
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

吉見町商工会 （法人番号    4030005011325 ） 

吉見町    （地方公共団体コード   113476 ） 

実施期間 令和２年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

目標 

吉見町商工会は、町内商工業者の現状を改善し廃業を抑制する。また、 

次世代へ繋ぐための持続的発展を支援する。さらに、まちのにぎわいを

創出し地域の活性化に貢献する。そして、「魅力と活力に満ちた産業のあ

るまち」を行政と協力して作り上げる。 

『目標数値』 

①町内商工業者数 609社の現状維持 

②町内小規模事業者数 442社の現状維持 

③町内工業出荷額の現状維持 

④町内消費額の現状維持 

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 

・吉見町景況調査の実施  

・国等が提供するビッグデータの活用 

３経営状況の分析に関すること  

・巡回・窓口相談を介した掘り起こしの実施 

・各種事業計画策定に向けた経営分析セミナーの開催 

４事業計画策定支援に関すること 

・経営分析を行った事業者対象の事業計画策定セミナーの開催 

・課題解決の為、外部専門家による専門性の高い支援の実施 

５事業計画策定後の実施支援に関すること 

・多岐に亘る課題解決の為の専門家派遣 

６需要動向調査に関すること 

・道の駅いちごの里よしみで、新商品のアンケート調査の実施 

・さいしんﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱ等展示会で、新商品のアンケート調査の実施 

７新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・インバウンド展示会の出展支援 

・プレゼンテーション能力アップセミナーの開催 

・会社案内・製品チラシなどの作成 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組  

８地域経済活性化に資する取組に関すること 

・吉見町観光 PR事業推進打合せ会議の開催 

・吉見まつりコスモスまつり打ち合わせ会議への出席 

・八丁湖ヒーリングナイト打ち合わせ会議の開催 

連絡先 

吉見町商工会 

〒355-0118 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷 1210番地 

電話:0493-54-0701 FAX:0493-54-0743  yosimi@syokoukai.jp 

吉見町地域振興課 

〒355-0192 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷 411番地 

電話:0493-54-5027 FAX:0493-54-4200 info@town.yoshimi.saitama.jp  

mailto:yosimi@syokoukai.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 

埼玉県のほぼ中央に位置し、南部は川島町、西部は東松山市、 

東部は鴻巣市と北本市、北部は熊谷市に隣接する東西約 7km、南北 

約 8km、総面積 38.64 ㎢の町である。 

鉄道や国道は無く、県道が主要幹線であるが、都心から 50km圏 

にあり、東武東上線や JR高崎線、関越自動車道東松山 ICや首都圏 

中央連絡自動車道川島 ICなどへ容易にアクセスでき、利便性の高 

い地域である。 

町土の約 8割が水稲を中心とした農耕地であり、旧 4ヶ村が合併した純農村地域で、西部丘陵地一

帯は、県立比企丘陵自然公園に指定されており、「吉見百穴」や「八丁湖」周辺に散在する黒岩横穴

墓群など古墳時代を代表する史跡を始め、坂東十一番札所「吉見観音」や「県営総合運動公園」、特

産品では県内１位の作付け面積を誇る「吉見いちご」などがあり、観光・レジャー資源に恵まれた地

域でもある。 

一方で町の人口は平成 17年をピークに鈍化し、近年は減少に転じ 

ている。しかも住民の 3割が 65 歳以上（60歳以上は 4割）であり、 

高齢化の傾向は更に加速していくことが予想される。 

 そのため、第 5次吉見町総合振興計画において、就労機会確保の為 

の企業誘致と定住化促進施策に着手し、とりわけ平成 26年 3月に策 

定した吉見町子育て世代定住化促進奨励金は、若年層の定住者獲得に 

奏効しており、世帯数は増加傾向にある。                 （吉見いちご） 

 

 

◎吉見町の人口・高齢者数・世帯数・観光人口の推移 

 

  H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 

人口 20,310 19,919 19,632 19,312 19,064 

高齢者数(65歳以上) 5,407 5,637 5,827 5,973 6,119 

高齢化率 26.6% 28.3% 29.7% 30.9% 32.1% 

世帯数 7,629 7,644 7,669 7,691 7,735 

吉見百穴 入場者数 55,586 57,894 63,358 68,246 59,063 

道の駅 来場者数 1,007,709 1,059,390 1,112,535 1,138,372 1,135,869 

ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾊｲﾂよしみ 宿泊者数 20,677 20,469 19,908 17,956 18,861 

町・人口・世帯数・観光人口：各年度３月末日現在（外国人登録者含む） 

資料 福祉町民課（人口動態事件簿、住民異動月報） 

資料 地域振興課（吉見百穴・道の駅・ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾊｲﾂよしみ提供） 
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◎吉見町の商業者数・小規模事業者数の推移 

 

  H24年度 H28年度 

商工業者数(全体) 648 609 

商工業者数(商業) 382 360 

商工業者数(工業) 106 104 

商工業者数(建設業) 160   145 

商工業者数(小規模事業者数) 546 442 

商工業者数：H24、H28経済センサス（総務省統計局） 

小規模事業者数：H24 経済センサス、H28市区町村別中小企業数（中小企業庁） 

 

 

【吉見町総合振興計画等】 

 

「魅力と活力に満ちた産業のあるまち」を目指す第 5 次吉見町総合振興計画（後期基本計画）（※

前期基本計画は平成 23 年度～平成 27 年度・後期基本計画は平成 28 年度～令和 2 年度）、吉見町空

家等対策計画（平成 30 年度～令和 2年度）、吉見町町民行動実施計画（平成 30 年度～令和 3 年度）

では商工業の取り組みについて以下のような目標を掲げている。 

 

『商業分野』 

・地域に根ざす商店は、地域住民の交流の場として、まちづくりに欠かせない存在として、その活性 

化を図る。 

・農業商業観光の連携を図り、町の特産品を生かした 6次産業化を進め、商業の活性化を図る。 

・町の産業交流拠点として機能する「道の駅いちごの里よしみ」をまちのにぎわいづくりやコミュニ 

ティの拠点として活用する。 

・地域振興面では、町ゆるキャラの「よしみん」や、百穴、八丁湖、 

吉見観音等の観光拠点によるイベントを実施し、積極的な観光 PR 

を行う。 

・地域小売業による通信販売移動販売の仕組みづくりの支援、外出 

や移動が負担となる方の買い物環境整備の支援を行う。 

 

