
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
上尾商工会議所 (法人番号 ９０３０００５００６２７０) 

上尾市 (地方公共団体コード １１２１９４) 

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) 「選ばれる企業」になるための企業支援 

 ①小売、飲食、サービス等の生活関連サービスを扱う事業者への支援【目標：６０社】 

 ②製造業者への支援【目標：１５社】 

(2)創業支援 

 【目標：「子育て世代に優しい企業」の創業支援 25 社】 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査に関すること 

   ①地域経済分析サービスＲＥＳＡＳを使用した分析と結果の活用 

   ②中小企業景況調査を活用した景況調査結果の活用 

 ２．経営状況の分析に関すること 

   ①経営デザインシートとローカルベンチマークを利用した経営状況の分析 

   ②「パイロット企業支援事業」による支援を希望する小規模事業者に対する、企業連携コ

ーディネーターによるヒアリングベースの経営状況分析 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

   ①事業計画策定セミナーの開催 

   ②専門家や経営指導員の指導のもと事業計画書の策定 

   ③企業連携コーディネーターによる中期経営計画策定指導 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   進捗管理とタイムリーな各種支援策の提供 

企業連携コーディネーターによる、中期経営計画に基づいた経営面での支援・技術的な支

援、支援内容の進捗管理 

 ５．需要動向調査に関すること 

   来店客または取引先へのニーズ調査の実施 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ①農と食の展示・商談会への出展支援  ②彩の国ビジネスアリーナへの出展支援 

  ③上尾版ビジネス商談会の開催  ④展示会・商談会対策セミナーの開催 

  ⑤キャッシュレス対応セミナーの開催  ⑥ザ・ビジネスモール登録推進 

  ⑦地域産業支援「プラットフォーム」の推進  ⑧推奨土産品の登録支援 

連絡先 

上尾商工会議所 指導課 
〒362-8703 埼玉県上尾市二ツ宮７５０ 
 TEL：048-773-3111 ／ FAX：048-775-9090 E-mail：yu@ageocci.or.jp 
上尾市 環境経済部 商工課 
〒362-0042 埼玉県上尾市谷津２−１−５０ 
 上尾市プラザ 22 内 

TEL：048-777-4441 ／ FAX：048-775-5024 E-mail：s256000@city.ageo.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上尾市の現状 

・立地 

  上尾市は埼玉県の南部に位置したまちで県庁所在地であるさいたま市の北側に隣接している。東

京駅までは約４０ｋｍと都心からも近いまち。面積は４５．５１平ｋｍ。 

鉄道交通網は、まちの中心部を南北に縦断する JＲ高崎線の駅で、上尾駅と北上尾駅があり、上

尾駅から直通で池袋まで３６分、新宿まで４２分、東京駅まで４３分、横浜駅まで７０分の時間で

移動することができ、都内近郊に通勤する人の大事な足となっている。 

道路交通網は、市内を南北に通る国道１７号が輸送手段や通勤手段として利用されている道路で

あるが、上尾周辺地域を通過するだけの外々交通が５３％と高く市内箇所については交通混雑が慢

性化している。その為１７号の西側を並行し国道１６号と熊谷バイパスに接続し、都心と地方を結

ぶ輸送網の利便性を高め県内地域の道路網を形成するとともに、国道１７号の交通緩和や沿道環境

の改善を図るため、平成２８年上尾道路が全面開通し、交通の利便性はさらに高まった。 

まちの西側で隣接している川越市との間には１級河川である荒川が流れているため横断するア

クセスが弱く基本的に人の流れは南北に動いている。 

  人口は埼玉県８位で２２８，７２４人(令和元年１０月１日現在)。都内近郊へのアクセスも良い

ため市内から都心部に働きに行く人や買い物に行く人も多くベッドタウンとして機能している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：埼玉県 HP 

出典：＠Ｇｏｏｇｌｅ. ＺＥＮＲＩＮ 
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・成り立ち 

五街道の一つである中山道の宿場町として発展してきた街道沿いのまち。市内のほとんどは平地

で中心地以外は農村地帯として栄えていた。 

昭和３３年市制施行時の人口は約３万７千人であったが昭和４０年代の高度経済成長期に市内

流入人口が増加し人口２０万人を超える都市へと成長した。 

飛躍的に人口が増加した背景には、都心からのアクセスも良いことから原市団地、尾山台団地、

西上尾第一団地、西上尾第二団地と次々に県内でもトップレベルの団地群が建設されていったこ

と、それと共に産業が発達し雇用が潤っていた事があげられる。 

産業の歴史は、昭和２０年代時計メーカーであった東洋時計㈱が上尾に工場を置いており、そこ

から技術者が独立し精密金属加工業社が増え製造業者の多いまちとなった。そして、昭和３０年代

以降工業団地の造成や企業誘致により日産ディーゼル工業㈱[現ＵＤトラックス㈱]、ブリヂストン

サイクル㈱やパソコンや、携帯電話をはじめとしたあらゆる電子機器に利用されるＩＣチップ内の

銅箔で世界トップシェアをほこる三井金属鉱業㈱銅箔事業部等の大企業の事業所・工場ができ、輸

送用機械器具の製造業者や自動車部品関連企業などが多数ある工業地域となった。 

商業については、人口増加とともに商機を見出した事業者の出店が相次ぎ、市内にはいくつもの

商店が開業し賑いが生まれ、郊外には大型の商業施設やチェーン店も次々と進出した。前述のよう

に上尾市は発達してきたが、かつて市内に勢いよく流入してきた世代も高齢化に伴い高齢者の割合

が増え続けている。そして子育て家族世代は地価の高騰や新規集合住宅の開発の減少もあり上尾で

はなく、鉄道網の発達により利便性が高まり魅力の増した上尾市以北の地域を選ぶケースが増加。

従って、流入人口も減少し人口は減少に転じ始めている。また企業も代表者の高齢化により承継さ

せないで廃業するケースが増加し企業数も減少し続けている。上尾市は次の時代に向かっていくた

めの転換期に差し掛かっている。 

 

・まちの産業と特色 

産業構造 

直近(平成２８年)の事業所数は６，２９２社で、平成２４年が６，２４６社、平成２６年が６，

６０５社と推移している。産業構造としては、３次産業の割合が高くなり続けており５，１４１社

で８０．２%。続いて２次産業が１，１４２社で１９．７%。１次産業が９社で０．１%となってい

る。１次産業は市内に９社で極端に少ない。上述の通り製造業者が「まちの力」を付けてきたが後

継者問題やリーマンショックによる景気後退などで事業所数が激減してしまった現在、２次産業は

１９．７%となっており減少し続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      出典：上尾市 HP 統計あげお 平成３０年版 
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 業種別に見た事業所数と推移 ～事業所数の多い卸・小売業～ 

