
経営発達支援計画の概要 

 

 

実施者名 
荒川商工会 （法人番号 7030005015199 ）  

秩父市 （地方公共団体コード 112071 ）  

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日  

目  標 

・経営状況分析から事業計画策定及び販路開拓まで一貫した支援 

【目標：5年間で 50社の販路開拓】 

・事業承継と創業支援強化による小規模事業者数・従業者数の維持 

【目標：5年間で10社の事業承継、15社の創業】 

・新商品（特産品開発）など付加価値の高い業種転換の支援 

【目標：5年間で5社の新商品開発】  

・地域資源の有効活用と交流人口の拡大による地域経済の活性化 

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  

   （１）小規模事業者の基礎資料になる経済動向調査の実施 

（２）地区内景気動向調査の実施 

  ２．経営状況の分析に関すること 

（１）経営分析セミナーの実施 （２）経営分析の実施 

３．事業計画策定支援に関すること 

（１）事業計画策定セミナーの実施 （２）事業計画策定の支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）事業計画策定後、年度毎による頻度別支援 

５．需要動向調査に関すること 

（１）顧客ニーズに対応した商品・サービス開発支援 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

（１）ターゲットを明確にした展示会等への出展支援 

（２）プレスリリースのスキルアップによる販売支援 

（３）インターネット販売サイトへの販路拡大支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

  １．「しだれ桜とそばの里」の更なる推進と企業の地域への浸透 

２．秩父市の施策との連動 

連 絡 先 

荒川商工会 

〒369-1912 埼玉県秩父市荒川上田野 1,427番地 1 TEL:0494-54-1059 

FAX:0494-53-1016 E－mail：info@sobanosato.or.jp 

秩父市荒川総合支所地域振興課 

〒369-1894 埼玉県秩父市上田野 1,734-6 TEL:0494-54-2114 

FAX:0494-54-2976 E－mail：ar-chiiki@city.chichibu.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 

 

【立地・人口・交通】 

 

秩父市は埼玉県の北西部にあり、

面積は 577.83 ㎢で、埼玉県全体の

約 15%を占めている。都心まで約 60

～80km 圏、さいたま市までは 50～

70km 圏に位置し、池袋から市内中

心部まで 80 分（西武鉄道特急）の

距離にある。平成 17 年 4 月 1 日、

旧秩父市、旧吉田町、旧大滝村、旧

荒川村が合併し、新秩父市が誕生し

た。 

荒川商工会は合併前の旧荒川村

が管轄区域となっている。面積

46.97k ㎡、人口 4,800 人余りの地

域である。市内中心部からは、約 4

～14km圏に位置している。合併後、

秩父市全域と比べ、急速に人口が減

少している。（表１参照） 

地域中央部に一級河川の荒川が

流れ、国道 140号が東西に横断して

いる。それに並行するように秩父鉄

道が延びており、地域内には浦山口

駅・武州中川駅・武州日野駅・白久

駅・三峰口駅、5つの停車駅がある。 

 

 

埼玉県 

 
 

 

荒川エリア 
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表 1 人口の推移 

 

 

年 

荒川地区 秩父市 埼玉県 

人 口

（人） 

増 減

（人） 

増減率

（％） 

人  口 

（人） 

増 減

（人） 

増減率

（％） 

人  口 

（人） 

増減率

（％） 

平成 12年 6,382 － － 73,875  － 6,938,006 － 

平成 17年 6,084 △298  △4.7 70,563 △3,312 △4.5 7,054,243 1.7 

平成 22年 5,690 △394 △6.5 66,955 △3,608 △5.1 7,194,556 2.0 

平成 27年 5,175 

5,400 

△515 

 

△9.1 

－ 

63,555 

65,741 

△3,400 

 

△5.1 

－ 

7,266,534 

－ 

1.0 

－ 

令和元年 

9月 1日 

－ 

4,894 

 

△506 

－ 

△10.4 

60,347 

62,223 

 

△3,518 

 

△5.4 

7,336,524 

－ 

1.0 

－ 
平成 12 年・17 年・22 年は国勢調査（各年 10 月 1 日）による。27 年上段は国勢調査、下段は 27 年 4

月 1日現在の住民基本台帳人口による。令和元年 9月 1 日は上段が推計人口、下段は住民基本台帳人口に

よる。増減及び増減率は、前回調査からの増減及び増減率。 

平成 12年の荒川地区は旧荒川村、平成 12年の秩父市の人口は旧秩父市、旧吉田町、旧大滝村、旧荒川

村の総計人口。 

 

【産業】 

 

この荒川地区は古来養蚕を主体に桑畑が多く存在していたが、時代とともに養蚕業

が衰退し遊休農地化されていた。そこで平成 8 年、商工会が中心となり「荒川そばの

里づくり協議会（生産者組合・手打ちそばの会・そば加工品組合・旅館民宿・旧荒川

村（現秩父市）・農協・商工会等で組織）」を発足し、地域をあげて桑畑及び遊休農地

を「そば畑」に転換し、そばの栽培を開始した。地元のそば粉を使用した「そばまつ

り」などで秩父荒川産のそばの普及を推進してきた。また、豊かな自然や神社・仏閣

等観光資源を求めて観光客が入り込むようになり、旅館民宿も整備され観光地として

発展してきた。 

平成 24年経済センサス活動調査では、地区内商工業者は 203事業所（うち小規模事

業者数 170 事業所）であり、小規模事業者が大半を占める地域である。商工業者構成

比では、飲食店・宿泊業 51、サービス業 41、小売業 37、建設業 30、製造業 27、その

他 17となっており、商業中心となっている。地区内人口同様に事業所数、小規模事業

者数及び従事者数は減少の一途をたどっている。（表 2-1及び表 2-2 参照）  

当会の会員事業者数は 129事業者となっており、63.5%の組織率である。主要な地場

産業は、旧荒川村のキャッチフレーズ「しだれ桜とそばの里」と言われるように、そ

ば関連産業である。管内にそば専門店が 11 社、「そば」ないし関連商品扱う事業所が

13社あり、「飲食店宿泊業」の事業所数に関しては、横ばいないし増加傾向にある。 
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表 2-1 民営事業所数の推移 

 
秩父市HPより 

 

 

表 2-2 民営事業所従事者数の推移 

 

 
秩父市HPより 

 

 

卸・小売業は、商店街は形成されておらず、管内に点在しているものの、当地域近

隣郊外の大型店進出等により売上低下など厳しい経営環境にあり、年々閉店する店も

多く店舗数の減少、空き店舗の増加が進んでいる。 

製造業、建設業についても、顧客の仕様に合わせた新製品開発や住宅リフォームに

特化した企業など一部成長発展している企業があるものの、工業団地がないことや関

越自動車道花園 IC から約 40 キロ（所要時間 1 時間）とアクセス面でも不利な立地の

ため、事業所数及び従事者数は減少している。 

観光業に関しては、第 1 次秩父市総合振興計画においても、当地域はそばの誘客を

年間を通じて PR、清雲寺や浦山ダム等の周遊を行う観光コースの整備構築と新たな観

光資源の創出を計画に盛り込んでいる。(一社)秩父観光協会荒川支部は、観光資源の

ブラッシュアップを進める事業の中で、清雲寺しだれ桜（ライトアップ計画）や少な
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すぎるそば畑の整備、ちちぶ花見の里においてのそば収穫・そば打ち体験事業などを

