平成１６年度 事業報告
平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで
○事業概要
財団法人さいたま市産業創造財団（以下「財団」という。）は、活力ある地域経済社会
の構築を目指し平成１６年３月に設立され、同年４月１日にさいたま市から都道府県等
中小企業支援センターの指定を受け中小企業者等の支援事業に取り組みました。
中小企業者及び創業者に対するワンストップサービスを目指すため、平成１６年度は、
窓口相談、専門家相談、専門家派遣事業、各種講座・セミナーの開催、各種調査、イン
キュベーション事業を実施し、支援体制の確立を図りました。
また、平成１７年２月１５日には、本財団が中核的支援機関としてさいたま市から認
定を受けました。
○事業内容
１

経営・技術支援事業
(1) 窓口相談事業
財団において相談窓口を常設し、経営革新や新分野への進出を目指す中小企業者
等に対し、中小企業診断士等で構成する相談員及び財団サブマネージャーによる相
談、助言を行いました。
・相談件数

３０６件

(2) 専門家相談事業
常設相談窓口では対応できない専門的分野（税務等）における相談について、日
にちを定め、各分野の専門家による相談、助言を行いました。
・相談件数

３９件

(3) 専門家派遣事業
中小企業者等が抱える様々な課題に対し、財団に登録する専門家を企業に派遣し、
経営、技術等に対し、具体的な助言を行いました。
・専門家派遣回数

２

１５１回

企業育成事業
(1) ＩＳＯ規格認証取得支援事業
ＩＳＯ取得をめざす中小企業者を支援するために、知識習得を目的とするセミナ
ーを行いました。
○ＩＳＯセミナー開催
・実施日：１０月２９日（金）

・テーマ：「ＩＳＯ取得で経営品質を高める」
・講

師：技術士

村山

勝男

氏

・参加者：１９名
(2) 能力開発セミナー
中小企業の経営革新等の支援を図るため、経営に関する講演会を行いました。
（ア）さいたま市ベンチャーフォーラム
・実施日：８月２７日（金）
・テーマ：第一部

「ベンチャー企業の役割と地域の活性化」

第二部
・講

師：第一部

「夢の実現

株式スピード公開までのベンチャーの道のり」

早稲田大学大学院

第二部

アジア太平洋研究科教授

柳

孝一

氏

株式会社ライブドア
代表取締役社長兼最高経営責任者

堀江

貴文

氏

・参加者：２５４名（ビジネス交流会は１２７名）
（イ）講演会＆ビジネス交流会
・実施日：３月３日（木）
・テーマ：「中小企業の生き残る道は営業にあり
～営業行動を変える勇気がありますか～」
・講 師：ソフトブレーン株式会社 代表取締役会長 宋 文洲 氏
・参加者：２１０名（ビジネス交流会は１１２名）
(3) 人材育成事業
今後、地域経済をリードしていく中小企業の幹部候補者を対象に、各社の具体的
な経営課題解決をめざした研修会を行いました。
○トップビジネス研修会
・実施日：２月１９日（土）、３月５日（土）、３月１９日（土）
・テーマ：「貴方の会社のマーケティングをいかに強化するか」
・講

師：経営コンサルタント

大橋

周治

氏

・参加者：延２０名
(4) ＩＴ活用支援事業
パソコン等のＩＴを営業や経営に活かしていくための研修や、社内の情報セキュ
リティ対策についての研修を行いました。
（ア）ＩＴセミナー
・実施日：７月２８日（水）
・テーマ：「顧客満足を勝ち得る営業
・講