『工業建設分野』                           （吉見百穴） 

・新たな工業団地の整備を行い、広域交通網を生かした製造業や流通加工業などを中心に企業誘致を 

積極的に推進する。 

・既存企業の事業拡大や経営基盤の強化を支援するとともに、雇用の拡大・安定を促進する。 

・後継者に対する支援や企業に対する支援についても検討する。 

・安全で安心な住環境整備を推進する為に、周辺地域に悪影響を及ぼす空家等対策には、町内関係団 

体相談窓口を紹介する。 

 

②課題 

 

『商業分野』   

小売業は、家族経営の店舗が大半であり、後継者もいないため、大多数が廃業予備軍の状況にあり、 

そのため設備投資や店舗改装の動きは鈍い。また近隣の大手スーパー等への消費流出率は相変わら 

ず高く、地元商店の利用は縮小傾向にある。                                                          

特にアルコール取扱店では飲酒運転の取り締まり強化を契機に、夜間の来客は総じて低調であり、

共通の課題となっている。 
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理美容業は、顧客の高齢化による利用回数の減少やチェーン店による料金体系の崩壊で、客離れが

進んでいる。 

観光業は、近年の天候不順により来客が減少し材料ロスの増加や、少子化による児童団体の来客の

減少が著しい。 

また、地域振興においても町観光の目玉である国指定史跡「吉見百穴」や県内１位の作付け面積を

誇る「吉見いちご」があるものの、町の起爆剤的な活用に至っていないのが現状である。 

総じて、町内商業者は農村特有の地域意識が根強く、従来の商慣習から既存の顧客関係に固執し、

競合しての他エリアでの営業活動や明確なターゲット把握による経営戦略策定が得意ではなく、旧

態依然たる『待ちの経営』に終始する傾向が強い。そのため若年層顧客や町外からの来町者、新規取

引先の開拓等に対する積極的アプローチが少なく、折角の販売受注機会を失うケースが多い。 

また、業種を問わず死亡廃業が多くなっているのが近年の特徴である。 

 

※商業分野の直面する経営上の問題（第 7回吉見町企業景況調査・令和元年 9月実施） 

 小売業 卸売業 サービス業 観光業 

1位 
消費者ﾆｰｽﾞの 

変化への対応 
仕入単価の上昇 

消費者ﾆｰｽﾞの 

変化への対応 

観光資源の 

魅力低下 

2位 
大中型店の進出に

よる競争激化 
従業員の確保難 

利用料金の低下 

上昇難 
店舗の老朽化 

3位 需要の停滞 人件費の増加 
材料仕入等 

単価の上昇 
人件費の増加 

 

 

『工業分野』 

ここ 2年程度は比較的受注回復傾向が見受けられたが、昨年夏場以降受注に陰りが出始め、今年度

は悪化したとの声が多くなっている。特に設備投資はかなり縮小している模様である。 

町内商工業者数的には最も少なく会員割合的にも 17％程度にとどまっており、新規起業者はあま

り見受けられない。事業者の大半が 2次以下の下請け業者であり、従業員は 3～5人程度が主力にな

っている。 

業種の共通課題は「人手不足」で、正社員のみならず、パート社員の確保にも難渋している状況が

継続している。一方で、正社員として雇用した場合における労務費を含む人件費負担の増大が企業収

益を圧迫する懸念があるとの声が上がっている。 

 

『建設分野』 

土木工事関係業者は比較的受注の増加傾向がみられるものの、先行き見通しは概して悲観的であ

る。特に消費税率引き上げ後の需要減退を危惧する声は強い。 

また工務店（＝大工）の受注は下請けが主力で、「戸建て受注」は依然低調である。 

工業同様に「人手不足」は深刻化しており、人材確保は喫緊の課題である。 

公共工事受注を主力とする業者は町内においては比較的大手企業（20人前後）であり、民間受注 

主力の業者は小規模零細企業が多い。なお、今回調査では材料価格の上昇には一服感がある。 

 

※工業建設分野の直面する経営上の問題（第 7回吉見町企業景況調査・令和元年 9月実施） 

 工業 建設業 

1位 需要の停滞 熟練技術者の確保難 

2位 従業員の確保難 従業員の確保難 

3位 人件費の増加 官公需要の停滞 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

商業分野 

 

①10年程度の期間を見据えて 

飲食店は好不調店の 2極化が進んでおり、「オリジナルメニュー」や「コストパフォーマンス」な 

ど差別化に取り組んでいる店舗は安定基調にあるが、半数以上は既存売上の維持に四苦八苦して

い 

る状態である。 

 今後も近隣地域での大型量販店出店の脅威、ネットショッピングやフリーマ－ケットアプリなど

消 

費者ニーズの多様化が進む中で生き残るために、経営の近代化の促進と販路開拓の支援が重要で

あ 

る。 

 

②吉見町総合振興計画との連動性・整合性 

町の総合振興計画において、商業環境整備は町の賑わい創出とともに、定住者促進の重要施策とし 

て位置づけられている。また、地域に根ざす商店は地域住民の交流の場として、また、まちづくり 

に欠かせない存在として町振興の観点からも特に重点的に支援する必要がある。 

さらに、町の総合振興計画において、農業商業観光の連携を図り、町の特産品を生かした６次産業 

化を進め商業の活性化を図るとしている。観光資源の活用に関しては、今後積極的な施策立ち上げ 

の協議が必要と考える。 

 

③商工会としての役割 

現状の『待ちの営業』を脱却し、東松山市、鴻巣市等町外の大型商業施設へ流出する状況を食い止 

め、多種多様な課題を改善しながら“事業継続への道筋”を敷く支援を講じる。 

また、核となる商店街がなく買い物には車利用が不可欠な地理的要因があり、高齢者の免許返納等 

で車離れが益々進行することが予測される中で、今後生き残るために買い物弱者対策を営業戦略

に 

盛り込む事業計画策定を支援する。 

さらに、観光地域資源を活用した魅力ある特産品の開発など、地域の特色を生かした商業の活性化 

を支援する。 

 

工業分野 

 

①10年程度の期間を見据えて 

従業員の確保難では、特に若年者や 40歳前後の中間層が不足しており、現場では製造作業面、技 

術伝承面での支障を危惧する声が出ている。今後事業を継続する為には、人材の確保並びに技術の 

習得が喫緊の課題である。 

また今後は、ＩｏＴ・ＡＩ・ドローンなど新たな技術の活用や、生産性の向上に向けた技術革新が 

必要不可欠である。持続的経営のために、事業所のハイテク化と需要の開拓が重要である。 

 