計画しており、それらとも連携し推進するなど観光客は増加傾向にあるものの当地を

訪れる観光客の多くは日帰り客であることから、地域内での経済効果が高まるには至

っていない。 

 
清雲寺しだれ桜（樹齢 600年の埼玉県天然記念物） 

 
 

 

ちちぶ花見の里（そばの花畑 1.1ｈａを目の前にし、そばを堪能できる市の施設） 
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【秩父市総合振興計画における現状及び課題の抜粋】 

 

 

平成17年4月1日、4市町村が合併

し、「新秩父市」が誕生した。合併

の際に策定した「第1次秩父市総合振

興計画」の計画期間が終了し、「第2

次秩父市総合振興計画」（平成28年

度～平成37年度）が発表された。そ

のなかでは、「環境」、「文化」、

「都市」という既存のキーワードで

構成されていた将来都市像に、今回

の改定では「豊かさ」（物質的な豊

かさも含めたすべての豊かさ）とい

う言葉が加わった。 

 

 

 

「第2次秩父市総合振興計画」 

 
秩父市HPより 

 

 

 

第 2次秩父市総合振興計画（平成 28年度から平成 37年度までの 10年間の行政の指

針）第 4編 基本計画 第 1章 産業経済分野によれば、商工業の振興に当たり、企業立

地を促す工場用地が不足しています。更に経営者の高齢化や後継者不足により事業所

数が減少しており、就労の場の確保のために新たな企業の誘致が強く望まれています。

本市の地域特性を活かした、新たな雇用を生む企業誘致を推進する必要があります。

本市の産業は、優れた企業が数多くある反面、経営基盤の脆弱な中小企業も多く存在

しています。この 9 割を占める中小企業は、市内の雇用の場として重要な役割を果た

しています。これらの企業は受注加工型から提案自立創造型への転換が求められてい

ますが、経営資金の不足や人材育成、販路の開拓について課題を有しています。また、

経営者の高齢化も進んでおり、事業承継の課題も有しています。 

観光誘客の推進では、本市のほとんどは国立公園や自然公園区域に指定されており、

風光明媚で豊かな自然環境を有する地域です。札所や祭りなど歴史・文化が感じられ、

芝桜を代表とする四季折々の草花、スポーツやアウトドアレジャーなどにより首都圏

からの観光地となっています。現在、長尾根西側で整備が進められている国道 140 号

(皆野秩父)バイパスが完成すると、関越自動車道花園インターからのアクセス向上が

見込まれます。そのため、既存の観光資源を組み合わせた観光コースの設定や新たな

観光資源の発掘、秩父ミューズパークの魅力アップが必要となります。 

札所や祭り、芝桜等で首都圏住民の観光地となっており、既存の観光資源を組み合

わせた観光コースの設定と新たな観光資源の開発が必要です。 

近年、観光客は増加傾向にあるため、消費活動を増やし、経済の活性化につなげて

いくことが課題となっています。また、本市を訪れる観光客は日帰り観光が多いこと
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が特徴ですが、資源を活用した滞在型観光を積極的に推進し、観光産業の振興による

経済効果を上げていく必要があります。 

観光産業の育成に当たっては、観光客の増加により、観光産業の需要は本市の核と

なることが予想されます。観光産業は、観光客に対し満足感・幸福感を与える産業で

あるとの認識が重要です。 

観光産業の振興による経済効果を上げるためにも、観光分野や公共交通機関などの

関係者だけの誘客に留まらず「おもてなし観光」の推進に、地域全体で観光客を迎え

られるよう啓発活動を進める必要があります。 

また、地域資源を活かせる新たな観光資源の発掘や秩父ブランドの確立などを秩父

地域で連携して推進する必要があります。 

 

 

②課題 

 

【業種別状況】 

 

商業に関しては、当地域の現状は店主の高齢化・後継者となる若者の流出や長引く 

景気の低迷による購買力の低下、そして当地域近隣郊外の大型店進出等による空き店

舗や空き地が目立つようになっている。地域の小規模小売店は商品やサービスを提供

するだけではなく、地域の交流の場としてコミュニティ機能を有している。今後は高

齢者の持続的な経営が可能となるよう経営指導等の各種支援策を講じるほか、新商品

の開発や新たなサービスの開発で各商店の魅力の向上を図ることが課題である。また

後継者の育成と地域で創業する人材の発掘とその育成に努めていくことも重要となっ

てくる。 

工業については、下請け工場として電子機器・精密機械や金属加工などの事業者が 

多い。また山林の割合が多いことから、製材業・繊維製品製造業者も点在しているが、

規模の小さい事業者が多く、販路拡大に課題を有している。家内工業的な生産体制で

あるため生産量も上がらず、販路を広げることもできないケースが多い。経営者の高

齢化が進んでおり、事業承継の課題や収益の悪化、下請け体制からの脱却が不充分な

どの課題は多い。今後は市場での優位性を持つ新技術の確立や新製品の開発の推進、

情報発信の支援も重要な課題になってくる。 

建設業では、道路などの公共工事が減少し同時に公共工事の入札に対して競争の激

化により落札価格が従来提示価格の 95％が 80～85％に低下、これに伴い粗利益率も低

下してきている。建築工事についても新設住宅着工件数の減少と大手メーカーの進出

により、地域工務店の一般注文住宅の受注は減少してきている。建設業に従事する従

業員の高齢化、若手従業員の確保数などの課題がある。 

観光業では、豊かな地域資源に恵まれた当地区では、自然を活かしたバンジージャ

ンプなどの観光・レジャー施設が整備されてきている。宿泊施設に関しては、収容人

数は少ないもののそれぞれが趣のある旅館民宿として営業しており、観光客が当地を

訪れている。しかし、当地を訪れる観光客の多くは日帰り客であることから、地域内

での経済効果が高まるには至っていない。今後は、滞在期間を長くするため、歴史資

源を活かした観光、体験型の観光、都市との交流などによって、経済効果を高めてい
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くことが課題となっている。人手不足が深刻ななか、リピーターの一泊朝食や泊食分

