
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
深谷商工会議所 （法人番号 9030005014109） 

深谷市     （地方公共団体コード 112186） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

深谷商工会議所では、深谷市の総合計画と、深谷商工会議所のビジョンを踏まえ、

以下の経営発達支援計画での目標を定めた。 

1 巡回訪問と事業計画策定支援を中心にした個別支援 

1-1 巡回訪問の強化 

1-2 事業計画策定 

2 データ収集・分析・報告力の強化 

2-1 外部の情報収集とレポート作成 

3 市内外への商工業者の魅力発信 

3-1 地域資源を活用した商品開発 

事業内容 

上記目標を達成するための具体的な事業としては以下の通りである。 

Ⅰ経営発達支援事業の内容 

2-1事業別の景気動向を巡回訪問により調査 

2-2国が提供するビッグデータの活用 

 3-1経営分析 

 4-1事業計画策定に関するセミナーの実施 

 4-2事業計画の策定 

 5計画策定後のフォローアップ 

 6新商品開発セミナー及びアンケート調査 

7-1展示会・商談会出展サポート 

7-2販売先開拓サポート 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 8-1地域資源を活用した新商品開発 

 8-2産業祭 

 8-3中心市街地活性化推進協議会 

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 

 9-1ビジネスパワーアッププロジェクト（BPP）の実施 

 9-2地域プラットフォーム 

 9-3地域連携支援機関会議 

 9-4金融機関との連絡会議 

 10-1支援能力向上について 

 10-2情報共有の強化 

 11事業の評価及び見直し 

連絡先 

深谷商工会議所 経営支援課 

〒366-0823 埼玉県深谷市本住町 17番 1号 

TEL.048-571-2145 FAX.048-571-8222 

E-mail m-kanai@fukaya-cci.or.jp 

 

深谷市 商工振興課 

〒369-0292 埼玉県深谷市岡 2381番 1号 

TEL.048-577-3409 FAX.048-585-3510 

E-mail shoukou@city.fukaya.saitama.jp 

 

mailto:m-kanai@fukaya-cci.or.jp
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深谷市ホームページより 

（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深谷市の現状 

深谷商工会議所の活動範囲である旧深谷市は昭和 30 年 1 月 1

日、深谷町、明戸村、幡羅村、大寄村、藤沢村の合併により誕

生した。 

その後、昭和 48 年 4 月 1 日に豊里村と、平成 18 年 1 月 1 日

に岡部町、川本町、花園町と合併し、現在の深谷市が誕生した。

（なお、豊里村、岡部町、川本町、花園町は、ふかや市商工会

の活動範囲である。） 

 

 

立地： 

埼玉県北西部に位置し、東京都心から 70 キロメー

トル圏内にあり、東は熊谷市に、南は嵐山町、寄居町

に、西は美里町、本庄市に、北は群馬県の伊勢崎市、 

太田市に接している。また、北部は利根川水系の低地

で、南部は秩父山地から流れ出た荒川が扇状台地を形

成する平坦な地形となっている。 

深谷市の面積は、138.37 平方キロメートル（平成

29 年 1 月 1 日現在）であり、そのうち田畑が 47.5 パ

ーセントと地域の約半分を占めている。 

 

地目別面積 (平成 29 年 1 月 1 日現在、単位：ha) 

  総面積 田 畑 宅地 沼地 山林 原野 雑種地 その他 

面積 13,837.0 1745.9 4828.8 3263.9 3.7 411.4 38.0 662.0 2883.3 

構成比 100.0% 12.6% 34.9% 23.6% 0.0% 3.0% 0.3% 4.8% 20.8% 

資料:資産税課 概要調書(平成 29 年度) 

人口： 

平成 27 年の国勢調査によると、深谷市の人口は 143,811 人であり、平成 22 年に比べて 807 人、

割合にして 0.6％の減少となっている。また、年齢別人口では、平成 2 年から平成 27 年までに、年

少人口割合は 19.56％から 12.92％に減少し、老年人口割合は 11.65％から 26.02％に増加しており、

少子高齢化が進んでいる。 

  世帯数は 53,384 世帯で、平成 22 年に比べて、2,525 世帯、割合にして 5.0％の増加となっている。 
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交通： 

交通の面では、関越自動車道、国道 17 号線・同深谷バイパス・上武国道、国道 140 号線・同バイ

パス、国道 254 号線などがあり、広域間の基幹的役割を果たす道路として機能している。また、地

域の玄関口として関越自動車道花園インターチェンジが設置されているほか、嵐山小川、本庄児玉の

インターチェンジに近接している。 

鉄道は JR 高崎線、秩父鉄道の 2 路線において駅を有するとともに、上越新幹線および JR 八高

線が通過し、上越新幹線本庄早稲田駅にも近接していることから、東京都心方面、上信越方面、秩父

方面への交通の要衝となっている。 

 

産業： 

商業について 

平成 26 年の商業統計調査によると、深谷市の商店数は 1,051 店舗、従業者数は 9,014 人であり、

年間商品販売額は 2,374 億 700 万円となっている。また、年間商品販売額の推移をみると、全体と

しては平成 6 年をピークに年々減少傾向にあったが、平成 19 年では一時増加し、平成 26 年におい

て再び減少している。小売業は横ばいからやや減少し、再び増加、卸売業では平成 3 年から一貫して

減少したが、平成 19 年で一時増加し、その後再び減少している。 
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工業について 

平成 26 年の工業統計によると、深谷市の工業事業所数は 265 か所、従業者数は 13,392 人であり、

年間製造品出荷額等は 4,541 億 7,312 万円となっている。 

事業所数および年間製造品出荷額等の推移をみると、事業所数はゆるやかな減少傾向にあり、年間

製造品出荷額は年々増加していたところ、平成 22 年を境に減少に転じていたが、平成 26 年ではや

や増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

資料:工業統計 

製造品出荷額等は、(1)品目別製造品出荷額、(2)加工賃収入、(3)その他収入額の合計。 

平成 19 年より、製造品出荷額等の(3)その他収入額の内訳に「転売額」が含まれることになった。 

平成 22 年の増額分は、主に電子産業分野となっている。平成 23 年及び平成 27 年は、工業統計調

査を実施していない。 

 

また、小規模事業者の各業種別の推移については以下の通りである。 

 

深谷市ホームページより 

商店数(店舗) 1,051

従業員数(人) 9,014

販売額(百万円) 237,407

1商店あたり の販売額

(百万円)
226

従業員1人あたり の販売額

(百万円)
26

商業の状況

年
製造品出荷額等

（ 億円）
事業所数

平成16年 5,577 339

平成17年 6,023 338

平成18年 6,402 324

平成19年 6,658 320

平成20年 7,556 328

平成21年 7,321 290

平成22年 12,033 283

平成24年 6,594 288

平成25年 4,411 275

平成26年 4,542 265

製造品出荷額等・ 事業所数の推移

事業所数 265

従業者数(人) 13,392

製造品出荷額(万円) 45,417,312

工業の状況
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観光について 

埼玉県観光課の調べによると、深谷市の観光客数は約 400 万人となっており、この推移をみると、

おおむね増加の傾向にあった。しかし、平成 28 年に減少し、平成 29 年は微増となっている。一方、

イベントによる流入は増えたものの、全体の現状数を補うには至っていない。 

年 観光地点 イベント 入込客数合計

平成20年 - - 2,456

平成21年 - - 2,751

平成22年 - - 2,747

平成23年 3,048 352 3,400

平成24年 3,387 503 3,890

平成25年 3,663 465 4,128

平成26年 3,857 472 4,329

平成27年 4,087 486 4,572

平成28年 3,397 528 3,925

平成29年 3,427 527 3,954
 

※埼玉県観光課調べ ※端数処理のため、合計が一致しない場合あり。 

 

