
経営発達支援計画の概要 

実施者名 蕨商工会議所 （法人番号 ８０３０００５００３０４６ ）  

蕨市 （地方公共団体コード１１２２３２ ） 

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 

個社支援 

①事業計画策定件数 ４４件 

②売上の増加又は営業利益率の上昇 ３０件 

③販路開拓・販売促進のためのＩＴツールの導入数 １０件 

地域経済の活性化 

④空き店舗数の減少 １０件 

⑤蕨ブランド認定数 累計１５件 

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  

   ＲＥＳＡＳ等のビッグデータの活用と民間ソフトによる商圏調査、さらに細

かな動向調査として管内小規模事業者のヒアリングにより、情報収集を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

 財務分析とＳＷＯＴ分析による経営分析を行う。経営分析方法に新たに詳細

版を設け、より精度の高い経営分析を専門家と連携を図り、支援を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 経営分析等で導き出した強みを活かした、ブランディングをテーマにした事

業計画（経営革新計画）策定の支援を行う。その他、販路開拓を目指した小規

模事業者持続化補助金や創業期（ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ）の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 

 経営指導員による計画的なフォローアップ支援を行うことにより、売上増加

や営業利益率の向上を目指す。 

５．需要動向調査に関すること 

 「ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰ」の来店者を対象にした需要動向

調査を行い、今後の販路開拓や蕨ブランドの創出・育成に取り組む。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣのターゲットに合わせた需要開拓支援として、ＩＴ活用

支援や外国人居住者に対応した販売促進支援、ビジネス交流機会の提供など

を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

   空き店舗対策、蕨ブランドの発掘・育成に取り組む。空き店舗対策事業では、

（一社）蕨ブランド協会と（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会と連携したサ

ブリース等の支援を実施する。蕨ブランドの発掘・育成については、デザイナー

等のプロジェクトチームによる支援を実施し、商品開発から販売に至るまでのト

ータル支援を行う。 

連絡先 蕨商工会議所 中小企業相談所 

〒335-0004 埼玉県蕨市中央 5-1-19 

TEL： 048-432-2655  /  FAX：048-444-1785  E-mail：info@warabicci.org 

蕨市 市民生活部 商工生活室 

〒335-8501 埼玉県蕨市中央 5-14-15 

TEL：048-433-7750/FAX：048-433-7490 E-mail：shouko@city.warabi.saitama.jp 

 



１ 

 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（１）地域の現状及び課題  

①現状 

〇蕨市の位置 

本市は、都心まで約２０kmの埼玉県の中央地域と呼ばれる県南部ＪＲ京浜東北線沿線地域に位置し、 

北をさいたま市、東を川口市、西を戸田市に接している。 

市域の特徴としては、全国の市の中で最も面積（市域面積５.１１ｋ㎡）が狭く、区町村を含めても

１１番目に狭く、市域全域が概ね平坦で、周辺市の市街地と連続する形で住宅市街地が形成されてお

り、全国の市の中で最も人口密度（令和元年６月１日現在約１４，６７５人／ｋ㎡）が高い。（東京

特別区を１都市とした場合は、東京特別区に次いで全国で２番目に人口密度が高い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇蕨市の歴史 

古くは中山道２番目の宿場町として栄え、その後は機織物の一大産地として栄えてきたまちである。

戦後、特に高度経済成長期からは、首都・東京への交通利便性を活かした住宅都市として発展し、現

在に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年式発祥の地記念像 

蕨市は成人式の起源となる成年式を全国

に先駆けて開催し、蕨市は成人式の発祥

の地とも知られるようになった。 

大正１１年ごろの中山道蕨宿 
中山道の江戸（日本橋）から２番目の宿
場町として、１６１２年ごろに成立し、
栄えた。現在も景観条例を設け、当時の
面影を残している。 
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〇蕨市の人口 

・総人口の推移 

表①のグラフのように、過去１０年間の蕨市の総人口（各年４月１日時点の住民基本台帳人口及び外

国人登録人口の合計）の推移をみると、平成２０年の７１，１２２人からは増加傾向にあり、平成３

０年に７４，６９３人となっている。 

 

表①総人口の推移（資料：各年次別人口統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人口動態の推移 

図表②のように、蕨市の人口（各年３月３１日時点）の動態をみると、平成２０年以降は平成２１年

を除いて、死亡者数が出生数を上回る人口の自然減が生じている。一方で、平成２４年を除いて転入

者数が転出者数を上回る人口の社会増が生じており、近年の人口増は、人口の社会増に起因している

ことが分かる。人口の社会増の主な要因としては、外国人居住者の増加のほか、マンション建設等に

起因した人口増加などが挙げられる。 

 

図表②人口動態の推移資料 

（「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」（総務省）平成 11～24 年度、及び「住民基本台帳」（蕨市）平

成 25～29 年度） 
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・区分別人口統計 

図表③の区分別人口統計をみると、年少人口（０歳～１４歳）及び生産年齢人口（１５歳～６４歳）

の占める割合が減少傾向にある一方、老年人口（６５歳以上）の占める割合が増加し、少子高齢化が

進行している。また、蕨市の６５歳以上の高齢化率は、国の水準（２７．７％）を下回っているもの

の、２３％に達しており、高齢化が進んでいる。さらに、７５歳以上の後期高齢者の割合が増加して

いる。 

 

図表③総人口及び年齢４区分人口の推移（住民基本台帳人口 各年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人人口 

図表④のように、外国人人口の推移をみると、この１０年で外国人の人口が倍増しており、平成３０

年４月１日時点で総人口の８．２％を占めている。なお、「統計わらび」によると、国籍別では中国

が全体の６割程度をしめており、ベトナムが次いで多くなっている。 

 

図表④ 外国人人口の推移と総人口に占める割合 

 

 

 

 

 

 

〇産業 

・管内の小規模事業者数 

管内の商工業者数と小規模事業者数は、図表⑤の通り、大きく減少している。特に小規模事業者数は

減少幅が大きく、小規模事業者の占有割合も減少している。 

 

図表⑤商工業者数と小規模事業者数 

 平成１９年度 平成２５年度 平成３０年度 

商工業者数 ３，０９８社 ２，８５６社 ２，６１１社 

小規模事業者数 ２，５１８社 ２，２８９社 ２，０５９社 

小規模事業者占有割合 ８１．２７％ ８０．１４％ ７８．８５％ 

 

平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年

（２０１４年） （２０１５年） （２０１６年） （２０１７年） （２０１８年）

実数（人） 7,883 7,881 7,983 8,057 8,152

構成比（％） 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%

実数（人） 48,214 48,065 48,424 48,641 49,273

構成比（％） 66.9% 66.3% 66.1% 65.9% 66.0%

実数（人） 16,040 16,528 16,897 17,102 17,268

構成比（％） 22.2% 22.8% 23.0% 23.2% 23.1%

実数（人） 7,505 7,682 7,971 8,314 8,544

構成比（％） 10.4% 10.6% 10.9% 11.3% 11.4%

総人口 実数（人） 72,137 72,474 73,304 73,800 74,693

年少人口
（0～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）

75歳以上

平成20年

(2008)年

平成21年

(2009)年

平成22年

(2010)年

平成23年

(2011)年

平成24年

(2012)年

平成25年

(2013)年

平成26年

(2014)年

平成27年

(2015)年

平成28年

(2016)年

平成29年

(2017)年

平成30年

(2018)年

外国人人口 3007 3312 3612 3745 3538 3411 3687 3919 4633 5351 6161

割合 4.2% 4.6% 5.0% 5.2% 4.9% 4.7% 5.1% 5.4% 6.3% 7.3% 8.2%
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・産業分類別事業所数  

図表⑥のとおり、「統計わらび」をみると、蕨市における商業・サービス業は８割を超えており、こ

れといって特産品や主要産業がない当市にとっての主要産業に位置付けられる。 

 

図表⑥産業分類別事業所 出典「平成２９年版統計わらび」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・周辺の商業環境 

蕨市では狭い市内に大型店がスーパーを中心に１１店舗あり、さらに図表⑦にもあるように、中心市

街地１ｋｍ圏内には郊外型の大規模ショッピングモールが乱立しており、小規模事業者における商業

環境は厳しいものになっている。 

 

図表⑦中心市街地を取り巻く郊外型ショッピングモールの立地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇中心市街地の活性化 

・蕨市中心市街地活性化基本計画 

蕨市では、まちの賑わいを取り戻すため、「蕨市中心市街地活性化基本計画」（計画期間Ｈ２７．４～

Ｒ２．３）を策定し、平成２７年３月に内閣総理大臣の認定を受けた。蕨商工会議所では、中心市街

地活性化協議会を設立し、計画の進行管理や事業内容等について調整を行い、中心市街地整備推進機

構である「（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会」や中心市街地内の商店街とともに各種事業を実

行している。 

また、中心市街地の新たな拠点づくりを図るため、本市の顔である蕨駅西口において蕨駅西口地区第

一種市街地再開発事業を行っている。第一工区が平成２３年度に終了し、現在、駅側の第二工区、第

三工区の事業実施に向け取り組んでおり、本市の玄関口が大きく変わり新たな賑わいが期待されてい

る。 
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・商店街と大型店の買い物動向と商店街への要望 

平成２５年度の市民意識調査における市内の「商店街と大型店の買物頻度」（図表⑧）を見ると、「ほ

とんど毎日」「週３～４日」「週１～２日」以上の割合は、商店街が３１.０％であるのに対し、大型

店は８４.５％となっており、消費者の買物行動における大型店への依存状況が見て取れる。 

また、図表⑨の「商店街に望むこと」をみると、商品の品質、商品の品揃え、商品の価格が並び、商

品本位の買物を指向している。「店舗の個性を磨く」という意見も多く、他店との差別化を望む声も

多くなっている。また「空き店舗の有効活用」についての回答も増加傾向にある。 

 