離など営業形態の変化への対応も課題となってくる。飲食店では、日帰り観光客が多

く、夜の営業を行なっていないなど、今後は宿泊施設と飲食店が連携して地域を盛り

上げることが必要である。 

そば関連産業の事業所が多いのが当地区の強みである。しかしながら、このように

秩父地域でいち早く取り組んだ「そばの里」づくりも、旧秩父市内や長瀞町（天下の

名勝と言われる観光地）でも「秩父そばの会」「そばの街」の名のもと、そばに取り組

み地域間競争が激化してきており、事業所数及び従業者数は一進一退をたどっており

更なるてこ入れが必要である。 

秩父産のそば粉は、おおむね荒川産であり、当地域振興事業として、地元荒川産の

そばをブランド化し、地産地消による６次産業化を進めることも課題である。従来、

価格面や生産量、流通システムの関係で荒川産のそば粉を地元のそば屋や旅館民宿全

体に提供することが難しかった。このたび、商工会が仲介を行い、そば生産者組合と

そば提供業者との売買が直接行われるシステムを構築し、荒川そばブランドを全面的

に押し進める中で、旧秩父市内及び長瀞地域のそばとの明確な差別化を図ることも必

要である。 

また、各個店が事業計画に基づいてそれぞれ特色のあるそばメニューを開発し、商

工会が伴走型支援を通じて、個別企業の支援を図るとともに荒川産そばの普及拡大を

図る。個店の特色あるメニューの開発事業を推進する。また、地域内名所を回る観光

バスツアーと連動し、魅力ある荒川産そばの体験型観光の提案も行う支援も必要であ

る。 

秩父市では、平成 12 年以降人口減に拍車がかかっており、特に生産年齢人口の減少

が際立っている。(表 3参照) 令和元年９月現在、秩父市の人口は 62,223人である。

そのうち、荒川地区は 4,894人であり、秩父市全体の約 7.9%の人口割合になっている。

平成 22 年においては、秩父市の人口は 66,955 人、荒川地区は 5,690 人、秩父市全体

の約 8.5%の人口割合であった。(表 1参照) そして、令和 12年（平成 42年）の秩父

市の人口は 52,111人になると予想されており、荒川地区においても人口減少は深刻な

問題であり、地区内人口減と生産年齢人口の減少による労働力不足について早急な対

策が必要である。  
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表 3 秩父市人口の推移と将来予測 

 
秩父市総合戦略HPより抜粋 

 

 

(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 

 

  小規模事業者は、人口減少、高齢化、後継者不足や近隣の大型量販店との競争激化

といった構造変革などに直面し、売上や利益の減少、経営者の高齢化、後継者問題、

雇用の減少などの課題を抱えている。秩父市では国を上回るペースで人口減少が進ん

でいる状況に歯止めをかけるべく、子育ての充実、教育の充実など子育て世代への支

援を行うなど少子化人口減少への対策を図っている。 

当会は管内の現状と課題および秩父市総合振興計画を踏まえ小規模事業者に対する

長期的な振興のあり方について、以下のとおり考える。  

 

・地域内小規模事業者の実態やニーズを把握し、小規模事業者が今後の経営持続のた

めに何が必要なのか、何を求めているのかを分析し、小規模事業者の経営改善計画

や経営革新計画の策定、事業承継支援、補助金申請などを通じて支援に活用する。  

   

・消費動向調査を実施して、消費者のニーズや新たな需要を調査分析し、小規模事業 

者にとって課題とされている販路開拓支援を強化し、消費者や企業間取引に対応で

きる企業支援を実施する。 

 

・地域内小規模事業者の経営者の高齢化や後継者不足が目立ってきていることから事

業者の事業承継を総合的に支援することで、事業所数の減少に歯止めをかけるとと

もに空き店舗、空き工場所有者と新規創業や新たな事業展開を考えている方とのマ

ッチングなどを実施することで地域の雇用機会の維持を図り、従業者数の減少に歯
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止めをかける。 

 

・地域資源に恵まれた秩父市の観光産業を強力に後押し、創出・活用・PR・ブランド

化・受入体制を行政や関係機関と構築し、持続可能で活力に満ちた賑わいと魅力あ

るまちを目指す支援を行う。 

 

②秩父市総合振興計画との連動性・整合性 

 

秩父市では、平成28年から平成37年度までの第2次秩父市総合振興計画を策定し、基

本方針に 基づき産業経済分野として以下の施策が示されている。  

 

・就労対策の推進  (1)労働環境の充実 (2)雇用の促進 (3)起業の支援  

・商工業の振興   (1)企業立地の推進 (2)商工業事業者の支援  

(3)中心市街地の活性化  

・観光産業の振興  (1)観光誘客の推進 (2)観光産業の育成  

・農林水産業の振興 (1)農業水産業の育成支援 

(2)森林・林業・木材産業の育成と森林保全  

※ 下線部は当会と連動する支援事業 

 

秩父市の就労対策においては安定した労働力と雇用の確保がうたわれており、当

会でも事業所数及び従事者数の減少に歯止めをかけること、それを1つの目的に事業

者支援を行う。経営基盤の脆弱な中小企業も多く、そしてそれら企業が秩父市の重

要な雇用の場となっていることも踏まえ、各種助成金制度や融資制度の紹介等も含

め、計画的な経営できるよう支援を行う。空き店舗、空き工場所有者と新規創業や

新たな事業展開を考えている方とのマッチングなどを実施することで地域の雇用の

促進や企業立地の推進を図る。 

地域資源を活用し人が訪れたくなる賑わいの創出においては、観光産業が重点施

策になっている。当会でも地域ブランド「荒川そば」をPRし、新たな特産品を開発

することによって、地域の賑わいの創出に関係する事業者へ販路拡大支援すること

が出来る。 

 

③商工会としての役割 

 

荒川商工会が支援の対象としている小規模事業者の多くは、販路開拓を苦手にして

おり、経営資源が不足しているのが現状である。支援機関としては、事業者の十分な

販路開拓をサポートするために、今後の商工会業務をより実効性の高いものにする必

要があり、その支援体制づくりが急務になっている。 

また、人口減少や後継者不足、消費動向の変化等により、以前のような地域内の賑

わいが消えつつあり、個社の経営計画を根本から見直す必要もある。上記「 表 1 人

口の推移」の通り、旧秩父市内よりも荒川地区の人口減少は加速しており、早急に支

援機関としても対策を講じなくてはならない。企業の持続的発展に資するためにも後

継者の育成はもちろんのこと、円滑な事業承継支援に力を入れ、事業者の廃業にも歯
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止めをかけなくてはならない。それには空き店舗や空き工場を起業希望者とのマッチ

ングも重点事業として実施していく。 

観光分野においても、現在地元の観光資源を十分に活用できているとは言えず、現

存する観光資源の有効活用により、外からの在日、訪日外国人などを含めた観光客入

り込み数の増加対策を構築する必要がある。従来の観光だけではなく、着地型観光（遊

んで・食べて・体験して・宿泊する）を推進するためにも、管内異業種同士を効率的

に連携させるのも商工会の役割だと考える。また今年、管内秩父鉄道三峰口駅付近に

「秩父ジオグラビィパーク」というアウトドア施設が開業した。都内から 1 番近いバ

ンジージャンプの出来る場所として、周遊を行う観光コースの整備等により、今後新

たな需要の発生、産業への波及効果が期待される。 

商工会においては、近年会員組織率が伸び悩んでおり商工会への満足度を上げてい

くのもこれからの課題である。事業所が経営課題解決に取り組もうと思った時に、最

初に商工会への相談すること、それを地域に浸透させていく。職員数は、4 名（事務

局長・経営指導員・補助員・記帳専任職員それぞれ 1 名ずつ）の小規模な商工会であ

るが、役職員一丸となって取り組む。地域の強み、課題を踏まえて、地域の総合的経

済団体として、小規模事業者の良きパートナーとなれるよう、関係支援機関と連携し、

伴走型支援を通じて小規模事業者の持続的発展に寄与する。 

当会においても、秩父市の総合振興計画に沿う形で地域産業の発展を目指す。  

 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

 