②吉見町総合振興計画との連動性・整合性 

町の総合振興計画において、既存企業の事業拡大や経営基盤の強化を支援するとともに、雇用の拡 

大・安定を促進するとしている。 

町の総合振興計画において、新たな工業団地の整備と積極的な企業誘致の推進が重要施策として

位 

置づけられ、西吉見南部地区（城南産業団地）区画整理事業により、大手物流企業（外資系倉庫業 
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者 2社〈プロロジス、ＧＬＰ㈱〉・県内物流企業 1社〈㈱ベルーナ〉）を誘致し稼働を開始した。  

また、町の中央に 3社、長谷工業団地に 11社大規模な工場が立地しており、工業出荷額は比企郡 

内随一の規模を誇っている。 

 

 

 ③商工会としての役割 

身近に多くの大工場があるにもかかわらず、新規受注のターゲットとして見ている事業者は少な 

い。今後事業を継続する為に、町内事業者の保有する技術力を積極的に発信し、売り込み機会を創 

出する支援を講じる。 

 また、製造工程等の見直しや産業用ロボット等先端設備導入により生産性向上に取り組む事業者

へ 

の支援を手厚くしたい。 

 さらに、産学官連携や、医療・介護・健康関連産業や航空宇宙産業など、成長が見込まれる産業へ 

取り組む事業者を支援する。 

 

建設分野 

 

①10年程度の期間を見据えて 

請負単価自体の伸びは小さく、資格要件や書類事務が増加している分、経営への負荷がかかってい 

るのが実情で、人材・後継者不足による従業員の高齢化も危惧されている。今後は、新技術の導入 

による省力化や、求人の際に魅力となる経営体質の強化に向けた取り組みが必要となる。 

また、企業の持続的発展のため、異業種への進出が増えると予測する。 

 

②吉見町総合振興計画との連動性・整合性 

町の総合振興計画において、後継者に対する支援や起業に対する支援についても検討するとある。 

他業種に比べ世代交代のタイミングが早く、また一人親方としての起業者が多い業種である。 

さらに、町の空家等計画において、空家対策の相談窓口として建設部会が“連携団体”に登録され 

ている。 

 

③商工会としての役割 

最低賃金の引上げや社会保険料の負担増大傾向が続く中で、事業継続のために必要な労務面や財

務面での支援に力を入れて、経営体質の強化を後押しする。 

異業種進出に関しては、それぞれの事業者が持つ経営資源や知的資産を分析し、人材や技術を生か 

した商品開発や新しいサービスの事業計画策定を支援する。 

また、円滑な事業承継と用意周到な創業に向けた事業計画策定の支援策も併せて講じたい。 

さらに、空家対策は、地域の活性化と安全を守る意義深い事業として、具体的展開に向けて町と協 

議していく。 
 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

『目標』 

 

吉見町商工会は、町内商工業者の現状を改善し廃業を抑制する。また、次世代へ繋ぐための持続的 

発展を支援する。さらに、まちのにぎわいを創出し地域の活性化に貢献する。そして、「魅力と活力

に満ちた産業のあるまち」を行政と協力して作り上げる。 

 

『目標数値』 
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①町内商工業者数 609 社の現状維持 

②町内小規模事業者数 442社の現状維持 

③町内工業出荷額の現状維持 

④町内消費額の現状維持 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 

目標達成の為に、「ＰＤＣＡサイクル」別に記述すれば、次のとおりである。 

 

ＰＬＡＮ 

○事業計画策定支援機能の強化 

・経営革新、各種補助金、創業計画、事業承継計画、経営改善計画、経営力向上計画等 

○買い物弱者対策機能の強化 

宅配、移動販売、送迎サービスの検討と構築 

○企業防衛機能の強化 

・ＢＣＰの策定、火災・賠償責任・傷害等各種保険の紹介 

 

ＤＯ 

○販路開拓支援機能の強化 

・道の駅、観光拠点等各種イベントの販売機会提供 

・新商品の需要アンケート調査 

・インバウンド等展示会の出展支援 

・町内商店ガイドブックの作成（多様な顧客ニーズに応えたサービス・商品の情報提供） 

・町内建設業者ガイドブックの作成（突発的な風水害における修繕等信頼できる業者の情報） 

○労務支援機能の強化 

・外国人労働者雇用説明会、労務管理講習会、個別相談会、企業合同求人チラシの作成 

○空家対策機能の強化 

・町に対して、伐採、修繕、解体、造園、電気、給排水業者等の情報提供 

 

ＣＨＥＣＫ 

○経営分析財務改善支援機能の強化 

・財務分析相談会、個店診断、金融相談会、決算指導会  

○新陳代謝の促進機能の強化 

・事業承継、創業、省エネ機器入替、先端設備導入、５Ｓ啓蒙 

○商工会に対するチェック機能の強化 

・事業評価委員会の開催 

 

ＡＣＴＩＯＮ 

○情報収集提供機能の強化 

・キャッシュレス化、ＩＣＴ利活用、各種補助金、地域経済動向、業種別トレンド 

○地域資源活用機能の強化 

・名所旧跡と特産品いちごを有機的に結びつける観光プランの検討、6次産業化商品の研究開発、 

集客性が高い地域活性化事業の検討 

○職員の能力アップ機能の強化 

・外部講習会の活用、ＯＪＴ制度の導入、経営支援会議の実施、広域での支援ノウハウの収集 
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目標達成の為に、従来、相談内容に応じた「点（ポイント）」での指導に留まっていた指導方法を

見直し、「線（体系化）」、「面(地域連携・地域活性化)」での伴走型支援を行うことで、事前に経営者

の課題を発見し、一歩先へ進む為の提案と改善ができるよう支援体制の強化と指導能力の向上を目

指す。 

 その為に、先ず商工会自体の指導体制の進め方（方針）を、ＰＤＣＡサイクルを意識した体系的な

プログラムとして整備し、経営者の取り組みレベルに応じて必要となる各種支援を実施し、個店の経

営の「質」と「量」の両面を引き上げ、経営の持続的な発展を導く。 

また、「経営支援基幹システム」（BIZミル）を導入し、事業所のあらゆるデータを一元的に管理・

運用し、全職員が均質・等量に事業所に対する伴走型支援を行える体制を整える。 

 

