
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
熊谷商工会議所（法人番号 4030005013123） 

熊谷市    （地方公共団体コード 112020） 

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）経営分析、事業計画に基づいた小規模事業者の経営支援の強化 

 経営分析、事業計画策定と実施などを通じて小規模事業者に自己変革を促し、人

口減少が進む中で構造変化に対する挑戦をする企業を増やす。 

（２）販路開拓支援の強化 

販路開拓支援を強化し、売上が増加する小規模事業者を増やす。 

（３）地域経済の活性化による小規模事業者の売上増加 

地域経済の活性化に資するような事業を関係機関と連携して行う。 

小規模事業者の売上が上がり、経営が持続できるような事業展開を行う。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

 １．地域内の経済動向調査に関すること 

ＲＥＳＡＳ等ビッグデータを活用し、地域内の経済動向調査を行う。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

財務分析、ＳＷＯＴ分析、商圏分析による経営状況の分析を行う。 

 ３. 事業計画策定支援に関すること 

   財務分析、ＳＷＯＴ分析、商圏分析に基づいた事業計画策定支援を行う。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

定期的なフォローアップによる事業の実行支援を行う。 

 ５．需要動向調査に関すること。 

消費対策事業、展示会への参加事業を通じて、新たな需要に関する 

調査を行う。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

消費対策事業、展示会への参加事業を支援し、ＩＴや、プレスリリース支援

を強化することで、より広範囲の需要の開拓ができるように支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．ラグビータウン熊谷の振興・応援事業 

  ラグビーを軸とした地域振興を行う。 

２．熊谷産小麦の振興プロジェクト 

  熊谷産小麦の商品開発、販路開拓支援を行う。 

３．工業団体「ものつくり熊谷」との連携事業（工業振興） 

工業分野の事業者の課題について「ものつくり熊谷」と連携して支援する。 

４．各種関係団体と連携したまちづくり・地域活性化 

関係団体と連携して、交流人口の増加など市内商工業者の売上向上に繋がる

取り組みを行う。 

連絡先 

熊谷商工会議所 中小企業相談所 

〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町 2-39 

TEL：048-521-4600 FAX：048-252-7272 e-mail  somu@kumagayacci.or.jp 

熊谷市 産業振興部 商工業振興課 

〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町 2-47-1 

TEL：048-524-1111（代表）内線 309 FAX：048-525-9335  

e-mail shokogyoshinko@city.kumagaya.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熊谷市の現状 

ａ．位置及び沿革 

熊谷市は、埼玉県北西部に位置しており市域面積は１５９．８２㎢（東西約１４ｋｍ、南北約

２０ｋｍ）であり、平均標高は３０ｍの土地に市街地を形成している。東に行田市、鴻巣市、西

に深谷市、南に東松山市、吉見町、滑川町、嵐山町、北に利根川を挟んで群馬県太田市が接して

いる。 

熊谷市は古くから中山道の宿場町として栄え、明治６年～明治９年までの一時期、熊谷県が置

かれていた。明治１６年には上野－熊谷間の鉄道が開通し、宿場町から商業都市への変貌が始ま

った。昭和８年には県下２番目の市制を施行し、さらに発展したが、第二次世界大戦終結前夜に

米軍の空襲により、市街地の大半が焦土と化してしまった。その後、良く復興すると共に周辺地

域との合併を繰り返して市域を拡大してきた。 

産業面では、明治期から製糸、製粉、酒造業が盛んであったが、昭和３０年代からは積極的な

工業誘致が図られて、自動車関連、電機部品、産業機械、電子部品製造業種も盛んになり、産業

のバランスのとれた都市になっている。 

平成１７年１０月１日には、熊谷市、妻沼町、大里町の１市２町の合併により「新・熊谷市」

が誕生し、さらに平成１９年２月１３日には江南町を編入合併した。こうして、熊谷市は 埼玉

県北部では初の２０万人都市となり、平成２１年４月１日に特例市に移行した。旧熊谷市は熊谷

商工会議所の管轄、旧妻沼町、旧大里町、旧江南町はくまがや市商工会の管轄となっている。 
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c. 交通体系 

道路については、国道 17 号、同 125 号、同 140 号、同 407 号、上武道路などの主要国道が

結節している。熊谷域内に高速道路のインターチェンジ（IC）はないものの、関越自動車道・北

関東自動車道・東北自動車道・首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の 4本の高速道路に囲まれて

おり、20㎞圏内に 8 つある ICとは、主要幹線道路でつながっているため移動はスムーズ。関越

自動車道東松山 IC及び花園 ICから約 30分、東北自動車道羽生 ICから約 40分に位置しており、

広域的な製造・物流拠点、観光の拠点を形成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鉄道については、JR 熊谷駅には上越・北陸新幹線が停車し、東京から 39 分とアクセスは良好。

在来線についても、JR 高崎線に、2001 年 12 月に湘南新宿ラインが、また 2015 年 3 月には上野

東京ラインが開業し、東京・神奈川からのアクセスも一段と向上した。JR 熊谷駅は、秩父地域

への玄関口であり、県東部・北部・秩父地域をつなぐ重要な路線となっている。市内各駅の合計

乗降者数は一日平均 53,077 人（前年比 222 人増）。2017 年 4 月には、秩父鉄道の新駅「ソシオ

流通センター駅」が開業し、熊谷市東部地区に形成された流通団地（熊谷流通センター）へのア

クセスが向上。流通団地発展への寄与が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

d. 熊谷市の観光の概要 

熊谷市は、太平洋戦争の空襲で宿場町としての町並みの大半を焼失しており、観光資源は古く

からの祭礼や被災者の慰霊・戦後復興にあわせて始められた花火大会などイベントが観光資源の

中心となっている。 

◆熊谷うちわ祭（7月 20日～22日）  

毎年 7月 20日から 3日間行われる八坂神社例大祭の熊谷うちわ祭は、延べ 75万人の集客を誇

る。12台の山車・屋台が熊谷囃子とともに市街地を巡行する様子は、その絢爛豪華さから関東一

の祇園祭と称される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆熊谷桜堤（桜まつり 3月下旬～4月上旬） 

約 2キロメートルに渡って約 500本のソメイヨシノと菜の花が咲き誇る。桜のピンク色と菜の

花の黄色のコントラストがとても美しく、「日本さくら名所 100 選」にも選ばれている。熊谷駅

南口から徒歩約 5分とアクセスも良く、2018年の来場者は 20万人を数えた。 

◆熊谷花火大会（8月第二土曜日） 

熊谷の夏の風物詩、熊谷花火大会。打上総数は約 1万発。花火業者が技を競うスターマインコ

ンクール、地元企業が提供するスターマイン、大切な人へお祝いを伝えるメッセージ花火の打ち

上げは多くの観客を魅了。来場者は 40万人を数え、令和元年 8月で 70回目の大会となった。 
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◆ラグビータウン熊谷 

昭和４２年の埼玉国体のラグビー会場となって以来、埼玉のラグビー行事は熊谷を中心に開催

され、平成３年には全国有数のラグビー専用競技場のオープンを契機に「ラグビータウン熊谷」

を掲げた。ラグビーワールドカップ 2019のために平成 30年に熊谷ラグビー場が生まれ変わり、

全国に類のない常設 3 面ラグビー専用グラウンドで、新規グラウンドは約 24,000 人の観客を収

容できる国内最大級のラグビー場となった。 

ラグビー場のある熊谷スポーツ文化公園は、陸上競技場（第 1種公認陸上競技場）やテニスコ

ート 8面が取れる彩の国くまがやドームなど充実したスポーツ施設を有し、高校・大学の全国大

会等が開催され年間 100万人近い人が訪れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 熊谷市の産業の動向 

  工業（製造品出荷額）、商業（商品販売額）、農業（農業産出額）ともに埼玉県内で５位以内に

入るバランスのとれた産業都市である。企業が集積した熊谷工業団地やその他工業集積地も存在

する。製造品出荷額では化学が 48.79％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャパンラグビートップリーグのパナソニック ワ

イルドナイツが本拠地を熊谷ラグビー場に移転

予定であり、ラグビーを核とした地域振興の柱と

なることが期待される。 
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◆産業別事業所数の構造 

REASASにより熊谷市の事業所数の分析をすると事業所単位では卸売業小売業が多く、次いで宿

泊、飲食サービス業、建設業となっている。 

 業種 事業所数 構成比 

１ 卸売業・小売業 ２，１５２ ２６．４％ 

２ 宿泊業、飲食サービス業 １，０１７ １２．５％ 

３ 建設業 ８３８ １０．３％ 

４ 生活関連サービス業、娯楽業 ７７７ ９．５％ 

５ 医療、福祉 ６６５ ８．２％ 

 

 
 

◆産業別売上高の構造 

企業単位の売上高で比較すると卸売業、小売業が多く、次いで製造業、建設業となる。宿泊、

飲食サービス業も割合も埼玉県、全国の割合と比較して高い傾向にある。 

 業種 売上高（百万円） 構成比 

１ 卸売業・小売業 ２８３，９７３ ３５．５％ 

２ 製造業 １０９，３１０ １３．７％ 

３ 建設業 １０１，３６４ １２．７％ 

４ 医療、福祉 ６０，７６０ ７．６％ 

５ 宿泊業、飲食サービス業 ５５，５５９ ６．９％ 
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◆大型店の立地状況 

熊谷市における小売業の総売場面積は 225,968㎡（平成 26年 商業統計調査）であるが、店舗

面積が 1,000㎡を超える大規模小売店舗の売場面積は 43店舗合計で 199,135㎡（平成 31 年 4月

埼玉県大規模小売店舗名簿）で、大型店シェアは８割超に及んでいる。このうち、中心市街地に

立地する大型店は、熊谷駅のアズ及び駅東にあるティアラ２１、ニットーモール並びにイオン熊

谷店がある。また、駅の西方１ｋｍに唯一の百貨店である八木橋があり、周辺商店街の商業核と

なって中心市街地が二極化し、その間に位置する商店街の空洞化が進んでいる。 

 

◆熊谷商圏の構成 

埼玉県には、広域商圏都市を中心とする６商圏、準広域商圏都市を中心とする９商圏、地域商

圏都市を中心とする２商圏の全部で 17 商圏が存在する。熊谷市は準広域商圏都市のひとつであ

り、熊谷商圏の中心都市。熊谷商圏は埼玉北部地域及び近隣の 10 市町を中心に構成され、商圏

内人口は約 61万人（県内 7位）、吸引人口は約 17万人（同 10位）を擁し、商圏内吸引率 27.7％、

吸引力は 84.7％（同 14位）。 

商圏 構成市町村 吸引率 

第 1次商圏 
(吸引率 30%以上) 

1市 熊谷市 67.5％ 

第 2次商圏 
(同 10～30%未満) 

2町 滑川町、寄居町 12.0％ 

第 3次商圏 
(同 5～10%未満) 

7市町 長瀞町、行田市、深谷市、小鹿野町、小川町、秩父市、嵐山町 7.8％ 

※吸引率：当該市町村の消費者が中心都市で買物をする割合 

※吸引人口：中心都市で買物をする当該市町村の消費者数（「当該市商圏内人口」×「吸引率」） 

※吸引力：中心都市の人口に対する吸引人口の割合（「吸引人口」÷「中心都市の人口」） 
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深刻であり、近隣都市の大型商業施設だけでなく、インターネットを活かした産業が競合として

台頭してきており、それらの課題への対応が求められている。 

・工業は少子高齢化による労働人口の減少や熟練工技術者のリタイア等の要因によって深刻な労

働力不足に陥り、熊谷の中小企業の存続に於いて大きな影響を受けている状況にある。後継者不

足の影響などで廃業が増えている。 

・商業は大型店が中心市街地に５店舗あり熊谷市内の商品販売額の大半を占めているが、他市に

ある大規模なショッピングモールやインターネット通販に押され大幅に売上が減少している。そ

の影響で近隣にある小規模事業者の売上も減少している。 

 

 

（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 

熊谷市全体の人口は 2027年には 2018年末の 197,598人から 184,000人までに減少（▲13千人

減）が想定されており、下記のとおり既に減少しつつある熊谷商工会議所管内の事業者数、小規

模事業者数についても今後さらなる減少が懸念されている。 

商工業者数 小規模事業者数 

H18統計 H24統計 増減 H18統計 H24統計 増減 

6,831 6,291 ▲540 5,003 4,580 ▲423 

（経済センサスより） 

過去に当所が行った事業承継の調査では、廃業予定者が多く、自分の親族に継がせたく無い理

由として、売上が上がらない、儲からない等が多くあげられている状況である。 

人口減少、事業所数の減少等、今後 10 年で見込まれる状況を踏まえ、熊谷市内の経済的な活

力の維持には、経営革新による小規模事業者の自己変革の推進、円滑な事業承継による高い技術

や商品力を持つ小規模事業者の廃業の防止が必要となってくる。 

 

 

今後 10年を見据えた当所方針 

 

 

 

 

 

 

② 第２次熊谷市総合振興計画(2018 年度～2027 年度)との連動性 

本計画は、シティープロモーション、観光・スポーツツーリズムを通じて交流人口を増やして

商業振興をするとともに、市内企業の支援、創業支援、企業の誘致、雇用環境・就労環境の整備

を通じて産業の育成をしていくものである。 

 事業計画策定と実施などを通じて小規模事業者に自己変革を促し、人口減少が進む中で構

造変化に対する挑戦を支援する。 

 経営者の世代交代を支援し、事業承継の相談にも、計画策定を通じてよりきめ細かく対応

する。 
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経営発達支援計画においては「新商品、新サービスの開発支援」、「事業計画策定、実施支援」

「ＩＴ等を活用した広域な販路開拓支援」を行う事を計画しており、交流人口の増加と市内企業

への支援等を通じて産業の活性化を目指す「第２次熊谷市総合振興計画」と連動を図り得る。 

 

③ 熊谷商工会議所の役割 

熊谷市が交流人口の増加などにより地域振興を行うことを小規模事業者にとっての自己変革

の機会（チャンス）ととらえて、地域の総合経済団体としての以下の強みを活かして、経営発達

支援計画により経済産業面での地域振興に努める。 

 

 熊谷市の代表的な経済団体としての企業の規模・業種を問わない豊富な事業者間ネットワーク 

 国・県・市の行政機関及びその関係機関、金融機関、報道機関等支援機関とのネットワーク 

 中小企業診断士、税理士など専門家との強固な連携関係(アドバイザリー機能の提供力) 

 経営革新計画の承認支援活動を通じて蓄積した財務・市場分析、事業計画策定等に関する経験及

びノウハウ（経営革新計画支援実績：2017年度 25件、2018年度 26件） 

当所は 2013年 6月 5日に認定経営革新等支援機関に認定されている。 

 

これらの強みを活かして小規模事業者の多様な需要に応じた商品・サービスの開発、計画策定

に基づいた着実な新事業展開の促進、交流人口を意識し、市内外に広く情報発信、販路開拓の支

援を行う。そのためにも今回の経営発達支援計画により課題の分析、需要の調査、事業計画策定、

実行支援、新たな需要の開拓支援等により、持続的な発展を目指せるように伴走型支援に取り組

んでいく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標及び方針  

今後５年間で事業者数が減少しても地域の全体の売上額、付加価値額など維持できるようにす

ることを目指す。そのためにも小規模事業者の経営分析、事業計画策定といった「個社支援」と

交流人口を増やすための「地域経済活性化事業」を行う。 

小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえて３項目の目標及び方針の設定を行う。 

目 標 経営分析、事業計画に基づいた小規模事業者の経営支援の強化 

内 容 経営分析、事業計画策定と実施などを通じて小規模事業者に自己変革を促し、

人口減少が進む中で構造変化に対する挑戦をする企業を増やす。 

方 針 地域内の経済動向調査、需要動向調査、自社の経営分析を行い小規模事業者

が現在の自社の経営に気づくきっかけづくりを行う。 

分析にもとづく事業計画策定を行い、計画実行もフォローアップし支援する。 

当所で対応できない事も関係機関と連携して支援を行う。 

 

目 標 販路開拓支援の強化 

内 容 販路開拓支援を強化し、売上が増加する小規模事業者を増やす。 
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方 針 ＩＴやプレスリリースを活用し、情報発信力の強化による小規模事業者支援

を行う。 

展示会への出展やビジネスマッチングサイトの活用を行う。 

需要動向調査等も行い確実に売上を伸ばせるような支援も行う。 

 