図表⑧商店街と大型店での買い物頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表⑨商店街に望むこと 

  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

H２２年度 

商品の品質・鮮度 商品の価格 商品の品揃え 店舗の個性を磨く 空き店舗の有効

利用 

31.9% 27.7% 27.2% 25.9% 22.8% 

H２３年度 

商品の品揃え 商品の価格 商品の品質・鮮度 店舗の個性を磨く 空き店舗の有効

利用 

36.7% 31.5% 31.3% 23.2% 21.1% 

H２５年度 

商品の品質・鮮度 商品の品揃え 商品の価格 空き店舗の有効

利用 

店舗の個性を磨く 

29.9% 28.5% 24.5% 22.8% 21.1% 

H２６年度 

商品の品質・鮮度 商品の品揃え 空き店舗の有効

利用 

店舗の個性を磨く 商品の価格 

30.1% 27.6% 26.9% 23.5% 21.9% 

 

・空き店舗数 

図表⑩の空き店舗数をみると、２０１５年３月時点で空き店舗数は５４件であり、その後増加してい

ったが、２０１９年３月には４５件となり、ピーク時の６５件から２０件減少している。 

蕨市では、空き店舗対策支援として実施している「蕨市空き店舗有効活用事業」の補助制度（改装費、

広告費等）の効果が出ている一方で、空き店舗が更地になり、その後戸建て住宅やアパートなどが建

設されたことによる減少分も大きくなっている。さらに、当商工会議所が２０１８年度に行った空き

店舗調査では、不動産屋を通して貸し出されていた空き店舗は４５件中わずか５件であった。 

 

図表⑩空き店舗数と貸店舗数 

 2015年 3月 2016年 3月 2017年 3月 2018 年 3月 2019年 3月 

空き店舗数 ５４件 ５６件 ６５件 ５５件 ４５件 

貸店舗数 未実施 未実施 未実施 未実施 ５件 
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〇地域資源を活用した取り組み 

・蕨ブランド認定制度 

蕨らしさを有したものを審査し、品質も含め一定基準を満たしたものを蕨ブランドとして認定する制

度であり、２０１５年度第１回の蕨ブランド認定審査会により、９事業者２４件の申請品から５事業

者５商品（写真）が認定された。認定期間は３年間であり、第２回蕨ブランド認定審査会は２０１９

年度に行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・蕨双子織 

蕨双子織は、蕨市が機織りのまちとして栄えていた幕末から明治中期にかけて、開発された地域の伝

統織物である。瓦斯糸と呼ばれる細番手の双糸を用いた平織であり、経糸は１ｃｍあたり７２本にも

なる超高密度の織物で、光にかざしても透けて見えないほどで当時、東京税務監督局に一等級として

格付けされていた品質がある。その後、機械化の波に乗れなかった当市の織物産業は衰退し、それと

同時に双子織も幻の伝統織物になった。その後、平成１６年に現存する明治期の縞帳や着物を分析し、

機械織による「新織双子織」が完成した。 

蕨商工会議所では、蕨が誇る伝統織物である蕨双子織を後世に伝えるため、平成２７年度からブラン

ドロゴの作成や双子織のれんアート、地元企業蕨による双子織を使った商品開発等活動を進めてい

る。 
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・蕨商工会議所による開発商品 

蕨商工会議所では、「地元に特産品がない」、「土産品がない」との市民の声を受け、地域の小規模事

業者との共同開発等により、これまでに５品以上の商品開発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般社団法人蕨ブランド協会 

蕨商工会議所では、地域の課題である空き店舗や蕨ブランドの普及などをビジネスの手法で解決する

ことを目的に、一般社団法人蕨ブランド協会を２０１９年３月に設立した。一般社団法人蕨ブランド

協会では、不動産事業のほか、蕨ブランド販売事業、コンサルタント事業などを柱に、空き店舗や蕨

ブランドの普及等の課題解決を図るなど地域商社の役割も担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大人のプリン 

成年式発祥の地にちなん

で名づけられた。フレンチ
のシェフとイタリアンの

シェフを中心に蕨高校の
料理部の生徒で共同開発 

蕨大人ドレ 

成年式発祥の地にちなん
で名づけられた。市内飲食

店２０店で共同開発。 

成年式のおめでたい日を
表して紅白の２種類に。 

和楽備茶漬け 

和楽備神社から名前をと

って和楽備茶漬けと名付
けられた。市内飲食店７店

舗で店の特徴を出したオ
リジナル茶漬けを開発。 

わらびの蕨もち 

「地域力活用新事業∞全

国展開プロジェクト」によ

り開発。約２年間にわた
り、調査・研究した後に完

成。味は４種類、ホンモノ

志向でありながら低価格

の土産品を目指した。 

タテヨコフタコパイ 

蕨市の伝統織物である蕨双子

織をモチーフにした菓子。 

メディアにも多数取り上げら

れる有名パン店「３６５日」の
杉窪シェフがプロデュース。 
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・ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰ（ワラビセレクトショップ） 

一般社団法人蕨ブランド協会では、２０１９年１０月に「ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰ」

を立ち上げ、蕨双子織の自社ブランド商品や市内事業者が開発した双子織商品をセレクトしているほ

か、蕨商工会議所が開発した「わらびの蕨もち」などの販売を行っている。また、双子織の機織教室

や雑貨等の手作り教室なども実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②課題  

当市は商業・サービス業が中心の街であり、工業は立地がなく、育ちにくい土壌にある。蕨市では、

１０年前に比べ商工業者数が１５％以上減少しており、小規模事業者数は１８％を超える減少となっ

ている。また小規模事業者は全体の約８割を占めており、その小規模事業者の占有割合も年々減少し

ている。当商工会議所が把握する減少の理由のほとんどが廃業であり、特に小規模事業者の廃業率の

改善が課題となっている。廃業の理由としての多くが、売上や利益の減少であり、収益基盤を確保す

ることが課題となっている。また、近年では後継者がいないことや人材不足を理由に廃業する小規模

事業者も年々増えつつあるとともに、ＩＴ化への流れに対応できていない小規模事業者も多く、市場

環境の変化への対応に対する支援も課題となっている。 

消費者ニーズでは、図表⑨の「商店街に望むこと」にもある通り、店舗の個性を求めているが、旧態

依然の経営を続けている店舗が多く、差別化が図れていないため消費者からは魅力に欠ける店舗に見

られがちである。良い商品・サービスを扱う店舗でも、その強みを打ち出すことができず、消費者に

伝わらないことが多いことから、付加価値の向上に取り組むことが課題となっている。 

一方、地域経済における当市の課題には、市内大型店やチェーン店、郊外型のショッピングモールの

増加などから、市全体に占める商業力が減少しつつあり、空き店舗が増加している。また、空き店舗

が取り壊されると戸建て住宅やアパートが建設されることが増え、商店街の連続性が失われつつあ

る。店主の高齢化や店舗の老朽化など、売上だけでなく、様々な要因で空き店舗になっている商店が

多いことから、後継者の創出や後継者を育てる仕組み、老朽化に対応した取り組みなどを実施すると

ともに、新たな空き店舗対策としてスタートしたサブリース事業などを取り入れながら活性化を図っ

ていくことが課題となっている。 

地域資源を活かした取り組みとしては、蕨市の蕨ブランド認定制度による蕨ブランド認定品や、当商

工会議所が小規模事業者等と開発してきた商品として「わらびの蕨もち」、「蕨大人ドレ」などがある

が、「ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰ（ワラビセレクトショップ）」を開店したことにより、

市内の販路は確保されたものの、蕨ブランドをさらに市外へと広めていく取り組みが課題であるとと

もに、その商品の強みや付加価値をいかにして消費者に効果的に伝えていくかが課題となっている。 

また、蕨市では外国人居住者数が５年前から急激に増加しているが、小規模事業者の対応がそれに追

いついていない状況にある。これからは、外国人居住者を優良な顧客として捉え、個店として、また

地域として迎え入れるための取り組みをどのように図っていくかが課題となっている。 
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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年ビジョン 

当市の場合、約８割が小規模事業者であり、地域経済を支えている小規模事業者の持続的発展を支援

することが産業振興において最も重要なことである。その当市において１０年ビジョンに掲げるの

は、減少傾向にある小規模事業者数に歯止めを掛けるとともに、経営力向上を図るため、計画経営を

実践する小規模事業者を増やしていくことである。 

小規模事業者の最大の強みはチェーン店等にみられる画一的な商品、製品、サービスではなく、オリ

ジナル商品やその店舗、工場、経営者などが持つ個性であり、そのオンリーワンの強みをブランディ

ングすることで、経営の軸を持つことができ小規模事業者は強くなると考える。蕨市・蕨商工会議所

ではブランディングの視点から小規模事業者の支援にあたることが、小規模事業者の存在を強め、持

続的な発展に貢献できると考え、今後１０年間の振興における支援の在り方を次に掲げる。 

１．ブランディングを基にした事業計画の作成と計画経営の実践  

２．収益基盤の強化に焦点をあてた財務分析等経営分析の強化 

３．ＩＴ活用（情報発信、集客化、生産性向上、事務・作業の効率化）導入支援 

４．空き店舗対策事業の実施 

５．地域としての魅力を高める蕨ブランドの創出・育成 

 