特産品（地域資源） 

 深谷市では、収穫量全国１位のねぎ、ゆりを始め、全国２位の収穫量のブロッコリー、きゅうり、

チューリップや、スーパースイートコーン、やまといもなどの農業特産品が多い。 

 日本産業の父といわれている渋沢栄一の出身地であり、彼が残したホフマン輪窯と深谷の煉瓦や、

平成26年 平成21年

A 農業，林業 66 51

D 建設業 626 739

E 製造業 577 668

F 電気・ガス・熱供給・水道業 5 5

G 情報通信業 14 22

H 運輸業，郵便業 177 193

I 卸売業，小売業 1372 1520

J 金融業，保険業 55 57

K 不動産業，物品賃貸業 261 297

L 学術研究，専門・技術サービス業 157 162

M 宿泊業，飲食サービス業 641 727

N 生活関連サービス業，娯楽業 505 553

O 教育，学習支援業 225 211

P 医療，福祉 495 414

Q 複合サービス事業 34 36

R サービス業（他に分類されないもの） 370 355

S 公務（他に分類されるものを除く） 36 37
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彼が愛した郷土料理の煮ぼうとうも、地域資源とされている。また、地域で親しまれており、ねぎの

酢漬けを付けあわせにしたふかやカレーやきそばが地域資源として認定された。 

 

なお、埼玉県が定めた深谷市が関連する地域資源は以下のとおりである。 

いろどり繭・きゅうり・スイートコーン・チューリップ・トマト・にんじん・ねぎ・ブロッコリー・ほ

うれんそう・やまといも・ゆり・煮ぼうとう・ふかやカレーやきそば・鹿島古墳群・旧七ツ梅酒造跡の

利活用と街の賑わいづくり・秩父路のＳＬパレオエクスプレス・中宿古代倉庫群跡・煮ぼうとう店・ホ

フマン輪窯と深谷の煉瓦 

 

深谷市総合計画について 

深谷市ではこれからの 10 年間（2018 年～2027 年）で進むべき方向

を示す「第２次深谷市総合計画」を策定した。 

 

 深谷市の基本構想のなかで、将来的な「まちのイメージ」として下記

の項目が挙げられている。 

 １．健康でいきいきと暮らせるまち（子育て・保健・福祉） 

 ２．次代を担う人と文化を育むまち（教育・文化） 

 ３．活力とにぎわいにあふれるまち（産業振興） 

 ４．安心とやすらぎを感じられるまち（暮らし・環境） 

 ５．快適で利便性の高いまち（都市・生活基盤） 

 ６．みんなで創る協働のまち（協働・行政経営） 

 

そのうち、経営発達支援計画では、３．の産業振興部門のイメージ「活

力とにぎわいにあふれるまち」に沿って事業を行う。なお、より具体的

なスローガンとして、 

まちのにぎわい創出や雇用促進の役割を果たす農業や商業、工業を

育成・振興し、多くの人が集う活力にあふれたまちを目指します。 

と示している。 

 

また、基本構想を実現させるための具体的な取り組み指針を示した、

深谷市産業振興計画（前期５年間：2018 年～2022 年）では、産業振興

部門における主な取り組みとして、以下の取り組みを掲げている。 

（３－１は農業・農産物の取組、３－２は商業・工業などに関する取組

である。） 
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 なお、総合計画内では、土地利用の方向性

として、ゾーンを 6 つに分かれている。深谷

市の市町村合併により、深谷商工会議所地区

とふかや市商工会地区に分かれているため、

このゾーンのうち深谷商工会議所の管轄地

域に該当する、北部ゾーンと中央ゾーンⅠに

ついても触れる。 

 

北部ゾーンは、『豊穣な土地が広がり歴史

が息づく田園地域』と題し、深谷ネギをはじ

めとした農業と、渋沢栄一ゆかりの歴史的資

源や文化的資源が多く残る街である。そのた

め、計画内ではそれらの環境維持、保存、活

用を示している。 

 

中央ゾーンⅠは、『活気とにぎわいにあふ

れる中核地域』と題し、中山道沿道や深谷駅

周辺に形成されてきた古くからの市街地の

ほか、土地区画整理事業などの大規模な面整

備事業によって形成された上柴地区や東方地区、多くの事業所が立地する深谷工業団地や熊谷工業団

地などから構成されている。また、地域医療施設である深谷赤十字病院や看護師などを養成する東都

大学がある。そのため、計画内では、まちなかにさらなる活気とにぎわいを生み出すための活性化策

の推進や、市役所新庁舎建設による防災中枢拠点の整備、土地区画整理事業などによる良好な居住環

境の創出などの総合的な都市基盤整備を推進することを示している。また、上柴地区については、商

業施設が集積し地域医療施設があるなど、生活サービスに資する機能を担う地区であることから、周

辺地域とのアクセスの向上を図ると示している。 

 

②深谷市（特に深谷商工会議所管内）の課題 

 深谷商工会議所の管内は、かつて深谷宿があり現在でも複数の商店街がある中心市街地と、大型商

業施設を中心に宅地開発が進んだ上柴地区を中心に、商業や工業が発展している（中央ゾーンⅠ）。

また、利根川流域を中心にした農業が盛んであることから、農業に関連した産業（農産物の加工・食

品製造）なども多く存在している。（北部ゾーン） 

全国的な景況感は改善傾向から、堅調な利益を示す中小企業もある一方で、小さな商店や工場など

では、売上高の伸び悩みや人手不足、高齢化といった課題が顕在化している。 

 深谷市出身の実業家である渋沢栄一が新紙幣の肖像画に選ばれ、大河ドラマの主人公として取り上

げられたことで、渋沢栄一とともに深谷市が全国的な注目を浴びているが、この機会をどのように観

光や事業につなげていけるかは大きな課題である。 

 また、花園 IC 近くにアウトレットが開設予定だが、アウトレットに入ってくる他地域からの流れ

を、どのように中心市街地など、深谷商工会議所管内に回遊させ、アウトレットを活用するか、とい

う点も大きな課題である。 
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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  

①10 年の計画を見据えて 

深谷市がこれからの 10 年間（2018 年～2027 年）進むべき方向を示した「第 2 次深谷市総合計

画」では、将来都市像を「元気と笑顔の生産地 ふかや」と定め、本計画を進める上での基本姿勢と

して「多様性を尊重する」、「魅力を生み出し、伝える」、「未来への責任を持つ」の 3 つを掲げ、将来

都市像の実現を目指すこととしている。 

 



- 8 - 

 

また、その 10 年の間に、渋沢栄一が紙幣の肖像画になり、深谷市にアウトレットが誘致されるこ

とで地域外からの注目を集め、人の移動も発生すると考えられる。そして、これらのイベントは 10

年うち前半の 5 年間で発生する。前半の 5 年間では、これらのチャンスを活かし、その後の 5 年間

の発展を支えるものを構築することで、深谷市の商工業はより強いものとなり、持続的な発展が可能

となると考える。 

 

②深谷市総合計画との連動性・整合性 

深谷市総合計画では、基本構想として、下記の 6 点を挙げている。 

 １．健康でいきいきと暮らせるまち（子育て・保健・福祉） 

 ２．次代を担う人と文化を育むまち（教育・文化） 

 ３．活力とにぎわいにあふれるまち（産業振興） 

 ４．安心とやすらぎを感じられるまち（暮らし・環境） 

 ５．快適で利便性の高いまち（都市・生活基盤） 

 ６．みんなで創る協働のまち（協働・行政経営） 

  

本経営発達支援計画は、3.の産業振興の部分に連動したものである必要がある。そこで、その中で、

商工業の発展については、深谷市総合計画の中に記されている、深谷市産業振興計画（前期５年間：

2018 年～2022 年）の中で、下記の具体的な取り組み課題が設定されている。 

 

 

 3-1 は主に農業分野、3-2 は商工業分野について記されており、さらに細かく見ていくと、3-2-1

に商工業の振興とあり、特にこの部分と本経営発達支援計画が連動すべきであると考える。 

 

 そこで、さらに細かく見ていくと、商工業の振興の取組方針として以下の 5 つが挙げられている。 

3-2-1-1 中小企業経営の安定化と成長を支援します 

3-2-1-2 商店街のにぎわいづくりを支援します 

3-2-1-3 商工業の活性化を支援します 

3-2-1-4 企業誘致・留置に取り組みます 

3-2-1-5 起業しやすい環境づくりに取り組みます 

  

 これらの各方針に沿って、深谷商工会議所の役割について検討していく。 

 

③深谷商工会議所の役割 

 取組方針「3-2-1-1 中小企業経営の安定化と成長を支援します」では、 

市内の中小企業が安定した経営基盤を備え、事業を継続し、成長していけるよう、経済的支援を

はじめ、後継者対策を推進します。また、近年活性化しているインターネット販売に市内事業者

が対応できるよう、必要な支援を行います。 
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と書かれており、深谷市では中小企業融資あっせん事業や、中小企業経営安定化支援事業といった、