目 標 地域経済の活性化による小規模事業者の売上増加 

内 容 地域経済の活性化に資するような事業を関係機関と連携して行う。 

小規模事業者の売上が上がり、経営が持続できるような事業展開を行う。 

方 針 （一社）熊谷市観光協会等が行うイベントを通じて、小規模事業者の売上が

増加するような支援を行う。 

ものつくり熊谷やまちづくり熊谷といった関係各団体と連携した事業も行い

地域の小規模事業者が抱える課題の解決を行う。 
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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.経営発達支援計画の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

・ これまではＬＯＢＯや巡回時の聞き取り調査が主体であり、ビッグデータの活用などがで

きていなかった。今後はＲＥＳＡＳ等ビッグデータを活用した専門的な分析を主体に行っ

ていく。 

（２）事業内容 

①ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）を活用した地域の経済動向調査の実施 

・ ＲＥＳＡＳを用いて管内の人口、産業、観光、雇用等の現状把握及び調査分析を行う。そ

の際にはＲＥＳＡＳのデータ分析支援機能を用いて抽出も行う。 

 

調査項目 熊谷市内の人口増減、地域間流動、産業特性（製造業、小売業、農林水産業）

観光、雇用、医療・福祉、地方財政 

情報収集 

調査方法 
ＲＥＳＡＳのデータ分析支援機能を用いてデータを抽出 

実施期間 令和２年度〜令和７年度 年１回 

分析方法 中小企業相談所担当により整理・集計・分析をし、月１回行われる中小企業相

談所会議にて、調査結果を共有するとともに、活用について協議を行う。 

分析に関してはくまがや市商工会のエリアも含まれた熊谷市全体の数字にな

ってしまうため、当所管内事業者数の比率（約８割）を加味する。 

結果活用 相談時に集計された統計上のデータの提供等行う。ホームページへ掲載する。

連携機関と今後の地域の方向性と小規模事業支援について協議。 

「３．経営状況の分析に関すること」のＳＷＯＴ分析にて利用。 

②ＬＯＢＯ調査 

・ ＬＯＢＯ調査については、毎月各業種ごとに調査を行っている。この調査は日本商工会議

所がとりまとめ、全国の商工会議所で実施されており、この指標を利用することで、全国

と地域の比較を行うことが出来る。また、調査結果については、当所会報や巡回窓口相談

を通して事業所へ情報の提供を行っている。 

・ 日本商工会議所が全国の経営者約１９００社を対象として調査を行うもので、当所におい

ては５社（製造業１、建設業１、卸小売業１、宿泊業１ 専門サービス業１）から調査を

行っている。 
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調査時期 毎月１回 

調査方法 FAX、メールにより回収する。 

調査項目 売上、採算、仕入、従業員数、業況、資金繰り等 

分析方法 中小企業相談所担当により集計・分析をし、月１回行われる中小企業相談所会

議にて、調査結果を共有するとともに、活用について協議を行う。 

結果活用 市内小規模事業者の実態を把握し、ホームページへの掲載や相談時に集計され

た統計上のデータの提供等行う。 

③小規模事業者の経済・経営動向調査 

・ 管内小規模事業者の経済・経営動向、課題の把握のためアンケート調査を行う。 

・ 内容を取り纏めたレポートを作成し、ホームページへの掲載、経営相談時に活用する。 

調査対象 地区内小規模事業者 ４００社 

調査方法 郵送し、返信封筒や FAXにて回収。 

未回収分は巡回時に聞き取りを行い回収。 

実施期間 令和２年度〜令和７年度 年１回 

調査内容 景況感/売上高 DI（前年同期比） 

経営上の問題点（業種ごと） 

雇用の状況（余剰・適度・不足） 

設備の状況（設備の予定） 

事業承継（事業継続・廃業・後継者の有無等） 

事業計画策定（作成の意思の有無）」 

分析方法 中小企業相談所担当により集計・分析をし、月１回行われる中小企業相談所会

議にて、調査結果を共有するとともに、活用について協議を行う。 

結果活用 市内小規模事業者の実態を把握し、会報、ホームページへの掲載や相談時に集

計された統計上のデータの提供等行う。 

 

④埼玉県が公表する埼玉県経済動向調査「彩の国経済の動き」の活用 

・ 埼玉県企画財政部計画調整課が毎月１回公表。県内における生産、雇用、物価、消費、企

業動向など経済関連の各種統計指標を時系列で、その動向を把握・分析したもの。 

調査項目 県内経済指標の動向 鉱工業指数〈生産・出荷・在庫〉、雇用、消費者物価、

消費〈家計消費、百貨店・スーパー販売額、新車登録・届出台数〉、住宅投資、

企業動向〈倒産、景況感、設備投資〉経済情報 内閣府「月例経済報告」経済

産業省関東経済産業局「管内の経済動向」財務省関東財務局「埼玉県の経済情

勢報告」「管内情勢報告」 

分析方法 中小企業相談所担当により分析をし、月１回行われる中小企業相談所会議に

て、調査結果を共有するとともに、活用について協議を行う。 

結果活用 毎月１回ホームページへの掲載や相談時に集計された統計上のデータの提供

等行う。 

「３．経営状況の分析に関すること」のＳＷＯＴ分析にて利用。 
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⑤熊谷市が公表する熊谷市統計書の活用 

・ １年に１回公開されており、熊谷市内の人口、商業、工業、事業所などに関する統計書。 

・ 小規模事業者が熊谷市の現状を理解するうえで必要となる。 

調査項目 熊谷市内の人口、商業、工業、事業所に関する統計データ 

分析方法 中小企業相談所担当により分析をし、月１回行われる中小企業相談所会議に

て、分析結果を共有するとともに、活用について協議を行う。 

分析に関しては、くまがや市商工会のエリアも含まれた熊谷市全体の数字にな

ってしまうため、当所管内事業者数の比率（約８割）を加味する。 

結果活用 毎年１回ホームページへの掲載や相談時データの提供等行う。 

「３．経営状況の分析に関すること」のＳＷＯＴ分析にて利用。 

 

（３）成果の活用 

・ 各調査において情報収集、調査分析した結果はホームページに掲載する等、広く管内事業

所に周知する。 

・ 「３．経営状況の分析に関すること」のＳＷＯＴ分析にて外部環境の分析に用いる。 

 

（４）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 

①公表回数 ０ １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 １ １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

③公表回数 １ １回 １回 １回 １回 １回 

④公表回数 ０ １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

⑤公表回数 ０ 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 

・ 巡回訪問や窓口相談の金融、税務、決算申告相談業務において経営分析の対象となる小規

模事業者を抽出し、事業所の「強み」「課題」などでヒアリングをし、定性分析である「Ｓ

ＷＯＴ分析」や決算書による財務分析（収益性、安全性、生産性、損益分岐点分析、キャ

ッシュフロー分析）を行ってきた。この分析をもとに中小企業診断士など専門家を活用し

て課題解決にあたってきた。 

・ 課題としてはＳＷＯＴ分析、財務分析はそれぞれワード、エクセルで個別に独自で作成し

ているが、データ連携や職員間の情報共有等については不十分であった。また、ローカル

ベンチマーク等の支援ツールを使えておらず、より深い相談対応ができていなかった事が

あげられる。 
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・ そこで株式会社エイチ・エー・エルの提供する経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」を導

入し、財務分析、ＳＷＯＴ分析、損益分岐点計算からローカルベンチマーク、事業計画作

成まで一貫して管理作成を行えるようにする。合わせて職員間の情報共有や生成されるロ

ーカルベンチマークを活用し、金融機関等他機関との調整がスムーズに行えるようにする。 

（支援に対する考え方） 

・ (株)エイチ・エー・エルの提供する経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」を導入し、財務

分析、ＳＷＯＴ分析、損益分岐点計算からローカルベンチマーク、事業計画作成まで一貫

して管理作成を行えるようにする。合わせて職員間の情報共有や生成されるローカルベン

チマークを活用し、金融機関等他機関との調整がスムーズに行えるようにする。 

また、商圏分析システム「Miena」（ミーナ）を活用した商圏分析も行う。 

 

経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」 (株)エイチ・エー・エルが持つコンサルティングで培っ

