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３月３１日

公益財団法人さいたま市産業創造財団

Ⅰ

法人の概況

１．設立年月日
平成１６年３月１８日

２．定款に定める目的
この法人は、さいたま市の特性を生かして、市内中小企業者、創業者等の支援を行うとと
もに、中小企業等に勤務する者の勤労者福祉向上を図ることにより、地域産業の振興及び豊
かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

３．定款に定める事業内容
⑴ 中小企業者当の経営強化及び技術力向上に係る相談・診断・助言に関する事業
⑵ 創業及び新事業創出の促進に関する事業
⑶ 中小企業等に必要な情報の収集及び提供に関する事業
⑷ 人材の育成に関する事業
⑸ 就労支援に関する事業
⑹ 産学官の交流に関する事業
⑺ 地域産業の調査研究に関する事業
⑻ 勤労者福祉に係る調査研究に関する事業
⑼ 勤労者福祉事業の推進に関する事業
⑽ 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業
⑾ 金融相談に関する事業
⑿ 事業資金の貸付及びあっせんに関する事業
⒀ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

４．所管官庁に関する事項
埼玉県 産業労働部

産業支援課

５．当該事業年度末日における事務所の状況
主たる事務所

さいたま市中央区下落合５丁目４番３号

従たる事務所

なし
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６．職員に関する事項
職員数（内、さいたま

前期末比増減

平均年齢

市からの派遣職員数）

平均勤続年数

男

子

３３名（２名）

＋２名（▲２名）

５２歳 ０ヶ月

５年１１ヶ月

女

子

１２名（１名）

＋３名（＋１名）

４４歳 ０ヶ月

４年 ５ヶ月

４５名（３名）

＋５名（▲１名）

５０歳 ２ヶ月

４年 ８ヶ月

合計または平均

※平均勤続年数は、さいたま市からの派遣職員を除く職員の平均勤続年数

７．株式を保有している場合の概要
該当なし

８．許可、認可、承認等に関する事項
許可・認可日

内

容

備 考（根拠法令等）

平成１６年４月１日

「都道府県等中小企業支援センター」 指定（中小企業支援法）

平成２５年２月１日

「経営革新等支援機関」

認定（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律）

平 成２５年 9 月 2 日

「地域プラットフォーム」

登録(中小企業・小規模事業者ﾋﾞｼﾞﾈｽ創造等支援事業)

９．役員の氏名等
役

職

氏

名

主たる役職

常勤・非常勤の別

理事長

山縣 秀司

常

勤

(公財)さいたま市産業創造財団 理事長

常務理事

代田 龍乗

常

勤

(公財)さいたま市産業創造財団 常務理事

理事

太田

昇

非常勤

武蔵野総業㈱ 代表取締役

理事

岡安 博文

非常勤

さいたま市経済局経済部 部長

理事

小川 良和

非常勤

(公財)埼玉県産業振興公社 専務理事

理事

小澤 正信

非常勤

さいたま商工会議所 事務局長

理事

谷口 輝義

非常勤

協和精工㈱ 代表取締役

理事

中野 真治

非常勤

埼玉りそな銀行 執行役員

理事

橋本 久義

非常勤

政策研究大学院大学 名誉教授

理事

服部

圓

非常勤

服部地質調査㈱ 代表取締役会長

理事

福田 博之

非常勤

連合埼玉さいたま市地域協議会 議長

理事

丸山 瑛一

非常勤

理化学研究所 社会知創成事業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進ｾﾝﾀｰ 特別顧問

理事

渡邊 伸治

非常勤

㈱渡辺製作所 代表取締役社長

監事

江田 元之

非常勤

(特非)環境ネットワーク埼玉 代表理事

監事

櫻井 義久

非常勤

関東信越税理士会大宮支部
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副支部長

Ⅱ

事業の状況

１．事業の経過及びその成果
〇事業の概要
平成２５年度は、地域の中小企業支援センターとして、広く中小企業者や創業者等の支援を
行ったほか、さいたま市の経済諸施策の実行部隊として様々なプロジェクトを推進し、地域経
済の活性化に努めました。また、従業員に充実した福利厚生制度を提供しワーク・ライフバラ
ンスの普及に努めました。
業務の実行にあたっては、市との緊密な連携はもとより、埼玉県、
（公財）埼玉県産業振興
公社、さいたま商工会議所、JETRO、公設試験所や大学等の研究機関、金融機関等と連携しま
した。一方、中小企業支援の方法として、大手企業との連携や企業グループの組成にも力をい
れてまいりました。また、国の競争的資金や補助金等を積極的に活用しました。
(1) 支援・金融課
中小企業支援センター事業
創業／新事業創出支援（p.7）では、セミナーや相談会の開催の他、新たにオフィス補助金
の制度を創設し、ビジネスプランコンテストでは過去最高の応募数を記録しました。
経営健全化支援事業（p.16）では、金融機関との連携を強化して企業の経営改善計画策定等
を支援し、大きな成果につながり始めました。
融資事業（p.16）では、依然として厳しい経営環境にある市内中小企業者や創業者の資金繰
りを支援するため、さいたま市が実施する融資制度の相談・申込受付を実施しました。特に緊
急特別資金融資は、年末に加え、借換対応として４～６月に、年度末対応として１～２月にも
実施いたしました。また、認定経営革新等支援機関と連携して９月より経営力強化資金の融資
を開始しました。
さいたま市の施策に基づくプロジェクト事業
イノベーション創出支援事業（p.10）及び産学連携支援事業（p.13）では、国の補助事業等
の競争的資金獲得支援や大手企業とのマッチング支援を行い、企業の新事業創出を推進しまし
た。
医療ものづくり都市構想事業（p.13）では、製販大手や大学、学会、医療機関等とのネット
ワーク構築に努め、成長分野である医療機器産業への中小企業の参入を支援しました。今後は、
具体的なものづくりに向けて、本格的に取り組んでまいります。
RIT 事業（海外展開支援事業）
（p.14）では、JETRO の事業（最終年度）等を活用して４回の
訪独と２回の招聘を行いました。個別マッチングの他、連携先の商工会議所等と MOU（覚書）
締結も実現でき、今後につなげることができました。
国内連携支援事業（p.15）では、農商工連携事業としてヨーロッパ野菜の生産／流通体制を
構築しました。また、青森県の生産者とさいたまの加工会社をつなげ、国の補助金を活用した
商品開発プロジェクトにも取り組みました。
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テクニカルブランド支援事業（p.15）では、個別企業の事業展開を支援した他、人材育成の
支援も行いました。
※「テクニカルブランド企業認証事業」は、平成２６年度より「リーディングエッジ企業認
証事業」に名称変更となりました。