②蕨市総合計画との連動性・整合性  

蕨市では第４次蕨市総合振興計画にかわる新たな最上位計画として「コンパクトシティ蕨 将来ビジ

ョン」（２０１４年度～２０２３年度）を策定している。計画の核となる将来構想において、目指す

べきまちの将来像を「安心とにぎわい みんなにあたたかい 日本一のコンパクトシティ蕨」とする

とともに、今後１０年間におけるまちづくりの基本方向に基づくまちづくりの基本目標では、「にぎ

わいと活力、市民文化と歴史がとけあう元気なまち」を掲げ、「わらびの歴史的・文化的資源をまち

づくりに活用し、新しい事業活動の創出などを促進するとともに、既存商店街の魅力の向上や事業者

の経営安定のほか、勤労者が働きやすい環境づくりなどを支援することにより、にぎわいと活力ある

まちを目指します。」としている。 

こうしたまちの将来像や目標を実現するための実現計画を策定し、その重点プロジェクトとして「ワ

クワクわらび！にぎわい創出プロジェクト」を掲げ、「地域資源を活かした蕨ブランドの創出」及び

「蕨を元気に！中心市街地の活性化」を位置づけ、地域資源を活かした商品開発の促進や、小規模事

業者への支援、また、中心市街地活性化によるにぎわいづくりや魅力ある商業空間の創出に取り組ん

でいる。特に、地域資源を活かした取り組みでは、蕨ブランドの創出や更なる魅力向上を図るととも

に、魅力ある商業空間の創出に向けては、空き店舗の有効活用に取り組んでいる。こうした取り組み

は、本経営発達支援計画の１０年ビジョンに掲げた支援の空き店舗対策事業の実施や蕨ブランドの創

出・育成と整合性が取れており、さらに、

個社支援におけるブランディングをテー

マにした計画経営の推進においても、蕨ブ

ランドを推進している蕨市総合計画との

整合性が取れている。 

また、蕨市では、平成２７年３月に「蕨市

中心市街地活性化基本計画」が内閣総理大

臣による認定を受けている。当商工会議所

では中心市街地活性化協議会を置き、事業

の進行管理を行っているほか、空き店舗対

策事業や蕨ブランドの育成に事業主体と

して積極的に取り組んでおり、整合性が図

れているとともに市と商工会議所の事業

には連動性が図れている。 
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③商工会議所としての役割 

商工会議所は、小規模事業者の持続可能な経営をサポートするため、計画経営への理解を深める取り

組みを行うとともに、計画経営に取り組むキッカケ作りをサポートすることが役割であると考える。

計画経営を行うには、事業計画書の作成に留まらず、その後の実行支援が最も重要であると認識して

おり、実行まで伴走型で支援することが商工会議所の役割だと考える。 

また、商工会議所は、個社の支援と地域経済の活性化をともに成し遂げることができる唯一の存在で

あると認識し、その両輪がうまく連動し、相乗効果を生むような取り組み、支援を実施することが商

工会議所に課せられた役割だと考える。 

 

（３）経営発達支援事業の目標  

個社支援における目標は、小規模事業者が先ず計画経営の必要性を理解することが必要であり、巡回

支援等を通じ、計画経営の理解を深めることに努める。そのうえで、小規模事業者の特長を引き出す

支援としてブランディングを通じた事業計画の立案を支援する。計画策定後は、計画に沿った事業展

開を図るとともに、ＩＴツール導入等へのフォローアップを充実させ、売上又は営業利益額の増加等

収益構造の改善に繋がる具体的な成果を出すことを目標とする。 

地域経済活性化については、蕨ブランドの創出・育成と空き店舗対策事業を中心に、蕨経営者塾によ

る小規模事業者の資質の向上に努めるとともに、蕨ブランドの創出・育成においては蕨ブランドの認

知度向上と蕨ブランドの売上額の増加を目標とする。 

空き店舗対策事業においては、蕨市、（一社）蕨ブランド協会等と連携し、様々な空き店舗対策を施

すことで、空き店舗数を減少させることを目標とする。 

計画最終年度となる５年後の数値目標を次のように掲げ、経営発達支援事業を推進する。 

 

①事業計画策定件数 ４４件 

②売上の増加又は営業利益率の上昇 ３０社 

③販路開拓・販売促進のためのＩＴツールの導入数 １０社 

④空き店舗数の減少 １０件 

⑤蕨ブランド認定数 累計１５件 

 

（４）目標の達成に向けた方針  

前述の（３）の経営発達支援事業の目標の達成のために、①～⑤の項目目標ごとに次のように方針を

立て、本計画の推進を図る。 

   ①小規模事業者の持続可能な経営を図るうえで計画経営の効果は非常に大きいことから、事業

計画の策定を１丁目１番地の事業として推進する。推進するにあたっては他社との差別化、

付加価値の向上を図るためブランディングをテーマに計画策定を行い、小規模事業者の強み

の最大化を図って推進していく。 

    

②小規模事業者が持続可能な経営を図るうえで、売上の増加や営業利益率の改善は大きな指標

となってくるため、これまで以上に売上等の成果にフォーカスして取り組む。また、これま

で、売上の増加等の成果指標が曖昧であったため、計画経営の実効性についてはきちんと検

証されてこなかったことから、今後は計画経営の実効性を検証し、今後の小規模事業者の支

援の在り方や小規模事業者の計画経営への取り組みを促進させていく。 

 

   ③今後を見据えた中では、小規模事業者においても、ＩＴ化への取り組みは必須であり、ＨＰ

やＳＮＳの導入はもちろん、財務管理や顧客管理、ＰＯＳ等の様々な分野でＩＴ化すること

によって労働生産性の向上を図っていくことがカギとなる。そのために、小規模事業者にあ

りがちなＩＴ化への拒絶反応を取り払うことができるよう、各小規模事業者のレベル感に合

わせた支援を実施していく。 
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   ④地域において空き店舗の印象は市民にとってネガティブの印象を強く与えることから、空き

店舗を減らすことが最優先であるが、単純に補助金を交付するだけの空き店舗対策ではな

く、効果が高い業種を優先的に入居させる仕組みや、市や商工会議所のネットワークを活か

したサブリース事業の推進などを通して、実効性も高めた推進を行う。 

   

 ⑤蕨ブランド認定制度は平成２８年度にスタートした事業であり、３年周期で実施しているた

め、本計画期間中では２０２２年度の実施予定となる。ブランディングをテーマにした事業

計画策定を支援していく中で、掘り起こしを行うとともに、商品に磨きをかける支援を実施

していく。特に、商品の磨き上げに関しては、商工会議所のネットワークを活用してデザイ

ナー等の各専門家などと連携を行った中で、支援を行うことで、目標達成を図るとともに、

“売れる”商品づくりを支援する。 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容  

  

 ２．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

[現状]  

国勢調査や各種統計等を活用し、業種ごとに消費者動向等の取りまとめ、情報提供を行ったほか、第

１期の経営発達支援計画の期間中に、一般市民向けアンケート「蕨市民のくらし向きに関する調査」

を行った。また、顧客の視点を掘り起こし、経営判断や経営計画のツールとして活用を行った。 

さらに地理情報システムのＧＩＳや市場情報評価ナビ「ミーナ」を活用し、地域の商圏情報等を収集・

提供し、事業計画の策定や販路開拓等の支援を行った。 

インターネットについては、当商工会議所が運営する地域ポータルサイト「蕨店舗ガイド」のアクセ

ス解析を行い、サイト訪問者の特性や検索行動等を分析し、小規模事業者へ情報提供を行った。 

各種調査結果については、当商工会議所が発行する広報誌「Ｅｐｏｃｈ」を通じて情報提供を行った。 

 

［課題] 

地区内の小規模事業者の多くが経験や勘に頼った経営を行っており、刻々と変化する経営環境に対応

できていない。また、データを活用しようと考える小規模事業者でも、日々の業務に追われ、思うよ

うにデータの収集ができていないのが現状であり、手軽にそして事業に役立つ経済動向を把握できる

ようにすることが課題となっている。また、会員事業者のみ情報提供を行っていたため、情報公開が

限定的であったことから、情報提供方法も課題であった。 

 

（２）事業内容    

①国が提供するビッグデータと金融機関の調査レポートの活用 

調査・分析にあたっては、ＲＥＳＡＳを活用し、地域の産業構造や人口動態等を収集するとともに、

ＲＥＳＡＳの補完資料として、日本政策金融公庫の調査レポートや地域金融機関の調査レポートを活

用し、より地域に即した情報の収集・分析を行う。 

  

【調査手法】経営指導員が、毎年４月にＲＥＳＡＳや地域金融機関の調査レポートの調査・分析を 

        行い、ＨＰ上で公開する。 
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 【調査項目】ＲＥＳＡＳ 

地域経済循環マップ 

       生産・分配・支出に関して調査を行う。 

       産業構造マップ 

        市内の産業分布、事業所数、従業員数、付加価値額等に関して調査を行う。 

        まちづくりマップ 

        滞在人口、事業所立地動向等の調査を行う。 

        

             地域金融機関の調査レポート 

        時流にあった情報提供を行うため、最近６ヵ月以内に発行された調査レポートの中か

ら、管内企業に関連が大きい箇所を取り上げ、ＲＥＳＡＳの分析結果に関連付けてＨ

Ｐ上で公表する。地域金融機関の調査レポートにおける調査項目では、外国人対応、

人材関連、業種ごとの景況等を想定している。 

 

②アクセス解析による情報収集・分析 

インターネットを使って商品、サービスを購入する消費者が急速に拡大していることから、ネットを

使う消費者がどのようなニーズがあるのか、当商工会議所が運営を行っている蕨店舗ガイド

（https://warabiguide.com）を活用して、アクセス解析により情報収集、分析を行う。 

【分析手法】 

 以下の内容を中心に調査し、消費者のニーズを分析する。 

・閲覧の多いページ   → 検索する業種・業態・特徴的なサービス等 

 ・検索のキーワード   → 困りごとなど潜在的な需要 

・閲覧の時間帯     → 消費者の検索時間帯の把握 

・消費者の利用デバイス → 端末等の利用状況の把握 

→ （ｄポイント、ａｕポイント、Ｔポイントなど利用の推測・ 

キャッシュレス決済への誘導推測） 

 

③管内の景気動向調査の実施 

管内の小規模事業者８０社を対象に、管内の小規模事業者の詳細な景況感を把握するため、景気動向

に関する調査として経営指導員による聞き取り調査を行う。 

 【実施回数】    ：隔年で１回 

【調査サンプル数】 ：８０社（製造業、建設業、小売業、サービス業から２０社ずつ） 

           ※卸売業は事業所数が少ないため、除外。 

【調査手法】    ：経営指導員による聞き取り 

 【調査項目】    ：事業概要（業種・取扱品・業歴・従業員数・売上規模等） 

景況感（売上状況・利益状況・今後の見通し、資金繰り等）  

経営課題（直面している課題（集客、人材確保、資金繰り、後継者問題等）） 

必要とする支援（ＩＴ活用、販路開拓、資金繰り等） 

 【分析手法】    ：経営指導員等が外部専門家と連携して分析を行う。 

 