たノウハウと、世界最大のクラウドＣＲＭ （顧客管理）

システムを活用し、融合させることにより実現できた経

営支援基幹システム。経営支援の情報共有化、定量面・

定性面の分析、ローカルベンチマーク・事業計画策定、

支援実績管理等行える。 

商圏分析システム「Miena」（ミーナ） (株)日本統計センター提供の商圏分析システムで町丁

目毎に半径 500ｍ、１㎞、３㎞等の人口・世帯データや

消費支出・購買力データ、富裕層データ等が得られ、地

域のマーケット分析が行える。 

 

 

（２）事業内容 

①経営分析を行う事業者の発掘のため、巡回訪問や窓口相談の金融、税務、決算申告等相

談業務において経営分析の対象となる小規模事業者を抽出し、経営支援基幹システムＢＩ

Ｚミルを用いて財務分析、ＳＷＯＴ分析等を行っていく。商業の事業者には商圏分析シス

テム「Miena」(ミーナ)を活用し商圏分析も行う。 

②経営分析の内容 

対象者 巡回訪問（H30年度 523社）や窓口相談の金融、税務、決算申告相談等業務（H30

年度 528社）において、意欲的で販路開拓の可能性の高い 140社を選定。 

分析項目 定量分析たる財務分析と定性分析たるＳＷＯＴ分析、商圏分析の双方を行う 

《財務分析》収益性、安全性、生産性、損益分岐点分析、キャッシュフロー分析等 

《ＳＷＯＴ分析》強み、弱み、脅威、機会 等、非財務分析 

《商圏分析》事業所周辺の商圏分析システム「Miena」（ミーナ）も活用する。 

分析手法 (株)エイチ・エー・エルの提供する経営支援基幹システムＢＩＺミル(株)日本

統計センター提供の商圏分析システム「Miena」（ミーナ）を活用して経営指導

員が分析を行う。 

 

（３）成果の活用 
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・ 分析結果は当該事業所に財務状況分析表、ローカルベンチマーク、経営状況分析表として

フィードバックし、事業計画策定等に活用する。 

・ 分析結果はＢＩＺミルによりデータベース化され、内部共有し経営指導員間の情報共有し

担当の経営指導員以外も連携して支援にあたれるようにする。 

・ 分析によって作成されたローカルベンチマーク、商圏分析レポート等を用いて外部の中小

企業診断士等の専門家、埼玉県よろず支援拠点や金融機関などにもより正確に事業者の情

報を伝えられるようにする。 

 

（４）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 

分析件数 82 140 140 140 140 140 

※目標件数は経営指導員７人×２０件として算出。 

 

 

４.事業計画策定支援に関すること 
 

（１）現状と課題 

・ 当所は認定経営革新等支援機関として経営革新計画を始めとして、経営力向上計画、各種

補助金の事業計画等の策定支援をおこなっている。 

・ 事業計画策定については、定性分析である「ＳＷＯＴ分析」や決算書による財務分析（収

益性、安全性、生産性、損益分岐点分析、キャッシュフロー分析）を経営指導員が行い、

中小企業診断士等専門家の協力を得て作成をしてきた。 

・ しかし事業計画策定にあたり、その意味や意義についての事業者の理解が十分ではなく、

事業計画作成が目的となってしまっている事が見受けられている。 

・ また外部専門家の支援時間が限られている中で、当所から提供する地域の状況や事業者の

情報が少なく、情報量も職員間で差がでており、事業者や地域の実態に合わない事業計画

が作成されている事も課題である。 

 

（２）支援に対する考え方 

・ 「２．地域内の経済動向調査に関する事」の調査結果や「３．経営状況の分析に関するこ

と」「７．需要動向調査に関すること」の分析結果をもとにデータに基づいた説明を経営指

導員が行い、事業者の外部環境や内部環境の理解を深めた上で計画作成支援を行う。 

・ また、外部の中小企業診断士等の専門家や埼玉県よろず支援拠点等との連携も行い「２．

地域内の経済動向調査に関する事」の調査結果や「３．経営状況の分析に関すること」「７．

需要動向調査に関すること」の分析結果を活用し、より事業者や地域の実態に合わせた事

業計画作成をする。 
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（３）事業内容 

支援対象 ・「３．経営状況の分析に関すること」で経営分析を行った以下の事業者 

・巡回訪問や窓口相談の金融、税務、決算申告相談業務で意欲的で販路開

拓の可能性の高い事業者 

・事業承継の相談があった小規模事業者 

・創業予定者や創業間もない方 

・熊谷発ビジネスプランコンテストの応募を希望する事業者 

・小規模事業者持続化補助金などの申請支援を行った事業者 

・金融機関など他機関から紹介のあった事業者 など 

手段・方法 ・ 「３．経営状況の分析に関すること」「７．需要動向調査に関すること」

により経営分析や需要動向調査を行った事業者を事業計画作成に繋げ

る。 

・ 株式会社エイチ・エー・エルの提供する経営支援基幹システムＢＩＺミ

ルを活用して事業計画作成を行う。 

・ 巡回訪問や窓口相談の金融、税務、決算申告相談業務の中から事業者を

発掘する。 

・ 事業承継に関する相談があった際に事業承継計画の策定支援を行う。 

・ 創業予定者や創業間もない方からの相談があった場合に創業計画作成支

援を行う。 

・ 熊谷発ビジネスプランコンテストの応募を希望する事業者のビジネスプ

ランをブラッシュアップし事業計画策定を行う。 

・ 融資の相談があった際に必要となる事業計画の作成を行う。 

作成する計画 ・ 経営分析や需要動向調査をもとに作成する事業計画 

・ 経営革新計画 

・ 経営力向上計画 

・ 先端設備導入計画 

・ 小規模事業者持続化補助金など補助金申請に必要な事業計画 

・ 事業承継計画 

・ 創業計画 

・ 融資申し込み時に必要となる事業計画 

・ 熊谷発ビジネスプランコンテストに応募するための事業計画 

・ その他小規模事業者支援に必要と思われる事業計画 

具体的な作成

方法 

・ 「２．地域の経済動向調査に関する事」の調査結果や「３．経営状況の

分析に関すること」「７．需要動向調査に関すること」の分析結果を活用

していく。 

・ 事業計画策定にあたり、中小企業診断士や埼玉県よろず支援拠点の専門

家等外部専門家と連携してより実現性の高い事業計画策定支援を行う。 

・ 熊谷市内にある金融機関担当者と帯同しての経営革新計画の策定支援を

行い事業計画策定から資金面までの支援を行っている。 

・ ビジネスプランコンテスト等連携機関が係る事業計画については連携機



２０ 

 

関にも事業計画を見てもらい連携機関の見地からブラッシュアップを行

う。 

 

（４）目標 

内容 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 

事業計画策定件数 48 70 70 70 70 70 

※事業計画策定にあたっては分析を行った事業所の中から意欲的な事業者を対象とするため、 

「３．経営状況の分析に関すること」の目標よりも少ない経営指導員７人×１０件とする。 

 

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 

・ これまでは、事業計画策定後の実施支援は補助金申請がある場合の支援や相談があった場

合にのみの対応など進捗状況の確認や計画の実行支援が不十分である等の問題が生じてい

た。 

・ また、支援担当者がその後も支援はするが、組織内で財務面等の情報の共有があまりなさ

れていなかった。 

（２）事業内容 

（支援に対する考え方） 

・ 今後は事業計画の進捗管理を株式会社エイチ・エー・エルの提供する経営支援基幹システ

ムＢＩＺミルの支援実績管理機能を活用し管理する。施策、職員別で実績がグラフ化され、

経営指導員であれば誰でも確認ができるので組織で情報共有し、組織として支援をしてい

くことができるようにする。 

（支援内容） 

・ 事業計画を策定した全ての小規模事業者に対して、巡回・窓口指導による定期的な進捗確

認を行う。電話等簡易の確認方法も取り入れ事業所の負担にならないようにする。 

（支援頻度） 

・ 策定後３ヶ月に１回のペースで策定した事業計画の進捗状況を把握する。 

・ ただし、事業者からの申し出があった場合や、集中的に支援すべき事業者は指導回数を増

やし、ある程度順調と判断し指導回数を減らしても支障が無い事業者は指導回数を減らす

等臨機応変に対応する。 

（手段・手法） 

・ 経営支援基幹システムＢＩＺミルにてクラウド上で常に経営指導員間で情報共有を行う。 

・ 状況に応じてマル経資金等の金融支援や小規模事業者等持続化補助金等の支援を行う。 

・ 月に１度の「中小企業相談所会議」においても他の経営指導員の意見も収集し事業者への

より良い解決策を提示する。 

・ 計画実行にあたって進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断

される場合は埼玉県よろず支援拠点、中小企業診断士等の外部専門家の支援を取り入れ、

当該ズレの発生原因及び今後の対応策を検討し支援を行う。 
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（３）目標 事業計画策定事業者数＝フォローアップ対象事業者数 

