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平成３０年度一般財団法人秩父地域地場産業振興センター事業計画（案） 

 

＜基本方針＞ 

人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）の進化は、第 4 次産業革命と言わ

れ、自動車の自動運転を始め、社会、企業、生活がどのように変化するのか分から

ないのが現状です。 

 世界で開発競争がなされ、今までにないスピード感をもって我々の回りのありと

あらゆるものに影響を及ぼすと考えられます。 

 激変するインフラ、社会、経済環境の中で、当センターが地域においてどのよう

なポジションでどのような機能を有することが必要であるのかを市町、経済界、地

域企業を巻き込んで真剣に検討する必要があると考えます。 

先ずは、秩父市担当課、商工会議所、FIND Chichibu 等と検討会を持ちたいと考

えている。 

平成３０年度の当センターの具体的な事業としては、定住事業であった「海外販

路開拓事業（事業費３５０万円）」がなくなった。 

その他地域産業振興事業では、昨年同様、当センターの中心的事業である産学官

連携事業（FIND Chichibu）、中小企業応援プロジェクト事業、販路拡大事業及び移

住促進事業（空き家バンク事業）を積極的に実施する。 

物産館については、平成２９年度は天候不順もあり売り上げが伸びなかった。 

平成３０年度の売り上げ目標を２億５千万とし、職員、販売員一丸となって取り

組んでいきたい。 

施設の運営面では、認定 NPO 法人ちちぶ出会いサポートセンタージュノールが

３階のミーティングルームに入居する予定である。 
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＜具体的な事業計画＞ 

１．地域産業振興事業（ 継続１） 

（１）産学官連携事業（継続）：秩父市補助事業 

   秩父市より補助を受け、産学官連携事業を行う。FIND Chichibu会員（H30.3.１現在

154 社)を事業計画の立案及び協力団体とし、民主導の活動を実施する。 

１）連携交流事業 

近隣大学・試験研究機関及び支援機関と地元企業の交流 

本事業を通じて交流のある近隣大学や、試験研究機関、(公財)埼玉県産業振興公社や(公

財)さいたま市産業創造財団などの支援機関と地元企業との産学官交流の促進を図る。 

① 講演会 (セミナー)・交流会の開催 

FIND Chichibuの総会時やその他必要に応じて、地元企業のニーズに即した講演会(セ

ミナー)を開催し、情報・知識の習得を図るとともに、必要に応じて、地元企業・大学

の教授・金融機関・行政・一般の方々等誰もが気軽に参加できるような交流会を開催し、

連携の場作りをする。 

ビジネススクール事業の一部(10 回中３回)をオープンスクールとして実施する。講師

に他地域で活躍される経営者を招へいすることで、身近な実践例につながるとして好評

であり継続したい。尚、先進地視察をオープンスクールに加えたい。 

② 企業視察等の開催及び受入 

必要に応じて地域内企業間同士の企業見学や産学官事業先進地、産学官連携を推進す 

る大学等の視察及び交流を行い、情報・知識の習得を図る。 

また、産学官連携等を通して他地域からの企業視察の依頼に対しては、FIND Chichibu

の会員企業の協力を得て受入れ、双方の交流を図る。 

２) インターネット活用事業（FIND Chichibuポータルサイト及び Facebookの充実と活用） 

平成 27 年度に開設した FIND Chichibu Facebookを軸に、新たな SNS(Twitter)の活用

や IT の動きを注視し、既存のホームページのリニューアル等を検討したい。 

引き続き、各企業掲載ページ（平成 30年 2月現在のポータルサイト掲載企業は 142社）、

コーディネート活動、分科会活動などの事業紹介ページや Facebookを更新し、事業活

動の積極的な発信に努める。 

３）その他 

FIND Chichibu分科会活動との協働、支援を行う。 

 