主に金融面によるサポートを行っている。 

 深谷商工会議所では、この部分については、後継者対策とインターネット販売への事業者対応、と

いう点の支援が必要であると考えている。 

 

 取組方針「3-2-1-2 商店街のにぎわいづくりを支援します」では、 

人を引き付ける商店街に生まれ変わろうとする意欲的な小売店舗や商店街への支援を行いま

す。また、空き店舗、空き地の利活用を進めるとともに、地域資源を生かして、人々が集い楽し

める商店街の形成を図ります。 

と書かれており、深谷市では空き地・空き店舗の利活用に関する取組が行われている。また、深谷市

と深谷商工会議所で、中心市街地及び商店街活性化推進事業が現在行われている。 

深谷商工会議所ではさらに、地域資源を活かした商品づくりという点での支援が必要であると考え

ている。 

 

 取組方針「3-2-1-3 商工業の活性化を支援します」では、 

郷土の偉人渋沢栄一の「論語と算盤」の考え方の普及・啓発を進めるとともに、事業者の意識

の向上と事業活動への活用を促進します。また、市内産業の製品やサービスなどの高付加価値化

を支援し、イベントの開催や交流の場の提供を推進します。 

と書かれており、深谷市では商工業活性化支援事業として、主に産業祭の開催や団体活動への補助が

行われている。 

深谷商工会議所では「論語と算盤」を含めた、渋沢栄一の普及・啓発と市内産業の製品・サービス

の高付加価値化という点での支援が必要であると考えている。 

 

取組方針「3-2-1-4 企業誘致・留置に取り組みます」では、 

花園インターチェンジや（仮称）寄居 PA スマートインターチェンジ及び都市幹線道路の交通利

便の優位性を生かした、企業立地を促進します。また、既存の市内事業者に対し、拠点を本市に

留めてもらえるよう支援を行います。 

と書かれており、深谷市では、企業誘致及び立地促進事業、市内企業満足度向上対策事業、企業立地

関連促進事務が行われており、税金の優遇やイベントの開催、環境整備などが行われている。 

 深谷商工会議所では主に市内事業者が深谷市で事業を継続してもらうという点での支援が必要で

あると考えている。 

 

 取組方針「3-2-1-5 起業しやすい環境づくりに取り組みます」では、 

 商工団体、金融機関などと連携しながら、起業を希望する方に必要な情報やノウハウなどを提

供し、事業開始時の負担を軽減するとともに、起業後の事業定着に向けた取組を支援します。 

と書かれており、深谷市では、起業家支援事業として起業時の事業費の一部補助が行われている。 

 深谷商工会議所では、起業前の相談に乗ることはもちろん、起業後の事業定着という点での支援が

必要であると考えている。 

 

また、深谷商工会議所では、昨年、以下のビジョンを策定し、企業の支援に取り組むことを決めた。 

 

①社会性（総論） 

我々深谷商工会議所は渋沢栄一翁のイズムを継承し、地域企業が持続発展していくことを応援し

ていきます。また、私たち自身もその活動を通じて常に成長していき、地域に密着した、お客様

に頼られる存在であり続けます。 
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②収益・広報   

会員企業はもちろんの事、地域内外に積極的な有効情報の発信を通じて会員拡大に努めます。ま

た、地域振興啓蒙の情報発信者であり続けます。 

  

③効率向上・コスト   

常に業務を見直し、創意工夫をしながら、不必要なコストを削減します。 

  

④人づくり 

商工会議所職員として自覚し、意欲的な自己完結型でありつつも、組織力を発揮できる人材にな

ります。 

 

⑤組織運営・マネジメント・環境づくり 

コミュニケーションを大切にし、積極的に他団体との連携を図り、結果の残せる組織となります。 

   

⑥お客様との関係   

常に、お客様の信頼と満足度向上のために努力し、ＷｉｎＷｉｎの関係を築きます。 

 

そこで、深谷市の総合計画から求められている深谷商工会議所の役割と、これら深谷商工会議所の

ビジョンを踏まえて、経営発達支援計画における経営発達支援事業の目標を定めていく。 

 

(3) 経営発達支援事業の目標 

 

 本経営発達支援事業（小規模事業者に対する支援）の目標を以下のとおりとする。 

 

・巡回訪問と事業計画策定支援を中心にした個別支援 

 かつて渋沢栄一は、訪ねてきた人からの面会を可能な限り断らず、人と会って話を聞くことを重要

視してきた。商工会議所の小規模事業者支援では、この人と会って話を聞く、ということが一見非効

率に見えて、実は重要であると深谷商工会議所では考えている。 

 そのため、来てもらえる深谷商工会議所になるためにも、まずは、積極的にこちらから巡回訪問を

行い、接点を取るようにしたい。ただし、これまでも巡回件数という形で目標を設定し実行してきた

が、数を追うだけでは、事業者に来てもらえる関係性になることは難しいと感じている。そこで、巡

回件数は意識しながらも、各事業者との関係を築くという点を重要視した巡回訪問を実施する。 

 また、個別の事業者支援において、事業計画策定支援は事業の深い部分に携わることのできる支援

であると考える。これらは、一般の事業者付加価値向上だけにとどまらず、後継者対策や起業後の定

着率アップにも有用であると考えている。深谷商工会議所では以前からこの点に注目し事業計画策定

支援は行ってきたが、さらに発展させ、法定指導員を中心に支援力を上げ、事業計画策定に携わる機

会を増やしていく。 
※後継者対策、渋沢栄一の普及・啓発、市内事業者が深谷市で事業を継続してもらう、起業後の事業定着を踏まえる。 

 

・市内外への商工業者の魅力発信 

 深谷市には魅力的な地域資源が存在しており、東京から一歩離れた地域として、県北地域や隣県地

域との独自の経済圏が発展している。一方で、それらの地域資源が他地域に発信できているかといえ

ば、その点は不十分であると考えている。そこで、まずは地域資源を活用した商品づくりを行いつつ、

それらの商品の魅力を高め、他地域への PR や販売を強化する取組を行う。 
※インターネット販売への事業者対応、地域資源を活かした商品づくり、渋沢栄一の普及・啓発、市内産業の製品・

サービスの高付加価値化を踏まえる。 

 

・データ収集・分析・報告力の強化 
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 これまで深谷商工会議所では、データの収集に力を入れていた。市内商工業者のランク分けや、職

員の行動を日報データ化し、それらを継続的に記録しており、データを収集しまとめる力はついてき

た。今後はそれらのデータを分析し行動の改善につなげられるようにする。また、国・県・市などが

発表するデータの収集や分析については、後手に回っていた。本計画ではそれらのデータの収集・分

析・報告を行い、よりわかりやすく情報を伝えるという付加価値を付け、深谷市の商工業者の発展・

事業継続に役立てる情報を発信していく。 
※地域資源を活かした商品づくり、市内産業の製品・サービスの高付加価値化、市内事業者が深谷市で事業を継続し

てもらうを踏まえる 

 

（4）目標の達成に向けた方針 

 

(4)-1 巡回訪問と事業計画策定支援を中心にした個別支援 

 (4)-1-1 巡回訪問の強化 

  これまでは日々の巡回記録をとり事業者にランクをつけることで、個別事業所との親密度・職員

の訪問頻度と傾向の把握に力を入れてきた。今後の 5 年間については、渋沢栄一のように、困った

ことがあったら訪問してもらえる深谷商工会議所となるため、まず各職員がお得意様を作り、個別

の人と人のつながりを強め、困ったときには○○さん、という関係を作る。その上で、さらにそれ

らの関係性や活動について職員間で情報を共有し、組織の力を活用したバックアップを行うこと

で、関係性と効率性を目指す。人と人がつながったあとに、別の職員とつなげていき、最終的には

商工会議所と事業所という関係でお付き合いできれば、フォローもしやすく、より有効な関係に進

めることができると考える。 

 