具体的には、体系的な支援の中心を法定経営指導員が担うが、プラスして、経営指導員・補助員・

記帳専任職員が、専門担当する分野（労働保険・社会保険・記帳税務・各種共済・イベント出展等）

に関しては補佐・補足し、全面的に経営者を包み込む立体的（３Ｄ）な支援を行う。 

 

なお、ＰＤＣＡ（３Ｄ）サイクルを体系化した当会の指導プログラムイメージは次の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN(計画) 

・事業計画策定支援機能の強化 

・買い物弱者対策機能の強化 

・企業防衛機能の強化 

CHECK(評価) 

・経営分析財務改善支援機能の強化 

・新陳代謝の促進機能の強化 

・商工会に対するチェック機能の強化 

DO(実行) 

・販路開拓支援機能の強化 

・労務支援機能の強化 
・空き家対策機能の強化 

ACTION (改善) 

・情報収集提供機能の強化 

・地域資源活用機能の強化 

・職員の能力アップ機能の強化 

経営支援基幹システムで 

データ管理 

全職員による伴走型支援 
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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 
（１）現状と課題 

[現状] 

町内事業者 50 社を対象に「吉見町景況調査」を半期に１回実施、収集したデータは分析を加えて

事業者の「経営判断材料」として活用を図る為に、「吉見町景況レポート」として事業者に提供して

いる。 

 

[課題] 

町に限定した調査結果として地域特性の把握には役立っているが、対象 50 社の調査だけでは業況

の良い事業者の数値が全体数値を左右する傾向があり、業界としての傾向把握には難があった。 

また、局長を始めとする職員が収集・分析・レポート発行の作業をしているため、業務量の負担過

多の傾向も否めない状況がある。 

 

（２）事業内容 
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現行の「吉見町景況調査」事業に加え、ビッグデータ（例えば「RESAS」「Miena」）を活用した以下

の事業に取り組む。なお、分析やレポート発行には、専門家の活用と専用ソフトウェア（BIZミル等）

を活用する。 

 

①吉見町景況調査の実施〈年２回〉  

経営指導員の実訪によるヒヤリング方式で行い、地元企業全般の動向把握に努める目的から、幅広 

い業種に対して情報収集を行う。 

 また、吉見町の特産である「吉見いちご」での集客状況、「吉見百穴」等の観光集客状況、町内外 

消費者の交流拠点となる「道の駅いちごの里よしみ」も、町内商業の販売機会に密接に関係してい

ることから新たに対象業種として付け加える。 

  

【調査対象】管内小規模事業者〈50 社〉 

※地域小規模事業者数（442 社）の約 10% 

分野 主たる調査対象業種 調査対象数 

商業分野 卸小売業・飲食業・理美容・自動車関連 25社 

工業分野 金属部品加工業・射出成形加工業・段ﾎﾞｰﾙ製品加工業 10社 

建設分野 建築業（工務店）・公共工事を主とした土木建築業者 

民間工事を主とした土木工事業社 
10社 

農業／観光分野 観光いちご園・観光土産店・道の駅・ＪＡ直売所    5社 

 

 

 

 

 

【調査項目】 業種別動向と町内産業全体の共通動向の 2種類に分類し調査する 

分野 調査項目 

商業分野 売上額・仕入額・客単価・利益率・資金繰り状況・雇用・在庫状況 

工業分野 受注額・材料費・受注単価・利益率・資金繰り状況・雇用・設備投資 

建設分野 受注額・材料費・受注単価・利益率・資金繰り状況・雇用・設備投資 

農業／観光分野 売上額・仕入額・客単価・来場者状況・雇用・設備投資予定 

各分野共通 業況判断（対前四半期比較）、経営の課題、商工会へのニーズ 

 

【調査手法】経営指導員の実訪によるヒヤリング方式 

【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。令和元年導入予定の経営支援基 

       幹システム「BIZミル」を活用する。 

 

②国等が提供するビッグデータの活用 

当地域において経営指導員等が「RESAS」（地域経済分析ｼｽﾃﾑ）※・「Miena」（市場情報評価ﾅﾋﾞ）※

を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 

 

※「RESAS」 

【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 

 

※「Miena」 
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【分析手法】 

・「特定市区町村レポート・経済指標および県内での水準・産業社会環境」  

→何が県内平均より優れているか等を分析 

・「都道府県内全市区町村比較レポート」→県内における吉見町の経済水準を分析 

・「商圏レポート・マーケット分析編マーケット」→居住者、法人のマーケットを分析 

 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

（３）成果の活用 

○情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

○商工会員には「吉見町景況レポート」として、調査後 1ヶ月を目安に紙ベースで発行する。 

○経営指導員等が巡回時の個社支援に活用できるように、携帯端末にもデータを蓄積する。 

○業種別（商業・工業・建設）の事業対策として、セミナーや個別相談・事業研究に反映させる。 

 

（４）目標 

  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 

吉見町景況調査

公表回数 
2回 2回 2回 2回 2回 2回 

国データ公表回数 - 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

 

 

 

３．経営状況の分析に関すること  
（１）現状と課題 

 

[現状]  

日常の巡回指導及び窓口相談において対応した経営革新計画・各種補助金事業計画の策定希望者、

過去の計画策定者へのフォローアップ、またセミナー及び個別相談会の参加者から分析データを収

集している。 

 

[課題]  

セミナー及び個別相談会は、日程が限られていることから、例年参加者が少ない。自社経営状況の

分析に前向きな事業者は多くいるが、日程調整が難しく、分析及び計画策定への取り組みを先延ばし

にしているケースが散見される。また、分析データは担当した経営指導員は十分把握できているが、

商工会全職員が共有できる仕組みが構築されておらず、支援能力における職員間の差が顕著である。 

 

（２）事業内容 

①-1 「巡回・窓口相談を介した掘り起こし」の実施 

    多くの事業者へのニーズに応える為に、集団指導から個社指導に重きを置き、事業者優先 

    のタイミングでの「掘起し支援」を実施する。 

-2 「各種事業計画策定に向けた経営分析セミナー」の開催 

    【募集方法】商工会ホームページで周知、会員へはチラシを発送 

【開催回数】年 1回 

【参加者数】20 社 

※広く町内全事業者を支援する為に、周知の効果が発揮し易い事業としてセミナーを開催する。 
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②経営分析の内容 