（２）産学官コーディネート事業：秩父市委託事業（定住） 

産学官連携推進事業を基に、地域企業の繁栄と秩父地域全体の産業振興を推進するた 

め、産業振興の専門コーディネーターと、地域企業に精通する地域コーディネーターを 

配置し、いわゆる御用聞き事業や専門家による相談・派遣事業、企業情報の収集発信事業

等を実施し、企業間及び企業と大学等研究機関との連携を図り、企業の競争力、販売力等

の向上に資する。 



 - 4 - 

企業を巡回することで、「気づき」を与え、待つだけの経営相談会とは一線を画してい 

る。国・埼玉県の支援策等の情報も個々の企業へ広く行き届き、県の「経営革新計画の承

認件数(率)」「よろず相談件数(率)」「省エネ診断件数(率)」総じて他地域に比べて高い実績

に繋がっている。 

  平成 30 年度も最新情報の提供と、継続・集中的経営支援を実施したい。 

 

（３）中小企業応援プロジェクト（定住） 

地域中小企業を元気にするため、中小企業対象の各種補助金、助成金取得の支援体制 

を強化する。具体的には、経営革新計画認定、ものづくり補助金、持続化補助金、省エネ

設備補助金などの補助金や助成金を取得しようとする企業の要請を受け、会議所・各商工

会と連携し、計画をブラッシュアップすると共に申請書作成を支援する。 

申請書作成の手助けをする専門家（中小企業診断士）を週３日間程度常駐させ、秩父郡

市全体の企業の要請に対応しているが、各種申請数および採択率は、秩父地域が他地域に

比べ、著しく抜き出る実績を作っている。 

申請書の要請が無い時は、会議所・各商工会の経営指導員と協力し、経営革新計画の 

周知や指導、コーディネート事業やよろず支援事業等の専門化支援事業への繋ぎ的な活動

も行う。 

コーディネート事業を入口とすると、本事業は出口となる。プロジェクトマネージャー

の任期を３年としているため、今期は新たなプロジェクトマネージャーを選任し、引き継

ぎ等もかねて二人体制で実施する。平成 30 年度も伴走型企業支援を強化し、経営改善の

動機づけや具体的な経営改善に関する支援を実施したい。 

 

 

２．移住交流事業（ 継続２） 

（１）空き家バンク運営推進事業：秩父市委託事業（定住） 

1 市 4 町、埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部及び FINDChichibu ちかいなか分科会に

て、空き家バンク推進委員会を組織し、移住促進事業のため、物件の収集、登録、紹介を

行う。 

事業内容は、ＨＰによる空き家物件の情報提供や専門アドバイザーの紹介、PR イベン 

トとして、東京国際フォーラムにて開催される『ふるさと回帰フェア』への出展ＰＲ、『秩 

父はんじょう博』への出展ＰＲ、都内にて移住希望者を対象に開催する『田舎暮らしセ 

ミナー』、現地物件を紹介する『物件見学ツアー』の企画実施を予定している。 

特に『物件見学ツアー』に関しては、近年、移住希望者からの関心も高く、実績にも繋 

がる重要なイベントとなるため、開催回数を増やして実施したい。 

 

 

３． 需要開拓・広報事業（ 継続３） 
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（１）需要開拓事業  