(2) 勤労者福祉サービスセンター
勤労者福祉サービスセンターでは、健全な経営を推進するため、平成２４年度を初年度とし
た５ヵ年計画「勤労者福祉サービスセンター経営健全化計画」の実現に向け鋭意努力をしてお
ります。その結果、会員数の伸びが大きく、収支計画と実績のかい離が大きくなるため、平成
２５年度において計画の一部見直しを行い、毎年３５０名の会員増というあえて高い目標を掲
げました。平成２４年度に効果のあった「会員拡大キャンペーン」を継続実施するとともに、
新たに金融機関との連携や、イオンシネマでのスクリーン広告を初めて行うなど、積極的な広
報活動に取り組み（p.22）
、会員獲得に向けこれまで以上に精力的に活動いたしました。
また、安定した健全な経営を行うため経費削減、事業の見直しを図りました。具体的には、
人件費の減額や共済給付事業の自前化に向けた事業の見直し、レジャー施設の補助額及び自主
事業における参加者負担金の見直しを行いました。
さらに、既存会員の満足度向上のために、新たな補助事業を積極的に取り入れるほか、利用
率が一番高い東京ディズニーランドへのバスツアーを当初の計画より追加実施、人気のスカ
イツリーへのバスツアーを企画実施など自主事業のメニュー（p.20）を増やし多くの会員に
ご参加いただきました。
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○事業の内容
１．創業／新事業創出支援事業
(1) 創業者支援セミナー事業（定款第４条第１項第２号）（１，９１８，４６８円）
創業者及び創業を志す方を対象に、起業の心構えから事業計画の作り方等、創業時に必要な
知識やノウハウを提供するセミナーを実施しました。
①初歩から集中的に学ぶ 起業・創業成功セミナー
・実 施 日：６月１日、２日、１５日、１６日、２２日、２９日、７月６日（全７回）
・場

所：浦和コミュニティセンター

・講

師：近藤 美恵子氏（中小企業診断士）
野中 栄一氏（ＩＴコンサルタント）
折原 浩氏（株式会社ディセンター 代表取締役）
吉田 雅紀氏（株式会社あきない総合研究所 代表取締役）
辺見

香織氏（株式会社ウィルパートナーズ 代表取締役）

渋谷

雄大氏（中小企業診断士）

・参 加 者：延１７３人
②女性創業塾（さいたま商工会議所との共催）
・実 施 日：７月６日～２７日（毎週土曜日 全４回）
＊７月２８日、８月１０日、１１日にフォローアップ講座を実施
・場

所：With You さいたま他

・講

師：折原 浩氏（株式会社ディセンター）他

・参 加 者：延６９人
③これから売上を倍増させる！起業・創業フォローアップセミナー
・実 施 日：１１月２３日、２４日、３０日、２月１５日（全４回）
・場

所：さいたま市産業文化センター及び With you さいたま

・講

師：小野 晴世氏（中小企業診断士）
山口 恵美子氏（社会保険労務士）

・参 加 者：延８４人
④成功のツボがよくわかる

飲食店の経営・開業セミナー

・実 施 日：３月１７、２４日（全２回）
・場

所：浦和コミュニティセンター

・講

師：河野 裕治氏（中小企業診断士）

・参 加 者：延１１３名
⑤～地域の人と街が元気になる新商品・サービスを開発しよう～ コミュニティビジネス実践講座
・実 施 日：３月８日、１５日（全２回）
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・場

所：浦和コミュニティセンター

・講

師：中森 まどか氏
（特定非営利活動法人コミュニティビジネスサポートセンター事務局長）

・参 加 者：延４６名
(2) さいたま市ニュービジネス大賞運営事業（定款第４条第１項第２号）
（４，８１０，２２７円）
さいたま市を元気にする斬新でアイデアあふれる新事業に関わるビジネスプランを募集し、
選考・表彰しました。
・募