事業所数と増減の推移を記載(事業所数の多い上位９業種)していくと以下のようになっている。 

H２８年度は卸・小売業１，３９３社、宿泊・飲食７５４社、生活関連サービス６８８社、建設

業６１５社、医療・福祉５８３社、不動産業・賃貸業５５２社、製造業５２７社、サービス業３２

８社、教育学習支援業３２７社。業種別にみると、卸・小売が圧倒的に多く、医療・福祉は増加が

顕著に見られる。製造業は約１０％も減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：上尾市ＨＰ 統計あげお 平成３０年版 

 業種別に見た従業者数 ～雇用を生み出す製造業～ 

  業種別従業者数を記載(従業者の多い上位９業種)していくと以下のようになっている。 

卸・小売業は事業所数に比例して従業員数も１番多い。しかし、事業所数では７番目であった製

造業が従業者数では２番目に位置しているということは、製造業が雇用を生み出す産業だという事

がうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：上尾市ＨＰ 統計あげお 平成３０年版 

小規模事業者数の推移 
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小規模事業者数は、Ｈ２４年度は３，８５７社でＨ２８年度は３，７４６社であり事業所数は微

増しているにもかかわらず小規模事業者を中心に事業所が減少していることが読み取れる。 

業種別従業者数を記載(従業者の多い上位９業種)していくと以下のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：上尾市ＨＰ 統計あげお 平成２６年版、平成３０年版 

ベッドタウン 

  ＪＲ高崎線の駅が２駅あり１日平均乗車人員は上尾駅約４２，０００人、北上尾駅約１５，７０

０人と埼玉県内のＪＲ高崎線沿線では第５位の乗車人員で通勤・通学で電車を利用する市民が多

い。 

 

 埼玉上尾メディックスバレーボールチーム 

  上尾市を拠点としている女子バレーボールチームであり、日本バレーボール最高峰のＶプレミア

リーグで活躍。 

  市内の花火大会やお祭り、ハイキング大会などへの参加やバレーボール教室の開催など、地域密

着で活動している。チームが市内の紹介をしてくれることによりバレーボールファンからの注目度

も上がり上尾市内のＰＲ効果もある。 

 

 年間８０万人が利用するスポーツ関連施設 

  上尾市はスポーツ都市宣言を昭和５１年に以下の内容で行っている。 

【上尾市スポーツ都市宣言】 

 

 

  上尾市内は県営のスポーツ施設が充実しており、市民のみならず市外からも多くの人が訪れ利用

緑豊かな美しい自然、明るく健康的で人間性豊かなまちは私たちみんなの願いです。私たち上尾市

民は、ひとりひとりがスポーツに親しみ、スポーツを通じて心と体をたくましく鍛え、市民相互の

交流と連帯感を育くみ、創造的で人間性あふれる上尾市を築くため、ここにスポーツ都市の宣言を

します。 

一 すべての市民がスポーツに親しみ、たくましい心と体をつくりましょう。 

一 すべての市民がスポーツの仲間をつくり、友情と連帯の輪を広げましょう。 

一 すべての市民がスポーツを生活にとりいれ、創造性と人間性あふれるまちづくりをすすめまし 

ょう。 
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している。集客力のあるスポーツイベントに合わせ市内商品(土産品等)の宣伝や販売活動に活用し

ていく。 

 ■埼玉県立武道館 

  平成１５年度に上尾市内の県立公園敷地内に建設された総合型の武道施設。柔道、剣道、弓道、

相撲場や、主道場（多目的）を有する県内屈指の武道館で、各競技の大会を開催している。観覧席

が１，５００席ある主道場では埼玉上尾メディックスのホームゲームを開催している。中小規模か

ら国体など大規模大会までの開催が可能な施設。 

 利用者数１８５，２６７人(平成３０年度) 

 

 

 

 

 ■上尾運動公園 

  昭和４２年の第２２回国民体育大会を埼玉県で開催するため、主会場として建設され、さらに、

昭和４６年に国道１７号を挟んで「さいたま水上公園」が建設された。敷地内には、陸上競技場、

テニスコートがある。特に陸上競技場では上尾シティマラソンや高校の運動会、各種陸上競技大会

が開かれている。利用者数２５４，７１３人(平成３０年度) 

 

 

 

 

 

 

 

■埼玉アイスアリーナ 

平成２６年にオープンした国内有数の２面リンクの屋内アイススケート場で、国際規格のアイスリ

ンクをもっている。２０１０年バンクーバーオリンピック銀メダリスト浅田真央さんがアイスダン

スショーを開催するなど大規模イベントから、初心者から選手育成まで幅広い年齢層と技術レベル

のスケート教室を開催し、一年中いつでもどなたでもアイススケートが楽しめる施設。利用者数１

７３，０１８人(平成３０年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 ■埼玉スポーツ総合センター 

 彩の国(埼玉県)のスポーツ活動拠点を目指すスポーツ総合センター 

 当センターは県立武道館に隣接するスポーツ、レクレーション、研修、会議、宿泊に幅広く活用で

きる施設。中学、高校やクラブチームの合宿などの利用もあり、県内外から多くの方が利用してい

る。スポーツ施設の他にも最大２００人が収容できる宿泊施設も備えている。 

利用者数１７９，５２８人(平成３０年度) 

 

②課題 

・人口減少 

人口増加が続いていた上尾市だが減少に転じている。現在の人口ピラミッドは高度経済成長期に

市内に流入してきた団塊世代(現在は６０～８０代)が人口に占める割合が高く下図の通り上昇し
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ている。また、その団塊ジュニア世代が次いで人口の多い世代となっている。 

人口ピラミッドの将来は、現在人口の多い団塊ジュニア世代が高齢者となり老年人口が増加し生

産年齢人口と年少人口は減少し続けていく見込み。 

 

 
 

・事業所数減少 

平成２１年６，６７４社あった事業所数が平成２８年には６，２９２社と減少している。 

減少要因① 

 高度経済成長期に大きく事業所数が増えたが、リーマンショック後の景気の低迷で大きく減少し

た。 

減少要因② 

 事業承継を行わずに廃業するケース。事業の先行きを考え、親族や従業員から後継者候補を作ら

ずに承継させないケースも多い。後継者候補がいたとしても事業の見通しが良くなければ継がない

という事業所も増加している。 

減少要因③ 

大型店舗や商業施設の進出(中心市街地には地元埼玉の百貨店である丸広百貨店、昭和産業上尾

工場跡地にある昭和産業１００％子会社昭産開発が経営するショッピングセンターである上尾シ

ョーサンプラザ、郊外ではアリオ上尾、４７の専門店が揃うショッピングモールＰＡＰＡ上尾ショ

ッピングアベニューが出店、令和 2 年度にはイオンモール上尾が出店予定)により一ヶ所の店舗で

何でも揃えている利便性や低価格な小売価格で消費者の満足度は高まった面もあるが、肉屋、八百

屋、豆腐屋などの専門店をはじめ、小規模小売店舗が淘汰され減少してしまった。上尾市にある商

店街を会員とする上尾商店街連合会の会員数(商店街数)と商店数を見てみると、平成元年は３７会

員、商店数９７４店。平成２４年は３１会員、５１５店と大きく減少している。 

  上記の様な要因により市内全体の事業所数は減少している。企業の存続と、新規の創業を促して

いく事が課題となる。 

 