 (4)-1-2 事業計画策定 

  後継者対策も、商品づくりも、事業の継続も、起業後の事業定着も、表面的な課題解決ではなく、

事業初めから終わりまで横断的に関わることが、特に人材の不足しがちな小規模事業者には重要で

ある。そのため、事業計画を共に作り考えることが、効果的な小規模事業者支援になると深谷商工

会議所では考える。上記巡回訪問で関係性ができれば、おのずと経営上の悩みや新しい事業のアイ

デアにも触れる機会が増える。そこから、事業計画策定を促し、足りない知識は補いながら、経営

者の良きパートナーとして事業を盛り立てていく。そのためにセミナー開催や個別の計画策定や策

定支援を行う。また、事業計画書を共に作ることができれば、事業の目的が共有できるため、おの

ずとその後の活動のフォローもしやすい。フォローがしやすくなれば成果も見えてくるため、小規

模事業者支援の根幹となる事業計画策定については、特に力を入れる。 

 

(4)-2 データ収集・分析・報告力の強化 

 (4)-2-1 外部の情報収集とレポート作成 

小規模事業者は、経験や勘に頼った経営が多く、事業者自身の能力に依存していることが多い。

それらの、小規模事業者の弱点を改善するためには、外部の公開されているデータや専門的な知識

をわかりやすく事業者に提供する力が必要である。そのため、職員自身で経営に関するスキルを高

めることはもちろんだが、地域の支援機関や専門家と連携することで、スキルを高め、小規模事業

者に有用な情報を届けられるようにする。ただし、専門的な知識はわかりづらいことや、小規模事

業者にとってオーバースペックになるケースも多い。そこで、深谷商工会議所が、地域や小規模事

業者の実情に合わせ、それらの知識をカスタマイズできる力を身につけ小規模事業者の役に立つ機

関として認知してもらえるようになりたい。 

 

(4)-3 市内外への商工業者の魅力発信 

 (4)-3-1 地域資源を活用した商品開発 

  深谷市には魅力的な地域資源も、消費者が耳にし、目にし、手に取る形にしなければ、資源のま

ま埋没してしまう。一方、人員不足という課題を抱えた小規模事業者が、日ごろの経営中で商品開
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発を行うのは負担が大きい。そこで、深谷商工会議所が、商品開発に関する情報を集め、PR や販

売の機会を提供することで、それらの負担を減らし、地域資源を活用した商品を増やしていくこと

ができると考える。また、既に魅力や知名度をもっている地域資源を活用することは、小規模事業

者が事業所の魅力・特徴を付けるためには効率的・効果的である。そのための地域資源活用に関す

る情報提供やセミナー・ワークショップなどを開催し、小規模事業者の意識を高めていく。 

まずは近隣地域からお客様を呼び込めるような商品開発を積極的に支援していきたい。また、小

規模事業者で活用しきれていないインターネットによる商品販売の支援や展示会やイベントなど

の支援を通じ、より広範囲のお客様に愛される地域にしていきたい。 

 

 

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]地域の経済動向調査については、小規模事業者の求めに応じ、以下の情報を提供してきた。 

・人口統計や世帯数調査などを活用し、市内の人口分布、世帯分布、年齢分布などを示したデータ。 

・市町村や金融機関、地域経済動向および、独自の交通量調査などを活用して、特に地域の人やお

金の動きに関するデータ。 

・会員企業に対してはがきによるアンケート調査を行い、地域事業主の景況感をまとめたデータ 

これらの取組により、データを集め、それらをまとめるという部分についてのノウハウは、前期の

経営発達支援計画事業を開始する以前よりも、身に付いたと言える。 

 

[課題]一方で、データを集めるノウハウは身に付いたものの、それらのデータを活用し、事業所の経

営や事業に役立つ形で提供できたか、と問われると反省する点も多い。では、なぜ、役立つ形で提供

できなかったか、を検討した際、以下の項目が課題として浮かび上がった。 

・データをまとめることが目的となってしまい、分析まで意識が回らなかった。 

・データの収集やデータをまとめること自体に時間がかかってしまった。 

・データを分析するスキルに自信がなく、どのようにまとめていいかわからなかった。 

・深谷市全体のレポートだと、毎年代わり映えがないように感じてしまっていた。 

・全体のレポートだと活用してもらうお客様のイメージがつかみづらく、まとめ方に苦慮した。 

 

（２）事業内容 

 データを集めまとめるスキルは非常に強化されたと自負している。今期ではそのまとめたデータを

分析し、小規模事業者の役に立つレポートを作成する。 

 

①事業別の景気動向を巡回訪問により調査 

これまで管内の景気動向について「景気動向調査」に独自の調査項目を加えたものを年２～４回実

施してきた。引き続き動向調査は行うが、今期については深谷市全体で横断的に行うのではなく、事

業別で動向調査を行いレポート化していくことを行う。 
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事業別に絞ることで、調査対象となる事業所を絞ることができるため、巡回による調査も可能であ

る。巡回計画も立てやすく、職員で分担して行うこともできる。個別で調査することで、より詳細な

データを集めることもでき、売上高や利益率といった定量的な数値だけではなく、ヒアリングにより

悩みや課題を引き出し定性的なデータを集めることができる。 

 

 個別の調査では恣意的になりがちという考え方もあるが、小規模事業者に必要なのは多少恣意的で

も小規模事業者のモチベーションを高める情報（同業他社も大変であること、他社の工夫を知ること

から得られる気づき）が必要であると考えるため、数値だけでなくコメントを加えたレポートを作成

する。 

 

【調査対象】管内小規模事業者のうち、1 回あたり約 30～40 事業者（※製造業、建設業、卸売業、

小売業、サービス業から年度や時期によって対象の事業を変えて実施） 

 例）消費税率アップ・キャッシュレス決済をテーマに、サービス業(飲食)・小売業・卸売業など 

   渋沢栄一関連で市外からの流入が多くなることによる製造業・小売業など 

   アウトレット建設における影響を見るため、市内建設業・小売業・サービス業など 

 年度ごとに関心の高いもの・小規模事業者に影響の大きいものをテーマとして設定。その年度の中

で、関連業種を２～４業種ピックアップする。※産業分類の中分類を想定 

 初年度は年 2回（2業種）、最終年度は年 4回（4業種）調査・分析を行い、それぞれの調査・分析

が終わった段階で公表する。 

  

【調査項目】 

財務分析：売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 

非財務分析：経営に対する所感、愚痴や不安、事業のアイデア 等 

定性部分については、業種で共通した結果を中心に公表する。分析する際には、個別の事業所が分

からないよう、意味合いが変わらない程度の文章調整は行う。また、事業アイデアなどのうち個別事

業者の競争力に直結するものは公表しない（各事業所から公表の可否については確認を取る） 

 

【調査手法】巡回リストを作成し個別訪問を実施。 

 30事業者 経営指導員 4名×5 ＋ 他職員 6名×2 

 40事業者 経営指導員 4名×6 ＋ 他職員 6名×3 

 

【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。 

 

②国が提供するビッグデータの活用 

①の巡回調査だけでは職員のスキルや考え方の前提などによって結果が偏りすぎる可能性もある。

また、他の地域と比較することで深谷市の特性や強みが見えてくることも多い。 

 

そのため、国が提供するビッグデータを活用し、対他地域との違いが分かるような地域の経済動向

分析を行い、年１回、公表する。 

 

こちらのレポートも①と連動させ事業別での提供を実施。経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経

済分析システム）や、深谷商工会議所で導入した市場情報評価ナビ（MieNa）といった分析ツールを

活用し、地域の経済動向分析、年１回、公表する。 

 その際、日本政策金融公庫の景況に関する調査結果や中小機構の中小企業景況調査（関東ブロック）

といった公開されている情報をまとめてレポートに反映する。 
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【分析手法】 

RESAS 

・「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 

・「市区町村一覧レポート」「市区町村明細レポート」→全国および埼玉県の他地域と比べた深谷市

のデータを調査し、他地域との違いを分析する。 

・「商圏レポート」→各事業所の地域から希望する商圏内の情報を集め分析する。 

 

⇒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。 

○経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

○事業計画書作成時の分析資料として使えるよう作成した結果をカスタマイズし各事業所へ提供

する。 

○深谷市と共有し創業や企業誘致につなげる資料として利用してもらう。 

 

（４）目標 

内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①公表回数(※) ３ ２ ３ ３ ３ ３ 

②公表回数 ― １ １ １ １ １ 

※現行は、はがきによる収集。R2年度については、目標回数を減らし調査体制を整える。 

 