集：５月２７日～７月２２日 応募件数 １２５件

・１次審査：７月２５日
・２次審査：９月１２日
・最終審査：１０月１０日
・表

彰：さいたま市ニュービジネス大賞１名（下記の各部門賞の中から選出）
（各部門賞）
優 秀 プ ラ ン 賞 １名、 コミュニティビジネス賞

１名

女 性 起 業 賞 １名、 学 生 起 業 賞 １名
審査委員特別賞

２名、 奨

励

賞

２名

・発表会・表彰式：１１月１０日
（さいたまスーパーアリーナ コラボさいたま２０１３ メインステージ）
・市長対談：１１月１９日（さいたま市役所）
(3) さいたま市ニュービジネス大賞受賞者特別支援事業（定款第４条第１項第２号）
（１，４２０，１００円）
「さいたま市ニュービジネス大賞」応募者並びに受賞者等に対し、事業化促進のための特別
支援を実施しました。
①特別支援セミナーの実施
・実 施 日：８月３１日
・場

所：新都心ビジネス交流プラザ

・テ ー マ：
『営業ではもう悩まない！営業の極意教えます！！』販売促進セミナー
・講

師：渋谷 雄大氏（中小企業診断士）

・参 加 者：４０名
②無料専門家派遣：１９回（７社）
③チラシ作成支援：６社
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(4) ベンチャー企業発掘・支援事業（定款第４条第１項第２号）
（１，３０５，７４０円）
さいたま市をリードする経営者を育成するために、
「さいたまベンチャー社長塾」を実施し
ました。塾では、地域の先輩経営者の方々にも参画いただき、講話や企業訪問の機会をいただ
きました。
また、インキュベーション施設「案産館」が終了したことに伴い、新たな創業支援の枠組み
として、オフィス家賃の一部を補助する「創業者成長促進事業」を創設しました。
①さいたまベンチャー社長塾
第４期（平成２５年８月～平成２６年３月）
・募

集：５月２０日～６月２８日 応募者５名

・入塾審査会：７月１８日 入塾者数５名
・開 講 式：７月３０日 於：新都心ビジネス交流プラザ
・講

義：販売戦略立案塾
講

師：牟田 學氏（日本経営合理化協会理事長）

日

程：第１回 ８月６日～第５回 １２月１９日

・自主勉強会：第 1 回 １月２５日
第２回 ３ 月 １ 日
・経営指導塾：第１回 １１月８日 会社訪問：株式会社ハイデイ日高
第２回 ３月１９日 会社訪問：株式会社デサン
・卒 業 式：３月２６日 於：新都心ビジネス交流プラザ
②創業者成長促進事業（オフィス補助金）
・採択：３社
２．相談事業
(1) 窓口相談事業（定款第４条第１項第１．２号）
（１３，６６２，１５３円）
市内の中小企業者や創業者等に対し、財団窓口等で中小企業診断士の窓口相談員が経営・創
業相談に対応すると同時に、職員等が積極的に企業訪問を実施しました。
・窓口相談件数：

７２２件

・訪問相談件数：

２１２件

計

：

９３４件

(2) 専門家相談事業（定款第４条第１項第１．２号）（１９７，０００円）
常設窓口相談だけではなく、相談者の利便性を図るため、専門家による相談会を中央図書館
にて定期的に開催しました。
・専門家相談件数：１０回（３３件）
（チラシ・営業相談：１６件、創業相談：１７件）
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(3) 専門家派遣事業（定款第４条第１項第１．２号）（４，２４８，０００円）
中小企業者等が抱える様々な課題に対し、財団に登録する民間の専門家を企業に派遣し経営、
技術、販促等に対するアドバイスを実施しました。
・専門家派遣回数：１４４回（３６社）
３．イノベーション創出支援事業
(1) コラボさいたま運営事業（定款第４条第１項第３号）
さいたま市、さいたま商工会議所とともにコラボさいたま商工見本市を開催し、市内企業の
ＰＲ、販路拡大を支援しました。
・コラボさいたま商工見本市の開催 （１１月８日～１０日）
出展：１８４社（３４５小間）

来場者数：３４，０００人

(2) 組織力強化＆イノベーション創出事業（定款第４条第１項第１号）
（１，６７４，１２０円）
技術力の高い市内製造業のイノベーションを創出するために、個別企業の新事業展開の支援、
ならびに中小企業間の連携や大企業との連携を支援しました。
①ものづくりプラットフォーム事業の運営
ものづくり企業の試作受注や販路開拓マッチングを目的としたポータルサイト「さいたま
ものづくりプラットフォーム」を運営し、企業の受注拡大を図りました。
○登録企業数：６１社（２０１４年３月末時点）
○ものづくりプラットフォームを通じた試作等の依頼 １０件 → ４件成立
○ＰＲ活動の実施
・試作市場―微細・精密加工技術展にてものづくりプラットフォームのＰＲを実施
日

時：４月１１日～１２日（大田区産業プラザ）

・スマイルウーマンフェスタ出展
日

時：９月１４日～１５日（さいたまスーパーアリーナ）

○登録企業向け限定セミナー等
・テ ー マ：富士通有償解放特許説明会
・講

師：富士通（株） 知的財産権本部
知的財産活用ビジネス統括部 ビジネス開発部

・実 施 日：６月２８日
・参 加 者：３０名
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・テ ー マ：理化学研究所見学会（板橋分所）
・講