・消費の地域外流出 
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地域経済分析ソフトＲＥＳＡＳの地域経済循環分析で生産・分配・支出の側面から診断すると、

上尾市は民間消費の約１０％(６８１億円)が市外に流出していることが判る。要因は都心や近隣の

市街地へのアクセスが良いため市外で働く人が勤務地で消費している、また市内に住む人が市内に

売っていないものを求め近隣市街地、特に隣接する県内有数のショッピングエリアである大宮、浦

和へ移動し消費をしている。市内消費を増やし良い経済の循環を生んでいくために市内の事業所が

ニーズに応えていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 
①１０年程度の期間を見据えて 

１０年後の人口は現在よりも減少していく。その様な変化していく経営環境を生き抜き、持続的

に収益をあげていく為の支援が必要となる。そのため、それぞれの企業が自社の強みを的確にとら

え、その魅力を市内外に発信し「選ばれる企業」となるよう自助努力を継続的に行える環境や仕組

みを作っていく事が振興のあり方。 

②上尾市総合計画との連動制・整合性 

上尾市総合計画では「子どもの増加」、「子育て世代の流入、定住の促進」、「高齢世代の健康寿命

の延伸」の３つを、目指す将来像として掲げている。この将来像を実現させるためには住みよい街

づくりを推進していかなければならない。特に第３次産業の生活関連サービス業の充実は、生活満

足度を上げることに繋がる。また地域経済の活性化による雇用の促進などの経済的発展も同時に必

須となり、本支援計画は市の目的と整合しており計画と連動したものになる。 

また、上尾市総合計画におけるまちづくりの基本方向である「たくましい都市活力づくり」の実

現に向け産業振興における個別のビジョンである「上尾市産業振興ビジョン」が策定されている。

このビジョンの実現に向けた推進体制である「上尾市産業振興会議」と同調した事業展開をしてい

く。 
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第５次上尾市総合計画の基本方針である 

「たくましい都市活力づくり」の実現に 

向けた個別のビジョンとして策定されて 

いる「上尾市産業振興ビジョン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「上尾市産業振興会議」は、学識経験者、金融関係者、消費者団体、関係行政機関、市職員並びに

産業関係者、産業支援機関として当所役員、で構成され具体的かつ実現可能な産業振興施策の検討

を行い、上尾市に提言を行う。上尾市ではそれを受け、市内ものづくり企業の「販路開拓及び取引

拡大」と「後継者育成・人材確保」を支援するため、「ものづくりのまち上尾」推進事業を実施し

ている。本計画においても「ものづくりのまち上尾」推進事業を活用していく。 

 

③商工会議所としての役割 

当所は、地域の総合経済団体として施策の普及を行うとともに個々の企業の抱える課題を吸い上

げ経営改善支援や施策を活用していく役割がある。そのためにも経済の環境に応じその時代のトレ

ンドを踏まえ支援策に反映しさせなければならない。また、単体での活動ではなく、行政や金融機

関、支援機関と協力し合い地域ぐるみで小規模事業者を支援できる体制を引き続き構築する。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 
・「選ばれる企業」になるための企業支援 

目標 

 ①小売・飲食・サービス等の生活関連サービスを扱う事業者への支援 

  地域経済循環分析によると消費の１０％が市外に流出している。市内のニーズを掴み取り市内の

事業所を活性化させ、市内消費を増やすことにより、市内企業の売上を増やし市外流出消費を８％

にする事を目的とする。各々の企業が、市民のニーズを掴み利便性や満足度を上げるための努力を

行い、「選ばれる企業」となり市民の市内での消費の増加と、スポーツイベント等で各施設に来場

する方、市内企業に勤務する市外住民が市内での消費を増加させる事で売上や利益を上げる。当所

は支援先企業が「選ばれる企業」になっていくためのマーケット分析・経営分析・計画作成・販路
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開拓等の支援を行っていく。主に対象としては小売、飲食、サービス等の生活関連サービスを扱う

事業者とし市民並びに来場者から「選ばれる企業」となる事を目指す。５年計画で６０社の支援を

目標とする。 

 

 ②製造業者への支援 

  パイロット企業支援事業において「選ばれる企業」を目指す事業所を支援する。 

パイロット企業支援事業とは、前述した「ものづくりのまち上尾」推進事業の一つであり、パイ

ロット企業(市内ものづくり企業の先導役を担う企業)に対し販路開拓、取引拡大、後継者育成、人

材確保などの支援を集中的に行う伴走型支援事業で支援メニューは以下の通り。 

■企業訪問による経営者へのヒアリング 

■企業診断、製造関ＫＰＩの確認、５Ｓ診断等による目標値の設定、企業における課題の発掘 

■課題解決に向けた経営面での支援・技術的な支援、支援内容の進捗管理 

■支援企業のＰＲ 

  地域内の同業種・類似様態の中小企業の先導役となる企業が、中核企業へと成長するための基盤

づくりを支援する。製造業は市内で卸・小売業に次いで従業者の多い業種。また、商圏も広く市外

からも所得を獲得しており「まちの力」となる業種である。そのような、製造業の先導役を担う企

業への支援を行い、５年で１５社の支援を目標とする。 

方針 

「選ばれる企業」を目指す事業者に対し支援を行うことで市内消費を増やす。また、工業系企業

を支援を行うことで企業所得の増加、従業員への所得増加を狙い市内ＧＤＰを増やす。その両者の

支援により域内の経済環境を良好にし、市外流出消費を８％にしていく。 

目標の達成に向け、支援企業には「経営状況の分析」から始まり、「事業計画策定支援」、「策定

後の実施支援」、「需要動向調査」、「新たな需要の開拓に寄与する事業での支援」までの一貫支援を

行う。 

 

  

・創業支援 

目標 

  創業という選択肢を考える機会を提供し、創業希望者の支援を行う。創業の夢を実現させるため

に相談から創業後の継続的な支援まで行う。年間５社の集中的な支援を目標とする。 

方針 

  創業を啓発するセミナーの開催や当所の発行する情報紙などを利用し、創業をするならば上尾商

工会議所に相談をしようと思われるように住民に認知してもらう。創業セミナーを開催し創業のい

ろはだけではなく販売促進に注力し、創業後の売上確保を支援する。市内全体の事業所数の減少を

少しでも抑えるために創業をしやすい環境を整える。 

  上尾市総合計画で掲げ、目指す将来像である「子育て世代の流入、定住の促進」を実現させてい

くためにも、子育て世代に優しいまちづくりの一つとして、「子育て世代に優しい企業」を意識し

た支援を行っていく。埼玉県が子育て家庭への優待制度として実施しているパパ・ママ応援ショッ

プを積極的に活用していく。 

※パパ・ママ応援ショップとは 

  埼玉県が市町村と共に運営する制度で、子供または妊娠中の方がいる家庭に配布している「パ

パ・ママ応援ショップ優待カード」を協賛店で提示すると、割引などのサービスが受けられる子育

て家庭への優待制度。協賛店舗数は２２，７４４店(平成３１年３月３１日現在) 