初年度については、分析ツールの特徴や公表方法の検討、データ収集方法など、商工会議所内の体

制づくりに準備を要すると考え 2 回（2 業種）とする。体制確立後は、4 か月に 1 回の調査 3 回（3

業種）とする。 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状]深谷商工会議所では、移動先でもスマートフォンから記入できる簡易的なシステムを独自で作

り、深谷商工会議所で定めた項目に従い分析チェックシートの作成を行ってきた。 

 

[課題]一方で、これまでは巡回で経営状況を把握することが主眼となっており、売上高や経費につい

て具体的な数値を入れるようにはできておらず、分析というレベルまでには至っていない。経営状況

の把握する仕組みは維持しつつも、より深い部分でのヒアリングを行い、経営状況を分析し、その結

果を小規模事業者とともに考えていける仕組みを作りたい。 

 

（２）事業内容 

①経営分析 

巡回時に経営分析できる情報を集める仕組みを作り、分析件数を定めてレポートを作成する。基本

的には２．で述べた業種については積極的に定量データを把握し、分析にかけ、地域の経済動向調査

と合わせてレポートを渡せるようにしたい。 
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また、青色申告の支援や、計画書作成など、通常業務で集めたデータを事業所の了承を基にデータ

ベース化し、分析に充てる。特に青色申告における事績表は現在紙のみで管理しているがデータ化す

ることで、分析や進捗確認を実施しやすくする。 

 

【対象者】 

・年度ごとに設定した事業に関わる事業者を中心に、巡回や定常的なセミナー参加者の中から、意

欲的で自社・他社の分析を希望している事業所 

・事業計画や販売促進計画策定に取り組む意欲のある事業所。 

 

【分析項目】 

財務分析 売上高・粗利率・人件費・広告宣伝費・減価償却・その他数値の大きい項目。 

非財務分析 現状・目標（ビジョン）・悩み・商品の内容 ターゲット。 

 

【分析手段・手法】 

独自 WEB フォームを作成し、ヒアリングによりデータを取得。現在、簡易的なフォームを使って

ヒアリングを行っているため、それをベースに改良したものを使う。 

分析には、深谷商工会議所がコンサルティング会社と共同で作成した分析シートや、ローカルベン

チマーク・MieNa・経営計画つくるくんなどを活用し、経営指導員が行う。 

  

（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、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用する。 

巡回調査で実施した際にうまくいった点・いかなかった点や項目を独自にまとめ、小規模事業者が

自分で分析する際のコツやツールを提供する。 

 

（４）目標 

内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

分析件数 30 40 50 60 70 80 

 40 件：経営指導員 4 名×10 件 

 80 件：経営指導員 4 名×15 件以上＋他職員 6 人×3 件 

 ※初年度は経営指導員が実施しつつ、他の職員が効果的に収集・分析できるようノウハウをまとめ

る。その後、経営指導員以外の職員にも経営分析を行えるよう同行により収集・分析を行えるように

する。 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状]事業計画の策定については、深谷商工会議所では積極的に実施してきており、事業計画書作成

のためのセミナー開催（新規事業計画・創業計画）、小規模事業者持続化補助金、融資計画、創業計

画などの計画書作成および申請支援、経営革新計画の承認支援などを行ってきた。特に、事業計画策

定セミナーでは参加者に担当職員を割り当て、セミナーだけで終わらない支援体制を作ってきた。 

 

[課題]セミナーについては、何のために事業計画を策定するのか、といった重要性が小規模事業者に

なかなか伝わらず参加者が想定より集まらない状況が発生しているため、セミナー開催方法を見直す

など、改善した上で実施した。 

また個別の計画策定支援についても、補助金や経営革新など事業の目的が明確なものについては作

成まで支援することができたが、支援にとどまり、専門家にすべてを依頼するケースも多かった。 
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（２）支援に対する考え方 

事業計画を作ることは、経営をうまく進めるための一つの手段であるが、小規模事業者の場合、目

先の課題に気を取られるケースが多く、「事業計画作成」だけをテーマにしても反応が良くないこと

がわかった。そこで、毎年度のテーマに事業で特に課題となるテーマを中心に掲げ、その課題を解決

する内容に、事業計画策定の項目を加えセミナーのゴールとなるよう設計を行う。 

 

また、基本的な情報の無い中支援すると作成する側の手間が非常にかかるし、共通言語がない状態

での支援は目的や意思の齟齬を生みうまくいかないこともある。そのため、巡回により事業計画策定

が必要だと感じた事業所が事業計画の基礎を学び、深谷商工会議所と共通の言語で経営について話せ

るようセミナーへの参加を促す。 

 

これまで同様、持続化補助金やマル経融資の獲得を目指す事業者を対象に加える。特にマル経融資

については、個別の事業計画について、細かく触れていなかった事業者もある。そのため、マル経融

資の支援を行う事業者については、事業計画まで策定を行う。 

 

 また、深谷商工会議所の強みでもある創業については、創業支援もあわせて行いたい。特に創業し

た瞬間からは小規模事業者である、という観点で、計画策定支援を含めた持続的な支援ができるよう

な仕組みをつくる。 

 

（３）事業内容 

①事業者が事業計画の必要性を身につけ、必要な項目や内容を考えられるよう、事業計画策定に関す

るセミナーを実施する。ただし、事業計画策定を全面に打ち出すのではなく、事業者のお悩みを解決

する具体的な課題をテーマに加える。 

  

【募集方法】ホームページや市報で告知する。また、セミナー情報を金融機関の取引先に周知しても

らう。あわせて巡回訪問でのピックアップを行い、深谷商工会議所会報での周知も行う。 

 

【回数】年１～２回 

 

【カリキュラムについて】 

テーマ例： 

・経営分析を行った事業者を対象にした、「業種別お悩み解決セミナー」 

・現在の事業をベースに、新たな事業展開を考えている事業者、創業から数年たった事業者向けの

「失敗しない新規事業構築セミナー」 

・具体的にやりたいことが決まっている創業者向けの「創業希望者のための資金調達セミナー」「儲 

かる事業構築セミナー」 

 

カリキュラム例 

・テーマとする事業で共通する悩み解決のための情報提供やワークの実施・深谷商工会議所職員を

交えたグループワークの実施・独自フォーマットを使った事業計画の要素を書き出しまとめるワー

クの実施。 

 

【参加者数】定員を 15～20 名程度（職員が数人でサポートできる人数） 

 

②事業計画の策定 

【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする 

 

【手段・手法】事業計画策定セミナーの受講者や巡回、窓口などで事業計画策定に意欲のある事業所
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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る。 

 

（４）目標 

内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

策定件数 80※ 20 25 30 35 40 

※策定支援件数を含む 

 

20件 経営指導員 4名×5 件 

40件 経営指導員 4名×9 件＋補助員 2名×2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]これまでは、計画策定後のフォローアップセミナーとして販売促進やブランディングに関する

セミナーを開催してきた。また、計画作成事業者に対しての巡回訪問および連携機関・外部専門家の

同行支援を行ってきた。ただし、小規模事業者の売上や利益など、定量的な推移についてはできてい

ない。 

 

[課題]計画策定には力をいれていたものの、フォローアップの優先順位が下がってしまい、うまく巡

回できていなかった。また、事業計画書を策定した事業所に訪問する際も、用件が異なるため別の担

当者が訪問し、フォローアップの機会を逃すことも多かった。 

 

（２）事業内容 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とする。最低でも年に 1 回はフォローアップを行う。（特

に決算期後経営数字が出たタイミングを狙う）また、フォローアップ支援についても、計画書を作成

したら自分でできてしまうところもあれば、軌道に乗るまで支援しないと難しい事業所もあるため、

状況に合わせてフォローアップ回数を調整する。 

事業計画書を作成した企業に対しては、フォローアップセミナーを開催するが、セミナー後は個別

の巡回訪問を別途実施する。というのも、事業実施後に発生する悩みには共通して発生する部分も多

い。セミナーで共通した悩みや持つべき知識を伝え、その後の巡回訪問で、より具体的かつ深い部分

のフォローアップが実施できるようにする。 

 