荒川商工会管内の人口減少や後継者問題による事業所数の減少に歯止めをかけ(目

標としては、10年後にも現在の管内小規模事業者数170社を維持する)、小規模事業者

の持続的発展に寄与し、関係機関との連携を強化することにより、地域の発展に繋げ

るため、以下の項目を目標に掲げ推進する。 

 

1.経営状況分析から事業計画策定及び販路開拓まで一貫した支援 

 

地区内事業者のほとんどは小規模事業者である。地域経済の極めて重要な担い手

である小規模事業者に対して経営分析から事業計画策定を支援して、小規模事業者

持続化補助金の活用を含め、販路開拓までの一貫した伴走型の支援により、競争力

の強い事業者を育成する。 

 

2. 事業承継と創業支援強化による小規模事業者数・従業者数の維持 

    

地域の小規模事業者の経営者の高齢化が目立ってきていることから持続的発展に

向けた支援や事業者の事業承継を総合的に支援することで、事業所数の減少に歯止

めをかけるとともに空き店舗、空き工場対策（新規創業を含む）などを実施するこ

とで、地域の雇用機会の維持を図り、従業者数の減少に歯止めをかける。 

 

3. 新商品（特産品開発）など付加価値の高い業種転換の支援 
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地域内の資源を再調査し関係機関と連携を図り、特産品や新商品の開発を支援す

ることで付加価値の高い事業転換等を推し進める。また６次産業化、農商工連携も

視野に入れた個社支援を行う。 

 

4．地域資源の有効活用と交流人口の拡大による地域経済の活性化 

    

観光の振興は幅広い産業へ経済効果をもたらし雇用の創出にもつながる。地域経

済の活性化は事業者だけでは限りがある。関係機関と連携し、交流人口の拡大を図

る。地域資源やイベントを組み合わせ、回遊性を高めることで地域の賑わいの創出

を図る。 

 

 

(4)目標達成に向けた方針 

 

1.経営状況分析から事業計画策定及び販路開拓まで一貫した支援 

 

経営分析ののち、埼玉県及び支援機関（中小企業診断士・各種専門家含む）との

連携による既存小規模事業者に対して経営分析・事業計画策定から経営革新計画取

得、各種補助金申請策定支援を実施する。また、顧客層に向けた需要調査に基づく

販路拡大に至るための一貫した支援やビジネスマッチング等による販路拡大支援を

行い、5年間で50社の販路開拓を目標とする。 

 

2. 事業承継と創業支援強化による小規模事業者数・従業者数の維持 

 

廃業を少なく事業承継を円滑に行えるよう埼玉県事業引継ぎ支援センターと連携

し、第三者への事業承継も含めて支援する。地域の特性上、事業所兼自宅の事業者

は親族以外の第三者への承継は難しく、親族内で後継者を選定できるような体制作

りを支援する。また、空き店舗や空き工場のマッチングをインターネットで行う「遊

休資産のマッチング事業」（荒川商工会・西秩父商工会・長瀞町商工会・皆野町商

工会の地域連携事業）、秩父地区の創業を支援する「ちちぶ創業塾」（上記 4 商工

会及び秩父商工会議所の地域連携事業）など活用して支援を行う。 

5年間で 10社の事業承継、15 社の創業を目指す。 

 

3. 新商品（特産品開発）など付加価値の高い業種転換の支援 

 

 (一社)秩父観光協会荒川支部と連携し、新たな観光資源を発掘し、観光客等の受

入体制を整備と特産品の開発・ブランド化、見学ルートの確立を図り、訪日外国人

を含めた観光客の増加を図る。埼玉県秩父農林振興センターからの助言を受け、地

域の気候等に適した新たな農産物やその加工品の開発を推進する。目標として、5

年間で 5 社の新商品開発を支援する。また各種展示会に参加し、受注拡大・販路開

拓等の場を提供し、事業者の売上拡大を支援する。同時にプレゼン力・取引商談力
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などのスキルアップを行い、プレスリリースの作成技術取得を通じて、小規模事業

者の販路開拓を支援する。 

 

4．地域資源の有効活用と交流人口の拡大による地域経済の活性化 

 

埼玉県秩父地域振興センターと連携し、秩父地域への「移住定住促進プロジェク

ト」に参画し、地域内交流人口の拡大に寄与していく。企業の魅力向上へ資するた

め、人材確保に関する意識改革や採用戦略、離職防止策の提案などを通じて、小規

模事業者を支援していく。観光振興は幅広い分野に経済波及をもたらす。交流人口

を増加させるため、自然・農産物・地場産など地域資源を活用し、観光振興推進を

図る。また、体験型施設と連携し、観光客の滞在時間を延ばすことにより様々な業

種に売上拡大の契機を作り出す。 
 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 
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 (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] 

 

平成 27年度に 1 回実施した。その後は経営指導員の巡回訪問や窓口相談時の聞き取り調査が中

心である。「埼玉県経済動向調査」や「彩の国経済の動き」など発表している調査結果をそのまま

提供するにとどまり、小規模事業者の経営に活かせるかたちでの提供は行っていなかった。 

 

[課題] 

 

市町村合併以降の経済産業省や埼玉県が発行する調査報告書は、秩父市全体の数値であり、部分

的な地域・旧荒川村の動向が把握できない。外部専門家と連携し、該当する管内および地域の特性

を抽出し、事業者支援に有効的な経済動向調査を公表できるかが課題である。収集した情報は商工

会役職員、市担当職員と共有し、小規模事業者支援の展開に活用する。 

 

(2)事業内容 

 

① 国のビックデータを活用する。地域内の経済動向を毎年度、調査・分析することにより、当

面の問題点等を迅速に把握し、小規模事業者の今後の見通しや対応策など策定のための基礎

資料とする。手法としては、経営指導員等が「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 ⇒ 地区の稼ぐ力を分析 

       企業活動マップ ⇒ 企業活動の現状を把握分析 

       観光マップ ⇒ 観光産業の動向を分析 

 

② 地域内小規模事業者の景気動向や実態、課題等を把握するため、全国商工会連合会が行う「小

規模企業景気動向調査」や埼玉県の行う「埼玉県四半期経営動向調査」や「彩の国経済の動

き」等のデータを参考にし、管内小規模事業者の景気動向等について、年 4回調査・分析を

行う。 

【調査対象】 管内小規模事業者 25社 

（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業から 5社ずつ） 

【調査項目】 売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用状況等 

【調査項目】 調査票を郵送し、返信用封筒で回収 

【分析手法】 経営指導員等が外部専門家と連携し分析 

 