廃業を低下させるだけではなく、創業率を上げ新規雇用を増やす事も当所の支援目的である。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和２年４月１日～ 令和７年３月３１日） 
 

 

（２）経営発達支援事業の内容 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 
 

(1)現状と課題 
現状は、全国の商工会議所や商工会で行っているロボ調査や景況調査を行い、中小企業施策立案の

基礎資料のために企業を取り巻く経営環境や直面する課題等を示すデータを収集して日本商工会議

所に報告している。課題としては調査結果として依頼元よりフィードバックされた収集データを域内

データとして分析や活用、公表ができていないこと。また、現在の調査方法は全国的に行っているも

のなので地域的な所まで絞って分析することが出来ない。 

 

 景況調査とは 

名称 中小企業景況調査 

目的 
中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中小企業の景況を把握

し、中小企業施策立案の基礎資料を収集するために実施している。 

調査方法 
全国の商工会、商工会議所、及び中小企業団体中央会の調査員が調査票を配布・

回収 

調査対象数 約１９，０００企業 

調査回数 １月に４回(四半期ごと) 

調査項目 

建設業、製造業、卸売業、小売業、サービス業との５業種を特性に応じ調査項

目を設定。主に売上、客単価、資金繰り、仕入れ単価、業況など約２０項目を

前年同期、前期と比較する。また来期の見通しについても調査する。 

 

 

 

 ＬＯＢＯ調査とは 

名称 商工会議所ＬＯＢＯ調査(早期景気観測) 

目的 

商工会議所のネットワークのもと全国ベースで実施しており、企業を取り巻く

経営環境や直面する課題等を示すデータとして経済対策に関する政策提言・要

望活動などに活用することを目的としている。 

調査方法 全国３３６の商工会議所経営指導員による調査票配布・回収 

調査対象数 ２，６００企業 

調査回数 １月に１回(年１２回) 

調査項目 
当月の業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単価・従業員の状況およ

び、自社が直面している経営上の問題などについて調査。 

 

(2)事業内容 
①地域経済分析サービスＲＥＳＡＳを使用した分析と結果の活用 

小規模事業者が事業を実施するうえで地域の経済環境を把握することが計画策定では重要である
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がデータがなければ把握することは難しい。小規模事業者は「人・モノ・金」の不足により勘による

経営を行いがちだが勘だけではなくビッグデータに基づいた分析結果を利用し計画経営を実践する

事は必須である。 

年度初めに上尾市の産業の現状や強みを総合的に分析し、日本商工会議所「地域診断サービス」を

当所情報紙「あぴお」(上尾・桶川・伊奈１３万世帯全戸配布)や当所ホームページ・上尾市ホームペ

ージで公表し、事業計画を立てていくための参考指標として活用してもらう事を目的に実施する。 

 

■ＲＥＳＡＳとは 

地方創世の様々な取り組みを情報面から支援するために、経済産業省と内閣官房(まち・ひと・

しごと創生本部事務局)が提供する地域経済分析システムで、自治体職員や地域活性化に関心を持

つ様々な分野の方に広く利用されている。具体的には産業構造や人口動態・人の流れなどの官民ビ

ックデータを集約し、可視化するシステム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：日本商工会議所 地域診断サービス 

【調査・分析手法】 

  日本商工会議所地域振興部で行っている地域診断サービスを利用し、上尾市の調査を依頼しビッ

クデータにより分析された結果を入手する。ＲＥＳＡＳより取得できる経済循環、産業構造の情報

により地域の強み・弱みを把握する。 

 

 ■地域診断サービスとは 

「地域経済分析システム(ＲＥＳＡＳ)」を活用して地域単位(市町村単位)で「当地域が所得を稼い

でいる産業は何か、そして稼いだ所得はどこで、どの程度地域外に流出しているか」など明らかに

する地域経済循環分析を中心に、観光や人口などの基礎データを加えた、約３０頁に資料を作成・

提供する日本商工会議所地域振興部のサービスで、地域の構造(強み・弱み)を「可視化」すること

により、その構造を活かし、域外需要を獲得していくことで、「まち」を元気にしていく、お手伝

いをすることを目的としている。 

【調査項目】 

 人口マップ、地域経済循環マップ、産業構造マップ、企業活動マップ、まちづくりマップ、雇用/

医療・福祉マップ、地方財政マップ 

【分析手法】 

 日本商工会議所地域振興部地域診断サービス担当に相談し入手した診断結果の読み取り方法や活
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用などについての手法を随時学ぶ。 

 

②中小企業景況調査を活用した景況調査結果の活用 

【調査対象】 

 市内の中小企業４７社 (製造業１４社、小売業９社、建設業１１社、サービス業１３社) 

【調査項目】 

 主に売上、客単価、資金繰り、仕入単価、業況など約２０項目 

【調査手法】 

 四半期調査なので年４回調査を行う。職員が各企業に訪問し規定の調査用紙を事業所に記入しても

らい調査票を作成する。 

【分析手法】 

日本商工会議所で各地の調査結果を概要版にして報告する。 

 

(3)成果の活用 
 ①、②により調査した情報を事業者が理解しやすいようにまとめ、管内事業者に広く周知できるよ

う各種媒体を使用し情報提供する。具体的には当所及び上尾市のホームページや当所情報紙「あぴお」

を利用する。「情報紙あぴお」はポスティングでの市内全戸配布(発行部数 13 万部)をしている。ＲＥ

ＳＡＳについては１年度に１回年度初め(４月～５月頃)の情報提供。景況調査については四半期調査

なので３か月に１回(年４回)情報提供を行う。 

 

(4)目標 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①地域診断サービス：ＨＰでの公

表 
１回 １回 １回 １回 １回 

①地域診断サービス：情報紙での

公表 
１回 １回 １回 １回 １回 

①地域診断サービス：上尾市ＨＰ

での公表 
１回 １回 １回 １回 １回 

②景況調査：ＨＰでの公表 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

②景況調査：情報紙での公表 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 
 

(1)現状と課題 
現状、職員が事業所の相談を受ける際、課題の対応にとどまり、全体的な経営状況の分析に至らな

い事も多い。経営状況の分析手法においても職員間でやり方が違い、決まった手法や同じフォーマッ

トを使用するなどの統一ができていない。そこで内閣府の経営デザインシートやローカルベンチマー

クといった共通のフォーマットを積極的に活用していく。また小規模事業者の経営分析に対する認識

は全体的には低く、自ら経営分析を行い、当所に経営分析の相談依頼を行うきっかけもあまりない。

そこで経営分析の相談を増やしていくことが課題である。 

 