全体の事業所数のうち、半分は年に 1回、四分の１は年に 2回、残りの四分の 1は 3か月に 1回の

訪問を行う。ただし、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。特に、これまで別の機会で

訪問するケースでフォローアップの機会を逃すケースが多かったため、職員内で訪問先の共有と声か

けを実施し、漏れがないようにする。 

 

なお、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する場合には、外部専

門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を検討のうえ、フォロ

ーアップ頻度の変更等を行う。 

 

（３）目標 

内容 現行 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 
15※ 20 25 30 35 40 

頻度（延回数） ― 40 50 60 70 80 
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売上増加事業者数 

 

― 6 8 10 13 16 

利益率２％以上増加 

（or付加価値額増加）の事

業者数 

― 4 6 8 10 13 

※現行のフォローアップ対象事業者数は、フォローアップセミナー参加者数 

※対象事業者と頻度の関係  

半分は年に 1 回、四分の１は年に 2回、残りの四分の 1は 3か月に 1回の訪問のため目標訪問頻

度は対象事業者数の倍になる。 

R2年度：20×0.5×1＋20×0.25×2＋20×0.25×4＝40 

R6年度：40×0.5×1＋40×0.25×2＋40×0.25×4＝80 

※売上増加事業者数/対象事業者数を、R2 年度は対象事業者数の 3 割、R6 年度は対象事業者数の 4

割とし、間の年度については、0.25割ずつ増加させる。 

  R2年度：20×0.3＝6 

 R3年度：20×0.325＝8.125→8（小数点以下切り捨て） 

  R4年度：20×0.35＝10.5→10（小数点以下切り捨て） 

 R5年度：20×0.325＝13.125→13（小数点以下切り捨て） 

  R6年度：20×0.4＝16 

※利益率 2％増とした理由は物価目標 2％という数値が掲げられている点を参考にした。持続的な経

営を行うためには、最低でもこの 2％の物価上昇についていくための工夫やアイデアが、小規模事業

者にも求められていると考えたからである。ただし、2％を下回っていた場合でも、その増加した利

益を人件費や減価償却費（設備投資）に回している事業所については、業績が上がっていると判断し、

事業者数に加える。その人件費や減価償却費に回している、と判断できる付加価値額という指標も併

せて記載した。なお、ここでの付加価値額とは、人件費・減価償却費・営業利益の合計額を指す。 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状]深谷商工会議所で導入した商圏分析ツールを使ったレポートの作成や、インターネットの検索

ワード数（アドワーズ）を使った、検索ワードおよび検索キーワードを一覧にしたレポートを、事業

所の商品やサービスに合わせて作成してきた。 

 また、調査機関を使って買い物客へのアンケートを行い、お客様が求める商品・サービスのヒント

となるようなデータ・レポートの作成を行ってきた。 

 

[課題]これまで実施してきたものは、あくまで大きな市場でのデータだったため、個別の企業で使い

づらかった点が反省としてある。今期については、まず毎年テーマとなる業種を決め実施することで、

イベントなどを開催する場合もアンケートが取得しやすくしたい。また、小規模事業者には、地域資

源を活用した商品開発にもぜひ取り組んでもらいたいため、地域資源活用に関する需要動向調査も行

っていきたい。 

 

（２）事業内容 

①地域資源活用を中心とした新商品開発に関わる事業所に対して、新商品開発のセミナーを開催し、

実際にプロトタイプを開発。その後、その事業所や開発した商品に合わせ、人が集まるところに（商

品とともに）職員が出向き、ヒアリングによるアンケート調査を実施する。また、年間で２～３か所

以上回ることで、サンプル数の確保と、収集場所による違いなども調べる。 

収集場所の候補としては、渋沢栄一記念館、道の駅、市内商業施設、各種市内産業系イベント、病
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院売店や駅売店など公共性が高く、人が集まる商店などを想定している。 

 

【サンプル数】来場者５０人。 

 

【調査手段・手法】新商品開発セミナーを実施。参加者特典のついた新商品 PR イベントを開催し、

来場者に試してもらう。店員や職員が調査内容を個別で聞き取り、アンケート票へ記入する。 

 

【分析手段・手法】調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等が分析を行う。 

 

【調査項目】①面白さ（興味を引いたか・買ってみたいと思ったか）②実用性（使ってみたいと思っ

たか・ほかの人に紹介したいと思ったか）③見た目（写真映えしそうか・コンセプトに沿ったイメー

ジを受け取ったか ④価格（この価格を出して買いたいと思ったか） 等。 

※調査項目については、実際に購入者を増やすための意見でないと意味がないと考える。そのため、購入

のプロセスから特に重要である 4つの要素（興味を引く・使ってみたいと思う・ほかの人に勧めたいと

思う・価格と価値のバランス）を選び、その要素の関するコメントをお客様から引き出す目的で設定。

味や触感など実際に使ってもらう感想については調査可能な場所では調べるものの、新規購入につなげ

るためには、使う前に感じる感想が重要であると考えている。事業所にそのポイントを伝えるためにも、

調査項目では、実際に使う前の印象や感想を重視したい。 

 

【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が当該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。 

 

（３）目標 

内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

新商品開発についての調

査 
10 10 15 15 20 20 

 

 

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]他地域へのキャラバン出展（駅などのスペースでの展示即売会）や、展示会への出展サポート

を実施してきた。 

 

[課題]これまで実施しているものの、展示会出展の事前・事後のフォローが不十分であったため、改

善した上で実施する等。 

 

（２）事業内容 

①展示会・商談会出展サポート（BtoB） 

 事業の見直しが完了し、新たな取引先を集めたいと考える事業所に対しては、多くの事業所が集ま

る展示会への出展は、その場での商談や訪問機会の獲得を行う上で、非常に効果的であると考える。

実際これまで行った展示会でも、商談・訪問機会の獲得での成果を上げることができたと答える声が

多かった。 

 一方、何もわからない状態でいきなり全国レベルの大きいところへ出展しても、効果的なふるまい

ができず、徒労に終わる可能性も高い。そこで、深谷商工会議所では、埼玉県産業振興公社などが主

催する、彩の国ビジネスアリーナへの出展ブースを 5つ借り上げ、事業計画を策定し新たな需要獲得

が期待できる事業所を優先的に出展させ、新たな需要開拓を支援する。その際、ただブースを割り当

てるのではなく、指導員が参加し、事業所の動きをサポートや PRの手伝いをする。特に展示会では、
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ブースで待っているだけでなく自ら他のブースを回り興味のある所へ声かけすることで新たな取引

先開拓につながることも多い。小規模事業者の場合は、参加できる人数も限られるため、その際の留

守番要員として引き継ぐことなども重要な役割であると考える。 

 もちろん、展示会出展事業所に対しては、展示時だけでなく、事前準備や出展後についても話を伺

うことで、事業者の行動を促す。 

 また、彩の国ビジネスアリーナ以外にも、展示会情報は常に収集。規模的にサポートが可能で効果

があると見込まれる展示会があれば積極的に参加する。 

 

②販売先開拓サポート（BtoC） 

 需要動向調査と同様、人の集まるところで販売する機会を得ることは、小規模事業者の売上増には

とても重要である。とはいえ、そのような場所を小規模事業者だけで交渉し、売り場を獲得するのは

労力的にも、信頼性という点でも非常に難しい。そこで、商工会議所が間に入ることで、小規模事業

者が商品やサービスを販売できるチャンスを獲得し、まずは販売時の売上を上げ、さらには継続的に

販売できるようバックアップを行う。 

 現在、販売先開拓に活用できるイベントや施策としては以下のものが候補に挙がっている。 

・以前開催した弁当市のような商工会議所が主催するイベント。 

・ネットショップの斡旋。（横須賀商工会議所が運営する ECサイト「おもてなしギフト」の紹介・

斡旋） 

・病院、駅コンビニ、市内の販売店で委託販売ができないか仲介、斡旋。（商工会議所枠で抑える

ことも検討） 

・深谷商工会議所運営の飲食店 PRサイトの活用。 

・多くの従業員を抱える会員企業の従業員に向け、商品・サービスの紹介をいただく。 

 

（３）目標 

内容 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①展示会・商談会出展者数 5 5 5 5 5 5 

成約件数 ― 1 1 1 2 2 

②販売先開拓数 ― 5 5 5 5 5 

継続的に販売先を開拓で

きた事業者数 

― 1 1 1 2 2 

 