【対象者】経営革新や各種補助金計画策定を念頭に置く上記支援先から、意欲的な 40社を選定 

【分析項目】 

財務分析 

（収益性） 

売上・総利益・経常利益・売上増減・利益率の変動を記載し、営業推移の概

要を把握する。 

※現況での売上目標を明確化するため損益分岐点の算出を行う。 

財務分析 

（安全性） 

現金・預金・債権（売掛金・未収金等）・負債（買掛・未払・借入金）の財務

推移を記載し、当座比率・流動比率・負債比率を重視した分析により決済能

力・財務体質特性（借入状況・売上債権回転日数、買入債務回転日数・適正

在庫率など）・キャッシュフロー状況を把握する。 

定性分析 

営業に関するもの：取扱商品（特性）・客層・顧客商圏・立地・店舗設備 

経営資源に関するもの：事業主経歴・後継者有無・保有技術・ノウハウ・ 

取引人脈・趣味ほか 

※上記を盛り込んだ SWOT分析、3C分析を行う。 

【分析手法】 

相談時は、経済産業省の「ローカルベンチマーク」や中小機構の「経営計画つくるくん」等のソフ

トを活用し、令和元年導入予定の経営支援基幹システム「BIZミル」に情報を集約する。分析には経

営指導員等が行う。 

 

（３）成果の活用 

○分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

○分析結果は、全商工会職員の共有データとしてストックし、経営指導員の的確な経営支援の為 

の資料として活用する。 

（４）目標   

 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 

ｾﾐﾅｰ開催回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

分析件数 40件 40件 40件 40件 40件 40件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること  
（１）現状と課題 

 

[現状] 

経営革新承認件数は、平成 30 年度実績１１件で過去累計 56 件となり町内小規模事業者数の 10％

を超える水準になってはいるものの、依然少数の意欲ある事業者に限られている。 

 持続化補助金の公募開始に合わせて開催したセミナーは参加者も多く、その後の補助金申請と経

営革新計画の承認に繋がった件数は多い。 

 

[課題]  

しかし、大多数の地域小規模事業者は、ターゲットの明確化や数値目標の設定等計画策定の重要性

を気づかない経営「待ちの商売」に固執している面が依然として多く見受けられる。一方、セミナー

参加者は、過去の経営革新承認や補助金の採択により「気づき効果」があった事業者が半数を占めて

いる。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画の未策定者は、自社の経営環境や強みを把握しておらず、また進むべき方向性が定まって
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いないケースが散見される。今後実施するセミナーでは、自社の強みや外部環境を踏まえた、計画的

な事業の推進に自ら取り組む意識の高揚を促す工夫が必要である。 

また、対象者の掘り起こしには、日々の巡回指導や窓口相談時に、地域動向調査・経営分析データ

を活用して小規模事業者に対する事業提案を積極的に行い、計画策定をテーマとする各種セミナー

に誘導する。 

さらに、計画策定の入り口を広く取り、幅広い課題解決に向けた対応をきっかけにして、多くの業

種から計画策定の必要性を理解できる事業者を掘り起こす。また、より専門性の高い支援を行うた

め、外部専門家を多く活用できる仕組みづくりを構築し、３.で経営分析を行った事業者の 50%（20

件）の事業計画策定を目指す。 

なお、事業承継を事業計画に盛り込む必要がある場合や、創業目的でセミナーに参加された場合に

おいては、必要な支援を行う。 

 

（３）事業内容 

経営革新・各種補助金等計画の作成を支援する為に、事業者に対してセミナー開催及び専門家を派

遣する。計画策定にあたり、自社現状を把握する為に、財務内容、事業所・経営者及び従業員が保有

する技術やノウハウ等の知的資産等を分析し、経営者が理解した上で、自社目標の設定と目標達成の

為のプロセスを検討する。そして、分析した情報は、クラウド型経営支援ツールを介して商工会職員

全員で共有し、事後フォローにも対応する。 

 

①-1 経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

    【募集方法】商工会ホームページで周知、会員へはチラシ発送 

【開催回数】年１回 

【カリキュラム】2日間 18：00-21：00 

1日目 『良い計画は、自社の強みを知ることから』 

・絶対ある自社の強みを徹底分析 

・経営革新計画の意義  

2日目 『計画書を書いて見よう』 

・重要なマーケティングの視点 

・事例に見る経営革新計画 

・計画書に必要な項目と記載のポイント 

【参加者数】20 社 

 

-2 課題解決の為、外部専門家による専門性の高い支援が必要な事業者の掘起しと指導 

 

②事業計画の策定 

【支援対象】①により計画策定を必要とする事業者を対象とする。 

【手段・手法】支援対象事業者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、外部専門家も交えて確実

に事業計画の策定につなげていく。 

 

※専門家派遣回数は、合計 50回を想定する。 

内訳 ・経営革新計画策定者：各社 3回×10社 

・各種補助金計画策定者：各社 2回×10社 

 

（４）目標 

 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 

事業計画 

策定件数 
22社 20社 20社 20社 20社 20社 
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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 

 

 [現状] 

例年、フォローアップ巡回は、日程を定め集中的に専門家と巡回訪問しているが、支援回数は各社

１回限りであったこと、及び過密日程により進捗確認と課題抽出までが精一杯であった。   

また、事後対応を経営指導員１名でこなしており、専門的かつ高度な知識が必要な案件には、時間

を要する場合があった。 

 

[課題] 

今後は、通年に渉る専門的な支援が行き届くように専門家の派遣回数を増やすとともに、相談テー

マに沿った専門家の選定と可能な限りで事前調査を行い、相談者に寄り添った支援を実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

成果が上がらず計画遂行を断念することを防ぐために、定期的に計画の進捗確認と検証及び評価

を行い、課題解決に向けた最善策を検討・提案し、目標達成に向けて常に高い意識を持って計画に取

組み続けられるような伴走型の支援が必要である。 

 

（３）事業内容   

全ての計画策定者に対して、経営指導員等と外部専門家がチームを組んで、進捗状況の確認と事

業遂行上の障壁となる課題を改善する。販路開拓・財務改善・人材確保・人材育成・事業承継・税務

申告・キャッシュレス推進・ICT対応・５S管理等、目標達成の為に多岐に亘る伴走支援を図る。 

また、過去の計画策定者には当初計画とは異なり、新たな取り組みに着手した方が実効性があると

判断した場合は、迅速に再度計画を策定する。さらに、間もなく計画満了する事業者に対しては、遂

行中の計画を基にステップアップした新たな計画更新へ誘導する。補助金の獲得者に対しては、単年

度の計画から更なる中長期的な経営戦力の立案を支援する。 

支援者及び支援頻度は、経営者の取り組みレベルと財務状況等に応じて区分する。具体的には事業

計画策定 20社のうち、「集中支援事業者」（注 1）の 10社は隔月１回で年６回※、「安定支援事業者」

（注 2）の 10 社は四半期１回で年 4 回※の支援とする。ただし、事業者からの申出等により、臨機

応変に対応する。 

なお、事業計画と進捗状況のズレが顕著になった場合には、その原因を可能な限り掘り下げ、課題

解決の対応策を支援頻度の変更をした上で外部専門家を交えて検討する。また、比企地域指導員の連

携会議において支援策の意見交換を行う。 

 