(3)成果の活用 

 

情報収集・調査、分析した結果は、小規模事業者へフィードバックするとともに、経営指導員

等がタブレットにデータを取り込み巡回指導や窓口相談を行う際の参考資料とする。管内事業者

には当会ホームページで掲載する。また会員には荒川商工会ニュースレター（全会員への定期的

配布物）で周知する。 
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 (4)目標 

 

 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①公表回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

②公表回数 1回 4回 4回 4回 4回 4回 

 

 

3．経営状況の分析に関すること  

(1)現状と課題 

[現状] 

 

小規模事業者の経営分析に関しては、マル経資金など金融相談申込時や小規模事業者持続化補助

金申請書、経営革新計画などの作成支援にて、経営分析を行うことが多く、また事業者の多くは経

営分析を行っておらず、その必要性について理解度が低いと思われる。 

 

[課題]  

 

今後は経営指導員等の巡回指導やセミナー開催時に経営分析の必要性を説明し、継続的に指導を

行うことが課題である。また当然経営分析が出来ない事業者もいるので、経営指導員等が事業者に

常に寄り添い、円滑に経営分析及び事業計画策定まで導くことが支援の課題である。 

 

(2)事業内容    

 

① 小規模事業者の持続的発展に向け、経営分析を行う事業者の発掘のため、経営指導員の巡回、

窓口相談やセミナーの開催を行う。 

 

・経営分析セミナーの開催 

【募集方法】 巡回や窓口での参加勧奨及び会員には荒川商工会ニュースレターで周知

するとともに、地域小規模事業者には新聞折り込みチラシ及び当会ホー

ムページで周知し募集する。 

【開催回数】 年 1回 

【参加者数】 15社（参加者一人一人理解度確認しながら進める） 

 

・経営分析の内容 

【対象者 】 セミナー参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性が高い事業者 10 社

を選定する。この 10社については経営分析・事業計画策定から販路開拓

まで一貫して支援を行う。 

【分析項目】 定量的財務分析 ⇒ 売上高、粗利率、経常利益、損益分岐点など 

定性的 SWOT分析 ⇒ 強み、弱み、脅威、機会など 

【分析手法】 経営指導員等が経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の「経

営計画つくるくん」等のソフトを活用し分析を行う。 

 

(3)成果の活用   

 

    「ローカルベンチマーク」「経営計画つくるくん」等のソフトを活用した分析結果は、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。地域の経済動向調査や需要動向調査で
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得られた外部環境調査分析と自社の分析結果を照らし合わせ、「事業の方向性」を明確にして事

業計画策定へ活用する。分析結果は、データベース化することで、経営指導員等のスキルアップ

に活用する。 

分析により早急に必要な経営課題が発見され経営指導員等のスキルで解決できないと判断し

た場合専門知識を有する（公財）埼玉県産業振興公社、(一社)埼玉県中小企業診断協会、埼玉県

商工会連合会、埼玉県秩父地域振興センターなどのエキスパートバンク事業やミラサポの制度を

活用し、中小企業診断士や税理士などの外部専門家により、問題の解決を図っていく。 

 

(4)目標  

  

 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

① 分析件数 5 件 10件 10件 10件 10件 10件 

② 開催回数 0 回 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

4.事業計画策定支援に関すること 

(1)現状と課題 

[現状] 

 

小規模事業者持続化補助金や創業補助金、経営革新計画承認申請にあたり、創業も含めた個社

への事業計画策定支援を行っている。作成者数は年々増加傾向にあり、計画策定後の成果も良好

である。 

 

 [課題] 

 

小規模事業者持続化補助金や創業補助金、経営革新計画承認申請時に事業計画の必要性・重要

性を説明しているが申請までの支援に留まり、事業計画策定の意義や重要性の理解が十二分に浸

透していない事業者も多くいるため、いかに事業者のやる気を啓発するとともに事業計画を策定

する事業者を積極的に発掘し「事業の方向性」に即した事業計画策定支援を行うことが課題であ

る。 

 

(2)支援に対する考え方 

 

事業計画を策定する意義や重要性を理解してもらうために、「事業計画策定セミナー」を開催す

る。「事業の方向性」など実現性の高い事業計画策定のため、埼玉県商工会連合会や金融機関、よ

ろず支援拠点などの専門家と連携して行う。上記経営分析を行ったすべての事業者を 1 年間のう

ちに事業計画策定を目指す。 

併せて小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金など事業者に実益のある補助金申請制度

から事業者を掘り起こし、事業計画策定の重要性を説明し事業計画策定を目指す。 

 

(3)事業内容 

 

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」開催する。当会の目標であ

る経営状況分析から事業計画策定及び販路開拓まで一貫した支援を行い、経営分析実施事業

者すべてを対象とする。 

、     【募集方法】    経営分析を行った事業者に対し、絶えず事業者のモチベーションを刺激

し相談を受ける中から事業計画策定を目指す勧奨を経営指導員等が行
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う。 

【開催回数】    年 1回（2回シリーズ） 

【カリキュラム】 第 1日目 

       事業計画作成の概要・ポイント① 

「売れて儲かる仕組みを考える」として、自社のビジネスモデルについ

て考える。環境分析を行う。 

第 2日目 

事業計画作成のポイント② 

「事業をもっと具体化・数値化について考える」として、経営課題の明

確化、経営戦略の策定、行動スケジュールや数値計画について行う。 

【参加者数】     10人 

 

② 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事業計    

画策定の目的や効果を説明し支援を行う。小規模事業者持続化補助金申請や経営革新計画策

定などを契機とし、実現可能性の高い計画を持つ事業者またはやる気のある事業者を選定

し、事業計画策定へと支援を導く。 

【支援対象】    経営分析を行った事業者（事業計画策定セミナー受講者） 

【手  法】    各種補助金申請やセミナー参加を契機に事業計画策定を目指す事業者に

対し、経済動向調査と需要動向調査を踏まえて、経営指導員等が事業計

画策定を支援する。また(一社)埼玉県中小企業診断協会と連携し、業種

ごとに最適な専門家を派遣することによる事業者支援の一層強化を図

る。 

 

(4)目標 

 

 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 
5 件 10件 10件 10件 10件 10件 

 

 

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] 

 

事業計画の策定後、事業者から相談があった場合に対応するというのが現状である。計画的な

フォローアップや具体的な対策支援を行っていない。 

 

[課題]  

 

計画を立案した後に、新たに生じた経営課題に対応すべく定期的に巡回訪問等で確認を行い、

フォローアップ支援で事業計画の修正等を行っていくことが今後の課題である。 

 

(2)事業内容 

 

策定した計画に沿って事業が進捗しているかどうかを定期的に巡回訪問等で確認し、状況に応

じて必要な支援を適切に、伴走型で行う。 

 

【対象事業者・期間及び頻度】 
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①当該年度に事業計画策定した 10社 