内容 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 

フォローアップ 

対象事業者数 

41社 70社 70社 70社 70社 70社 

頻度（延回数） 187回 210回 210回 210回 210回 210 回 

売上増加事業者数 18社 35社 35社 35社 35社 35社 

利益率２％以上 

増加の事業者数 

14社 15社 15社 15社 15社 15社 

※目標設定根拠 

・ 事業計画策定事業者数＝フォローアップ対象事業者数 

・ 頻度（延回数）：事業所の負担も考えフォローアップ対象事業者数×３回とする。 

・ 経営支援基幹システムＢＩＺミルを活用し効率的なフォローアップとする。 

・ 売上増加事業者数：売上増加事業者数 18 社/フォローアップ対象事業者数 41 社＝44％からフ

ォローアップした企業の 50％が売上増加するように目標設定。 

・ 利益率２％以上増加の事業者数：利益率２％以上増加の事業者数 14社/フォローアップ対象事

業者数 41社＝34％からフォローアップした企業の 40％の利益率が上がるように目標設定。 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

・ 小規模事業者は自社の製品・商品・サービスの需要動向調査ができていない事が多い。新

たなビジネスモデルを企画し、事業計画を策定し、実行に移しても社会的なニーズが無け

れば売上に結びつかない。こうした需要動向に関しての情報不足が課題である。 

・ 小規模事業者が独自で行うには費用負担が大きく、また調査・分析の能力が不足している

ため実施できている小規模事業者はほとんどない。 

・ 当所においても小規模事業者が新たな販路開拓に役立つ調査が十分できておらず、情報の

提供もあまりできていなかった。 

・ そこで「７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事」で実施する街なかゼミナール

等消費者との接点がある事業（Ｂ to Ｃ）、展示会への参加事業（Ｂ to Ｂ）を通じて新た

な需要に関する調査を行う。 

 

（２）事業内容 

 ①街なかゼミナールを用いたアンケート調査（ＢtoＣ） 

・ 街なかゼミナール等消費者との接点がある事業を通じて「新たな商品・サービス」に関す

る調査を行う。 

・ 具体的には「街なかゼミナール」等参加事業者から「新たな商品・サービス」の開発意欲

のある事業者５社を選定。選定にあたっては「３．経営状況の分析に関すること」、「４.

事業計画策定支援に関すること」で支援を受けている小規模事業者である事を考慮する。

消費者に対しての試食やアンケートを実施し、調査結果を分析してフィードバックしてい

く。 
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・ 調査手法などで経営指導員が対応できないような支援については中小企業診断士等専門

家、埼玉県よろず支援拠点による指導を行う。 

サンプル数 50人（5社×消費者 10人※平均参加者数等から想定 

調査手段・手法 「街なかゼミナール」実施する１０月若しくは１１月に合わせて実施。 

具体的手法 ・ 「街なかゼミナール」の内容を「新たな商品・サービス」に関連付け

て行い、終了後消費者にアンケートをとる。 

・ 「街なかゼミナール」の内容が「新たな商品・サービス」に関連は無

いが、終了後、若しくは後日連絡先を聞いた消費者を集めてアンケー

ト等調査を行う。 

分析手段・手法 調査結果は中小企業診断士等専門家、埼玉県よろず支援拠点の指導を受

けて経営指導員が分析を行う。 

調査項目 「街なかゼミナール」では飲食、物品販売等の参加店舗が多いため下記

内容の調査を想定 

食品：①味 ②色彩 ③食感 ④大きさ ⑤価格 等 

物品：①色彩 ②大きさ ③パッケージ ④見た目 ⑤価格 等 

分析結果の活用 分析結果については対象店舗に直接説明する形でフィードバックし、更

なる改良等を行う。 

 

②バイヤーの需要動向アンケート調査（ＢtoＢ） 

・ 埼玉北部地域技術交流会、彩の国ビジネスアリーナ等展示会を通じてバイヤーに対して需

要動向に関してのアンケート調査を行う。支援対象事業者の選定にあたっては「３．経営

状況の分析に関すること」、「４.事業計画策定支援に関すること」で支援を受けている小規

模事業者である事を考慮する。調査結果を分析してフィードバックしていく。 

・ 調査手法などで経営指導員が対応できないような支援については中小企業診断士等専門

家、埼玉県よろず支援拠点による指導を行う。 

支援対象事業者 新たな需要の開拓に前向きな展示会参加事業者（ＢｔｏＢ） 

サンプル数 ２０サンプル（５社×２人×２回） 

調査手段・手法 展示会が実施に合わせて実施。 

展示会参加事業者のブースに来たバイヤーに対して行う。 

分析手段・手法 調査結果は中小企業診断士等専門家、埼玉県よろず支援拠点の指導を受

けて経営指導員が分析を行う。 

調査項目 ①品質 ②納期 ③価格 ④機能 ⑤デザイン 

分析結果の活用 分析結果については対象事業者に直接説明する形でフィードバックし、

更なる改良等を行う。 

 

（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 

①対象事業者数 

(ＢtoⅭ) 
０社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

②対象事業者数 ０社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 
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(ＢtoＢ) 

 

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 

・ これまでは工業分野では地域の優れた技術を有する小規模企業者に対して各種展示会や商

談会への出展支援を行ってきた。商業分野では小規模事業者が講師となりお得な情報を提

供する街なかゼミナールを開催し、新規顧客の獲得等に結び付けてきた。 

・ 課題としては、展示会、街なかゼミナールや各種事業、セミナーともに参加人数増加が目

的となり、売上が上がるような事前の支援やフォローアップが不十分であった。 

 

（支援に対する考え方） 

・ 人口が減少している中で小規模事業者が新たな顧客を開拓する、売上を向上させる等は非

常に難しいことである。 

・ そこで当所経営指導員や中小企業診断士等の専門家、埼玉県よろず支援拠点等連携機関と

の連携した事前支援やフォローアップを行い売上の向上等が図られるようにする。 

・ また、ＩＴやプレスリリース支援を強化することで、より広範囲の需要の開拓ができるよ

うに支援する。 

・ 支援対象事業者はいずれの事業も「３．経営状況の分析に関すること」、「４.事業計画策定

支援に関すること」「５．事業計画策定後の実施支援に関すること」「６．需要動向調査に

関すること」等で支援を受けている小規模事業者であり、新たな需要の開拓に意欲があり、

支援が必要であると経営指導員が判断した小規模事業者とする。 

 

（２）事業内容 

①埼玉北部地域技術交流会への参加支援（ＢtoＢ） 

・ 埼玉北部地域技術交流会は埼玉県北部地域の製造業に特化した展示会。（平成 30 年度展示

ブース 18ブース、来場者数 120名）埼玉県北部地域の企業の技術力の ＰＲ、企業同士の

ビジネスマッチング、産学官連携の推進を図る事業である。 

・ 地域に根差した当交流会への小規模事業者の参加支援により、技術や製品の PR、他の参加

者や来場者とのマッチングや、交流の活性化を図る。会場内では、商談コーナーや、技術

相談、金融相談コーナー等などを展開し、出展企業の経営課題を解決できる仕組みを整え

る。円滑なマッチング支援を行うことで、埼玉県の北部地域における新規需要開拓を図る。 

・ 参加にあたり経営指導員は主催の埼玉県産業技術総合センター北部研究所と来場者属性や

効果的な展示について情報交換を行い陳列や接客等の支援を行うとともに、事後には、名

刺交換した商談相手へのアプローチ支援等商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 

・ 経営指導員で対応できないような支援については中小企業診断士等専門家、埼玉県よろず

支援拠点による指導を行う。 

②彩の国ビジネスアリーナへの参加支援（ＢtoＢ） 

・ 埼玉県下最大の展示会。商談会も併設。新たなビジネスチャンスの創出を提供する展示商
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談会。（平成 30年度:出店企業･団体数 614、来場者数 17,192人）新規顧客の獲得を課題と