（注 1）「集中支援事業者」：新規計画策定者、商業系事業者、赤字決算事業者、損益分岐点比率 90% 

以上の事業者 ※頻度は、各社 6回×10社で 60回 

（注 2）「安定支援事業者」：２回目以降の計画策定者、損益分岐点比率 90%未満の事業者 

             頻度は、各社 4回×10社で 40回 

 

※専門家派遣回数は、合計 30回を想定する。 

内訳 ・「集中支援事業者」：各社 2回×10社 

・「安定支援事業者」：各社 1回×10社 

 

（４）目標 

 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 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 20社 20社 20社 20社 20社 20社 
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対象事業者数 

頻度 

(延回数) 
133回 100回 100回 100回 100回 100回 

売上増加 

事業者数 
8社 10社 10社 10社 10社 10社 

利益率増加

事業者数 
10社 10社 10社 10社 10社 10社 

 

 

６．需要動向調査に関すること 
（１）現状と課題 

 

[現状] 

平成 28年度、商業系の個店 10社をサンプリング企業として取り上げ、「道の駅いちごの里よしみ」

においてチラシを利用したアンケートにより、個店おすすめの商品やサービスの「ニーズ調査」を実

施し、消費者のニーズ把握とデータ提供を行った。 

 

[課題]  

業種の全般的なニーズの基礎データとしての活用を図ることが出来たが、個別商品に直接触れた

り体験（操作）や試食する機会がなかったので、個別商品の開発支援の域に達することは叶わなかっ

た。 

 

 

 

（２）事業内容 

 

地域資源や特産品を活用する事業計画を策定した商業系事業者を主体にして、以下の事業を行う。 

 

①「道の駅いちごの里よしみ」に展示コーナーを設けて、新商品の開発を支援する。来場者が多い  

3月、10月（計 2回）に、一般顧客に対して新商品の体験（操作）や試食及びアンケート調査を

実施し、調査結果を当該事業者にフィードバックし事業計画の完全遂行へ導く。 

 

【サンプル数】一般顧客 30人 

【調査手段・手法】 

来場者に対し、個別商品の体験・操作や試食を実施、出展事業者及び経営指導員等が聞き取りの 

上、アンケート票へ記入する。 

【分析手段・手法】 

調査結果は、バイヤー経験のある販路開拓の専門家に意見を聞き、経営指導員等が分析を行う。 

【調査項目】 

商品・製品 新規性、機能性、デザイン性、パッケージ、価格 等 

食品関係 味、食感、見た目、価格 等 

【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員が当該事業者に直接説明する形でフィードバックし、更なる改良を行

う。 

 

②埼玉縣信用金庫が主催する「さいしんビジネスフェア※」（6月開催）等の各種総合展示会にお 

 いて、来場するバイヤーに対して新商品の体験（操作）や試食及びアンケート調査を実施し、調 
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 査結果を当該事業者にフィードバックし事業計画の完全遂行へ導く。 

 

【サンプル数】バイヤー20 人 

【調査手段・手法】【分析手段・手法】【分析結果の活用】上記①参照 

【調査項目】上記①＋取引条件等 

 

※「さいしんビジネスフェア」  

１）時期  6月 

２）内容   主催：埼玉縣信用金庫  会場：さいたまスーパーアリーナ 約 15,000人 

３）出展者 自社製品・加工品の販路開拓と受注確保を目指す事業者２社 

４）ﾀｰｹﾞｯﾄ 県内企業のバイヤー担当者 

中小企業の販路拡大や、業種、地域を越えたビジネスマッチングを目的とした、展示・バイヤー 

商談会である。 

 

（３）目標 

  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調査対象 

事業者数 
- 2社 2社 2社 2社 2社 

②調査対象 

事業者数 
- 2社 2社 2社 2社 2社 

 

 

 

 

 

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 

 

[現状] 

前年度、Webを活用した販路開拓の為の SNS作成セミナー及び個別派遣を実施した。 

展示会出展は未実施である。 

 

[課題]  

セミナーは夜間開催の為、積極的に新メニューの情報を発信し、販路拡大を図るべき飲食業者の参

加は 1社のみであった。今後の SNS支援の方針はセミナーではなく、事業者の希望する日程での外部

専門家帯同により直接巡回訪問する「個社支援」とする。 

  

今後の経営発達支援計画の取り組みでは、展示会を重視したい。2019 年 9 月のラグビーワールド

カップや 2020年 7月の東京オリンピック・パラリンピックも追い風となり、今後も拡大し続ける「イ

ンバウンド市場」で、ビジネスチャンスを掴むための展示会や、既存工業事業者等の取引先の拡大と

知名度アップの為に積極的 PR 活動を支援していく目的のために、年度ごとに出展希望者の構成から

判断し相応しい各種展示会出展の仕組みを構築し、需要の開拓を支援する。 

 

「支援に対する考え方」 

展示会に出展することが目的ではなく、出展を経て、新規成約と売り上げ拡大に向けた以下の点を

意識して参加してもらうことを条件とする。 
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①行動計画の重要性を認識すること 

出展が想定される事業者は、本事業と同規模の展示イベントへの出展が未経験であるため、初め 

ての経験となることが予想される。出展準備から出展、出展中のアテンド、出展後のフォロー等、  

一連の行動計画の検討と実践が必要とされる。 

 

※一連の行動計画には、以下の内容を意識して本事業に取り組む。 

展示会及び来場者情報の収集・出展目標の設定・展示内容の検討・営業力強化・名刺作成・パン 

フレット作成・展示会商談対応後の改善策検討・名刺データベース構築・DM発送・アポイント連

絡・再商談・契約後のフォロー等。 

 