(2)事業内容 
当所職員が事業所の製品情報や企業概要を把握するとともに、財務諸表やヒアリング情報をもとに

経営分析を行う。経営状況の分析結果を基に課題を抽出することで事業の改善提案を行い、計画を策
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定していく手掛かりとなるようにすることが目的。 

支援ツールとして経営デザインシートやローカルベンチマークを使用する。支援ツールを使用し分

析する体制を作ることにより課題把握の精度を向上させる。 

また、「パイロット企業支援事業」による支援を希望する中小企業に対し、企業連携コーディネー

ターによるヒアリングベースの経営状況分析を行う。 

相談依頼時にいくつか課題が判っている企業などは専門家に協力依頼し初期段階から支援に携

わってもらい支援を行う。 

 経営デザインシート 

  内閣府の知的財産戦略推進事務局が提供するフレームワーク。 

 ※経営デザインシートは、将来に向けて自社が持続的に成長するために、将来の経営の基幹となる

価値創造メカニズム（資源を組み合わせて企業理念に適合する価値を創造する一連の仕組み）をデ

ザインして移行させるためのシートです。 

 ローカルベンチマークとは 

  企業の経営状態の把握(健康診断)を行うため経済産業省が公表しているツール。データを入力す

ることで財務情報である 6 つの指標と、非財務情報の 4つの視点を導くことができる。 

  企業と支援者、支援者同士が同じ目線同じ枠組みで対話を行う「共通言語」として機能すること

を目的としている。 

 6 つの指標：①売上高増加率(売上持続性)、②営業利益率(収益性)、③労働生産性(生産性)、④EBITDA

有利子負債倍率(健全性)、⑤営業運転資本回転期間(効率性)、⑥自己資本比率(安全

性) 

 4 つの指標：①経営者への着目、②関係者への着目、③事業への着目、④内部管理体制への着目 
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【対象者】 

  「選ばれる企業」を目指す事業者、事業計画策定セミナー受講者や経営革新申請希望者。その他、

マル経等融資関係相談者、補助金申請相談者等から特に意欲のある企業を対象とする。 

 【分析項目】 

  財務分析…収益性分析、安全性分析、生産性分析、成長性分析をする。 

ＳＷＯＴ分析…自社の強みや弱み、機会や脅威といったものを自社の考察や情報収集を行い分析

する。 

 【分析手法】 

・経営デザインシートにより自社の目的・特徴や経営方針を明確にし主要な資源や強み弱みを洗い出

し、ローカルベンチマークを利用し財務分析を行い、小規模事業者の課題を可視化する。 

 

(3)成果の活用 
・経営状況を分析することで課題を抽出でき解決に向けた支援策を考えることができる。分析結果を

事業者にフィードバックし、課題解決や新事業計画の策定時の基礎情報として活用する。 

・職員間で経営分析手法や利用方法などのノウハウを共有し、一人一人の支援力を高めていく。また

経験の浅い職員を同席させ、ＯＪＴを実施しスキル向上の場として活用する。 

 

(4)目標 
経営状況分析件数５００件 各年度の目標件数は１００件 

積算方法 法定経営指導員含む経営指導員数５名×１人あたりの分析件数２０件 

経営指導員以外の職員は、相談初期段階のフォーマット入力などの補助業務に携わる。 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

経営状況分析件数 １００件 １００件 １００件 １００件 １００件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 
 

(1)現状と課題 
現状と課題 

現状は、経営革新セミナーや創業塾、補助金申請などのきっかけで計画書策定支援を行っている。

計画作成方法は支援者それぞれで計画書の作成方法や質にばらつきが出ている。計画書作成支援ツー

ルを活用し、作成方法やフォーマットを統一し計画書の質の向上を目指すことが課題。 

また、経営革新計画策定セミナーを毎年度開催しており、参加者のほとんどが経営革新計画の認定

取得まで漕ぎつけている状況であるが、セミナー講師である専門家の力に頼っている部分も大きい。

経営革新計画書のフォーマットを活用し、事業計画を自力で作っていけるよう支援していく事が課題

となる。 

以下に直近の実績を記載 

経営革新承認件数 平成３０年度１７件 

平成３０年度第２次補正予算小規模事業者持続化補助金 申請件数２１件 採択件数１７件 

 

(2)支援に対する考え方 
小規模事業者に事業計画策定の重要性を浸透させること。小規模事業者は、普段計画書を作成する

ことが無くハードルが高いと感じている。支援することでハードルを下げ、自ら計画書作成する様に

意識変化を促す。 

「選ばれる企業」を目指す小規模事業者を中心に計画策定支援を行い、支援後も継続的にＰＤＣＡ
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サイクルで事業計画を策定する習慣と技術を身に着けていく事を目的とする。 

 

(3)事業内容 
①事業計画策定セミナーの開催 

 中小企業診断士を講師に招き、１年度に１回開催する。１回の開催で１０名程度の参加者を見込む。 

 対象企業 経営状況分析の事業により分析を行った企業。新事業の構想を持っている企業。 

開催回数 １年度に１回 

 募集方法 会議所の発行する情報紙「あぴお」や当所ホームページ、上尾市ホームページに募集案

内を掲載する。 

  

カリキュラム 

日程 テーマ 

１日目 事業計画書作成の基本 

２日目 事業計画作成体験 

セミナー後 個別相談 

 

②専門家や経営指導員の指導のもと計画書の策定 

 対象企業 「選ばれる企業」を目指す企業、事業計画策定セミナー参加者、または経営分析を行っ

た企業 

 内  容 セミナーの参加者で計画策定を希望する企業にはセミナー後も継続支援を行い計画策 

      定をしていく。 

③パイロット企業支援事業における、企業連携コーディネーターによる中期経営計画策定指導 

 対象企業 パイロット企業支援事業における支援対象事業者 

 

(4)目標 
１年度につき１５件の計画書を策定することを目標とする。 

そのうち、セミナー参加者は半数以上見込む。それ以外は、窓口での相談などをきっかけとした案件

からの計画策定を見込む。 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５度 Ｒ６年度 

事業計画策定件数 － １５件 １５件 １５件 １５件 １５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 
現状と課題 

事業計画の策定支援は行っていてもその後の相談対応や進捗状況確認などの継続した支援を行

い、目標達成できていない企業もある。本業に追われ事業者のモチベーションが下がり途中で計画

をストップしないように計画した事業計画を遂行するための進捗管理と継続した支援を行うこと

が課題。 

今回の需要動向調査後のフォローアップの反省点・課題 

(2)事業内容 
①進捗管理 

  計画と進捗状況にズレが生じていないか、職員および専門家によるヒアリング調査を行い、進捗

状況の確認をする。ＰＤＣＡサイクルを意識した確認を行うことにより企業にＰＤＣＡサイクルを

定着させる。 
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 確認のタイミングは事業内容によるが、四半期に一度を目安とする。 