１）物産展・市民まつり等イベント催事への参加 

全国の地場産センターで開催される全国地場産フェア及び埼玉県、秩父市等から出 

展依頼がある市民まつりや催事に予算の範囲内において積極的に出展し、秩父地域の物

産を広く紹介、販売する。 

〈下の表は予定されているもの〉 

期    日 会  場・イベント名 

平成３０年   春 秩父 いってんべぇウオーキング 

〃    〃 秩父 羊山公園 芝桜の丘  

〃    夏 秩父 秩父ロードレース大会 

〃    〃 桐生 夏の市 

〃    秋 秩父 自転車競走大会 

〃    〃 甲府 地場産業まつり 

〃    〃 戸田 下水道フェスタ 

〃    〃 東京 東村山市民産業まつり 

〃    冬 桐生 冬の市 

平成３１年   〃 甲府 地場産業まつり 

２）イベント等の開催 

①「春の地場産まつり」の開催 

 芝桜まつり実行委員会の活動に参加し、芝桜の丘より市内誘導への一環として 

試飲・試食や芝桜関連商品の販売を実施する。 

②「夏の地場産まつり」の開催 

夏休み期間中には家族参加型のイベントを開催する。 

  ③「秋の地場産まつり」の開催 

    秋の季節にふさわしい商品の展示販売を実施する。 

３）メディアを利用した地域ＰＲ 

   テレビ埼玉の情報紹介番組の番組編成スポンサーとなり、当該番組を中心に、地域

及び物産等の情報を積極的に提供し、優先的に紹介放送するように働き掛ける。 

 ４）地場産品国内販路開拓事業（定住自立圏事業） 

改修された地場産センターネットショップＨＰの内容充実（商品数の増加、酒類商品

の掲載増加等）を行い、新規のお客様のみならず、リピーターのお客様の利用促進を目

指す。 

また、地域情報をホームページにより、各市町の観光、商店情報等の掲出も行う。 

受注情報を分析し（性別、年齢、居住地、購入商品等）、今後の広報、販売計画を検 

討する。 

 

（２）観光誘客事業 

旅行会社との連携、観光客誘致を図る。 

団体昼食契約業者の仕出しこいずみ、またセンター２階の茶房レストラン春夏秋冬と 



 - 6 - 

協議し、季節感のある団体昼食メニューを作成し PR を行なう。 

  また、当センター物産館の免税販売開始に伴い、旅行業者を始め、インバウンドに関 

係する観光施設等と広く連携し PR を行なっていく。 

営業活動はセンター単独ではなく、秩父市観光課、秩父まつり会館、各観光関連施設、 

宿泊施設等と協力し情報交換を行ないながら、キャラバン営業を実施し団体客誘致に結 

び付ける。 

 

（３）情報対策事業  

１）行政、業界及びその他支援機関等との連携強化 

関東経済産業局、埼玉県、秩父市、各町及び(公財)埼玉県産業振興公社を初めとした、 

支援機関等と交流・連携し、補助金・助成金やセミナーなどの情報を収集し、インター 

ネット、メール、Facebook 等を活用して地域内企業へ情報の提供を行う。 

 ２）センター内業務ＯＡ化の推進 

老朽化した機器の入れ替えを行うと共に、無料ソフトなどの有効活用を検討し、業務 

の簡素化を図る。 

 ３）ホームページを活用した情報発信 

法令で定められている一般財団法人基本事項の情報公開を始め、貸館施設の利用促進、

地場産品(特に新商品等)の紹介、レストランの地産地消メニューや団体客用メニュー等、

当センターや地域に関わる情報発信を行う。 

また、新規作成した日本語・英語・中国語・韓国語の四か国語に対応したホームペー

ジを、旧来より利用した地場産センターのホームページと連携し、2020 年の東京オリ

ンピックを初めとする訪日外国人の集客を進める。 

 

 