（３）成果の活用   

情報収集・分析を行ったデータは、小規模事業者の課題に応じて、事業計画の策定や販路開拓、販売

促進策などに活用する。 

また、情報収集・分析を行ったデータは、巡回を通して、管内の小規模事業者へ周知するとともに、

広く周知するため、蕨商工会議所の会報誌やホームページへの掲載を行う。 

調査は隔年となるが、調査がない年度でも前年度の情報を基に巡回を通じての周知や事業計画の策定

等に活用する。 

https://warabiguide.com/
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（４）目標 

 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

①公表回数 未実施 １ １ １ １ １ 

②公表回数 未実施 １ １ １ １ １ 

③公表回数 未実施 １ ０ １ ０ １ 

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題  

[現状] 

第１期目の経営発達支援計画期間において、経営革新計画の策定をはじめ、小規模事業者持続化補助

金申請やものづくり補助金等の計画作成において、小規模事業者の売上状況や財務状況における定量

分析、ＳＷＯＴ分析等による定性分析等を行っている。 

[課題] 

小規模事業者においては、まだまだ漠然と経営を行っているケースが多く、経営状況を把握すること

への意識が低い状況が多々見受けられるため、自社を客観的に見ることの重要性やメリットを伝えて

いくことで掘り起こしを図る必要がある。 

また、「顧客ニーズと市場の動向（競合分析）」、「事業者や事業者の提供する商品・サービスの強み」

などの分析支援を行っているものの、最近の小規模事業者の課題は、高度化・複雑化してきているた

め、分析方法の見直しが必要になってきており、専門家と連携して 1度整理を行うとともに、分析方

法の改善等を行うことが課題となっている。 

 

（２）事業内容    

①経営分析を行う小規模事業者の掘り起こし 

経営分析のメリット、効果を直接伝えられるよう窓口相談や巡回支援を通じて掘り起こしを行う。特

に、小規模事業者持続化補助金のニーズが高いため、補助金申請に併せて、経営分析を行うことでそ

の必要性を理解してもらい、掘り起こしに繋げる。その他、決算書等を把握することが可能なマル経

資金の申し込み企業等に対しても掘り起こしを行う。 

②経営分析方法の改善 

最近の小規模事業者の課題は、高度化・複雑化してきているため、専門家と連携し、経営状況の分析

における分析項目の整理と分析方法についての見直しを行う。見直しを行うことで、より小規模事業

者の実態に即した分析項目の設定と経営分析における経営指導員等のスキルアップを図る。 

③経営分析（一般）の内容 

これまでと同様、経営革新計画の策定に関しては、定量・定性分析を行う。また、これまでマル経等

の融資は財務分析だけ、小規模事業者持続化補助金等の申請の際はＳＷＯＴ分析のみであったが、今

後は、融資、補助金申請においても定量・定性分析の両分析を行い、小規模事業者の強みや弱み、財

務上の改善点等を把握する。さらに、民間ソフト等を活用し、地域の商圏情報等を収集したなかで、

強みや弱み、課題等を分析し、データに基づいた経営分析も合わせて行う。 

 

【対象者】小規模事業者持続化補助金申請者、経営革新計画策定者、マル経資金申込者  

【分析項目】定量分析「財務分析」 

定性分析「ＳＷＯＴ分析」 

≪財務分析≫商品の売り上げ構成、仕入れ額、仕入先、原価率等の決算分析  

≪ＳＷＯＴ分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

≪民間ソフト等による分析≫商圏、購買力、競合、男女別人口、昼間人口、高齢者比率等 
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④経営分析（詳細版）の内容  

経営分析については、これまで通り経営革新計画の策定事業者をはじめ、小規模事業者持続化補助金

の申請者等への経営分析を行うが、その中から、意欲的で分析効果が高いと判断できる小規模事業者

については、専門家と連携して作り上げた経営分析方法による、詳細な経営分析を次のように行う。 

【対象者】経営革新計画に取り組む又は小規模事業者持続化補助金の申請を希望する事業者の中か

ら、意欲的で販路拡大の可能性の高い４社を選定   

【分析項目】 

定量分析たる「財務分析」 

定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」 

≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 ≪SWOT 分析≫強み、弱み、脅威、機会 等  

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」または、エイチ・エー・エルの「ＢＩＺミル」

を使い、経営指導員等が分析を行う。 

【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。  

  

（４）目標 

 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

① 経営分析数（一般） １８ ５３ ５３ ５４ ５５ ５６ 

② 経営分析数（詳細版） 未実施 ４ ４ ４ ６ ８ 

※①経営分析数については、初年度、経営革新計画策定に伴う分析数は１８件、小規模事業者持続化

補助金申請に伴う分析数２０件、マル経資金申込等に伴う分析数１５件を内訳とする。 

※Ｒ４年度以降の増加分に関しては経営革新計画の策定数の増加分に合わせた数値を設定している。 

※②詳細版については、経営指導員（法定経営指導員以外も含む４人）１人あたり１件をＲ４年度ま

での目標とし、Ｒ５年度は経営指導員のうち２人は２件を目標とする。最終年度のＲ６年度には全員

が１人あたり２件を目標に据える。 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題  

[現状] 

毎年、経営革新塾を開催し、経営革新計画に取り組む小規模事業者の掘り起こしを行っている。また、

会報誌「Ｅｐｏｃｈ」に経営革新計画の承認事業者のインタビュー記事を掲載し、事業計画策定の重

要性やメリットを身近に感じてもらえるよう周知を行っている。 

事業計画の策定の重要性についての理解を深めた事業者が徐々に増え、経営革新計画の承認件数は毎

年コンスタントに１８件を数えるようになっている。また、経営革新計画の策定により、売上等に効

果が表れている小規模事業者も見られるようになってきており、当所の支援により、売上の増加等他

の企業の模範となる企業として、埼玉県の「彩の国経営革新モデル企業」に１社が指定された。 

[課題] 

これまで、「経営革新」という言葉を使わなかったり、販路開拓を全面に打ち出したり、難しいイメ

ージを持たれないように、手を替え品を替えセミナーを実施してきたが、小規模事業者の反応は薄い

ものであった。今後は、シフトチェンジを図り、個別支援に重きを置き、掘り起こしを行っていく。

第１期経営発達支援計画の計画期間におけるこの４年間で、小規模事業者持続化補助金の申請者が延

べ１４７件あり、この中から掘り起こしを行うとともに、経営革新計画の承認者数においても延べ７

６件の支援実績を活かし、再チャレンジする事業者を増やすことが課題に挙げられる。 

さらに、小規模事業者においては、徐々に事業計画策定の意義や重要性の理解が深まり、計画的に事

業を遂行する必要性を感じ、事業計画の策定にトライする事業者も増えているが、策定した計画通り
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に、売上や営業利益、付加価値額の実績を上げた事業者はあまり多くない。事業計画の策定時におけ

る質を高め、より成果を意識した事業計画の策定が課題となっている。 

蕨市では産業競争力強化法に基づき、蕨市創業支援計画の認定を受けており、当商工会議所において

も認定支援機関としてワンストップ相談窓口の設置や市が行う創業講座後のフォローアップ等を行

い、創業者の事業計画の策定等を支援している。しかし、自力で創業されるケースでは、事業計画を

立てずに苦戦している事業者も多いことから、創業間もない事業者へのスタートアップの支援も課題

となっている。 

（２）支援に対する考え方  

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識変化を促

せる訳ではないため、身近な存在で経営革新計画に承認された事業者（許可を受けたものに限る）を

ホームページや会報誌に紹介するほか、巡回支援などでも実際の事例、成果を見せるなどして掘り起

こしを行う。また、地域金融機関である川口信用金庫蕨支店と新たに連携を組み、支援ノウハウの共

有を図った事業計画の策定支援をはじめ、新たな支援対象者の掘り起こし等を図る。 

経営分析を行った事業者の７割程度／年の事業計画策定を目指す。 併せて、管内の小規模事業者

においては持続化補助金のニーズが非常に高いことから、申請を契機として実現可能性の高いものを

選定し、事業計画、特に経営革新計画の策定につなげていく。 

 管内の小規模事業者が減少の一途をたどっている中で創業者は非常に貴重な存在であり、創業間も

ない事業者への支援も重点的に取り組むことが必要である。 

 

（３）事業内容    

①事業計画策定個別相談会の開催 

経営革新計画への取り組みを前提に、経営分析を行った事業者、特に詳細版の経営分析を行った事業

者を対象にした個別相談会を開催する。個別相談会では専門家や川口信用金庫の担当者にも入っても

らい、次の流れに沿ったブランディングを支援し、事業計画策定の効果を高める仕組みとする。 

 

募集方法：経営分析を実施した小規模事業者（詳細版については必須） 

回  数：１社あたり３回 

参加者数等：４社（初年度） 

講  師：中小企業診断士 

具体的な支援内容と流れ： 

❶ＳＷＯＴ分析等による経営状況の分析結果から、小規模事業者の強みが何であるかを洗い出し、

市場の機会（ニーズ）と合致させる 

 

❷市場の機会と強みを活かし、その事業者が消費者・取引先にできること、高い付加価値を提供で

きるものは何か探る 

  ※オリジナル商品・サービス、歴史、企業ポリシー等他社との差別化ポイントを探り、 

「モノ」と「コト」を組み合わせてブランディングを図る。 

 

 ❸高い付加価値が提供できる商品・サービス等を導きだしたら、最大限効果を発揮させるための事

業計画の策定支援を行う。 

 

❹提供する商品・サービスが消費者・取引先に認知されるために、企業コンセプトや企業のストー

リーを表現し、事業者の特長を示すコーポレートカラーとロゴを作成する。 
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   ※コーポレートカラーとは、単純に事業者を表す色だけでなく、その事業者の特長が分かる例

えば「地域一番店の安売りの靴屋」、「災害時に水や非常食が入手できる問屋」、「サポートが手

厚い電気店」、「１ミクロン単位の精度で切削加工できる工場」など、愛着や共感などの度合い

を高める「企業の顔」ともいえるもの。 

※事業者のイメージを想起させるロゴ作成を行い、認知度の向上を図る。 

 

❺ブランディングが図れた事業者に対して、商工会議所のＨＰや会報誌などで紹介し、さらに認知

度を高めるための支援を行う 

 