する小規模な製造業者（下請け企業）が展示会に出展することで、自社の製品や技術のＰ

Ｒを行い、展示会に出展した他の参加者や来場者とのマッチングや、交流をはかることが

出来る。 

・ 展示会場内でのマッチングはもちろん、商談会や様々なセミナー、出展者の懇親会なども

あり、交流を深める良いチャンスとなっている。 

・ 個別の出展では費用を含め負担が大きくなるため、工業部会、工業関係団体ものつくり熊

谷等での共同出展を企画する。 

・ 共同出展のメリットとしては、上記の点から個々の企業の費用負担を含めた出展負担の軽

減と、下請け企業でも共同で出展することで部会や工業団体のネットワークを活かした支

援体制をアピールすることにより、受注確率の向上が見込まれる。円滑なマッチング支援

を行うことで、首都圏地域における新規需要開拓を図る。 

・ 参加にあたり経営指導員は主催の公益財団法人埼玉県産業振興公社と来場者属性や効果的

な展示について情報交換を行い陳列や接客等の支援を行うとともに、事後には、名刺交換

した商談相手へのアプローチ支援等商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 

・ 経営指導員で対応できないような支援については中小企業診断士等専門家、埼玉県よろず

支援拠点による指導を行う。 

 

③街なかゼミナールの実施（ＢtoＣ） 

・ 認知度が低い小規模事業者が来店誘導するために行う。 

・ 店主が先生となり、参加者にプロのコツや、豆知識を伝授すると共に、お店業務、取扱商

品、サービスの内容をもっと知っていただく。バラエティーに富んだ店舗を集め、参加者

が楽しくお店を知ってもらうとともに親近感を感じてもらい、新規顧客獲得とリピーター

の増加へとつながる仕掛けを実施。各事業者について潜在顧客の認知とコミュニケーショ

ンを図ることを促し、新たな顧客獲得に向けた行動および「６．需要動向調査に関するこ

と」にあるような新商品・新サービス開発に向けた活動を支援する。 

・ 実施にあたり経営指導員によるマーケティングや接客対応等の指導を行うとともに、事後

には、参加した消費者へのアプローチ支援等商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 

・ 経営指導員で対応できないような支援については中小企業診断士等専門家、埼玉県よろず

支援拠点による指導を行う。 

 

④各種メディア・ＩＴを活用した商品サービスの発信支援（ＢtoＢ・ＢtoＣ） 

・ マスコミを利用した情報発信支援 

   新商品、新サービスを開発した事業者を対象に、マスコミを利用したＰＲ支援を行う。熊谷市

役所内にある記者クラブを通じてマスコミ各社に情報提供を行う。マスコミに取り上げてもら

うことで、市民への周知と売上増につながることを見込む。 

・ 地域メディアとの連携 

「ＦＭクマガヤ」（熊谷市と行田市をエリアとしたコミュニティＦＭ）、「熊谷経済新聞」（イ

ンターネット情報配信サービス）、（株）ジェイコム埼玉・東日本熊谷・深谷局など地域におけ

る新たなメディアが近年できており、積極的に市内店舗の情報発信をしている。こうした新た
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なメディアへの小規模事業者の店舗情報や商品情報のリリースの支援を行っていく。 

・ 当所 SNSの活用 

平成 30 年度より情報発信力を高めるため当所 Twitter 等 SNS の活用を強化している。これら

を用いて小規模事業者店舗情報や商品情報のリリースの支援を行っていく。 

 

⑤ビジネスマッチング支援サイトを活用した支援（ＢtoＢ） 

・ 大阪商工会議所が運営する「ザ・ビジネスモール」を活用して、地域の小規模事業者の日

本全国の企業との商取引を支援する。 

※ザ・ビジネスモールは全国 400超の商工会議所・商工会が事業所の経営支援を目的に共同で運営。

企業同士のビジネスマッチングを促進するビジネスマッチング支援サイト 

 

⑥販売促進セミナーの開催及び販売促進支援（ＢtoＣ） 

・ 当所では熊谷市の「経営セミナー委託事業」を受託しており、その１テーマとして小規模

事業者の販売促進を強化するための「販売促進セミナー」を開催。過去にはチラシ作成や

店頭 POP作成などのセミナーを行い、近年では SNSの活用等のセミナーを行っている。 

・ 今まではセミナー受講後のフォローアップが出来ていなかったが、今後は開催後に経営指

導員によるフォローアップを行う。中小企業診断士や IT、販売促進に長けた専門家や埼玉

県よろず支援拠点との連携により実際に売上を伸ばす企業を増やしていく。 

 

（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 

① 
参加企業数 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

成約件数 １件 １件 １件 １件 １件 １件 

② 
参加企業数 ６社 ６社 ６社 ６社 ６社 ６社 

成約件数 １件 １件 １件 １件 １件 １件 

③ 
参加店舗 40 店舗 40店舗 40店舗 40 店舗 40店舗 40 店舗 

売上向上店数 12 店舗 12店舗 12店舗 12 店舗 12店舗 12 店舗 

④ 
支援数 １社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

売上増加 １社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

⑤ 
登録数 １社 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

成約件数 ０件 １件 １件 １件 １件 １件 

⑥ 

開催数 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

参加社数 25 社 30社 30社 30 社 30社 30 社 

売上向上社数 ― 10社 10社 10 社 10社 10 社 
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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 

・ 人口減少とともに商業においては他市にある大型ショッピングモールやインターネット通

販に押され売上が減少しており、また工業においては従業員の人手不足、事業承継の問題

等の問題を抱えつつ、下請け構造の中で新たな需要の開拓ができていないのが現状である。 

・ 小規模事業者への個社支援だけでは打破できない、これら地域産業の課題について第２次

熊谷市総合振興計画と連動を図りつつ、関係諸団体と連携し地域経済の活性化に向けた事

業を実施して行く必要がある。 

 

（２）事業内容 

①ラグビータウン熊谷の振興・応援事業 

・ 熊谷市はラグビータウン熊谷を標榜し、ラグビーをまちづくりの柱の一つとして活動して

きた。熊谷市が、日本で開催されるラグビーワールドカップ２０１９の大会会場の一つと

なったこと、また大会終了後、ラグビートップリーグのパナソニック ワイルドナイツが本

拠地を熊谷に移転させることが決定したことを機に、さらなるラグビーを軸とした地域振

興をはかるべく官民共同で「スクマム！クマガヤ プロジェクト」を発足。市民参加型のラ

グビータウン熊谷興隆のためのプラットホームとして、市内商工業者の活動を盛り上げて

いる。 

・ 当所はこのプロジェクトの一環として熊谷市内のラグビー関連商品・サービス等の開発支

援、周知等の活動を展開した。ラグビーワールドカップ終了後もこの活動を強化し、小規

模事業者のビジネスチャンスの捕獲の支援に取り組んでいく。 

・ 引き続き熊谷市、当所、市内商工業者による会議を年 3 回以上開催し、ラグビーを通じた市内

商工業の活性化を図る。 

 

※スクマム！クマガヤ とは、熊谷のみんなで一緒にスクラムを組んで、まちを盛り上げたいという

思いから「スクラム」と「クマガヤ」をかけた造語。シンボルマークは、チームを大切にするラグ

ビーの精神から常に肩を組んで行動している「クマ」がモチーフ。このキャラクターを用いた商品

開発も行われている。 
   【新たに制定されたシンボルマーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２７ 

 

②熊谷産小麦の振興プロジェクト 

・ 熊谷市は小麦の生産量が多く、明治時代に小麦の「二毛作」を全国に広めた麦王ばくおう

（麦翁）権田愛三の出身地であることから小麦関連産業に力を入れている。 

・ 平成 29年から令和元年まで 3年連続で県・市、市内企業、経済団体等の共催により「全国

ご当地うどんサミット」を熊谷スポーツ文化公園にて開催。平成 30 年の大会は全国から

32団体が出店し 12万人が来場、51,611食を販売した。 

・ 熊谷商工会議所では全国ご当地うどんサミットのレガシーを残す施策として、平成 30年度

より、日本商工会議所による「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」を活用。国産

小麦を使用した「熊谷うどん」の地域ブランド化に向けて調査研究を実施している。専門

家を招聘した勉強会では「地域団体商標について」等について、関係事業者との意見交換

を行っている。引き続き小麦を活かした商品開発などに対して支援をし、交流人口が増加

する中での小規模事業者の売上増加等に繋げて行く。 

・ 引き続き熊谷市、当所、市内商工業者による会議を年 3 回以上開催し、小麦を通じた市内商工

業の活性化を図る。 

 