②必要な施策の情報提供 

 計画の達成に向けた各種支援策をタイムリーに提供していく。 

③経営指導員同士の課題解決に向けたノウハウの共有や、情報交換を行い指導に活かす。 

④パイロット企業支援事業における企業連携コーディネーターによる、中期経営計画に基づいた経営

面での支援・技術的な支援、支援内容の進捗管理 

 

(3)目標 
①事業計画策定企業に対し、職員または専門家が訪問しヒアリング調査を行う。 

 各年度の対象企業は１５社 

積算方法 法定経営指導員含む経営指導員数５名×１人あたりの支援件数３社 

 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

対象事業者 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

回数 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 ６０回 

数値目標達成事業者数 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

※数値目標について売上１０％増、粗利益率３％増、新規顧客１０％増、新規取引先１０％増 

(前年同月比) 計画策定時に上記いずれかを目標値として設定する。 

 

６．需要動向調査に関すること 
 

(1)現状と課題 
 現状では、事業者自ら店頭で商品の需要動向を調査するのは時間や労働量・ノウハウなど「人・も

の・金」の面からできない状況にある。また需要動向の重要性を認識していない場合も考えられる。 

当所では支援店舗ごとに来店客を対象としたニーズ調査を行い、アンケート様式のカスタマイズ

と、回収したアンケートの整理・分析の支援をしており、計画策定に向けたアドバイスや事業提案を

行っている。事業者も提案に対するアクションを起こし、各店舗の目標値が増加するなど成果も出て

いるので本事業を継続していく。 

課題は、顧客ニーズを洗い出しより良い調査を行う為のアンケート様式のカスタマイズ精度を上げ

ること。調査の精度を上げるため回収率の向上をしていくこと。 

 

(2)事業内容 
①来店客または取引先への調査 

  ＢｔｏＣの場合は、店頭において来店客を対象としたニーズ調査を行う。ＢｔｏＢの場合は取引

先に直接依頼しニーズ調査を行う。ニーズ調査に先立ち小規模事業者ごとに合ったアンケート用紙

のカスタマイズ支援を行う。調査結果を整理・分析しフィードバックする。事業者はフィードバッ

クされた情報を事業計画策定の材料として利用し、新事業の計画や新商品・新サービスの開発など

に役立てていく。 

本事業において需要動向調査の重要性を企業に認識してもらい、継続して自ら行っていく事を目

的とする。 

 ※上尾・アブセック(正式名称：上尾地区ビジネスエンジョイサークル)とは大手企業の出身者が多

く在籍する企業ＯＢ集団で、現役時代のスキルを活用し、企業の経営・体質強化のための経営支

援活動を行っている団体。本事業においては、マーケティングノウハウを持っている専門家が在

籍しており小規模事業者に対し需要動向調査の必要性を認識させる事が目的。 
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 対象企業: 「選ばれる企業」を目指す企業、「パイロット企業推進事業」参加企業。基本的には一

般消費者に直接販売する小売業、飲食業、サービス業を営む企業、または製造業 

企業数:５０社(１年度１０社) 

調査内容：特に新商品やイチオシ商品また、推奨みやげ品等の商品の改良に役立てるための意見を

集める。具体的には、金額設定やパッケージング、ネーミング等 

 支援者:上尾商工会議所職員、専門家、支援団体(上尾・アブセック) 

 調査機関:１か月(調査の統計を取るにあたり来店客の８０％を目安とする。) 

 ニーズ調査対象者:店舗の来店客又は取引先企業 

 

(3)目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①個店調査(店舗数) １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 

(1)支援に対する考え方 
ほとんどの小規模事業者には、新たに開発・改良した商品を販売する為のノウハウや営業マンに人

を割く人件費や外注費の余裕がなく、販路開拓が充分に出来ていないのが現状。そこで支援機関とし

て商談会や展示会また有効な宣伝方法に関する情報提供やセミナーの開催などを行う。 

 

 

(2)事業内容 
 

①農と食の展示・商談会への出展支援 

 

 

  

 

開催概要 

名称 農と食の展示・商談会／埼玉県農商工連携フェア(同時開催) 

開催時期 ２月上旬 

会場 さいたまスーパーアリーナ 

開催者 主催：埼玉りそな銀行  共済：埼玉県 
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来場対象 百貨店、スーパー、量販店、生協、通販、各種小売店、卸・問屋、商社、流

通、食品加工、惣菜、中食、給食業、外食産業、ホテル、旅館、輸出、貿易

等の食品担当バイヤー 

来場者数 ４，０００人(主催者目標) 

開催目的 「農」と「食」に関わる地元業者のビジネス支援策の一環として埼玉県の食

材を、スーパー、食品商社、外食・中食産業などのバイヤーに見て、触れて、

味わっていただきながら商談する機会の創出を目的として開催される。 

 

支援内容 

当商談会へ参加し取引先や外注先・仕入先の開拓を行うと共に、業界の情報収集に活用してもらう

事を目的とする。商談会に参加する事のメリットを事業者に説明し参加を促す。対象事業所としては

事業計画策定支援先で「食」に関連する企業を中心にしていく。 

その他、効果的なパンフレットや看板作成についてアドバイスを行ったり、業者の紹介を行うなど

の支援を行う。 

 

②彩の国ビジネスアリーナへの出展支援 

  さいたまスーパーアリーナを会場に、(公財)埼玉県産業振興公社と県内金融機関が主催の、中小

企業の受注確保・販路開拓・技術力向上等を目的とし、広域的な企業間ネットワーク形成による新

たなビジネスチャンス創出の場を提供する展示商談会。 

支援対象 製造業 

支援内容 県内最大級の展示会である彩の国ビジネスアリーナであるが、出展料や

搬入搬出、また当日の人員準備などの労力など負担も大きく小規模事業

者にとっては参加へのハードルも高い。そこで上尾商工会議所でブース

を借り、小スペースであるが共同で出展できるスペースを提供する。 

効果 ２日間で約１７，０００人が来場するイベントなので宣伝効果は高い。 

 

③上尾版ビジネス商談会の開催 

  上尾商工会議所と近隣地域の商工団体(伊奈町商工会、桶川市商工会、北本市商工会)と連携し商

談会を開催する。 

支援対象 製造業 

支援内容 県内外から参加する発注案件を持っている企業を招き商談の場を用意

するマッチング事業。同時に同会場にて受注企業同士の情報交換や、各

企業がアピールする場を提供する。 

効果 通常は、担当者レベルの人と会うまでに時間や労力を要するが、いきな

り担当者レベルの人と会うことが出来るという点がメリット。 

発注案件を持っている企業との商談なので、お互いの条件が合えば早い

商談の成立が見込める。 

 