②事業計画（経営革新計画）の策定     

経営分析における詳細分析を行った小規模事業者や事業計画策定個別相談会に出席した小規模事業

者、小規模事業者持続化補助金の事業計画策定者で高い効果が見込める小規模事業者等を対象に経営

革新計画策定支援を行う。連携機関である川口信用金庫の支援担当者についても、必要に応じて連携

した支援を行う。 

 

【支援対象】 

経営分析の詳細版を実施した又は事業計画策定個別相談会に出席した小規模事業者 

小規模事業者持続化補助金の事業計画策定者で高い効果が見込める小規模事業者等 

【手段・手法】 

経営革新計画の策定にあたっては、原則としてブランディングという一つのテーマに沿った事業計

画の作成を行う。小規模事業者が主体性を持つことが策定後の実行力を高めることから、事業者か

ら全て丸投げにされるのではなく、事業者へ課題を与えながら、計画策定を行う。 

経営指導員による計画策定を基本とするが、ケースバイケースにより中小企業診断士等の専門家や

連携機関である川口信用金庫蕨支店の支援担当者を活用した支援も実施する。 

 

③事業計画（小規模事業者持続化補助金等）の策定 

小規模事業者持続化補助金のニーズは非常に高く、当商工会議所では重点的に支援を実施している。

今後も、小規模事業者の事業計画策定の最初のステップとして位置づけ、定量・定性分析等の経営分

析、強みを活かした販路開拓等、より精度を上げた事業計画の作成を行う。 

【支援対象】 

補助事業による販路開拓に取り組みたい小規模事業者 

【手段・手法】 

巡回支援や会報誌、ホームページ等で周知を図り、掘り起こしを行う。 

また小規模事業者持続化補助金は、事業計画の策定において最も敷居の低い計画であり、補助金が

使えるというメリットもあり、管内の小規模事業者においてはニーズが非常に高い。これまでの小

規模事業者持続化補助金の計画書を見ると少し工夫を行うだけで経営革新計画になるような計画

も多いことから、経営革新計画に繋がる取り組みであるかを意識しながら、事業計画の策定を行う。 

  

 ④スタートアップ期における事業計画の策定 

創業３年後に事業を継続できている確率は３割もないというデータもあるなかで、このスタートアッ

プ期に重点的に支援を行うことで、廃業率の減少に繋げる。創業３年未満のスタートアップ期の小規

模事業者に対する事業計画策定の支援を行う。 

【支援対象】 

 創業３年未満の小規模事業者 

【手段・手法】 

 当商工会議所では、創業間もない小規模事業者に対して巡回支援を重点的に行っている。この中か
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ら、採算性が取れていない事業や集客に課題があるなど事業プランの再構築が必要な小規模事業者に

対して事業計画の作成を支援する。 

（４）目標 

 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

個別相談会 未実施 ４ ４ ４ ６ ８ 

事業計画策定件数 １８ ３８ ３８ ３９ ４０ ４１ 

事業計画策定（スタートアップ） 未実施 １ ２ ３ ３ ３ 

※個別相談会については、経営分析（詳細版）を実施した小規模事業者の数とリンクさせている。 

※事業計画策定件数は、初年度、経営革新計画１８件、小規模事業者持続化補助金申請２０件であり、

Ｒ４年度からは経営革新計画が 1 件ずつ増加していく計画を立てている。 

※スタートアップ期の事業計画策定においては、掘り起こし等に時間が掛かることが予想されるた

め、徐々に目標数値を増やしていく計画となっている。 

 

 

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  

[現状] 

事業計画策定後のフォローアップについては、平成３０年度は２０社、延べ７０回の支援を行い、件

数はある程度の数値を残せているが、スケジュール通りに進んでいないことも多く、成果に繋がって

いるケースが少ない。また、計画的にフォローアップを行う仕組みができていないため、手厚くでき

ているところ、全く回れなかった事業者もあり、フォローアップの効果も限定的だった。 

 

[課題] 

計画を策定した全事業者に対して定期的にフォローアップを行うことが課題である。また、これまで

フォローアップの件数にとらわれて、成果の把握までできていなかったことから、フォローアップに

おいては、計画を着実に実行するためのサポートだけでなく、売上の増加や営業利益の改善率などの

成果を把握していくことが課題である。 

 

（２）事業内容  

事業計画策定後の実施支援が最も重要な支援であると捉え、経営指導員にはフォローアップ計画を提

出させ、漏れがないように計画的に実行する。フォローアップは事業計画を策定した全ての事業者を

対象とするが、事業計画のスケジュールや進捗状況等を勘案したなかで、訪問回数を増やして集中的

に支援すべき事業者と、ある程度順調に推移している事業者とで訪問回数の頻度を調整する。 

具体的な頻度については、小規模事業者持続化補助金の事業計画については策定２０者については、

１者あたり一律２回とする。経営革新計画等の事業計画については初年度１８者のうち、４者は２か

月に１回、１４者は４か月に１度とする。また、スタートアップ期の事業計画策定事業者については、

１者あたり４半期に１度の訪問を行う。Ｒ４年度以降は経営革新計画の策定事業者の増加分は４ヵ月

に１度、スタートアップ期の事業計画策定事業者の増加分については４半期に１度の頻度で行う。た

だし、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。  

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、別の経営

指導員や外部専門家など第三者の視点を投入し、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。 

また、支援実績については経済産業省の「ローカルベンチマーク」またはエイチ・エー・エルの「Ｂ

ＩＺミル」等を使って管理し、単年度のみならず次年度以降の支援に繋げるとともに、売上等の成果

の把握を行う。 
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（３）目標 

 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 ２０ ３９ ４０ ４２ ４３ ４４ 

頻度（延回数） ７０ １１０ １１４ １２１ １２４ １２７ 

売上増加事業者数 未実施 １０ １１ １２ １３ １６ 

営業利益率１％以上増加事業者数 未実施 １０ １１ １２ １３ １６ 

※フォローアップ対象事業者数にはスタートアップ期の事業計画策定を含む。 

※「売上増加事業者数」及び「営業利益率１％以上増加事業者数」はフォローアップ対象事業者数の

３割ほどを見込み、最終年度にはフォローアップ対象事業者数の４割を超えることを目標とする。 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題  

[現状] 

平成２９・３０年度と、ＩＴ導入補助金セミナーに加えて、巡回による軽減税率対策補助金・キャッ

シュレス・消費者還元事業としてセミナーや個別相談に対応した。その中から、キャッシュレス対応

とともにモバイルＰＯＳレジなどを導入し、売上管理、商品管理等をはじめ消費者の需要動向を把握

するための取り組みを行った事業者もあったが、多くの事業者は、いまだ、「経験」と「勘」に頼っ

た感覚的な経営をしている。 

[課題] 

データに基づいた「死に筋」、「売れ筋」を把握し、消費者のニーズに合った商品・サービスの提供の

重要性について、理解している事業者は少なく、また、ＰＯＳ等を導入している事業者も少なく、需

要動向が把握できていない事業者がほとんどである。需要動向を把握することのメリットや効果を伝

えるために、モデル店舗の存在を作り、普及させていくことが課題となっている。 

 

（２）事業内容   

顧客との接点が多い事業者は、顧客の声を聞き、市場全体が欲しい商品・サービスを提供すること（マ

ーケットイン）に加えて、消費者１人１人に着目して、そのニーズに対する深堀りによる顧客の満足

度を高める（カスタマーセンター）ことが重要であり、その点を意識しながら需要動向調査を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：『日経 BPムック マーケティング基礎読本』 
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①蕨ブランド品に対する需要動向調査 

ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰでは、蕨ブランド認定品（双子織バッグ等）を多く取り揃えて

いることから、蕨ブランド認定品に対する聞き取り調査も行うことで、商品のブラッシュアップやバ

リエーション、カラーの多展開、今後の蕨ブランド認定品への掘り起こし等について活かしていく。 

 

【支援対象者】蕨ブランド認定品取扱事業者、蕨ブランド認定品申請希望者 

【サンプル数】来店者 ５０人  

【調査手段・手法】 

 経営指導員等が、専門家の意見を参考に作成したアンケート用紙をＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ 

ＳＨＯＰの来店者に、聞き取りのうえ、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、経営指導員が分析を行う。 

【調査項目】 

❶居住地域 

❷年齢 

❸性別 

 ❹蕨ブランド認定品の認知度 

 ❺認定商品ごとに・・・（価格、デザイン、カラー、使用用途、持ちやすさ、素材感、味、量等） 

【分析結果の活用】 

分析結果については、事業計画の策定へ活用するとともに、蕨ブランド認定品のブラッシュアップ

等に活用する。また、個人情報に該当しない情報の一部に関しては、これから蕨ブランド認定品へ

の申請を希望する小規模事業者へ提供を行う。 

 

②経営分析（詳細版）実施の小規模事業者を対象にした需要動向調査 

経営分析（詳細版）を実施した小規模事業者を対象に、消費者が何を重視して買い物やサービスを利

用しているか、情報収集手段は何か等を調査項目に設定し、消費者のニーズを調査する。 

 

【支援対象者数】経営分析（詳細版）を実施した小規模事業者 

【サンプル数】来店者３０人 

【調査手段・手法】 

来店者または得意先に対し、小規模事業者と経営指導員が作成したアンケート用紙を、聞き取り又

は記入式により取得する。 

【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、経営指導員が分析を行う。 

【調査項目】 

❶居住地域 

❷年齢 

❸性別 

❹店を知ったきっかけ（新聞折込、ネット、口コミ 等） 

店を選ぶ理由：近いから、便利だから、愛着があるから、欲しいものが手に入るから等 

❺その他小規模事業者ごと 

（購入商品・購入してみたい商品・購入したくない商品・来店頻度・価格・デザイン・大きさ・ 

重さ・他店の同業種で気になるお店・営業時間等）で小規模事業者が消費者から聞き出したい 

情報を調査項目に設定し、消費者ニーズの把握を行う。 

 

【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員等が、小売店や飲食店等に直接説明する形でフィードバックし、各個店が

提供する商品・サービスの改善につなげるとともに、事業計画策定の基礎資料とする。 
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（３）目標 