(事業計画策定を 9月末とする)   ⇒  ・10月～翌年 3月及び翌年度 4月～9月まで 

3ヵ月に 1回フォローアップ支援 

 ②前年度に事業計画策定した 10社 

(事業計画策定を 9月末とする)   ⇒ ・4月～9月まで 3ヵ月に 1回、 

10月～3月は半年に 1回フォローアップ支援 

 

③前々年度以前概ね 5 年間(事業計 

画期間)に事業計画策定した企業の 

うち計画の遅れや修正を余儀されて 

いる 2社(従来の実績値を踏まえて)  ⇒  ・半年に 1回フォローアップ支援 

 

事業者から要望があれば、頻度を密にする。逆に計画に基づき順調に推移していれば頻度を粗く

するなど、事業計画の進捗状況に応じて、個社ごとフォローアップ回数を設定する。支援の具体的

内容は事業計画の売上高、粗利率、経常利益、損益分岐点などとの差異について分析を行う。 

事業計画と進捗状況がズレている場合には、巡回訪問頻度回数を増やし、売上改善の方法や、

原価低減策の支援を行うとともに、事業計画の大幅な変更など経営指導員だけでは対応が難しい

場合は、専門家派遣を活用し変更計画も視野に入れて実施支援を行う。 

 

(3)目標 

 

 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

フォローアップ 対象事業者数 2社 12社 22社 22社 22社 22社 

 ①本年度事業策定者 1社 10社 10社 10社 10社 10社 

②前年度事業策定者 1社 1社 10社 10社 10社 10社 

③前々年度以前事業策定者 0社 1社 2社 2社 2社 2社 

頻度（延回数） 10回 25回 54回 54回 54回 54回 

 ①本年度事業策定者 5回 20回 20回 20回 20回 20回 

②前年度事業策定者 5回 3回 30回 30回 30回 30回 

③前々年度以前事業策定者 0回 2回 4回 4回 4回 4回 

売上増加事業者数 1社 12社 22社 22社 22社 22社 

利益率 1％以上 増加の事業者数 0社 12社 22社 22社 22社 22社 

 

 

6.需要動向調査に関すること 

(1)現状と課題 

[現状] 

 

小規模事業者が提供する商品やサービスの多くは販売者・生産者側の視点での思いが強く、タ

ーゲット顧客も絞りきれていないため、提供された需要動向などの情報が有効に活用されていな

かった。また情報そのものが新商品の開発や販路開拓に活かすための有効的な情報でない場合も

あり、有効な成果に繋がっていなかった。 

 

[課題] 

 

従来の需要動向調査に加え、個社に対応した新商品の開発や販路開拓に生かすための有効的な

調査情報が求められていることから、個社ごとの需要動向について情報収集を行いその情報を分
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析し活用していくことが課題である。 

 

 (2)事業内容 

 

① 小規模事業者の既存商品を改善し、新商品・新サービスを開発するために、毎年新そばが収

穫され店頭に並ぶ 11 月から 12月にかけて、そば店及びそばを提供する事業所（民宿・旅館

など）にて来店した消費者に対し荒川産のそば粉を使用した「そば」（そばを含むメニュー）

のアンケート調査を実施する。評価を集計・分析し個社に対してフィードバックすることで、

既存の商品のブラッシュアップ、新商品・サ－ビス開発・販売力向上の資料として小規模事

業者に提供する。 

【対象事業者数】 そば専門店及びそば関連業者計 3社 

【サンプル数】 来店者 30人 

【調査手法】  11 月 12 月の 2 ケ月間、各店舗において提供する「そば」（そばを含むメ

ニュー）を食べていただいた顧客に経営指導員等がヒアリングを行い調査

票に記入 

【分析手法】 食品アドバイザーや販路拡大の専門家のアドバイスを受け、経営指導員等

が分析を行う。 

【調査項目】 ①味、②食感、③見た目、④分量、⑤価格など 

【結果の活用】 経営指導員等が分析結果を個別に説明しフィードバックする。今後の新商

品開発や改良へ反映する。 

 

需要動向調査を基礎データとし、埼玉県秩父農林振興センターと連携して、荒川産そばの成分

分析、および品種改良等の研究を行い、経営指導員等が管内そば店に対し既存商品へのブラッシ

ュアップと新商品開発のための提案を行っていく。付加価値の高い荒川そばを作りブランド化を

推進する。 

 

(3)目標 

 

 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

調査対象 

事業者数 
1 社 3社 3社 3社 3社 3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] 

 

飲食、小売業者への新たな販売機会である既存の「そばまつり」や秩父地区広域で行う「はん

じょう博」において、事業者の出展や企業展を行ってきた。しかし、出展目的や内容等が不明確

だったため、効率的な成果を出すことが出来なかった。製造、建設業等の事業者にとっては、「彩

北ビジネスマッチング」にて、新たな商品やサービスの PRを行っているが、思うような販売促進

活動が展開できていないのが現状である。 

 

[課題] 

 

経営の持続的な発展をするためには販路開拓や販売促進活動が必要であり、飲食、小売業者、

サービス業者に関しては、自社の商品やサービスのＰＲ強化、需要調査等を踏まえたイベント・

商談会への出展により自社の周知、販路拡大にむすびつけることが課題となる。製造・建設業に
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おいては地域内外でのビジネスマッチング事業等への出展などにより、自社の強み等の周知によ

り販路拡大にむすびつけることが課題となる。 

 

(2)事業内容 

 

① 全国商工会連合会主催の「ニッポン全国物産展」(B to C)において 2ブースを借り上げ、事  

業計画策定した事業所、特にそば関連業者を優先的に出展し、新たな需要の開拓を支援する。

売上拡大や情報交換等の場を提供する。 

「ニッポン全国物産展」概要 

【目  的】 特色を活かした産品を全国から集め、消費者に対して幅広く紹介 

【出展社数】 350社以上 

【出展品数】 3,000点以上 

【来場者数】 15万人  

【期  間】 11月中旬の 3日間 

 

② （公財）埼玉県産業振興公社主催の「彩の国ビジネスアリーナ」(B to B、埼玉県内の事業  

者が対象)と「彩北ビジネスマッチングフェア」(B to B、埼玉県北部の事業者が対象)に当

会が積極的に参加し、年 2回ビジネス商談会の場の提供を行い、当初は建設業者 1社と製造

業者 1社の計 2社を選定し参加させる。展示会出展事業者に対し、商工会より出展料の補助

を行い事業者の負担を軽減する。同時にプレゼン力や取引商談力などのスキルアップを行

い、成約率を高める支援を継続的に行う。 
 

③ 新商品・新製品・新たなサービスの開発事業者に対して、販路拡大の専門家と連携して、経

営指導員等がプレスリリース作成技術をアドバイスし、各社ごとに商品やサービス、キャッ

チコピーなどを磨き上げ、情報発信能力を高め、新聞・広報誌・マスメディアに向けて、販

売促進活動が出来るよう支援を行う(B to C)。作成したプレスリリースがマスメディア等に

掲載された回数や売上増加事業者数等を目標とする。インターネットや SNSも最大限に活用

し、脆弱な小規模事業者の販路開拓体制を支援する。 

 