師：(独)理化学研究所 大森素形材工学研究室 上原 嘉宏 氏

・実 施 日：７月２５日
・参 加 者：１６名
・テ ー マ：理化学研究所見学会（和光）
・講

師：(独)理化学研究所 大森素形材工学研究室 上原 嘉宏 氏

・実 施 日：９月１９日
・参 加 者：１１名
・テ ー マ：富士電機エフテック交流会
・講

師：富士電機エフテック(株) ＦＡシステム部長 高橋氏

・実 施 日：９月２０日
・参 加 者：２１名
・テ ー マ：韓国技術イノベーション財団（海外取引ﾁｬﾚﾝｼﾞｾﾐﾅｰ）
・講

師：韓国技術ベンチャー財団 東京事務所副所長 韓 信 氏

・実 施 日：１０月２日
・参 加 者：２名
・テ ー マ：３Ｄプリンタセミナー
・講

師：池田 法雄氏

・実 施 日：１１月２２日
・参 加 者：４０名
・テ ー マ：ＮＨＫ技術シーズ説明会
・講

師：ＮＨＫエンジニアリングシステム 特許部 本間 真一 氏

・実 施 日：３月６日
・参 加 者：１８名
・岩手金型研究会 市内企業見学会（ポーライト（株）、カルソニックカンセイ（株））
・実 施 日：３月２６日
・参 加 者：１６名
②大企業との連携
富士通株式会社と連携し、富士通株式会社の持つ開放特許を活用した新製品開発の事業を
実施しました。
・埼玉大学(経済学部)と連携した新製品開発プロジェクト活動の実施
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・製品開発中の案件： １件
・フジサンケイビジネスアイを母体とする「イノベーションズアイズ」と連携し、新製品
のアイデアを募集し、新製品開発
・募集期間：１０月１６日～１１月２９日
・評価アイデア： ６件
・製品開発中の案件： １件
③国の補助金等の申請支援
ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金の獲得を支援しました。
・申請数 ２６社
・採択数 ２６社
(3) 販路開拓支援事業（定款第４条第１項第１号）
（７，３６２，６３５円）
①販路開拓支援補助事業
新商品や新事業の販路開拓を支援するため、国内外の展示会出展費用を補助しました。
・海外展示会

３件

・国内展示会 １４件
②９都県市合同商談会運営業務の実施
首都圏産業の国際競争力の強化を図るため、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）が連携して合同商談会を開催し、
企業間マッチングを支援しました。
・開 催 日：１１月１日
・場

所：東京ビッグサイト

③産業交流展２０１３への出展
異業種・多分野・大企業との直接交流が図れる展示会に出展しました。
・開 催 日：１０月３０日～１１月１日
④MEDTEC Japan 2013 へ出展
医療機器分野への事業展開を支援するため、共同でブース出展しました。
・開催日：４月２３日～２５日
・場 所：東京ビッグサイト
(4) 政策対応型（地域循環型）技術開発調査研究事業（定款第４条第１項第２号）
（７００，０００円）
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さいたま市の経済重点分野と連動する研究開発テーマに取り組む企業又は企業と大学等の
共同研究体に対し事業を委託し、調査研究成果を広く上記施策の推進を図るための委託開発調
査を行いました。
・採択件数：１件（光触媒チタンアパタイトを活用した医療・産業用抗菌製品の開発）
４．広報事業
(1) 情報誌等発行事業（定款第４条第１項第３号）
（３，１３４，７５０円）
・NEXT STAGE

10 周年記念版の作成

(2) ホームページの公開による情報提供（定款第４条第１項第３号）
（０円）
中小企業者や創業者等に対し、財団が提供する支援策等の情報を中心に、各種情報を広く提
供しました。
・財団ホームページの運営
訪 問 者 数：約１，８４２件／月
ページビュー：約４，６８７ページ／月
(3) その他（定款第４条第１項第３号）（１，５７５，０００円）
・日刊工業新聞社広告
掲 載 日：３月２４日
内

容：これまでの１０年、これからの１０年

５．産学連携支援事業
(1) 産学連携推進事業（定款第４条第１項第６号）
（１５，１７８，６５１円）
①産学連携相談
・相談件数 ２５６件
②共同研究体の形成・支援
・JST(独立行政法人 科学技術振興機構) A-STEP ハイリスク復興促進型
申請支援２件 → 採択１件
③さいたま市研究開発人材高度化タスクフォース事業の実施
支援件数３件
(2) 戦略的基盤技術高度化支援事業（定款第４条第１項第６号）（６６，１７５，９００円）
・サポイン採択企業の管理法人業務の運営（２件）
平成２３年度継続案件：１件
平成２５年度新規案件：１件
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(3) その他
・コラボさいたま産学出展支援（２件）
・彩の国ビジネスアリーナ２０１４・産学連携フェア・産学連携促進交流会の支援
６．医療ものづくり都市構想事業
(1) 医療ものづくり都市構想推進事業（定款第４条第１項第１．３号）
（１０，８４０，２２４円）
さいたま市の医療ものづくり都市構想事業の一環として、以下の事業を行いました。
・レーザー医学会と合同ワークショップ開催
開 催 日：４月２４日
参加企業：３社
・小児外科学会の企業展示会出展
会

期：５月３０日～６月１日

参加企業：３社
・埼玉医科大学のニーズ発掘＆企業とのマッチング
開 催 日：６月３日
参加企業：２社
・製販企業のニーズ発掘＆企業とのマッチングを実施
市内企業とのコラボレーションによる新製品開発へ進展
・コーディネーター等３名の雇用による市内企業・業界情報収集活動（１１月～）
・医療ものづくりフォーラム２０１４ 医療ものづくりショーケースを開催
開 催 日：１月２４日
展示会出展企業：１１社