 現行 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

①調査対象事業者数 未実施 ３ ４ ５ ５ ５ 

②調査対象事業者数 未実施 ４ ４ ４ ６ ８ 

※①調査対象事業者数については蕨ブランド認定品取扱事業者を対象としており、現在の認定事業者

の５社のうち３社が小規模事業者であり、その３社を基準に立て、次年度以降は認定事業者に加え、

蕨ブランド認定申請希望者を含めた事業者数としている。 

※②調査対象事業者数については、経営分析（詳細版）の事業者数の数値に合わせた目標とする。 

 

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] 

Ｂ to Ｃ 

これまで、管内の事業者の８割程度が商業・サービス業であることを踏まえ、Ｂ to Ｃ に特化した

支援を実施してきた。平成３０年度情報通信白書「ICTサービスの利用動向」によると、２０１７年

の世帯における情報通信機器の保有状況は、「モバイル端末全体」及び「パソコン」の世帯保有率が、

それぞれ９４．８％、７２．５％で、インターネット利用率（個人）が８０．９％であることや、消

費者がホームページやブログ、ＳＮＳなどから欲しい情報を取得し、購買行動に移すのが当たり前に

なりつつある。こうしたなか、当商工会議所では多様な消費行動に対応するため、インターネットを

活用した広告宣伝や企業ＰＲを学ぶセミナー、個別支援を実施してきた。また、当商工会議所が運営

する地域情報発信サイト 蕨店舗ガイド (https://warabiguide.com)を活用して、消費者に向けて、

事業者の商品・サービスなどの情報発信を行い、認知度を高め、来店頻度を高める取り組みを実施し

ている。 

一方で、まだ情報誌やチラシ等により、情報を収集する消費者も多いことから、蕨市、蕨商工会議所、

（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会による地域情報誌「ぐるぐる蕨」を発行している。 

 

Ｂ to Ｂ 

蕨・さいたま商工会議所の会員事業者が一堂に会し、積極的な自社ＰＲ、技術開発成果の発表などの

情報交換や新規市場の開拓、取引拡大を図ることを目的とした「広域ビジネス交流会」を年２回（１

回目は工業版、２回目は全業種）開催し、Ｂ to Ｂにおける販路拡大の支援を実施している。 

 

[課題] 

Ｂ to Ｃ 

インターネットを活用した宣伝広告等においては、特に活用度の差が顕著に表れる部分であるので、

レベルに応じた支援が求められる。 

また、管内では外国人居住者も増えており、今後も増えることが予想されることから、インスタグラ

ム等のＳＮＳを活用した情報発信や外国語表記によるＰＲなど今まで以上に取り組むことが求めら

れている。 

地域情報誌「ぐるぐる蕨」では、ただ掲載するだけでなく、消費者のニーズを捉え、いかに小規模事

業者の強み・特徴を出すか、また、リピート率を上げる取り組みなどが課題に挙げられる。 

 

Ｂ to Ｂ 

製造業や建設業では、下請け、孫請けの事業者が多いため、生産能力に制限があり、急な受注の増加

や、商圏を広げた、新たな受注の契約を獲得するのが難しいため、事業者が、物理的に参加でき、か

つ安心して、取引をはじめることができるような交流会の開催が求められる。 
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（２） 事業内容   

小規模事業者が需要開拓を行う動機付けとなるような機会を提供するとともに、課題に応じた支援を

行う。また、経営指導員が小規模事業者のターゲット層や商品・サービスの特徴などを分析し、必要

と思われる需要開拓を支援する。 

①ＩＴ活用支援（ＢtoＣ） 

小規模事業者は人材や資金など経営資源に乏しく、販路開拓や販売促進の活動には限界があることか

ら、ＩＴを活用した販路開拓は有効である。しかしながら、ＩＴの活用は難しくとらわれがちで、拒

否反応は示す小規模事業者も少なくない。そこで、経営指導員を中心に、小規模事業者の活用度のレ

ベルに合わせたＩＴの活用を支援する。 

例えば、全くＩＴ活用が図れていない小規模事業者で飲食店や物販店であれば、先ずはＨＰやＳＮＳ

等、導入しやすく取り組みやすいものからサポートを行う。 

ＨＰもＳＮＳの活用している小規模事業者なら、ＨＰのアクセス等の解析をサポートしたり、専門家

を活用して、ＨＰのデザイン面やコンテンツ等を検討したり、ＰＯＳシステム等の導入など小規模事

業者のレベル感や効果を勘案しながら、支援を行っていく。 

 

②外国人居住者に対応した販売促進支援（ＢtoＣ） 

 外国人居住者の占める割合が年々増加する中、外国人居住者を重

要な顧客として捉えた販売促進を行うことで、新たな需要開拓につ

なげる。外国人居住者が市内の小規模事業者で商品やサービスの購

入ができるよう、外国語表記のポスターや看板、メニューの作成を

支援したり、外国人が好む品揃え等についても調査し、商品化する

サポートなどを行う。 

また、外国人居住者対策として、顧客の取り込みをはかるため、キ

ャッシュレス導入の支援なども併せて行う。 

 

③地域情報誌「ぐるぐる蕨」による販路開拓支援（ＢtoＣ） 

「ぐるぐる蕨」は、当商工会議所が蕨市と（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会との連携のもと発

行している地域情報誌であり、個店の紹介・ＰＲを行っている。「ぐるぐる蕨」の特徴は、蕨市の「広

報わらび」に折り込まれ、市内３５，０００の全世帯へ配布できることから需要開拓の一助になって

いる。本誌は民間フリーペーパー紙のように高価な広告代を取ることなく、安価に掲載できるため小

規模事業者にとって導入しやすく、認知度が低い店舗においては効果的であることから、「ぐるぐる

蕨」を活用して小規模事業者の需要開拓のサポートを行う。 

 

④広域ビジネス交流会事業（ＢtoＢ） 

さいたま商工会議所と連携して「広域ビジネス交流会」を年２回（工業版と全業者版）開催する。広

域ビジネス交流会は、平成２３年度からさいたま商工会議所と連携して実施しており、一度に多くの

事業者と交流が図れる本交流会は規模の小さな当商工会議所の管内の小規模事業者にとって非常に

有効であることから引き続き、管内の小規模事業者に交流の機会を提供する。 

効果的な交流が図れるよう、事前に参加者名簿を提供したり、参加事業者の強みを打ち出す資料作成

のサポートを行ったり、成果を出すための個別支援を行う。また、「広域ビジネス交流会」終了後は、

交流会の内容に対する意見や成約に繋がったケース等を把握するため、アンケート調査を行うととも

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

 

⑤ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰを活用した販路開拓支援（ＢtoＣ） 

（一社）蕨ブランド協会が運営するＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰと連携し、蕨ブランド認定

品を中心に商品を販売する。市内からセレクトされた商品が並ぶＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯ

Ｐで販売することで、販路の拡大と新たな顧客層の開拓に繋げる。また、ＰＯＰの作り方や商品の並

べ方、見せ方等の支援も行い、売上等の成果を高めるためのサポートを行っていく。 

イメージ画像（一例） 



２２ 

 

（３）目標 

 現行 
R２年

度 

R３年

度 

R４年

度 

R５年

度 

R６年

度 

①ＩＴ化ツール導入・改善者数 未実施 ４社 ５社 ７社 ８社 １０社 

 売上増加事業者数 ― ２社 ３社 ５社 ６社 ８社 

②外国人対応ツール導入事業者数 未実施 ４社 ５社 ７社 ８社 １０社 

 売上増加事業者数 ― ３社 ４社 ５社 ６社 ８社 

③ぐるぐる蕨掲載事業者数（年２回発行） ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 

 来客数の増加／社 未集計 ５人 ７人 ８人 １０人 １０人 

④広域ビジネス交流会出展数（２回合計） １８社 １９社 ２０社 ２１社 ２２社 ２３社 

商談成約数 未集計 ３件 ３件 ４件 ５件 ７件 

⑤WARABI SELECT SHOP 販売出品者数 ２社 ４社 ５社 ７社 ９社 １０社 

売上増加事業者数 未集計 ２社 ３社 ５社 ７社 ８社 

※①ＩＴ化ツール導入・改善者数②外国人対応ツール導入事業者数については、経営指導員（法定経

営指導員以外も含む）４人が１社ずつ支援を行い、翌年度以降、徐々に事業者数を増やしていく。①

②の売上増加事業者数については、すぐに効果が表れるのは難しいことが想定されるため、支援ノウ

ハウ等の蓄積を図りながら、徐々に効果を上げる目標とした。 

※③ぐるぐる蕨掲載事業者数については、実績数に応じて４０社としている。来客数の増加について

は業種・業態により差が出てしまうが、平均１社あたり５人からの目標とし、令和５年度以降は倍増

の１０人を目標とする。 

※④広域ビジネス交流会出展数については、現行の数をもとに徐々に件数を上げる計画とした。商談

成約数は参加企業の１５％程度からの目標設定とし、徐々に３０％に近づけていく目標数値とした。 

※⑤WARABI SELECT SHOP販売出品者数については、（一社）蕨ブランド協会と連携し、目標数値を設

定した。売上増加事業者数については、５０％からスタートし、最終年度には事業者数の８割を目標

に設定した。 

 

 

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] 

これまで中心市街地の活性化を目的に、平成２７年３月に認定された蕨市中心市街地活性化基本計画

（以後、基本計画）に基づき、共同売り出しやイベント事業等のソフト事業を中心とした各種事業を

展開し、商店街活性化支援等の事業を行ってきた。また、基本計画に位置付けられている蕨ブランド

育成・強化事業において、蕨市では平成２８年度より新たに蕨ブランド認定制度を開始しており、５

商品を認定している。このうち、当商工会議所が掘り起こしから、ブラッシュアップ等をサポートし

た４商品が蕨ブランドの認定を受けた。 

また、商店街の空き店舗が増加していることから、空き店舗対策事業について重点的に取り組み、空

き店舗有効活用事業補助金の活用支援や空き店舗の深掘り調査、空き店舗を埋めるためのサブリース

事業の仕組みづくりなどを行った。 

さらに、地域の伝統織物である蕨双子織の普及・推進事業に取り組み、「双子織のれんプロジェクト」

では、店頭にのれん掲出している店舗が現在１１０店までに拡大しているほか、これまでに商品開発
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支援１０社、アンテナショップの立ち上げなど、数多くの事業に取り組んできた。その結果、双子織