４．施設利用事業（ 継続４） 

センター施設を地域内の企業、団体、グループ又は個人に対し貸出し、企業、団体、 

グループ又は個人の活動を支援する事業。 

地域外の方でも地域内の企業、団体、グループ又は個人の利益に供する目的でセンタ 

ー施設を貸出すものも含まれる。 

地元利用者とは差別化した地域外の貸館利用促進を検討したい。 

 予約状況をインターネット上で確認できるシステムを導入し、時間外申込希望者や地域

外の方の利用促進を増やすシステムを構築する。 

施設利用案内のパンフレットを利用者、ホテル、旅館等の宿泊施設や観光関係施設に 

配布し周知を図る。また、リピーター客に対して特典付きのＤＭを発送し、更なる利用 

促進に努める。 
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５．収益事業 

（１）地場産品展示販売事業（ 他１） 

秩父地域の地場産品を１階物産館において展示紹介、販売を行う。 

秩父（埼玉県）産の商品にこだわった商品構成を行う。 

また、季節感ある展示や、お客様側に立ったＰＯＰ、説明は勿論のこと、地域の話題や

季節情報の提供なども積極的に行いたい。 

売上高の増加を図るため、産学官コーディネート事業のマーケティング、店舗運営が専

門の高澤コーディネーターから、年間を通じて店舗管理、営業等の指導を継続して仰ぐ。

加えて接客等の外部セミナーも活用し職員の質の向上を図る。 

外国人観光客向けに物産館の免税店を活用して外国人観光客の誘客に結びつける。 

SNS を活用した集客宣伝として Facebook を毎日更新しているが、Twitter を導入し

新たな層への PR に努めたい。 

平成 30 年 1 月～12 月までの売上目標を 25,500 万円とし、職員、販売員全員で目標に

向かって日々努力する。 

 

（２）施設利用促進事業（収益事業分）（ 他２） 

１）現在、センター施設を事務所として賃貸契約している、商工会議所、法人会、ライオ

ンズ等の利用の他、地域外の企業、団体、グループ又は個人に対して広く周知を行ない、

その利用者の活動のため貸館事業を行なう。 

２）レストラン等経営委託事業 

レストラン業務は、㈱和銅鉱泉旅館に委託し、秩父茶房レストラン春夏秋冬として、

地元食材を使い地産地消を意識したメニュー作りで営業を行なう。 

ここでは大ホールを使用する大きな団体客との差別化を図り、話題性のあるメニュー

やリピーター客を大事にするため、丁寧な接客サービスを心掛ける。 

３）団体昼食委託事業 

団体昼食については、仕出しこいずみがセンターの施設を利用し行う。 

郷土料理を中心に季節ごとにメニューを検討し、秩父地域では数少ない最大３００名

を収容出来る大型施設として主に旅行会社、一般団体等に積極的に売り込む。 

 

（３）西武飯能ペペちちぶミニストア事業（収益事業分）（他３） 

   地域外である飯能市に秩父地域の地場産品を紹介するアンテナショップを設け、首

都圏に向けた販路の拡大に努める。 

   毎週金曜日に『ちちぶの日』を企画開催し、季節感のある、目新しい商品を紹介す

ることで秩父商品の周知や売り上げの拡大に繫げる。 

   また、契約先の西武プロパティーズとも連携し、イベント等の情報共有をしながら

秩父地域への誘客にも繋げていきたい。 
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６．管理運営事業（法人会計） 

（１）理事会・評議員会の開催 

 当センターの適正・円滑な運営を図るため、理事会及び評議員会を開催する。 

１）理事会 

  開催予定期日 主 な 審 議 内 容 

平成３０年５～６月 
平成２９年度事業報告、決算認定 

評議会開催日時の決定 

平成３１年３月 
平成３１年度資金運用計画（案） 

平成３１年度事業計画（案）、予算（案） 

   その他、必要に応じ開催する。 

 ２）定時評議員会       

  開催予定期日 主 な 審 議 内 容 

平成３０年６月 
平成２９年度決算認定 

役員の選任 

 

（２）各種会議等への出席 

当センターの円滑な運営管理を図るとともに、及び職員の資質向上をめざし各種会議、

研修会等へ積極的に参加する。 

   会 議 の 名 称 開催予定期日  開催予定場所 

全国地場産センター協議会総会 平成３０年７月 広島・備後ｾﾝﾀｰ 

関経管内地場産センター協議会 平成３０年６月 山梨・甲府センター 

    同  事務担当者会議 平成３０年 秋 新潟・十日町ｾﾝﾀｰ 

その他、一般法人管理運営、防火管理、食品衛生管理等必要に応じ、また、地域内外の

講演会、講習会、研修会等へ参加する。 

 

（３）施設管理等 

  秩父商工会議所前相談室、事務所利用のため貸出し 

  現在空調(冷温水発生機)の修理及びオーバーホールの見積書が提出されているが財源 

が厳しく保留としている。 