④展示会・商談会対策セミナーの開催 

  ①、②、③の展示会・商談会に参加する際の効果を上げるための対策セミナーを開催する。 

 小規模事業者が展示会へ参加するにあたって目を引くチラシや看板・パンフレットの作成等、考え

なければならないことはたくさんあるがノウハウが無く効果的なものを作ることが出来ないのが

現状。 

 

 内容 販促ツールの作成や顧客像・商材・予算・スキルなどを踏まえた販促プロセスの計画～実行

までのノウハウの提供。自社の強みや特徴を上手く見せる販促品作成について。 

 講師 デザインや販売促進のコンサルタントを行っている専門家を講師に選定する。 
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 対象 ①、②、③の展示会・商談会に参加する事業者。またそれ以外の展示会などに出て積極的 

    に販売促進をしていこうとする事業者を対象とする。 

 

⑤キャッシュレス対応セミナーの開催 

日々キャッシュレス化は進んでおり、買い物をするとき現金を使わない人も増えてきておりキャ

ッシュレス対応の店舗を求める消費者ニーズが増えていくと予想される。 

実際、日本のキャッシュレス決済比率の推移は平成２０年では１１．９％であったが、平成２９

年では２１．３％と１０年間で利用率が２倍に増加している。【引用：一般社団法人キャッシュレ

ス推進協議会 キャッシュレスロードマップ２０１９】 

また小売業におけるクレジットカードによる決済の比率を都市別に見ると、東京１９．８％・大

阪１５．６％・愛知１３．８％・その他１２．７％と大都市圏ほど利用率は高い。【引用：経済産

業省 商務・サービスグループ報告書 キャッシュレスの現状と推進平成２９年８月】 

特に上尾市は通勤や通学など都内に行くいわゆる埼玉都民が多いので、都内と市内で支払方法に

ギャップが生じてはなおさら市内での消費が減少してしまう。そういった消費者からの買い物もカ

バーし機会損失を逃さない為にも小売業・飲食業・生活関連サービス業等に対しキャッシュレス化

を促していく。小規模事業者にはキャッシュレス決済の理解を深め、活用していくためのセミナー

を開催する。 

１年度に１回セミナーを開催し、小売・飲食・生活関連サービス業(約２，８００社)の３％(約

８５社)の対応率アップを目標に５年計画で８５件のキャッシュレス対応店を増やしていく事を目

標とする。 

 

講師：ＩＴコーディネーターや中小企業診断士 

開催頻度：１年度に１回(３年目まで実施) 

目標：キャッシュレスに対応する事業者８５社 

 

 

⑥ザ・ビジネスモール登録推進 

大阪商工会議所が運営する２５万社が登録している商取引支援サービス。当サービスを活用して

もらうべく登録への推進をする。自社の宣伝活動や外注先、仕入先を効率よく見つけることができ

る。 

効果を検証するためにアンケートを実施。新規登録と取引数を目標とする。 

 

⑦地域産業支援「プラットフォーム」の推進 

 「プラットフォーム」とは「ものづくりのまち上尾」推進事業の一つであり、市(コーディネータ

ー)、金融機関、産業支援機関、行政書士などで構成されており市外・県外企業から受注企業の紹

介依頼があった際に対応する仕組み。紹介依頼があった際には積極的に対応していく。 
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⑧推奨土産品の登録支援 

 登録の推進と支援 

観光協会の推奨土産品となることで市民または市外の消費者の認知度や信頼度そして露出度な

どの向上が見込める。それにより土産品や多少品の競争力を上げる事をねらう。自慢の商品を作り

上げるための支援を行いチャレンジする。 

 「あげお お土産・観光センター」での販売 

登録された商品は上尾市観光協会が運営する「あげお お土産・観光センター」で商品を販売す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①農と食の展示・商談会への出

展支援 
５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

②彩の国ビジネスアリーナへの

出展支援 
８社 ８社 ８社 ８社 ８社 

②うち商談成立企業数 ４社 ４社 ４社 ４社 ４社 

③上尾版ビジネス商談会の開催 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

③うち商談成立企業数 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

④展示会・商談会対策セミナー

の開催 
１回 １回 １回 １回 １回 

⑤キャッシュレス対応セミナー

の開催回数 
１回 １回 １回 １回 １回 

⑤キャッシュレス対応者数 １７社 １７社 １７社 １７社 １７社 

⑥ザ・ビジネスモール １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

⑥うち新規取引開拓数 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

⑦地域産業支援「プラットフォ

ーム」の推進 
３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

⑧推奨土産品の登録支援 ５社 ５社 ５社 ５社 ５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 
現状と課題 

当所地域活性化事業として、中心市街地の賑わいづくりと市内の商業、観光事業の活性化を図るた

め上尾商店街連合会と共催で「あげおキッズダンスフェス」を開催している。小規模事業者がイベン

トを活用し来場者への PＲと売上を上げていくことが課題。 

キッズダンスフェスでは同会場内にてあげお出張商店街を開催しておりイベントの集客効果を利

用し自社 PＲと新規顧客の創出と売上増を目的に出店している。 

 

(2)事業内容 
①中心市街地活性化イベント 

中心市街地活性化事業として上尾市内外の人々を集客し市内小規模事業者のＰＲの場または、販売

活動を行う。会場は人が集まりやすい上尾駅改札口前を使用する。 

事業は会議所を中心に上尾市・上尾市観光協会・上尾商店会連合会の協力のもと実施していく。 

 今年度は令和元年 

②観光協会の主催しているイベントへの協力 

 上尾市観光協会では年間を通しイベントを開催し、イベント内において市内の飲食店や小売店の商

品、推奨土産品等の販売イベントも同時に行っている。 

 イベント例 

 上尾駅、北上尾駅からスタート「駅からハイキング」は駅を出発し市内名所を巡るハイキング大会

で前大会(令和元年６月３日開催)では埼玉上尾メディックスの選手が出発地点で見送りをした。そ

の他にも駅 de ほっと市、あげおイルミネーション親子手作りイルミネーション、埼玉上尾メディ

ックスホームゲームでの土産品販売等年間を通して様々なイベントを開催している。市内のみなら

ず伊奈バラまつり、熊谷でのラグビーイベント等々 市外でのイベントにも参加協力している。 

県立武道館で開催される埼玉上尾メディックスホームゲーム出張販売では、市内外から約２，０

００人もの集客があり、売上と宣伝効果が大きく見込める。 
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③空き店舗対策に伴う創業支援 

 創業支援を行い市内空き店舗の活用を促進させ地域経済の活性化に資する 

 ■創業セミナーの開催 

開催回数：年２回の開催  

共催：上尾市商工課、公益財団法人埼玉県産業振興公社内創業・ベンチャー支援センター埼玉 

会場：上尾市内(創業予定者が参加しやすい利便性の高い会場) 