③工業団体「ものつくり熊谷」との連携事業（工業振興） 

・ 「ものつくり熊谷」は、地域を取り巻く経済環境への対応や個々の企業における深刻な課

題解決を図るため、熊谷市工業団体連合会・熊谷工場懇話会・熊谷先端技術産業研究会・（協）

熊谷鉄工機械工業会・（協）熊谷異業種交流会の 5 つの団体に加え、熊谷商工会議所、く

まがや市商工会が中心となり発足した、熊谷市等の支援のもと熊谷地域のものづくり企業

発展のためのオール熊谷による工業団体である。 

・ 高度技術化への対応、雇用対策、グローバル展開、または地域大・中小企業や金融・公的

機関とのネットワークの構築など、産学官金の力を集結した “オール熊谷” の連携と創

意工夫により、これまでにない新たな取り組みに挑んでいる。 

・ 引き続き熊谷市、当所、市内企業を構成員とする会議を年 3 回以上開催し、製造業分野の活性

化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２８ 

 

 （主な事業内容） 

・ 受発注事業の展開 

・ 大企業、中小企業とのネットワーク構築 

・ IoT 等を活用した技術高度化への対応 

・ 新事業、新分野への進出に向けた新製品の研究開発 

・ 異業種連携による発想転換と新製品等の研究 

・ 技術者、OB 等の雇用対策ネットワークの構築 

・ 廃業、撤退、事業継承等への組織的な対応策の研究 

・ 国、県、市その他の支援施策、補助金の獲得 

・ 会員企業 PR（個々の特色）冊子、HP の作成 

 

④各種関係団体と連携したまちづくり・地域活性化 

・ 中心市街地活性化等を目的に設立した ㈱まちづくり熊谷や観光イベントを実施している

（一社）熊谷市観光協会と連携して、地域活性化イベントの開催、シェアサイクルの導入

やスポーツコミッション設立、コミュニティ FM の開設に向けた活動を推進してきた。引

き続き関係団体年１回以上会議を開催するとともに、交流人口の増加など市内商工業者の

売上向上に繋がる取り組みを行って行く。 

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 

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 

・ 熊谷市内には行政、金融機関などの支店が多くあり、そうした機関との情報交換会、研修

会などを行ってきた。また埼玉県北部の商工団体を構成員としたビジネスパワーアッププ

ロジェクト連携機関会議が開催されており、各種事業実施や職員間の指導事例の情報交換

を行っている。 

・ 相談内容が高度化しており、高度な専門知識や当所で対応できない場合に他の機関へ引き

継ぐノウハウを身につけていく事が必要と考える。そのために研修や情報交換会等の強化

を図っていく。 

 

（２）事業内容 

①ビジネスパワーアッププロジェクト連携機関会議 

・ 埼玉県北部の商工会・商工会議所が参画、連携して、高度・専門化してきた小規模事業者

等の経営課題に対し、経営指導員等が高度な専門知識を有した専門家や金融機関等との連

携強化を図りながら、小規模事業者等に専門性の高い支援を行う事業。毎月１回連携機関

会議が開催され支援事例の共有などにより経営指導員の資質向上に繋げている。 

代表機関：深谷商工会議所  

連携機関：熊谷商工会議所、秩父商工会議所、本庄商工会議所、寄居町商工会、 

くまがや市商工会、ふかや市商工会、児玉商工会、上里町商工会、 

美里町商工会、神川町商工会 

協力機関：（株）日本政策金融公庫熊谷支店 
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②「埼玉県よろず支援拠点」のコーディネーター等との支援内容についての意見交換 

・ 当所のある熊谷市立商工会館では月に２回埼玉県よろず支援拠点のコーディネーターによ

る出張相談会が開催されている。経営指導員が具体的な支援に関する情報交換を行う事で

支援能力の向上を図る。 

 

③地域金融機関等との研修会 

・ 日本政策金融公庫熊谷支店等金融機関とは年 1回程度研修会を開催している。研修会を通

じてお互いの機関の職員を知り、具体的な企業支援について相談しやすくなっている。今

後は他の金融機関も併せて年２回以上研修会を開催し、事業計画策定後の金融支援等の支

援能力を高められるようにする。 

 

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 

・ 現状はベテラン経営指導員によるＯＪＴや中小企業大学校や埼玉県など各種研修会参加に

よるＯＦＦ－ＪＴを行ってきている。 

・ しかしながら、下記課題を抱えている。 

 経営指導員間の支援ノウハウの共有が不足している。 

 ローカルベンチマークなど支援ツールに関してのリテラシーが低い傾向にある。 

 地域の売れ筋商品や店舗などトレンドに関する情報の共有がなされていない。 

 支援能力にバラツキがある。 

・ このような課題に関して支援能力の向上と均質化を図る取り組みを行う。 

・ 特にＩＴツールの活用の強化をし、生産性向上につなげる。 

 

（２）事業内容 

①ＯＪＴによる資質向上 

ａ．専門家派遣帯同による支援能力向上 

・ 専門家派遣時に専門家に帯同し、その支援ノウハウを習得するように努める。 

・ 中小企業相談所長への派遣報告提出時に、支援ノウハウの修得具合について力量確認を行

う。 

 

ｂ．力量確認表の作成及び法定経営指導員によるＯＪＴ 

・ 経営指導員の支援スキルにバラツキがあることが課題となっている。特に経営指導員にな

ってから５年以内の者を対象に力量確認表を作成し、経営支援能力の力量確認を行う。力

量については業界商品に関する知識、マーケティング、財務分析、計画策定、傾聴力、接

客スキルなどの分野について行う。評価にあたっては中小企業相談所長が行い、ＯＪＴに

よる指導を中小企業相談所長、法定経営指導員により行う。 
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②ＯＦＦ－ＪＴによる資質向上 

ａ．中小企業相談所会議の開催による支援情報の共有 

・ 個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織内で共有する仕組みとして実施 

・ 毎月１回、事業計画策定の進捗状況を行うために開催している。 

・ 高度な支援に対応できるように経営指導員の支援事例にもとづいた情報交換を行う。また

地域や日経流通新聞などによるトレンド情報の共有も併せて行い支援能力向上を図る。経

営指導員だけではなく、補助員、記帳専任職員も参加する。 

 

ｂ．支援ツールの活用・相談能力の向上研修の開催 

・ 当所内にて職員及び外部講師を用いて、ＢＩＺミル、商圏分析システム「Miena」（ミーナ）、

ローカルベンチマーク等各種ツールの経営指導員向け活用研修会を行う。 

・ また、事業承継、販売促進等小規模事業者の課題に関するテーマについて中小企業診断士

等専門家や埼玉県よろず支援拠点のコーディネーターを招いた研修も行っていく。 

 

ｃ．埼玉県、中小企業大学校、日本商工会議所等が主催する各種研修会等への参加 

・ 埼玉県の経営指導員は年２回１０時間以上の商工会・商工会議所等職員研修会へ参加する

など支援ノウハウの修得を行う。経営指導員に不足している事業計画の策定支援能力向上

や販路開拓、事業承継、ＩＴ活用等の能力向上に繋がるような研修を中心に派遣する。補

助員、記帳専任職員、総務課職員も税務や労務といった経営支援に必要な知識を身につけ

させ、組織として支援能力の向上を図る。 

・ 中小企業大学校の中小企業支援担当者等研修には主に中小企業相談所職員が４名程度参

加。経営指導員に不足している事業計画の策定支援能力向上や販路開拓、事業承継、ＩＴ

活用等の能力向上に繋がるような研修を中心に派遣する。 

・ 日本商工会議所の開催する「経営支援分析力向上研修会」（伴走型支援を行うためのプロセ

スや計画実行支援手法の習得や伴走型支援の際にどのような管理指標を活用すべきか事例

を学ぶ研修）など伴走型支援に必要な能力向上に繋がるような研修を中小企業相談所職員

が最低１名は参加する。 

 