②顧客の生の声を直接聞きマーケティングを行うこと。他社商品情報を商品開発に活かすこと。 

日常業務の中では相当時間を要するマーケティングを、展示会では出展者の努力次第で対面に

よ 

りバイヤーや来場者の声を直接多く聞くことができる。また一度に多くの同業他社商品やサー

ビスの情報も収集可能で、今後の商品やサービス開発に反映させることができる。 

なお、展示会終了から 1か月後、3か月後、6か月後、1年後など段階に分けて商談の進捗・確 

認等を検証する。 

 

（２）事業内容   

◎インバウンド展示会の出展支援 

国内観光名所のショップとの取引開始や自社店舗への体験ツアー来客数の増加等、インバウン

ド 

 需要の開拓を経営革新計画に掲げる意欲的な事業者に対し、兼ねてより要望が上がっていた「イン  

 バウンドマーケットエキスポ 2020」※に出展し、商社や旅行会社バイヤーとの商談を支援する。 

 

『出展事前準備』 

・魅力的な取引先と相手に映るためのプレゼン能力アップセミナーの開催 

・自社製品の魅力を発信する会社案内や製品説明チラシなどの作成 

※「インバウンドマーケットエキスポ 2020」  

１）時期  2月 18 日(火)から 21日(金) 

２）内容   主催：(一社)日本能率協会他、会場：幕張メッセ 約 68,000 人 

３）出展者 インバウンド需要の開拓を計画に挙げている事業者４社 

４）ﾀｰｹﾞｯﾄ 商社バイヤー、旅行会社コーディネータ等 

なお、外国人観光客来店が見込める事業者には、カード決済導入支援やワークショップ実施に向 

けて、計画策定後のフォローアップを専門家派遣で個社支援する。 

 

（３）目標 

  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 

展示会出展

事業者数 
- 4社 4社 4社 4社 4社 

成約件数/社 - 2件 2件 2件 2件 2件 

 

 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組  

 

８．地域経済活性化に資する取組に関すること  
（１）現状と課題 
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[現状] 

観光人口の拡大を目的とした、各種イベントについて行政担当課と打ち合わせを密に行っている

が、イベント当日だけの一過性の賑わいしか創出できていない。イベントに飲食店が多数出店してい

るが、会議ではイベント運営全般の成功を模索するも、個々の出店者の売上の増加までは、目的意識

をもって取り組んでいなかった。 

 

[課題]  

イベント時の賑わい創出のみでなく、「一時立ち寄り」から「一日滞在の町」として、「1回だけの

来訪」から「何度も来訪したくなる町」として存在する為に、会議参加者が同じ意識をもって、既存

の観光 PR事業の精査とブラッシュアップを行い、より集客性の高い事業へ移行させる必要がある。   

また、町自体のブランド化に資する新たな取り組みや、町内個店の売上拡大を図る為のシステムを

構築する必要がある。 

 

（２）事業内容 

 

①「吉見町観光 PR事業推進打合せ会議」の開催〈年２回〉 

  商工会職員と町地域振興課による、年度イベント全体の打ち合わせ会議。 

5月と 9月に開催する。（商工会が主幹） 

 

②「吉見まつりコスモスまつり打ち合わせ会議」への出席〈年２回〉 

  町政策財政課、地域振興課、農政環境課と商工会職員による、秋イベントの打ち合わせ会議。 

  7月と 9月に開催する。 

 

③「八丁湖ヒーリングナイト打ち合わせ会議」の開催〈年２回〉  

  商工会職員、町地域振興課と観光業者による、紅葉のライトアップイベントの打ち合わせ会

議。8月と 10月に開催する。（本ｲﾍﾞﾝﾄは商工会の主催） 

 

 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 

 

[現状]  

商工業を取り巻く各種情報の交換と支援ノウハウ共有の場として、県・市町村・商工団体が集まっ

ている。 

 

[課題]  

それぞれの立ち位置があり、なかなか本音の協議が出来ていない。 

 比企地域内でも、商工会の規模・事業内容・職員数の違いにより、支援の「質」・「量」の水準に違

いがある。 

 

（２）事業内容 

①「川越比企管内商工団体連絡協議会」への出席〈年２回〉 

  県産業労働部、県川越比企地域振興センター、県川越比企地域振興センター東松山事務所、川越 

商工会議所、管内 13 商工会（坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町・※東松山市・※滑川町・ 

※嵐山町・※小川町・※川島町・※吉見町・※鳩山町・※ときがわ町・※東秩父村）が参画し、 
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小規模事業者支援状況や専門家情報及び国県施策の情報収集及び共有を行う会議。 

 

②「小規模事業者経営基盤強化事業地域連携型担当者会議」への出席〈年 11回〉 

③「小規模事業者経営基盤強化事業重点テーマ型担当者会議」への出席〈年 11回〉 

  県産業労働部、県川越比企地域振興センター東松山事務所、比企郡管内 9 商工会（上記※市町

村） 

が参画する。②③は、当町が属する「地域グループ」であることに鑑み、最重要視して月 1回定 

期的に支援ノウハウ・支援状況について情報交換を行う。 

  情報交換においては、各商工会で実施する地域経済動向調査や地域小規模事業者の経営分析結

果 

を持ち寄り、比較検討のうえ共通課題や地域差異の抽出に努め、地域グループとしての情報共有 

と課題解決に向けた連携事業の検討の場とする。 

  また地域グループ内の経営意欲のある小規模事業者を抽出し、その事業者の財務状況、強みやノ 

ウハウ、ポテンシャルを公開・共有し、小規模事業者同士の取引や連携の場をコーディネートす 

るマッチング機能を向上させ、小規模事業者の新たな需要開拓の為の情報基盤を構築する。 

 

④「さいしん吉見支店との連携会議」の開催〈年２回〉 

  地元唯一の金融機関である「埼玉縣信用金庫吉見支店」との連携を深め、年２回を目標に情報交 

換を実施して、吉見地域全般の経済情勢や資金需要に関する意見交換と情報の共有を図る。また 

共通して支援すべき小規模事業者の把握により、支援目標の同一化を図ることで連携体制を強

化 

し、支援速度の迅速化と支援メニューの充実を図る。 

さらには、地域小規模事業者の情報提供を通じて情報紙や店頭における企業 PR（パンフレット  

設置など）が可能となるよう仲介・調整機能を向上させ、地元企業の需要開拓・企業 PRの支援 

体制向上に繋げる。 

 

 

 

 

 

 

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]  

近年の職員入替により、現場事務のマンパワー不足が懸念される。経営指導員及び一般職員（補助

員・記帳専任職員）のスキルアップを早期に図り、業務の質的向上を図る必要がある。 

 

[課題]  