④ 全国商工会連合会主催の通販サイト「ニッポンセレクト」(B to C、全国ふるさとの名産品

販売サイト)において、事業計画策定し新商品を開発した事業者に対し出展の機会を提供し、

事業者へ販路開拓・売上拡大の支援を行う。 

 

(3)目標 

 

 現状 R2年度 R3 年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①全国物産展 

出展者数 
2社 3社 4社 5社 5社 5社 

売上額／社 2万円 4万円 4 万円 6万円 9万円 9万円 

②ビジネス商談会 

参加事業者数 
1社 2社 2社 3社 3社 3社 

成約件数／社 0件 1件 1件 2件 2件 2件 

③プレスリリース 

作成者数 
1社 3社 3社 4社 4社 4社 

マスメディア 

掲載回数 
1回 2回 2回 2回 3回 3回 

売上増加 1社 3社 3社 4社 4社 4社 
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事業者数 

④通販サイト掲載 

事業者数 
0社 1社 1社 2社 2社 2社 

売上増加 

事業者数 
0社 1社 1社 2社 2社 2社 

 

 

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)現状と課題 

[現状] 

 

地域でのイベントについては、他の地域との差別化を図れるものを関連機関と連携協力し検討

し経済の活性化に繋げていく。 

 

 [課題] 

 

従来の「そばまつり」において産業展を併催し、出展者及び消費者からヒアリングを行い、そ

れをフィードバックするなど改善を行ったうえで開催する。地域の活性化や費用対効果を十分検

証する。 

 

(2)事業内容 

① 「しだれ桜とそばの里活性化推進事業」 

秩父市、ちちぶ農業協同組合荒川支店、荒川そばの里づくり連絡協議会（生産者組合・加工

品組合・飲食店組合で構成）、(一社)秩父観光協会荒川支部で構成される「しだれ桜とそばの

里活性化会議」を年間 4回行い、事業の企画・立案、予算化と事業の効果の検証、さらに検証

に基づく次回への改善を行う。活性化会議で決定された方向性をふまえ、「しだれ桜とそばの

里」のさらなる推進と企業の地域への浸透を目的に引き続き支援していく。 

ちちぶ花見の里を会場にした「そばまつり」を年間 3 回（5 月の春のそば花見まつり、10

月の秋のそば花見まつり、11 月の新そばまつり）開催する。また 4 月には「清雲寺のしだれ

桜まつり」を行い、地域の活性化に寄与する事業を行う。上記の既存の 4つイベントに合わせ、

新たに企業の産業展・商工祭を年 4 回開催し、地元地場産業の PRを行い地域内商工業の活性

化を図る。そして今後は新たなアウトドア施設「秩父ジオグラビティパーク」において需要調

査を行い、「そば」と連動した体験型観光ツアーなどを企画し、地域活性化に資する事業を行

う。 

 

② 「秩父市の施策との連動」 

秩父市の産業経済分野では、「雇用の促進・起業の支援・企業立地の推進・観光誘客の推進・

農林水産業の振興」などの施策が示されている。空き店舗や空き工場のマッチングをインター

ネットで行う「遊休資産のマッチング事業」（荒川商工会・西秩父商工会・長瀞町商工会・皆

野町商工会の地域連携事業、年 12 回の会議を行う）を活用し、事業承継も含めた企業立地の

推進を行い、同時に企業の雇用の促進を図る。秩父地区の創業を支援する「ちちぶ創業塾」（上

記 4商工会及び秩父商工会議所の地域連携事業、年間 5回のカリキュラムで行う）において、

創業希望者の掘り起こし努め、秩父地域内での起業の支援を推し進めていく。また観光誘客の

推進・農林水産業の振興分野では、(一社)秩父観光協会と連携し、特産品のそばの誘客を年間

通じて PR、清雲寺や浦山ダム等の周遊を行う観光コースの整備構築と新たな観光資源の創出

に努める。観光客等の受入体制を整備しながら特産品の開発・ブランド化、見学ルートの確立
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を図り、訪日外国人を含めた観光客の増加を図る。農林水産業の振興や６次産業化に関しては、

ちちぶ農業協同組合と連携し、埼玉県秩父農林振興センターからの助言も受け、地域の気候等

に適した新たな農産物やその加工品の開発を推進する。需要動向調査で得られたデータをフィ

ードバックする。目標として、5年間で 5社の新商品開発を目指し、管内の関連事業者を支援

する。以上、秩父市の産業施策に同調・連動し、関係機関と連携を密にとり、荒川地区内の地

域経済活性化を一層推進する。 

 

 

 

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] 

 

これまでは地域の金融機関や行政・関係団体などとの不定期な意見交換会を実施してきたが、

個々の事業分野のみの支援となっているのが現状である。地域連携としては、秩父地区の支援機

関の連絡会議を月 1回行っている。 

 

[課題] 

 

ノウハウの交換を経営指導員 1人だけではなく、他の職員も関連する意見交換会等に参加し、職

場内の支援スキルの共有化を図る。また得られた情報を小規模事業者の課題解決のためにフィード

バックする仕組みを構築する。 

 

(2)事業内容 

 

① 地域連携として、埼玉県秩父地域振興センターと秩父地区の 4つ支援機関（秩父商工会議所、

西秩父商工会、皆野町商工会、長瀞町商工会）及び当会を含めた 5商工団体で連絡会議を年

間 12回開催し、支援ノウハウや支援の現状について幅広く情報交換を行う。 

 

② 秩父地区の金融機関（埼玉りそな銀行他 5行）の連絡会議を年間 3回開催し、地域内景気動

向や資金需要等について情報交換し、個社支援能力向上に活かす。 

 

③ 情報交換や意見交換を通じて得た知識やノウハウを持ち帰り、全職員で共有を図る。 

 

① 埼玉県商工会連合会主催の「県内商工会経営発達支援計画認定商工会連絡会議」への出席を

年 2回参加し、支援ノウハウや支援の現状について幅広く情報交換を行う。 

 

 

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 

[現状] 

 

埼玉県商工会連合会等が行う研修会には参加しているものの、職員によって参加回数や頻度、

内容等に幅があり、能力のバラつきが多い。 

 

[課題] 
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発達支援計画事業を効果的に進めていくには、経営指導員等の資質向上は不可欠であり、事業

者の課題を見極めるスキル等、経営支援に関する専門知識が必要である。全職員が定期的に研修

会に参加し、その受講内容を共有する。職場内での支援能力のバラつきに関して、OJT を取り入

れ、資質向上の改善に努める。 

 

(2)事業内容 

 

① 全職員が全国商工会連合会の Web研修を定期的に受講し、埼玉県商工会連合会や(独法)中小

企業基盤整備機構の研修会に職員 1人あたり年 3回以上参加する。 

 