ｄ．外部研修、当所主催セミナーの情報共有 

・ 外部研修、当所主催セミナーの資料を職員間で紙媒体での回覧若しくはグループウェアの

回覧機能により共有するとともに、特に重要なテーマについては中小企業相談所会議で研

修及び情報交換をする。 

  

 

 

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 

・ 中小企業相談所事業については毎月１回の正副会頭会議や年６回開催される常議員会、年

１回の通常議員総会において実施状況の報告を行っている。今後はより効果的な支援が行
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えるように協議会による評価を行う。 

・ 経営発達支援計画による小規模事業者の支援を行うため事業の評価や見直しを行う。 

（２）事業内容 

①事業の実施状況の報告について 

・ 月に１度開催される正副会頭会議にて事業の実施状況を報告する。 

 

②成果の評価・見直しの方向性の検討 

・ 下記を構成員とする協議会による評価を年１回行う。 

外部有識者：中小企業診断士など国家資格を有し、評価できるほどの実績を持つもの 

法定経営指導員：中小企業相談所内に２名設置 

行政：商工業部門を担当し本計画を共同で作成する熊谷市商工業振興課の担当 

 

③見直し案の作成・承認 

・ 協議会にて出された評価に基づき中小企業相談所にて見直し案を作成。見直し案について

は熊谷商工会議所正副会頭会議にて決定承認される。 

 

④事業の成果報告、見直し案の報告 

・ 事業の成果報告、見直し案については熊谷商工会議所常議員会、通常議員総会に報告する。 

 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果の公表 

・ 事業の成果・評価・見直しの結果を熊谷商工会議所のホームページで計画期間中年１回は

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４年４月現在）  

 

（１）実施体制（経営発達支援事業実施に係る体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主に中小企業相談所において経営発達支援計画を実施する。 

 

 

 

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

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

■ 氏名：須永昌志  内田茂樹 

■ 連絡先：熊谷商工会議所 埼玉県熊谷市宮町 2-39 

     ＴＥＬ ０４８－５２１－４６００ 

     ＦＡＸ ０４８－５２５－７２７２ 

        HP      https://www.kumagayacci.or.jp 

     e-mail  somu@kumagayacci.or.jp 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

   経営発達支援計画の実施・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。管轄面積が広いため、法定経営指導員を２名設  

置し、効率的に事業を実施する必要がある。 

 

 

専務理事 

事務局長 

総務課 

総務課長 １名 

一般職員 ５名 

嘱託   ２名 

パート  ２名 

 

 

※経営発達支援事業実施部署 

中小企業相談所長 

経営指導員７名 

（うち法定経営指導員２名） 

補助員 ２名 

記帳専任職員１名 

 

 

熊谷市 

産業振興部 

商工業振興課 
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（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 

〒360-0041 

埼玉県熊谷市宮町 2-39 

熊谷商工会議所 中小企業相談所 

  ＴＥＬ ０４８－５２１－４６００ 

  ＦＡＸ ０４８－５２５－７２７２ 

     HP     https://www.kumagayacci.or.jp 

   e-mail  somu@kumagayacci.or.jp 

 

②関係市町村 

〒360-8601  

埼玉県熊谷市宮町 2-47-1 

  熊谷市 産業振興部 商工業振興課 

   ＴＥＬ ０４８－５２４－１１１１（内線３０９） 

ＦＡＸ ０４８―５２５－９３３５ 

   HP   https://www.city.kumagaya.lg.jp 

e-mail shokogyoshinko@city.kumagaya.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 

(２年 4 月

以降) 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和５年度 

必要な資金の額 ７，０００ ７，０００ ７，０００ ７，０００ ７，０００ 

 

・地域経済動向調査に

関する事業 

１００ １００ １００ １００ １００ 

・経営状況の分析に関

する事業 

１，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 

・事業計画策定支援に

関する事業 

２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ 

・事業計画策定後の実

施支援に関する事業 

１，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 

・需要動向調査に関す

る事業 

１００ １００ １００ １００ １００ 

・新たな需要の開拓に

寄与する事業 

２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ 

・地域経済の活性化に

資する取り組みに関

する事業 

５００ ５００ ５００ ５００ ５００ 

・他の支援期間との連

携を通じた支援ノウ

ハウ等の情報交換に

関する事業 

１００ １００ １００ １００ １００ 

・経営指導員等の資質

向上等に関する事業 

２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

 

 

 

 

（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、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費 

 

 

（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。 
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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 

 

 

番号 区分 連携して事業を実施する者の 

名称・住所・代表者の氏名 

１ 

 

支援機関 公益財団法人 埼玉県産業振興公社  

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 10F、 

理事長 織田 秀明 

（埼玉県よろず支援拠点、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 10F、チーフコーディネーター 越智 隆史） 

２ その他関

係機関 

株式会社 まちづくり熊谷  

埼玉県熊谷市宮町 2-39熊谷市立商工会館内、代表取締役社長 藤間 憲一 

３ ものつくり熊谷 

埼玉県熊谷市宮町 2-39、会長 田所 勤 
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連携して実施する事業の内容 

（１）地域の経済動向調査に関すること 

ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）を活用した地域の経済動向調査の実施。 

管内の人口、産業、観光、雇用等の現状把握し調査分析を行う。 

(株)まちづくり熊谷、ものつくり熊谷等と今後の地域経済と小規模企業支援について協議

していく。 

 

（２）経済状況の分析に関すること 

    分析によって作成されたローカルベンチマーク等を用いて外部の中小企業診断士等の

専門家、埼玉県よろず支援拠点などにより正確に事業者の情報を伝えられるようにする。 

 

（３）事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定にあたり、埼玉県よろず支援拠点の専門家等外部専門家と連携してより実

現性の高い事業計画策定支援を行う。 

 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること 

計画実行にあたって進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判

断される場合に埼玉県よろず支援拠点、中小企業診断士等の外部専門家の支援を取り入

れ、当該ズレの発生原因及び今後の対応策を検討し支援を行う。 

 

（５）需要動向調査に関すること 

 展示会出展時の調査についてものつくり熊谷と共同で調査を行う。 

 

（６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

展示会の参加にあたって、ものつくり熊谷と共同で出展支援を行う。 
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連携して事業を実施する者の役割 

 

 
番号 区分 連携して事業を実施する者・役割効果 

１ 

 

支 援

機関 

公益財団法人 埼玉県産業振興公社  

（埼玉県よろず支援拠点） 

（役 割） 

・事業計画策定支援に関することおいて専門家による指導・助言 

・事業計画策定後の実施支援に関することにおいての連携支援 

・需要動向調査に関することにおいて専門家による指導・助言 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関することにおいて専門家による指導・

助言 

（効 果） 

相談については、中小企業支援に特に優れた能力・知見・実績等を有する専門

コーディネーターが担当するため適切な支援が行える。 

２ そ の

他 関

係 機

関 

株式会社 まちづくり熊谷  

（役 割） 

・地域の経済動向調査に関することにおいて、今後の地域経済と小規模企

業支援について協議していく。 

・地域経済の活性化に資する取組に関することにおいてまちづくりの分野で連

携して小規模事業者の支援にあたる。 

（効 果） 

・まちづくりの観点でアドバイスがもらえ支援力が向上する。 

３ ものつくり熊谷 

（役 割） 

・地域の経済動向調査に関することにおいて、今後の地域経済と小規模企業支

援について協議していく。 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関することにおいて専門家による指導・

助言及びさいたまビジネスアリーナ出展時の連携 

（効 果） 

・連携することで支援力の向上が図られる。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

熊谷商工会議所・熊谷市 

 

・地域内の経済動向調査に関

する事 

・経営状況の分析に関するこ

と 

・事業計画策定支援に関する

こと 

・事業計画策定後の実施支援

に関する事 

・需要動向調査に関すること 

・新たな需要の開拓に寄与す

る事業に関する事 

 

 

 

（支援機関） 

公益財団法人 埼玉県産業振

興公社（埼玉県よろず支援拠

点） 

 

 

（その他関係機関） 

㈱まちづくり熊谷 

ものつくり熊谷 

必要に応じて

行政、金融機

関の支援を依

頼 
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