埼玉県商工会連合会（会長 三村喜宏） 

   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 

（３）（公財）埼玉県産業振興公社（埼玉県よろず支援拠点） 

   （理事長 織田 秀明） 

   埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５  
連携して実施する事業の内容 

・経営状況の分析に関すること 

（１）埼玉県 

（２）埼玉県商工会連合会 

（３）（公財）埼玉県産業振興公社 

 

・事業計画策定支援に関すること 

（１）埼玉県 

（２）埼玉県商工会連合会 

（３）（公財）埼玉県産業振興公社 

 

・事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）埼玉県 

（２）埼玉県商工会連合会 

（３）（公財）埼玉県産業振興公社 

 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）埼玉県 

（２）埼玉県商工会連合会 

（３）（公財）埼玉県産業振興公社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