 

 ■上尾市空き店舗等活用推進事業補助金の事業計画作成支援 

  上尾市内の空き店舗を活用し創業する方を対象とした２分の１補助(最大５０万円)の補助金 

  上尾市に申請する事業計画書の作成支援を行う。 

 

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 
地元金融機関や埼玉県信用保証協会などと勉強会を不定期に開催し情報交換を行っている。ま

た、近隣の商工団体とは地域連携連絡会議を２カ月に１回程度の頻度で開催し情報交換を行ってい

るが、事務的な内容や共同で行う事業についての話し合いに留まり支援ノウハウについては情報交

換できていない。 

 

(2)事業内容 
 ①近隣商工団体との支援ノウハウ共有(年６回) 

 地域連携連絡会議内で支援ノウハウ等の情報交換を行う。 

 小規模事業者支援事例、経営革新制度の推進、それぞれの管内の経済状況、マル経融資案件等の情

報交換やレクチャーを行う。 

・連携団体 伊奈町商工会、桶川市商工会、北本市商工会、鴻巣市商工会 

②日本政策金融公庫、埼玉県信用保証協会、地元金融機関(埼玉縣信用金庫、埼玉りそな銀行、武

蔵野銀行)と勉強会を開催(年４回) 

支援ノウハウや、最近の経済動向等を把握するための情報交換を行う。 

③日本政策金融公庫との勉強会(年２回) 

 上尾市を管轄としているさいたま支店との勉強会を開催する。マル経融資や創業融資等の相談や

実行後のアプローチ等も含めノウハウを学ぶ。 

 

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 
現状指導力の向上のため経営指導に役立つ指導員研修を受講している。各々のテーマに沿った見識

は高まっているかもしれないが、他の職員に知識の共有は出来ていない。どの職員がどのテーマの研

修を受けたかを職員同士が把握できていないので、「誰が何を知っているか」という事がそれぞれ分

かっていないというのも課題。 

 

(2) 
①ＯＪＴや専門家同行による現場ノウハウの吸収 

  実際の支援現場での技術を、専門家と同行時または経験のある指導員が経営指導補助員等を同行
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させ学ぶ機会を作る。 

 

②定期的な経営支援会議の開催 

■担当している支援内容の進捗報告 

各担当者の支援について内容や進捗の報告を行い、それぞれの指導員のもっている知識やノウハ

ウを集約し支援にフィードバックさせる。 

■セミナーのレクチャー 

各指導員が、受講したセミナー毎に講師となり研修で学んだ事を解りやすくレクチャーする。レ

クチャーした指導員もアウトプットすることにより一層学び深くなる効果もある。 

③研修による資質向上 

  経営分析、事業計画策定の手法についての研修、その他新商品開発や販路開拓等本事業において

必要と考えられる知識を補充するためのセミナーを受講する。 

 対象参加者：経営指導員、経営指導補助員、その他補助業務を行う者 

 

④行政事務に関する研修会 

  本計画における法定経営指導員は、上尾市の行政事務に係る基礎的知識を有する必要があるが、

法定経営指導員のみならず全職員を対象とした研修会を開催する。それにより行政機関とは何か、

行政はどのような規律の下に行動しているのかまた、現在上尾市が実施している事業内容について

学び事業連携者としての理解を深めるとともにミスコミュニケーションを防止する事を目的とす

る。 

  内容：行政事務の知識補充と行政業務についての見識を深める研修会 

  回数：１年度に１回開催 

  対象者：当所全職員、上尾市職員 

⑤専門家・支援団体(上尾・アブセック)との勉強会(年４回) 

大手企業の企業ＯＢが在籍しており支援ノウハウについてのレクチャーを受けると共に、最新の支

援手法について共に学ぶ勉強会を開催する。 

 

経営指導員、補助員が不在の場合でも相談内容の聞き取りなどの対応ができる体制を整えていくた

め全職員体制で資質向上に努めていく。 

 

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 
当所の経営発達支援事業の報告の方法について、１つは事業報告書に記載。１冊の冊子にまとめ年

度毎に事業報告書を作成し会議所議員、また埼玉県の商工会議所に配布している。 

２つめは、毎月発行している情報紙において月毎に事業報告をしている。３つめは会議所のホームペ

ージにて報告している。 

 

(2)事業内容 
 ①法定経営指導員、共同で計画書を作成している上尾市環境経済部商工課、(一社)埼玉県中小企業

診断協会の有識者を中心に年度毎のそれぞれの事業の評価、進捗確認、見直しと共に上尾市のビ

ジョンと乖離がないかの確認も行う会議を開催する。そして、アクションプランに反映させると

共に小規模事業者に対し評価・見直し結果を公表する。 

  開催頻度：１年度１回、年度末に開催する。 

  公表方法：情報紙「あぴお」、当所ホームページ、上尾市役所ホームページ 

 ②正副会頭委員長等会議へ報告し承認を受ける。 

  報告頻度：月１回 
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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 
 

 

 

 

 
 

経営発達支援事業は上尾商工会議所中小企業相談所を中心に、全職員一丸となり実施する。 

上尾市との連携先としては、産業や経済を担当する部署である環境経済部の商工課と連携していく。 

 

（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：平野 優 

  ■連絡先：上尾商工会議所 ＴＥＬ．０４８－７７３－３１１１ 

   

②法定経営指導員の関わり 

  法定経営指導員は上記組織図の中小企業相談所指導課の経営指導員であり、計画の進捗確認、具体

的な推進活動と共に企業の支援も直接実施していく。 
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（３）連絡先 
 

 〒３６２－８７０３ 

埼玉県上尾市二ツ宮７５０ 

 上尾商工会議所 指導課 

 TEL：０４８－７７３－３１１１ ／ FAX：０４８－７７５－９０９０ 

 E-mail：yu@ageocci.oＲ.jp 

  

 〒３６２－００４２ 

埼玉県上尾市谷津２－１－５０ 

上尾市 環境経済部 商工課 

 上尾市プラザ２２内 

TEL：０４８－７７７－４４４１ ／ FAX：０４８－７７５－５０２４ 

 E-mail：s256000@city.ageo.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 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 ８５，２００ ８５，２００ ８５，２００ ８５，２００ ８５，２００ 

 

中小企業相談所 

商工業振興等特別事業 

中小企業振興費 

部会活動費 

 

 

６６，４００ 

１２，６００ 

２,７００ 

３,５００ 

６６，４００ 

１２，６００ 

２,７００ 

３,５００ 

６６，４００ 

１２，６００ 

２,７００ 

３,５００ 

６６，４００ 

１２，６００ 

２,７００ 

３,５００ 

６６，４００ 

１２，６００ 

２,７００ 

３,５００ 

（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、上尾市補助金、埼玉県補助金等 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