 

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] 地域経済の活性化については、産業祭の開催、屋台村事業の運営、新たな深谷名物としての

ふかやカレーやきそばプロジェクトの実施、地域支援機関会議による支援体制の強化を実施してき

た。 

 

[課題]それぞれの事業は順調に動いているものの、PDCAに基づいたチェックが不十分なものも多く、

定量的な成果達成チェックを行うなど、経済活性化にどのくらい寄与しているかを把握し、更なる改

善につなげていきたい。 
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（２）事業内容 

①地域資源を活用した新商品開発 

これまでは、深谷市の新たな名物として、ふかやカレー焼きそばプロジェクトを実施。地域資源に

も登録され、徐々に知名度が上がってきた。また、付け合わせのネギの酢漬け（ピクルス）が好評で

商品開発・他地域への展開についても引き続き継続的に支援していく。さらに、ふかやカレー焼きそ

ばプロジェクトで培った商品開発や PR のノウハウを活かし、今後は、既に知名度がある深谷市の地

域資源を中心に、更に魅力を掘り起こし新たな名物を創出していく。 

まずは、ねぎ・渋沢栄一を使った商品開発から始め、徐々に市内の他の地域資源活用に取り組む。 

地域資源活用については、深谷商工会議所・ふかや市商工会・深谷市・埼玉県で施策を協議し、話

し合いを行っていく。 

 

また、渋沢栄一を使った商品開発については、渋沢栄一にまつわる関連団体による会議を実施。顕

彰事業の協定や、ロゴマークの認証事業を行う。 

※関連団体とは、深谷市・商工会議所・商工会・東京商工会議所・北区・渋沢栄一記念財団 

  

②産業祭（地場産業の PR・商工業の PRと地域振興） 

産業祭出店者に対して、単に場所や機会を提供するだけでなく、産業祭を一つのきっかけに市内の

消費者を顧客にするためにはどうすればいいか、といった気付きを得ることで、イベント単発ではな

く、恒常的な売上増加を目指すことを目的とする。単なる祭りで終わらない、単発の売上だけでなく

継続的な売上アップにつなげていきたい。 

 

産業祭実行委員会は、深谷市長を顧問、深谷商工会議所会頭を会長、ふかや市商工会会長・ふかや

農業協同組合代表理事組合長・一般社団法人深谷市観光協会会長を副会長とし、市内の商工業者・組

合など委員、幹事を合わせ、計 40名の委員会により運営。 

 これらの実行委員会は、産業祭実施日までに２回、終了後に 1回行われる。内容としては、実施日

までの 2回では、主に、事業計画・レイアウト図・出店者との協議・交通規制といった枠組みや、産

業祭における事業者への支援方法などについて話し合う。終了後の 1回では、決算含めた結果報告と

次年度に向けた課題の設定を行っている。 

 

 また、深谷商工会議所内でも、産業祭プロジェクトチームを組み、運営のサポートだけでなく、参

加事業者が産業祭で恒常的な売上アップを行うための支援やフォローアップを実施する。参加事業者

説明会でそれらの支援策について案内を行い、希望者について個別相談やセミナーの実施を行う。 

 

③中心市街地活性化推進協議会 

深谷市都市計画課を中心に進められている中心市街地活性化事業のうち、深谷商工会議所では主に

新たに飲食店を始めたい事業者のために、屋台村として貸店舗の提供と、旧七ツ梅酒造跡地を利用し

た観光客誘致、フィルムコミッション、にぎわい市の開催を行う。 

 

 屋台村については、卒業生が深谷市内で新たな飲食店を立ち上げる事例も出てきているが、安価に

店舗を貸すだけでなく、出店者には本事業の流れを一気通貫で支援できる仕組みを提供する。また、

市内の空き店舗活用事業と連動させその後の出店者支援へとつなげていく。 

 屋台村では、月 1回主に販売促進についての話し合いや企画会議が行われており、深谷商工会議所

と出店事業者で定期的な意見交換が行われている。 

 

 中心市街地活性化推進協議会は、深谷商工会議所・深谷市・深谷市観光協会・自治会・商業者代表・

外部市民団体・金融機関・フィルムコミッションからなる 24 名の委員と、深谷市からオブザーバー

として担当者を 6 名以上、深谷商工会議所から事務局 3名の体制で実施。年１回以上の会議を行い、

各事業に対する方針を決定し、その後事業内容に応じて複数回の会議・意見交換が行われている。 
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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 

[現状] 「地域プラットフォーム」「埼玉県・県北地域連携事業＜埼玉県地域経済活性化推進事業(平

成 26 年度)・埼玉県小規模事業者経営基盤強化事業（平成 27年度）＞」により、周辺地域の支援機

関とともに支援体制強化にあたっている。また、前述の 3ヶ月毎に 1回、「地域連携モデルチーム事

業」において、深谷市の各種支援機関を集め、計画の成果報告と、各支援機関からの視点で意見を集

め、計画へのフィードバックを行っている。 

 

[課題]各支援機関とは会議以外でも頻繁に連絡を取り合っていることもあり、会議でもざっくばらん

に支援事例の共有や、ノウハウ交換が図れているため、今後もこれらの取組は継続していく。一方で、

地域の金融機関との間では、連絡が取れていて担当者と面識がある金融機関と面識のない金融機関が

ある。金融機関との連携は資金面や他支店からの情報が得られるなど、今後より密接に連携していく

必要があると考える。 

 

（２）事業内容 

ビジネスパワーアッププロジェクト（BPP）の実施。 

相手先：県北地域の商工会議所・商工会 

頻度：月１回 

方法：深谷商工会議所を中心に地域の商工会議所の会議室にて、経営指導員が集まり、各支援機関で

行っている支援事業についての進捗状況の共有と、各支援機関の課題解決に向けたミーティングを行

う。 

 ここでは、経営革新をはじめとした事業計画書策定の促進、県北地域を対象にした求職サイトの運

営などを行う。 

 

地域プラットフォーム（※BPPと同時開催） 

相手先：県北地域の商工会議所・商工会 

頻度：年 2回以上 

方法：各支援機関で役に立ったノウハウや事例を共有したり、研修会を開催したりすることで、支援

ノウハウの獲得と経験の共有を行う。 

特に、商工会議所・商工会だけでなく、保証協会や中小企業庁の担当者など講師に招き、他地域の

情報なども積極的に共有する。 

 

地域連携支援機関会議（3 か月に 1回） 

深谷市の各種支援機関（金融機関、市役所、税理士、社労士）を集め、地域支援機関で連携し、事

業所の支援と計画の成果報告を行う。また、各支援機関からの視点で意見を集め、計画へのフィード

バックを行う。 

 

金融機関との連絡会議（1 年に 1回） 

 深谷市内の金融機関の担当者と深谷商工会議所の職員による情報交換会議。まずは金融機関との関

係性を高め、相互の情報交換を円滑にすることを目的とする。また、金融機関ごとに力を入れている

支援策は異なるため、それらの情報を知ることで、より効果的な連係が図れるようにする。 
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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] 有識者(経営コンサルタント)を議長とした「深谷商工会議所イノベーション会議」を開催。 

経営支援の専門家を交え意見交換。職員同士の情報交換を行い、経営指導員はじめ全職員のスキルア

ップを行っている。 

 

[課題] 経営支援や情報共有の考え方は身に付いたが、実際に仕事の中で実行しようと思った際に、

具体的な仕組みが乏しく実行の障害になっていることがわかった。情報共有の仕組みや、専門家の考

え方をトレースできるようなテンプレートを作り、どの職員でも一定レベルの経営支援を行えるよう

になりたい。 

 

（２）事業内容 

①支援能力向上について 

①-1新たな指導ノウハウの獲得・構築 

経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上のため、中小企業庁が主催する「経営指導員研修」

や、埼玉県商工会連合会主催の「経営支援能力向上セミナー」に対し、計画的に経営指導員等を派遣

する。 

ただし、所属年数の経過した経営指導員については、基本的な知識の習得は研修などで行えている

こともわかっている。深谷商工会議所として巡回の強化を掲げている点から、特に経営指導員につい

てはコーチングやカウンセリングの手法を取り入れた聴く力を向上させる実践的な研修への参加を

行っていく。 

また、今後事業承継対策が必要である一方、深谷商工会議所でのノウハウはあまり蓄積できていな

い。平成 30年 7月より独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部 事業承継コーディネーターの富