研究ポスター出展テーマ：２２

・医療ものづくりショーケース研究ポスター出展ドクターにヒアリング訪問
期

間：２月５日～２月１３日

訪問ドクター数：７名
７．ＲＩＴ事業
(1) ＲＩＴ（地域間交流支援）事業（定款第４条第１項第１．３号）
（３，８５４，２５７円）
ＪＥＴＲＯからサポートを受け、以下の RIT（地域間交流支援）事業を実施し、ドイツの企
業及びクラスターとさいたま地域の中小企業との連携を支援しました。
・ミッション派遣（訪独）
：６月２４日～３０日

(医療機器関連）

派遣参加企業 ９社、商談会及びクラスター傘下企業訪問実施
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・ミッション派遣（訪独）
：１０月６日～１２日

(グローバル通信関連）

参加企業１社、商談及び現地通信分野ニーズ調査実施
・ミッション派遣（訪独）
：１１月１８日～１１月２３日（医療関連）
参加企業４社、商談会実施
・ミッション派遣（訪独）
：１１月２５日～１１月２９日（メカトロ関連）
参加企業５社、ＦＡ対応測定機の試作機を共同制作・展示、商談及び現地インキュベー
ション施設訪問支援
・１月ドイツミッション招聘（医療関連）：１月２０日～２６日
メドテックファルマ、来日企業２社
地域企業訪問７社、商談会実施
・２月ドイツミッション招聘（メカトロ関連）：２月２３日～２８日
メカトロクラスター、来日企業６社
２４日～２５日 地域企業訪問（１３社）
、２６日商談会実施
２６日 ＭＯＵ（了解覚書）締結（ニュルンベルク商工会議所、メカトロクラスター、
さいたま市、さいたま市産業創造財団）
８．国内連携支援事業
(1) 国内連携支援事業（定款第４条第１項第１．３号）
（２，８１２，７９８円）
東日本エリアの交通の結節点であるさいたま市の強みを活かし、市内企業等と他地域の企業
との連携を促進しました。また、農商工連携をはじめ、異業種間の連携も支援しました。
・農商工連携／さいたまヨーロッパ野菜研究会
財団が「さいたまヨーロッパ野菜研究会」事務局として連携をコーディネイトし、２
５年１１月より市内飲食店向けに本格出荷・ＰＲを開始。
現在生産者約１５名、卸４社、種苗会社１社参加、販売先レストラン約３０軒
新聞掲載９回、ＴＶ放映６回、ラジオ放送１回、書籍掲載１回
「さいたまのヨーロッパ野菜」地域産業資源指定
・青森県鰺ヶ沢エリアとの広域連携
「新製法と広域連携による、首都圏市場向け『つがる毛豆』漬物の開発」
地域力活用市場獲得等支援事業

新商品・新サービス開発支援事業補助金事業を完了

（交付補助額３００万円）
、コラボさいたま出展、市内でマルシェ３回実施
・石川県珠洲市との広域連携
芝浦工業大学・石川県珠洲市との広域連携に向けた現地ヒアリング実施
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（３月１８、１９日）
・常陽銀行第６回ものづくりフォーラム参加
開 催 日：１１月２１日
参加企業：８社
９．テクニカルブランド支援事業
(1) 新事業活動支援事業（定款第４条第１項第１・２号）（５，０２２，１４０円）
・新事業展開・新技術開発における調査費補助事業
新しい自社製品開発のスピード感を高めるため、新技術開発、新事業展開における可
能性調査や研究会活動等の支援として市場調査費、知財関連調査費、技術相談費、研
究会活動費などの補助を行いました。
・５社採択
・経済産業省『グローバルニッチトップ１００選』公募申請支援
企業のブランド力を高めるため、経済産業省グローバルニッチトップ１００選公募申
請の支援を行いました。
・２社採択
・ソリューション営業力強化プログラム
優れた技術があるにも関わらず、思うように売上増加に結び付いていないと感じてい
る企業を対象に、顧客の課題解決を提案できる営業人材を育成し付加価値の高い取引
を行い、新規顧客開拓と収益向上を目指すカリキュラムを実施しました。
・１０社実施
(2) 海外展開支援事業（定款第４条第１項第１号）
（１，２５８，４８０円）
・海外展開支援事業
グローバル化を図る企業を後押しするため、新たに海外展開する企業や海外に新製

品を販売する企業に対し専門家派遣・海外市場調査費補助・国際展示会補助を実
施しました。
・４社採択
(3) 人材育成支援事業（定款第４条第１項第４号）
（１，９８６，７５０円）
・ものづくりエリート養成塾
研究開発能力とマーケティング・事業化能力を融合できる高度な人材の育成のために
「ものづくりエリート塾」を開催しました。
「チームマネジメント」
「製品開発イノベー
ション戦略」「ＱＦＤ･創造設計原理」「品質工学」「事例研究」をテーマとし、自社の
新戦略・新事業・新製品に係る課題解決について受講生が作成した提案型レポートを
各社のマネジメントに提出しました。
・８月から２月までの 計１２日間開講
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１３名（９社）参加