② 経営指導員(ファイナンシャルプランナー)及び若手職員については、巡回や窓口相談におい

てベテラン元経営指導員（事務局長・中小企業診断士・簿記 2級）と同伴することで、事業

者を支援する情報収集方法や、指導・助言のノウハウを実践の中で学び、効率的に支援能力

の向上を図る。 

 

③ 経営指導員がシステム上にデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者の状況等

を職員全員が相互共有できるようにすることで、経営指導員不在時でも一定レベル以上の対

応ができるようにする。  

 

④ 週 1回職員会議を開催し、参加した研修内容や地域動向、事業者情報を全員で共有し、組織

全体の支援能力の向上を図る。また、経営指導員を含む役職員が一丸となって情報共有化を

図るため、年 6回、役職員全体の打合せ会を行い、全役職員の能力向上を図る。  

 

 

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] 

 

毎年開催する総会には事業の報告を行っているが、事業を客観的に評価し見直しするための仕

組みを有効的に構築、活用出来ていない。 

 

[課題] 

 

PDCAサイクルを回し、より効率の良い事業の実施、仕組みづくりの構築を行っていきたい。 

 

(2)事業内容 

 

① 年 1回事業年度ごとに、埼玉県商工会連合会、(一社)埼玉県中小企業診断協会及び外部の中

小企業診断士等の有識者による事業検討員会を設置し、事業の実施状況、成果の評価・見直

し案の提示を受ける。法定経営指導員、秩父市荒川総合支所担当者の 2 名も加わり、評価・

見直しの原案を作成する。上記の内容を踏まえ、理事会において評価・見直しの原案を上程

承認し事業の方向性を確認し、そして総会において会員へ報告し承認を受ける。 

 

② 事業の成果・評価・見直しの結果に関しては、事業終了年度ごとに荒川商工会のホームペー

ジ（http://www.sobanosato.or.jp/）に公表し、地域のすべての小規模事業者が随時閲覧で

きるようにする。 

 

 

http://www.sobanosato.or.jp/
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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） 

 

事務局職員数(4 名) 

  

 

事務局長          秩父市荒川総合支所 

 

 

 

 

 

 

 

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  新井 正敏 

 

■連絡先  荒川商工会 TEL.0494-54-1059 

 

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を常時行い、事

業の評価・見直しを事業年度毎に年 1回実施、必要な情報の提供等を行う。 

 

 

(3)商工会、関係市町村連絡先 

①商工会 

 

〒369-1912 

埼玉県秩父市荒川上田野 1,427番地 1 

荒川商工会 

TEL:0494-54-1059 / FAX:0494-53-1016 
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E－mail ： info@sobanosato.or.jp 

 

②関係市町村 

 

〒369-1894 

埼玉県秩父市上田野 1,734-6 

秩父市荒川総合支所 

TEL:0494-54-2114 / FAX:0494-54-2976 
E－mail：ar-chiiki@city.chichibu.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） 

 
R2 年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

必要な資金の額 1050 1100 1250 1350 1400 

 

・専門家派遣費 

・セミナー開催費 

・チラシ作成費 

・展示会出展料 

・産業展開催費 

600 

50 

100 

100 

200 

600 

50 

100 

100 

250 

650 

100 

100 

150 

250 

650 

100 

100 

200 

300 

650 

100 

150 

200 

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 

 

会費収入、手数料収入、秩父市補助金、埼玉県補助金 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 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 

 

・埼玉県 

代  表 ： 知  事   大野 元裕 

住  所 ： 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3丁目 15番 1号  

(埼玉県秩父地域振興センター 埼玉県秩父市東町 29-20 所長 坂本 泰幸) 

 

・埼玉県商工会連合会    

代  表 ： 会  長   三村 喜宏  

住  所 ： 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 7 階 

 

・(一社)埼玉県中小企業診断協会 

代  表 ： 会  長   高澤  彰 

住  所 ： 埼玉県さいたま市浦和区高砂 4-3-21 三協ビル 5F 

 

・埼玉信用組合 

代  表 ： 理事長   須藤  茂 

住  所 ： 埼玉県本庄市児玉町児玉 44番地 16 

(埼玉信用組合秩父支店 埼玉県秩父市中町 6-2 支店長 宮地 寿一) 

 

・全国商工会連合会  

代  表 ： 会  長   森  義久 

住   所 ： 東京都千代田区有楽町 1-7-1  

 

連携して実施する事業の内容 

 

(2)地域の経済動向調査に関すること    

連携内容 ： 地域の経済動向調査の実施と活用    

連 携 者 ： 全国商工会連合会、埼玉県商工会連合会、埼玉県(秩父地域振興センター) 

  

(3)経営状況の分析に関すること    

連携内容 ： 経営状況を分析するための支援    

連 携 者 ： 埼玉県商工会連合会、埼玉県(秩父地域振興センター)、 

(一社)埼玉県中小企業診断協会 

  

(4)事業計画の策定支援に関すること    

連携内容 ： 事業計画の策定支援     

連 携 者 ： 埼玉県商工会連合会、埼玉県(秩父地域振興センター)、 

(一社)埼玉県中小企業診断協会 

 

(5)事業計画策定後の実施支援に関すること    

連携内容 ： 事業計画策定後のフォローアップ 

連 携 者 ： 埼玉県商工会連合会、埼玉県(秩父地域振興センター)、 
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(一社)埼玉県中小企業診断協会 

  

(6)需要動向調査に関すること    

連携内容 ： 各種レポートや調査などのデータ提供 

連 携 者 ： 埼玉県商工会連合会、埼玉県(秩父地域振興センター)、埼玉信用組合 

 

(7)新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること    

連携内容 ： 新たな需要開拓支援 

連 携 者 ： 全国商工会連合会、埼玉県商工会連合会 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携者 ： 埼玉県商工会連合会    

役 割 ： 地域の経済動向調査実施の支援、経営状況分析の支援、事業計画の策定支援、事業 

計画策定後のフォローアップ、需要動向調査、新たな需要開拓支援 

 

連携者 ： 埼玉県(秩父地域振興センター) 

役 割 ： 地域の経済動向調査実施の支援、経営状況分析の支援、事業計画の策定支援、事業 

計画策定後のフォローアップ、需要動向調査 

 

連携者 ： (一社)埼玉県中小企業診断協会 

役 割 ： 経営状況分析の支援、事業計画の策定支援、事業計画策定後のフォローアップ 

 

連携者 ： 埼玉信用組合 

役 割 ： 需要動向調査 

 

連携者 ： 全国商工会連合会  

役 割 ： 地域の経済動向調査実施の支援、新たな需要開拓支援 

 

連携体制図等 

 

 

商工会        連携           連携   県 

全国商工会連合会         荒川商工会       埼玉県(秩父地域振興センター) 

埼玉県商工会連合会         秩父市 

金融 

                              埼玉信用組合 

               相談   支援   

                         連携 

 

小規模事業者 

                              専門 

(一社)埼玉県中小企業診断協会 

 

 

 