職員のスキルアップに関しては、簡単な事務作業は経営指導員以外でも対応できるよう昨年より

職員勉強会を開始したが、１回の実施に留まる。今後は定期的に実施を心がけ、年度６回程度実施で

きるよう努力したい。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

-1「小規模事業者経営基盤強化事業地域連携型担当者会議」への出席〈年１１回〉 

-2「２区指導員協議会研修会」への出席〈年２回〉 

事業承継・RESAS 活用・働き方改革・財務分析・経営改善計画等、参加指導員等のスキルア 
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ップの為の研修会に参加し、支援能力の向上を図る。 

-3「事業団研修（中小企業大学校東京校）」への参加〈年１回〉 

中小企業大学校の主催する研修会などに事務局長を含む職員全員が年 1回以上参加し、売上 

増強や販売戦略に関する支援能力の向上を図る。 

 

②OJT制度の導入〈月１回〉 

各種共済・労働保険・税務指導・融資対応等について、経験豊富な経営指導員等による OJTを実 

施し、小規模事業者支援に必要なノウハウの向上及び共有を図る。 

 

③職員間勉強会の開催〈年６回〉 

  全職員による「経営支援会議」を開催し、当該期間内での支援企業の開示を行い、「事業計画の

進捗状況」や「課題」、「支援方法」を多方面から検討するとともに、外部講習会等参加から得た

新たな情報（商品ニーズ・トレンドなど）の収集を行い、ノウハウ及び情報の共有を高める。全

職員の支援能力向上の為に、指導役の担当者を替えて実施する。 

 

④データベース化 

  情報の共有と、支援能力平準化のための経営支援基幹システム（Biz ミル）を導入し、商工会職

員一丸となった支援体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

[現状]  

第 1 回理事会（4月）で年度目標の発表、最終理事会（3 月）で年度遂行状況結果の報告を行って

いる。また、「吉見町商工会経営支援事業評価委員会」を年度明けに実施し、前年度事業のチェック・

評価等の助言をいただいている。 

 

[課題]  

事業の計画達成度を高める為に、年度途中での経過確認とチェック及び評価が必要である。 

 

（２）事業内容 

法定経営指導員は、以下①②において経営発達支援事業の進捗管理と評価をする際に必要な情

報 

の提供等を行う。また、自ら実施事業を鑑みて課題や改善点を提案するとともに、参加者の意見・ 

評価を取りまとめて次年度の計画に反映させる。 

 

①理事会での報告〈年３回〉 
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第 1回理事会（4月）で年度計画の概要と目標を発表、最終理事会（3月）で年度遂行状況の結 

果報告を行う。 

本計画から、年度中間理事会（10月）での事業経過報告を追加し、チェック機能の強化を図る。 

 

②吉見町商工会経営支援事業評価委員会の開催〈年２回〉 

県比企地域振興センター部長、吉見町地域振興課長、法定経営指導員、中小企業診断士・税理士 

等外部有識者、埼玉縣信用金庫吉見支店長とその他数名で構成される「吉見町商工会経営支援事 

業評価委員会」を 5月と 11月の年２回開催し、事業推進度チェック・評価・次年度事業に向け 

ての見直しに関する協議を行う。 

  

※事業の進捗状況・成果・結果をホームページ並びに吉見町商工会会報で公表し、事業取り組み 

の周知と協力を促す。 
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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２年９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） 

 

 

                          共同作成         

           報告 

           

          チェック 

                           

                           報告 

 
                          評価・見直し 

                            

 

（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： 清水 純弘／今井 有介 

連絡先： 埼玉県 吉見町商工会  電話.0493‐54‐0701 

 

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） 

  

  法定経営指導員は本事業の中核として、小規模事業者の持続的発展を支援するために、新たな

技術情報・国県の施策情報の収集やマーケティング調査手法の習得と知識の更新に努め、本事業

の実施および実施における指導助言と進捗の管理を統括する。 

また、理事会（年 3回）と経営支援事業評価委員会（年 2回）では、評価をする際に必要な情報 

の提供等を行う。さらに、自ら実施事業を鑑みて課題や改善点を提案するとともに、参加者の意

見・ 

評価を取りまとめて次年度の計画に反映させる。 

   

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①吉見町商工会 

〒355-0118 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷 1210番地 

  電話:0493-54-0701 FAX:0493-54-0743  Mail: yosimi@syokoukai.jp 

 

②吉見町地域振興課 

〒355-0192 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷 411番地 

  電話:0493-54-5027 FAX:0493-54-4200  Mail: info@town.yoshimi.saitama.jp  

吉見町 

地域振興課 

吉見町商工会 
 

事務局長 1名 

法定経営指導員 2名

補助員 1名 

記帳専任職員 1名 

パート 1名 

吉見町商工会 

理事会 
 

(全 6回の内 3回) 

経営支援 

事業評価委員会 

(2回) 

mailto:yosimi@syokoukai.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 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

 

①専門家派遣 

※4.事業計画策定支援 

※5.事業計画策定後の 

実施支援 

 

②ｾﾐﾅｰ開催 

(経営分析) 

※3.経営状況の分析 

(計画策定) 

※4.事業計画策定支援 

 

③展示会出展 

(出展料) 

(ｾﾐﾅｰ開催) 

(会社案内作成) 

※7.新たな需要開拓に 

寄与する事業 

 

④経営支援基幹ｼｽﾃﾑ 

※事業全般に必要 

 

2,400    

 

 

 

 

200 

(100) 

 

(100) 

 

 

1,900 

(1,400) 

(100) 

(400) 

 

 

 

300 

 

 

2,400    

 

 

 

 

200 

(100) 

 

(100) 

 

 

1,900 

(1,400) 

(100) 

(400) 

 

 

 

300 

 

 

2,400    

 

 

 

 

200 

(100) 

 

(100) 

 

 

1,900 

(1,400) 

(100) 

(400) 

 

 

 

300 

 

 

2,400    

 

 

 

 

200 

(100) 

 

(100) 

 

 

1,900 

(1,400) 

(100) 

(400) 

 

 

 

300 

 

 

2,400    

 

 

 

 

200 

(100) 

 

(100) 

 

 

1,900 

(1,400) 

(100) 

(400) 

 

 

 

300 

 

 

（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 

 

①③④を、伴走型小規模事業者支援推進事業費補助金を活用して実施する。  

②を、会費収入・吉見町補助金・埼玉県補助金等を活用して実施する。 

 

 

（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 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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