１０．経営健全化支援事業
(1) 経営健全化事業（定款第４条第１項第１号）（２３，４１０，９７４円）
地域の金融機関と連携し、金融円滑化法の適用を受けたり、売上げ減少や利益の出にくい状
況にあり、経営的に課題を抱える企業に対し、財団の登録専門家を派遣して経営改善に向けた
支援を行いました。
・コーディネーター４名を配置
・金融機関から斡旋を受けた企業に対し、訪問調査及び専門家との調整
斡旋件数：６６件
・専門家派遣の実施
派遣回数：３６３回
１１．融資事業
(1) 融資事業（定款第４条第１項第１１～１３号） （３，２６３，６４８円）
さいたま市が実施する中小企業融資制度に伴う業務を受託し、融資相談から申込受付・調査
まで中小企業者及び創業者の資金ニーズに迅速に対応し、利用者の利便性と市内中小企業の振
興を図りました。
① 融資制度の改正
平成２５年度は、昨年度に引き続き、年末の資金需要に対応するため緊急特別資金融
資の受付を行ったことに加え、借換えに対する資金需要、並びに、平成２６年４月から
の消費税率の引き上げを控え、設備資金も含めた年度末の資金需要に対応するため、緊
急特別資金融資の受付を３回実施し、資金需要時期に的確に対応して利用者の利便性向
上を図りました。
また、新たな制度として、認定経営革新等支援機関の支援を受けながら経営強化に取
り組む中小企業を対象とした「経営力強化資金」の取扱いを行い、支援担当と金融担当
が連携して利用者を重視した支援を展開しました。
② 融資事業の実績
（ア）融資制度の周知・広報
取扱金融機関へのパンフレット配布、チラシ作成及び財団ホームページの活用等に
より、各制度や相談会等の周知及びＰＲを行いました。併せまして、主な金融機関の
本支店に職員が訪問し、直接制度融資のＰＲを行いました。
・訪問によるＰＲ件数：９金融機関 ３３支店
（イ）融資の相談及び申込あっせん件数
市制度及びセーフティネット保証制度に係る中小企業者及び創業者からの相談及び
申込のあっせんを行いました。
○相談件数（全体）
：２,７０３件（来客者：１,６６２件、電話等：１，０４１件）
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○市制度あっせん件数：６３２件

市制度あっせん金額：７，２５４，６３０千円

（内 訳）
・小口・中口・創業・セーフティネット資金 決定件数：７７件
・小口・中口・創業・セーフティネット資金 決定金額：５９５，０３５千円
・緊急特別資金融資制度（借換対応）
募集期間：４月２３日～６月２４日
決定件数： ４３件

決定金額：

７４０，０００千円

・緊急特別資金融資制度（年末対応）
募集期間：１１月１４日～１２月２０日
決定件数：３７８件

決定金額：４，３７１，６００千円

・緊急特別資金融資制度（年度末対応）
募集期間：１月１４日～２月１４日
決定件数：１２６件

決定金額：１，２８２，１２０千円

・経営力強化資金
募集期間：９月２日～３月３１日
決定件数：

８件

決定金額：

２６５，８７５千円

（ウ）セーフティネット保証制度等に伴う相談・申請受付・認定等
国が指定する不況業種や災害及び取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が
生じている中小企業者を対象に保証限度額の別枠化を行う「セーフティネット保証制
度」等の相談・申請受付・認定を行いました。
・認定件数：３３９件
（エ）出張金融・経営相談会の実施
さいたま商工会議所との共催により、日本政策金融公庫の協力を得て中小企業の資
金繰りや経営面についての相談会を平成２５年９月に市内６区役所で開催しました。
・開催期間：平成２５年９月２日～９月１３日
・開催場所：南区役所、北区役所、西区役所、桜区役所、緑区役所、見沼区役所
の６区役所にて開催
（相談会出席後、日本政策金融公庫と連携して補助金申請・採択された案件：１件）
１２．勤労者福祉事業
(1) 勤労者福祉に関する調査研究事業（定款第４条第１項第８号）（２１４，３６０円）
中小企業勤労者の要望に即した事業を実施するため、余暇施設や余暇活動など福利厚生事業
全般について、調査研究を行いました。
① 勤労者福祉サービス検討委員会の開催
・実 施 日：７月１日（月）
、１０月２９日（火）
、２月１７日（月）
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・場

所：さいたま市産業文化センター

② （一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター東ブロック会議
・実 施 日：１０月１０日（木）～１１日（金）
・場

所：ホテル ハイマート（新潟県上越市）

③ 指定都市中小企業福祉共済団体連絡会議
・実 施 日：１０月３日（木）～４日（金）
・場

所：ホテル日航新潟（新潟県新潟市）

④ 埼玉県中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会
（ア）総会
・実 施 日：５月３０日（木）
・場

所：川越市東部地域ふれあいセンター（川越市）

（イ）事業推進担当者部会
・実 施 日：６月１３日（木）、９月２７日（金）
、２月１３日（木）
・場

所：熊谷市立勤労会館、さいたま市産業文化センター、川口市産業文化会館

（ウ）事務局長会議
・実 施 日：８月８日（木）
、３月７日（金）
・場

所：川越市東部地域ふれあいセンター、狭山市産業労働センター

（エ）研修
・実 施 日：平成２５年１２月１２日（木）
・場

所：狭山市産業労働センター

⑤ （一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター会議
（ア）総会
・実 施 日：６月７日（金）
・場