商品をメインに取り扱う小規模事業者が生まれるなど、徐々にその効果が表れ、当商工会議所が呼び

掛けてきた「双子織のまち蕨」が市民にも浸透してきている。 

また、当商工会議所では地元の特産品開発として、「わらびの蕨もち」や「蕨大人ドレ」、「大人のプ

リン」などを開発し、自らも地域ブランドの創出に取り組んできた。 

また、空き店舗対策におけるサブリース事業などの仕組みづくり等に取り組むなど、地域経済の活性

化に向けたまちづくりを強化してきた実績があり、さらに、こうした双子織等の蕨ブランドや空き店

舗対策支援としてのサブリース事業等を行う組織として、２０１９年３月に（一社）蕨ブランド協会

を設立した。 

 

[課題] 

商業・サービス業が８割の当市において、空き店舗はまちの賑わいにネガティブな印象を持たれるこ

とから、（一社）蕨ブランド協会との連携を図り、サブリース事業等による空き店舗対策支援を実施

し、空き店舗数の減少と街の賑わいを同時に出していくことが課題である。 

また、本計画においてブランディングをテーマに掲げている通り、小規模事業者においても他社には

ない強みや付加価値を持つブランディングの取り組みは必要であり、その一つのツールとして蕨ブラ

ンド認定制度をどのように活用していくかが課題となっている。 

また、小規模事業者は、日々の経営で四苦八苦している状況も多く、自社の経営を見つめ直すことが

できていない。自社の経営を見つめ直すため、経営改革や意識改革等のヒントとなるようなキッカケ

を提供していくことが課題となっている。 

 

（２）事業内容   

 

①空き店舗対策事業 

全国の商店街の共通課題である空き店舗は、まちの賑わいの低下を招くことから、空き店舗対策に重

点的に取り組む。 

当商工会議所では、平成３０年度に蕨市創業支援サイト「わらビズ」を制作し、市内の空き店舗情報

や創業支援に係る情報をはじめ、実際に当所のサポートを受け創業した小規模事業者の体験談や専門

家等を含んだサポート体制等を掲載しており、今後もこのサイトを活用し、空き店舗と創業者のマッ

チングを図っていくための情報発信を行う。 

また、指定店舗に該当する空き店舗で開業する小規模事業者に対しては、「蕨市空き店舗有効活用事

業補助金」の活用ができるよう、中心市街地整

備推進機構である（一社）蕨市にぎわいまちづ

くり連合会との連携のもと支援を行い、資金面

からのサポートも行う。 

さらに、（一社）蕨ブランド協会と連携し、空き

店舗を埋めていくための新たな手法としてサブ

リース事業に取り組み、まちの賑わいを図って

いく。サブリース事業では、以前テナントとト

ラブルがあったためテナント貸しをためらって

いる物件オーナーや、住居と店舗が一体となっ

ていて貸し出しができないとか何らかの理由で

シャッターが閉められている店舗に対して、当

商工会議所や（一社）蕨ブランド協会が家主か

ら店舗を借り上げ、それを転貸する仕組みであ

り、これまで貸店舗化されず、空き店舗のまま

になっている店舗の流動性を生み出し、まちの

賑わいを作り出していく事業も積極的に行っていく。 
蕨市創業支援サイト「わらビズ」 
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②蕨ブランドの発掘・育成 

３年に１度実施される蕨ブランド認定制度においては、蕨市と連携し、申請商品の発掘や育成を行う。

特に、開発希望の小規模事業者に対しては、外部専門家やデザイナー等のプロジェクトチームによる

支援を実施し、商品のクオリティを引き上げるとともに、商品開発後の販路開拓、販売促進等トータ

ル的にサポートを行い、蕨市を代表するブランド商品を開発する。 

また、蕨ブランド認定商品については、（一社）蕨ブランド協会と連携し、ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥ

ＣＴ ＳＨＯＰ内で販売を行い、販路開拓や商品のＰＲを支援する。また、市内だけでなく、蕨ブラ

ンドをさらに広めるための取り組みとして、蕨市と連携し、交流友好都市の片品村や大田原市などへ

のイベント出店なども行い、蕨ブランド品のＰＲや販路開拓を進める。 

 

③蕨経営者塾の開催 

毎年、蕨市と（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会と連携を図り、蕨経営者塾を開催する。蕨経営

者塾は、経営者の資質の向上やまちの活性化、市内商業の活性化などをテーマに毎年趣向を凝らした

セミナーや勉強会などを企画しており、引き続き、市や（一社）蕨市賑わいまちづくり連合会と連携

した講座を実施する。 

 

【支援対象】小規模事業者、蕨商工会議所会員、（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会会員等 

【募集方法】蕨市「広報わらび」、蕨商工会議所広報「Epoch」、蕨市ＨＰ、蕨商工会議所ＨＰ等 

【回  数】各年度１回～４回 

【参加者数】３０名程度 

【主  催】蕨市・蕨商工会議所・（一社）蕨にぎわいまちづくり連合会 

 

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．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］ 

地域の小規模事業者の課題は複雑化、高度化しており、商工会議所の経営指導員のみでは対応できな

いことも多々ある。こうした事案については、現在、当商工会議所ではミラサポや伴走型支援事業補

助金などを活用して外部専門家と連携した支援を実施しており、ＯＪＴにより支援ノウハウ等の除法

交換に努めている。 

 

［課題］ 

商工会議所のみで地域の小規模事業者を支援することには限界があることから、地域で連携を取りな

がら、小規模事業者の課題解決を図ることが求められる。また、外部専門家と同行することでＯＪＴ

による支援ノウハウの習得を目指しているが、経営指導員間での情報共有やその他の連携機関との情

報共有が課題となっている。 

 

［取り組み内容］ 

（１）（一社）埼玉県商工会連合会・（一社）商工会議所連合会職員研修会（年２回（各経営指導員）） 

（一社）埼玉県商工会連合会、（一社）埼玉県商工会議所連合会が主催する「職員研修会」に年間２

回以上出席することで、最新の資金需要やマクロ・ミクロの経済動向、小規模事業者に対する支援、

起業支援など現状把握と有効な支援ノウハウ等について情報交換を行う。 

 

（２）小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会（年２回以上） 

株式会社日本政策金融公庫浦和支店と県南地区商工会・商工会議所が連携して開催する「業務連絡会

議」に年間２回以上出席し、金融業務に関する情報交換をはじめ、小規模事業者の販路開拓や業務改

善に有効な手段等の情報共有を図り、支援ノウハウを習得する。 
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（３）小規模事業者経営基盤強化事業「地域連携型」連絡会議（年６回） 

埼玉県の県南地区の商工会議所・商工会（蕨商工会議所・さいたま商工会議所・川口商工会議所・戸

田市商工会・鳩ケ谷商工会）で実施する「地域連携力会議」に年間６回出席し、各地の支援内容や取

り組み方法等の情報共有を図り、支援ノウハウを習得する。 

 

（４）商店街よろず相談アドバイザー派遣事業によるＯＪＴ（年２回以上） 

株式会社全国商店街支援センターにおける支援メニューである「商店街よろず相談アドバイザー派遣

事業」を年間５回以上活用し、商店街のコンセプトづくりから空き店舗対策等、商店街支援の際に専

門家と同行することにより、ＯＪＴによる支援ノウハウを学び商店街および商店街に属する個店への

支援力向上を図る。 

 

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] 

 日本商工会議所、一般社団法人埼玉県商工会議所連合会主催の研修会に参加し、学んだ知識をもと

に、事業所の訪問・巡回により、事業主とのコミュニケーションの中から、その経営上の課題を見つ

け出し、経営指導員等が自らの支援で解決できる課題については、伴走型支援を実施している。 

専門家の支援が必要な場合には、経営指導員等が、事業者の課題を明確にしたうえで、専門家に帯

同しながら、事前に、書籍や、公的団体が発行している支援事例集などで、課題解決の方向性を確認

しながら、支援ノウハウを学んでいる。 

[課題] 

 「営業力・販売力の維持・強化」に加えて、「新規顧客・販路開拓」など売上に直結する課題から、

人材不足等により従業員の採用ができない事業者、不足する人材を外国人研修生制度の活用によっ

て、補いながら事業の継続を検討する事業者など、「小規模」であっても課題が多様化している。こ

れらの課題解決に向けた経営指導員等の資質の向上は欠かせず、幅広い知識とその知識を活用した専

門家へのコーディネート力が求められている。 

また、経営指導員等が、自前のノートなどに事業者とのやり取り、そのやり取りの中から見つけ出

した経営課題・問題点等を手書きで記載し、事務所に戻ってから、その内容を要約して、誰もが見て、

わかる支援内容の報告を記載していることから、業務の効率化・労働生産性の面が課題となっている。 

（２） 事業内容  

①業務の効率化・生産性向上の取り組み 

当商工会議所では、Ａｃｃｅｓｓ（アクセス）を活用したオリジナルのシステム（経営指導カード）

により経営支援の実績を管理している。現在の経営指導カードに、相談内容の多い項目は、選択式で

選べるようにすることで、文字打ちの時間を短縮させるよう改善するとともに、経営支援の経過が一

目で分かるようシステムを改修する。 

また、支援中の事業者の状況等を職員全員がいつでも相互共有できるようにサーバー上で管理する

ことで、担当外の一般職員でも一定レベル以上の対応ができるような仕組みを構築する。 

 

②ＯＪＴ制度の導入 

 当商工会議所では、勤続年数１０年以上の経営指導員等が多く在籍し、支援経験も豊富なため、基

本的には、専門家の帯同によるＯＪＴによって、専門家の支援の切り口を学び、現状分析と課題抽出、

課題解決に向けた支援能力を高める。 

 