永治、埼玉県事業承継ネットワーク埼玉県地域事務局 事業承継コーディネーター 富澤紳を迎えて、

定期的に開催している事業承継勉強会を引き続き実施する。 

 

また、職員内でお互いの得意分野を教え合う研修会も開催する。他人に教えることで知識が定着で

きるだけでなく、専門家だとわかりづらい部分や地域の状況から外れるケースがある部分でも、同じ

職場で仕事をしている仲間だからこそ、（例えば身近な事業所の例を挙げて）わかりやすく伝えられ

ることもできると考える。 

 

①-2専門家の考えをトレースできるツールの開発 

上記の研修で知識を身に着けても、実際の支援能力向上として目に見えるには時間がかかる。その

ため、外部専門家の力を借りて、経営分析や現状把握の際に彼らが用いている考え方、情報共有方法、

ヒアリングの際の切り口、をまとめツール化し、職員の間で共有する。こうすることで、専門家のノ

ウハウの一部を手軽に使うことができ、必要な情報を忘れずに聞くことができる。また、ツールやシ

ートを見ながら事業者と一緒に考えることもできるため、支援力向上も期待できる。 

 

・ことだまシート 

複写式のメモ用紙。基本的にはセミナー参加者などに配布し、セミナーで得られた気づきや今後

の課題をメモしてもらい、1枚は参加者に、もう 1枚は商工会議所で持ち帰る。こうすることで、

聞いている際の反応だけでは見えなかった参加者の率直な意見や、悩みが見えてくるため、今後の

指導のきっかけや、事業所に声掛けする際の事前準備に活用できる。 

シートはすでに作成済みで実際にセミナーでも利用しており、参加者・職員共に好評である。今

後は改良と新たな場面での活用を検討していく。 
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・事業計画書作成ヒアリングシート 

 新たな事業計画を立てる際に必要な要素を漏れなく聞き出し、情報を整理する際に用いる。 

 

・事業承継の診断カルテの作成 

  事業承継勉強会で得られた知見や考え方をシート化し、事業承継が必要な事業所のヒアリングや

計画策定時に用いる。 

 

・会議・議事録テンプレートの作成・利用 

  会議を円滑に進め情報共有や各自の課題を明確にする際に用いる。また、このテンプレートを用

いることで、情報共有や報告に係る時間を短縮することができる。 

 

②情報共有の強化 

 ②-1各種会議の開催 

 巡回を強化し、それぞれの職員が事業所との関係を強化するだけでなく、個々の情報を商工会議所

全体で共有することで、組織として事業所を支援することに繋げることができる。また、お互いが頼

るところは頼りながら業務や担当を分担することで、効率的な支援も可能となる。 

そのために、深谷商工会議所では定期的に情報共有する機会を多く持ち議論を交わすことで、全体

的なレベルアップを図っていく。 

 

・「深谷商工会議所イノベーション会議」 

 職員同士の情報交換を行いつつ、未来の深谷商工会議所をどうするか、という視点から、深谷商

工会議所をどのように良くしていくかを職員全員で考える会議。外部から専門家を招きファシリテ

ートしてもらうことで、客観的な視点を取り入れながら進めていく ※月 1 回 

 

・「各種会議」 

 深谷商工会議所の職員同士で、直近の課題や業務について、困っていることや進捗が遅れている

ところを報告し合い、解決策を出し合う。 

 職員会議（月 1回）、各課での会議（月 1回）、指導員会議（月 2回）、朝礼（毎日） 

 

その他、会議以外でも気になることがあればお互いに積極的に声掛けし、疑問点を解決するよう努

める。特に、誰かが外出する際にはお互いが意識して声掛けし、ちょっとした情報共有やお願い事を

意識して行う。 

 

②-2日報データベースの活用 

また、深谷商工会議所では、これまでも経営指導員のカルテとともに日報管理として、事業所と接

触があった際に、それぞれがデータベースへ記録として残していた。これまでで記録と分析までの流

れが構築できたため、今後はそれぞれが日報データベースを活用し、情報の獲得や共有を図れる仕組

みを構築していく。 

 訪問、指導内容のデータベース化（毎日） 日報データの分析・活用（最低月 1回だが、必要な時

に随時行う） 

 

 

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] 毎年度 1 回、一般社団法人埼玉県中小企業診断協会（会長 高澤彰氏）より専門家を招き、

事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行っている。また、経営発達促進会議と題し、月 1
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回以上開催し、経営発達支援事業計画の進捗状況を確認。目標管理を行い、大きくずれる際の方向転

換などを行っている。 

 

 [課題] 計画を実行することに手一杯となってしまい、目標を達成することはできたが、数字に追わ

れてしあった部分もある。目標に対する成果を出しつつ、今後は支援内容についても検討し、質も数

も両方満たせるような見直しの機会としたい。 

 

（２）事業内容 

○毎年度末（2～3回）、一般社団法人埼玉県中小企業診断協会（会長 高澤彰氏）より専門家を招き、

深谷商工会議所担当者（法定経営指導員）、深谷市担当者の同席の元、事業の実施状況、成果の評

価・見直し案の提示を行う。 

 

○毎月 1回、専門家（経営コンサルタント）を交え、深谷商工会議所担当者（法定経営指導員）とと

もに進捗状況の確認と、進捗が悪い場合の対策を話し合う場を設ける。さらに年度の中間での進捗

共有の際は、深谷市担当者との共有も行う。 

 

○実施状況や評価については、正副会頭・代表常議員会議（役員会）において、評価・見直しの方針

を決定する。事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭・代表常議員会議（役員会）

へ報告し、承認を受ける。 

 

○各協議会の評価結果は、役員会にフィードバックした上で、事業実施方針等に反映させるとともに、

深谷商工会議所のＨＰ及び会報・深谷商工会議所閲覧コーナーへ掲載・提示（年２～３回）するこ

とで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和元年１０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） 

 

 

 経営発達支援事業においては、深谷商工会議所の事務局長の管理の元、法定指導員と深谷市の商工

振興課が実施に向けて協議を行う。協議において決定したことについては、法定指導員および補助

員・記帳専任職員・一般職員により担当者を決め、役割に基づき支援を行う。 

 

 

（２）法定経営指導員の関わり 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

  ■氏名：八ツ田 広岳 

金井 昌之 

倉上 元徳 

小暮 雄一 
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  ■連絡先：深谷商工会議所 TEL 048-571-2145 

 

②法定経営指導員の関わり 

 

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

直しをする際の必要な情報の提供等を行う。各報告、情報提供は以下の機会・頻度で行う。 

  

促進会議 月 1回 

職員会議 月 1回 

経営支援課 総務課の会議 月１回 

指導員会議 2週に 1回 

イノベーション会議 月 1 回 

 

 

（３）連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒366-0823 

 埼玉県深谷市本住町 17番 1号 

深谷商工会議所 経営支援課 

 Tel 048-571-2145 / Fax 048-571-8222 

E-mail m-kanai@fukaya-cci.or.jp 

 

②関係市町村 

〒369-0292 

 深谷市岡 2381番 1号（深谷市役所岡部総合支所内） 

深谷市 産業振興部 商工振興課 

Tel 048-577-3409 / Fax 048-585-3510 

 E-mail shoukou@city.fukaya.saitama.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 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 

 

[中小企業相談所会

計] 

指導事業費 

創業支援等事業費 

小規模事業者支援

事業費 

[一般会計] 

産業振興対策費 

後継者・人材育成支

援事業費 

地域振興事業費 

16,040 

 

7,610 

1,700 

6,730 

 

14,100 

6,200 

4,600 

 

3,300 

16,040 

 

7,610 

1,700 

6,730 

 

14,100 

6,200 

4,600 

 

3,300 

16,040 

 

7,610 

1,700 

6,730 

 

14,100 

6,200 

4,600 

 

3,300 

16,040 

 

7,610 

1,700 

6,730 

 

14,100 

6,200 

4,600 

 

3,300 

16,040 

 

7,610 

1,700 

6,730 

 

14,100 

6,200 

4,600 

 

3,300 

（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、国補助金、県補助金、市補助金、事業収入等 

 

 

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

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

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 