所：メルパルク東京（東京都港区）

（イ）関東ブロック協議会

関東４地区運営委員会

・実 施 日：８月８日（木）
・場

所：川越市東部地域ふれあいセンター

（ウ）実務担当者研修会
・実 施 日：９月６日（金）
・場

所：港区勤労福祉会館
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(2) 勤労者福祉に関する情報提供事業（定款第４号第１項第３号）（４，５６１，９６６円）
中小企業勤労者の要望に即した事業の紹介及びセンターで実施する各事業等についての情
報を提供しました。
① センターニュース「ワークジョイさいたま」の発行
・年６回 年間４５，３００部発行
② ホームページの運営
・平成２５年度から自前化したことにより、最新情報の掲載が可能となりました。
③ ガイドブックの発行
・ワークジョイさいたまガイドブック：９，０００部
・全福ネットガイドブック：１，３００部
(3) 中小企業勤労者の福利厚生事業（定款第４条第１項第１０号関係）
（５８，１８３，８０１円）
中小企業勤労者が生涯にわたって豊かで充実した生活を送れるよう各種事業を実施しまし
た。
① 共済給付事業
祝金、見舞金、弔慰金を給付しました。
・共済給付件数：１，２２９件
・合計給付金額：８，８１０，０００円
② 生活資金融資あっ旋事業
利用状況

（単位：千円）

預託金額

融資枠

利用件数

利用残高

残融資枠

５，０００

１５，０００

５件

２，４９６

１２，５０４

③ 健康維持増進事業
人間ドック・脳ドック受診料、インフルエンザ予防接種の一部補助を行いました。
・人間ドック・脳ドック受診料補助：３３８件
・インフルエンザ予防接種費用補助：１１０件
④ 余暇活動援助事業
ホテル・遊園地等の利用補助及び各種チケット類のあっ旋を行いました。
（ア）レジャー施設利用補助： １１，６７２件
（イ）法人会員施設利用補助：

２，４５８件

（ウ）宿泊利用補助：

３９４件

（エ）各種チケットあっ旋
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・映画：

１，８７９件

・スポーツ観戦：

１０４件

・コンサート・観劇：

３９３件

・プリペイドカード類等：

２，４３９件

⑤ レクリエーション・自己啓発事業
バスツアーや収穫体験など各種事業を実施しました。
（ア）東京２大タワーめぐりツアー
・開 催 日：４月６日（土）
・参 加 者:７７名
（イ）東京スカイツリーと隅田川クルーズツアー
・開 催 日：５月１２日（日）
・参 加 者：４０名
（ウ）田植え体験（１口６株）
・開 催 日：６月８日（土）
・参 加 者：１７名
（エ）潮干狩りツアー
・開 催 日：５月２５日（日）
・参 加 者：６８名
（オ）じゃがいも掘り体験（１口６株）
・開 催 日：６月２２日（土）
・申 込 数：３６口
（カ）秩父ＳＬ列車と長瀞ライン下りツアー
・開 催 日：７月２７日（土）
・参 加 者：４０人
（キ）ブルーベリー狩り体験
・開 催 日：８月３日（土）
・参 加 者：１３６人
（ク）陶芸体験教室
・開 催 日：９月７日（土）
・参 加 者：７人
（ケ）東京ディズニーシーツアー
・開 催 日：９月２８日（土）
・参 加 者：４５人
（コ）さつまいも掘り体験（１口６株）※台風の影響で中止
・開 催 日：１０月１９日（土）
・参 加 者：１２口
（サ）さいたま縁結びフェスタｉｎ川越
（埼玉県勤労者福祉サービスセンター協議会合同事業）
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・開 催 日：１１月９日（土）
・参 加 者：７名（合計３００名）
（シ）手づくりパン教室（シュトーレン）
・開 催 日：１２月１日（日）
・参 加 者：７名
（ス）親子料理教室（バレンタインケーキ）
・開 催 日：２月２日（日）
・参 加 者：２７名
（セ）いちご狩り体験
・開 催 日：１月２５日（土）
・参 加 者：８８名
（ソ）東京ディズニーランドツアー
・開 催 日：３月８日（土）
・参 加 者：８２名
(4) 勤労者福祉事業の推進に関する事業（定款第４条第１項第９号）
（８，８１５，４７４円）
会員の拡大を図るとともに、割引提携やサービスメニューの拡大など会員サービスの向上を
図るため各種事業を実施しました。
① 会員拡大推進事業
（ア）職員及び事業推進員３名が市内各事業所を訪問するなど、会員の獲得に努めまし
た。
[会員数・事業所数の推移]
年

度

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

会員数(人)

3,709

3,821

4,171

4,264

4,254

4,852

5,029

5,048

5,199

5,795

6,121

6,393

事業所数(社)

930

984

1,098

1,115

1,115

1,139

1,107

1,077

1,031

991

981

980

（イ）会員拡大キャンペーンを実施しました。
・入会者数：３６事業所

３１６名

（ウ）各種メディア等を活用したＰＲ事業を実施しました。
・商工会議所広報誌への折り込み広告（１３，０００事業所／４回）
・さいたま市ホームページへの広告掲載
・区役所用窓口封筒広告掲載
・コラボさいたまに出展
・イオンシネマ年賀広告掲載
・埼玉新聞広告掲載
（エ）ハローワークや病院及び会員事業所の協力、金融機関との連携を強化し会員獲得
に努めました。
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② ポイントサービス事業
会員の利用度をより高めるため、ポイント（１ポイント１円で換算）サービスを継続し
ました。
・利用ポイント数 ：１３５，９００ポイント
１３．職員厚生事業
(1) 職員厚生事業（定款第４条第１項第１３号関係）（１２０，０００円）
職員の福利厚生の一環として設けている「職員厚生給与金規程」に基づき、職員の納付金と
財団負担金により、職員厚生給付金を支給しました。
・入学・卒業祝金

２件 ４０，０００円

・宿泊施設利用給与金

５件 ５０，０００円

・退職慰労金

１件 ３０，０００円
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２．資金調達等についての状況（重要なものに限る）
該当なし