③外部講習会等の積極的活用      

 経営指導員等の支援能力の一層の向上のため、（一社）埼玉県商工会連合会、（一社）埼玉県商工会

議所連合会が主催する「職員研修会」に計画的に経営指導員等を派遣する。 

また、中小企業大学校の「中小企業支援担当者等研修」の中から、「経営診断基礎研修」や「小規模

企業のＩＴ活用支援」など、経営指導員の支援力の向上に繋がる研修へ積極的に派遣する。 
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④当商工会議所主催の研修会、セミナー等への積極的活用 

また、当所では、毎年開催している「営業力・販売力の維持・強化」に加えて、「新規顧客・販路開

拓」など売上に直結する事業者向けのセミナーや勉強会等を開催しており、経営指導員等の支援能力

の向上にも直結するため、担当職員以外の経営指導員等への計画的な参加を促す。 

 

 

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] 

各種セミナーを中心に、セミナー開催後にアンケートを取得し、その事業の評価・見直しを行ってい

る。また、事業全体においては、蕨市・税理士・中小企業診断士による経営発達支援計画検討委員会

を開催し、事業の実績に対する評価、事業に対する見直し等について意見をもらっている。 

 

[課題] 

これまでは、アンケート結果や検討委員会からの意見に対して十分なＰＤＣＡサイクルが回せていな

かった。また、検討委員会を年に３回ほど実施したいが、予算の関係で開催できず、年度途中での進

捗状況等の確認や意見の反映ができなかった。 

 

（２）事業内容  

①各種セミナー及び個別相談・指導において支援を行った事業所からアンケートを取り、評価及び見

直しに反映させる。また、その結果を四半期毎に事業の実施状況と併せて事務局内で情報を共有する

とともに、今後の方針や計画にフィードバックさせる。 

 

②各事業年度終了後、評価委員会を年１回開催する。評価委員会は、下表の通り構成し、外部専門家

から年度毎に事業の実施状況、成果の評価、次年度に向けての見直し案の提示を受け、次年度計画の

修正を行う。但し、本計画の内容に大幅な見直しが必要な場合や評価委員会が必要とした場合には、

評価委員会を別途開催する。 

〇評価委員会構成 

委員長 蕨商工会議所専務理事 斉藤 博 

外部専門家 

中小企業診断士 長沼 フミ子 

税理士 本田 欣之 

コンサルタント 山崎 浩司 

事務局 

蕨市市民生活部商工生活室長 小谷野 賢一 

蕨市民生活部商工生活室係長 加藤 嘉明 

蕨商工会議所事務局長 長谷川 浩司 

蕨商工会議所中小企業相談所長 塚本 太郎 

法定経営指導員 沼口 一幸 

法定経営指導員 関口 慶太 

法定経営指導員 中澤 雅人 
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③事務局長、経営指導員をはじめとした事務局内において、専門家の評価、見直し案を参考にしつつ

次年度の方針・計画を決定する。 

 

④事業の成果、評価及び見直し結果並びに次年度の方針については、正副会頭会議、常議員会にて報

告し、承認を受けるとともに議員総会にて機関決定する。 

 

⑤機関決定された事業の成果、評価及び見直し結果並びに次年度の方針・計画については、当商工会

議所ホームページ（http://ｎwww.warabicci.org）において公開する。 

〇ＰＤＣＡサイクルのフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価、見直しする前に次の点に注意して行う。 

・ＰＤＣＡサイクルを徹底する。 

・指導員間での進捗状況について毎月確認行う。 

・中期計画だけではなく、単年度の月次計画を立てることで、計画に遅れが出ているかどうか、目標

に向けての現在地はどこか、常に把握できるようにする。 

・小規模企業が支援内容等のニーズについてＷＥＢ、ＦＡＸ、電話等で随時受け付け、意見を反映さ

せる。 

 

※評価、見直しを行った後に実施。 

毎事業年度、成果等実績について報告を行うとともに事業計画・成果目標を立て、ＷＥＢにて公開す

る。 

計 
 
 

画 

実 
 
 

施 

検 
 
 

証 

・四半期ごとに経営指導員等事

務局内で検証 

・支援先アンケート 

・外部専門家による意見 

再
実
施
（
次
年
度
） 

議員総会 

方 

針 

・ 

計 

画 

ＷＥＢ公開 

当所ＨＰ 

正副会頭会議・常議員会 

http://http/ｎwww.warabicci.org
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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：  沼口 一幸、中澤 雅人、関口 慶太 

■連絡先： 蕨商工会議所 TEL.048-432-2655 

 

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、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 。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会議所 

〒335-0004 埼玉県蕨市中央 5-1-19 

蕨商工会議所 中小企業相談所 TEL： 048-432-2655  /  FAX：048-444-1785   

E-mail：info@warabicci.org 

 

②関係市町村 

〒335-8501 埼玉県蕨市中央 5-14-15 

蕨市 市民生活部 商工生活室 TEL： 048-433-7750  /  FAX：048-433-7490 

E-mail：shouko@city.warabi.saitama.jp 

 

 

事務局長 

中小企業相談所 

所長 

 

 

中小企業相談所 

 

法定経営指導員 ３名 

経営指導員   １名 

補助員     ２名 

記帳専任職員  １名 

蕨市  

市民生活部 商工生活室 

 

 



２９ 

 

 

（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） 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

必要な資金の額 8,100 7,900 8,100 7,900 8,100 

 

地域経済動向調査 

 資料購入、 

経営状況分析 

市場評価ソフト導入 

400 200 400 200 400 

 

専門家謝金 

経営分析・需要動向分析・事業計

画策定・フォローアップ支援など 

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

 
空き店舗対策補助金 

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

 

新たな需要開拓に寄与する事業 

 展示会出展費用 

 ビジネス交流会開催費用 

 ぐるぐる蕨発行費用 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 
職員研修旅費 

100 100 100 100 100 

 
評価委員会開催費 

100 100 100 100 100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

伴走型事業補助金、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 

〇川口信用金庫 理事長 木村 幹雄             住所：埼玉県川口市栄町 3-9-3 

〇(一社)蕨ブランド協会 代表理事 德丸 平太郎      住所：埼玉県蕨市中央 5-1-19  

〇(一社)蕨市にぎわいまちづくり連合会 理事長 川島 善徳 住所：埼玉県蕨市中央 1-8-5   

連携して実施する事業の内容 

①事業計画策定支援【連携者：川口信用金庫】 

 川口信用金庫の支援担当と連携し、事業計画策定個別相談会での支援や経営革新計画の策定支援を

行う。 

②需要動向調査【連携者：（一社）蕨ブランド協会】 

 （一社）蕨ブランド協会が運営するＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰに来店する消費者に対し

て、蕨ブランド認定品に関するアンケート調査を行い、今後の蕨ブランドの創出や育成等に繋げる。 

③新たな需要開拓に関する事業【連携者：（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会】 

 （一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会と連携し、新たな需要開拓への支援として地域情報誌「ぐ

るぐる蕨」の企画、発行を行う。 

④蕨ブランドの発掘・育成【連携者：（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会】 

 蕨ブランドの発掘、育成を目的に、（一社）蕨ブランド協会と連携し、ＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ 

ＳＨＯＰを活用した販路開拓支援を実施する。 

連携して事業を実施する者の役割 

〇川口信用金庫 

事業計画策定支援に係る掘り起こしから、計画策定支援まで、当商工会議所の経営指導員と連携して

支援を行う役割を担う。また、事業計画策定個別相談会では、精度の高い事業計画の策定を目指し、

当商工会議所、川口信用金庫、外部専門家が連携した支援を実施する。 

金融支援をはじめとして、様々な小規模事業者の財務分析や事業計画の策定支援に携わってきた川口

信用金庫が持つ支援ノウハウにより、当商工会議所にはない別角度からの支援を行うことが期待され

るとともに、支援対象者の幅を拡げることが期待される。 

さらに、川口信用金庫が呼び水となり、連携金融機関を拡大していくことも期待される。 

 

〇（一社）蕨ブランド協会 

駅前の実地店舗であるＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰを有効活用した連携をとっていく。 

個社支援においては、蕨ブランド認定事業者に対する需要動向調査において、売り場の貸し出しに留

まらず、日頃より顧客の声を聞いている店舗スタッフに顧客の志向や接客時に受けた顧客の視点等に

ついて情報提供を受け、調査項目に反映させることで、より精度の高く、顧客目線に立った調査・分

析が可能になる。 

また、市内からセレクトした商品をＷＡＲＡＢＩ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰにて販売することで、販路

拡大と新たな顧客の開拓につなげるとともに、顧客からの生の声をフィードバックする役割を担う。 

 

〇（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会 

新たな需要開拓につながる地域情報誌「ぐるぐる蕨」の発行主体の一つとして、小規模事業者のＰＲ

に繋がる誌面の企画や編集等に携わるとともに、ＨＰや関係機関等への掲示等の働きかけにより情報

拡散の役割を担う。また、（一社）蕨市にぎわいまちづくり連合会は蕨市商店街連合会が前身であり、
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商店街に属する店舗が多く加入している組織であり、支援対象である小規模事業者が多く、ぐるぐる

蕨への掲載に留まらず、本計画のその他の事業に包括的に取り組むことが可能であることから、その

他の事業でも連携を強化して実施していくことが期待される。 

連携体制図等 

 

①事業計画策定支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②蕨ブランド認定品に対する需要動向調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③新たな需要開拓に関する事業（地域情報誌「ぐるぐる蕨」による販路開拓支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画検討 

小規模事業者 

蕨 市 

蕨商工会議所 

(一社)蕨市にぎわい

まちづくり連合会 

強みを引き出す掲載内容

の検討・アドバイス 

掲載事業者検討 

蕨 市 

蕨商工会議所 
(一社)蕨ブランド協会 

蕨ブランド認定企業 

(小規模事業者) 

調査・分析方法

の共有・実施 

調査・分析結果の提供 

支援のレベル・内容に応じた

きめ細やかな支援 

小規模事業者 

蕨 市 

蕨商工会議所 
川口信用金庫 

連 携 

強みを引き出す支援 
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④蕨ブランドの発掘・育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

蕨 市 

蕨商工会議所 
(一社)蕨ブランド協会 

小規模事業者等 

販売場所の提供 

専門家とのプロジ
ェクトチームを組

み、商品のブラッ

シュアップ・チラ

シ等販売促進支援 

セレクト商品の発掘 