３．直前３事業年度の財産及び損益の状況
（単位:千円）
事業年度

平成 22 年年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

経 常 収 益 計

541,912

546,092

481,087

521,596

当期一般正味財産増減額

11,682

6,361

8,105

6,886

資

産

合

計

454,911

465,512

412,550

439,964

負

債

合

計

192,115

196,355

135,287

155,816

一般正味財産期末残高

62,796

69,157

77,263

84,148

指定正味財産期末残高

200,000

200,000

200,000

200,000

４．重要な契約に関する事項
該当なし

５．会員等に関する事項（勤労者福祉サービスセンター事業会員数）
種

類

会員数（人）
事業所数（社）

当期末

前期末比増減

６，３９３

＋２７２

９８０

▲１

６．評議員会、理事会等に関する事項
(1) 理事会
①第１回理事会
開催年月日

議事内容

結果

報告事項 平成２４年度資金の借入れ状況について
報告事項 平成２５年度資金収支補正予算について

平成 25 年
6月4日

第１号議案 平成２４年度事業報告及び附属明細書の承認について

可決

第２号議案 平成２４年度計算書類等（資金収支計算書、計算書類及び附属明細書並びに財産目録）の承認について

可決

第３号議案 平成２５年度資金収支補正予算の承認について

可決

第４号議案 評議員、理事及び監事候補者の決定について

可決

第５号議案 文書取扱規程の一部改正の承認について

可決

第６号議案 勤労者福祉事業推進員就業規程の一部改正の承認について

可決

第７号議案 臨時職員就業規程の一部改正の承認について

可決
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議事内容

開催年月日

平成 25 年
6月4日

第８号議案 平成２５年度第１回評議員会（定時評議員会）招集の決定について

結果
可決

②第２回理事会
議事内容

開催年月日

結果

報告事項 職務執行状況の報告及び平成２５年度（４月から７月まで）事業報告について
第９号議案 平成２５年度第１回資金収支補正予算について（国内連携支援事業）

可決

第 10 号議案

平成２５年度第３回資金収支補正予算について（海外連携支援事業）

可決

第 11 号議案

平成２５年度第４回資金収支補正予算について（医療ものづくり都市構想事業）

可決

平成 25 年

第 12 号議案

平成２５年度第５回資金収支補正予算について（戦略的基盤技術高度化支援事業）

可決

9 月 10 日

第 13 号議案

平成２５年度第６回資金収支補正予算について（勤労者福祉事業）

可決

第 14 号議案

職員の給与の特例に関する規程の制定について

可決

第 15 号議案

役員報酬等に関する規程の一部改正について

可決

第 16 号議案

就業規程の一部改正について

可決

第 17 号議案

勤労者福祉事業に関する規程の一部改正について

可決

③第３回理事会（決議の省略の方法による）
議事内容

決議年月日

平成 25 年

第 18 号議案

12 月 2 日

(1)評議員会の決議の省略についての決定について
(2)評議員会の決議事項 評議員１名及び理事１名選任につき、その候補者の決定の件

結果
可決

④第４回理事会（決議の省略の方法による）
議事内容

決議年月日

平成 26 年

第１9 号議案

(1)評議員会の決議の省略についての決定について
(2)評議員会の決議事項 評議員 1 名選任につき、その候補者の決定の件

2月3日

結果
可決

⑤第５回理事会
議事内容

開催年月日

結果

報告事項 職務執行状況の報告について

平成 26 年
3 月 20 日

第 20 号議案

平成２５年度資金収支補正予算の承認について（専決分）

可決

第 21 号議案

平成２５年度資金収支補正予算の承認について

可決

第 22 号議案

職員給与規程の一部改正について

可決

第 23 号議案

内部管理会計処理規程の一部改正について

可決

第 24 号議案

会計規程の一部改正について

可決

第 25 号議案

平成２６年度事業計画及び収支予算等の承認について

可決
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(2) 評議員会
①第１回評議員会
議事内容

開催年月日

結果

報告事項 平成２５年度資金収支当初予算について
報告事項 平成２５年度資金収支補正予算について
報告事項 平成２４年度事業報告及び附属明細書について
平 成 25 年
6 月 20 日

報告事項 平成２４年度資金収支計算書について
第１号議案 平成２４年度計算書類及び附属明細書並びに財産目録の承認について

可決

第２号議案 評議員４名の選任について

可決

第３号議案 理事３名の選任について

可決

第４号議案 監事２名の選任について

可決

第５号議案 公益財団法人さいたま市産業創造財団評議員会運営規程の一部改正の承認について

可決

②第２回評議員会（決議の省略の方法による）
議事内容

決議年月日

結果

平成 26 年

第６号議案 評議員１名の選任について

可決

1月6日

第 7 号議案

可決

理事１名の選任について

③第３回評議員会（決議の省略の方法による）
議事内容

決議年月日

平成 26 年
2 月 21 日

第８号議案 評議員１名の選任について

結果
可決

(3) 監査会
①平成２５年度監査会
議事内容

開催年月日

平成 25 年
５月 28 日

事業・決算の報告、及び会計帳簿の監査

７．決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実
該当なし

８．対処すべき課題
該当なし
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結果
承認

Ⅲ．事業報告の附属明細書
平成２５年度事業報告には、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３
４条第３項に規定する附属明細書については、
「事業報告の内容を補足する重要な事項」は特
にありませんので作成しておりません。
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