～ＩＴ活用をベースに～」

師：中小企業診断士、ＩＴコーディネータ

・参加者：２８名

高島

利尚

氏

（イ）ホームページ開設講座
・実施日：８月４日（水）、８月１８日（水）、９月１日（水）
・テーマ：「消費者心理をくすぐるホームページ講座」
・講

師：ネット活用倶楽部主宰

藤田

幸江

氏

・参加者：延５０名
（ウ）ナレッジマネジメント講座
・実施日：１１月２９日（月）
・テーマ：「組織の風通しを良くする情報共有・管理講座（入門編）」
・講

師：アストンカレッジインストラクター

・参加者：

加藤

舞子

氏

８名

（エ）情報セキュリティ講座
・実施日：１１月３０日（火）
・テーマ：「大事な社内情報をしっかりガード講座（入門編）」
・講

師：株式会社ジアス

・参加者：

代表取締役

後藤

勉

氏

７名

（オ）データマイニング講座
・実施日：１１月２６日（金）
・テーマ：「エクセルを使いこなして分析力アップ講座（入門編）」
・講

師：三菱電機インフォメーションシステムズ
インターネットビジネスシステム部データマイニング専門部長
上田

・参加者：

３

太一郎

氏

１５名

調査分析事業
地域経済調査分析事業
地域中小企業者等の経営の参考となる情報を提供するため、地域経済の動向に関する

調査分析等を行いました。
(1) 地域経済動向調査業務
・実施時期：

４月～

６月期対象調査・・・

７月～

９月期対象調査・・・１０月

１０月～１２月期対象調査・・・

７月
１月

(2) 駅前商業地歩行量調査業務
・実施時期：１０月３１日（日）、１１月４日（木）
・調査概要：市内主要駅の周辺１３０地点における歩行量調査

４

創業者等支援事業
(1) 創業者支援セミナー事業
事業構想を有する方を対象に、ベンチャービジネスの導入から実践段階までをテ
ーマに多様なセミナーを実施することにより創業者の育成を図りました。
（ア）女性創業ワークショップ
・実施日：９月２０日（祝）
・２３日（祝）・１０月４日（月）・１１日（祝）の
４回
・テーマ：「事業計画の策定他」
・講

師：（有）キャラウィット

米澤

実弥子

氏

・参加者：延３０人
（イ）新事業創出セミナー
・実施日：１０月１５日（金）・１１月１８日（木）の２回
・テーマ：「新事業を考える・大学のシーズと如何に組むか・企業事例発表」
・講

師：埼玉大学地域共同研究センター助教授

野長瀬

祐二

埼玉大学知的財産コーディネータ

望月

弘章

田中産業（株）代表取締役

田中

裕

（株）浜野製作所

浜野

慶一

代表取締役

氏
氏

氏
氏

・参加者：延７８人
（ウ）起業家育成実践セミナー
・実施日：２月５日・１１日、１９日～３月２６日までの毎週土曜日の８回、
１３講座
・テーマ：起業時に必要な知識やノウハウ
・講

師：（株）IPO 代表取締役 内田 保雄 氏、武蔵野銀行 河本 豊和 氏
中小企業診断士

角田

光則

財団登録相談員

北岡

敞

氏、税理士

北村

眞治

氏

氏、中小企業診断士

七澤

教一

（株）トランプスコンサルティング
IT コーディネータ

小笠原

隆幸

菊地

治人

氏

氏

氏

NPO 法人さいたま SOHO 起業家協議会 高橋 るみ子 氏
関東自動車（株）代表取締役

塩浦

綾子

氏

（順不同）

・参加者：延９２人
(2) 産学官連携推進事業
産学のネットワークを形成することにより技術等のマッチングを図るため、
「コラ
ボさいたま 2004」で講演会を開催しました。また、中小企業者、大学関係者とのビ
ジネス交流会を埼玉県創業ベンチャー支援センター、NPO 法人さいたま SOHO 起業家
協議会と共同開催し、新事業の創出を図りました。

（ア）「コラボさいたま２００４」講演会
・実施日：１１月５日（金）
・テーマ：①「変革の時代と産学連携」
②「経営革新～お客様満足を目指して～」
・講

師：①埼玉大学助教授

野長瀬

裕二

②三州製菓（株）代表取締役社長
・参加者：①１１５人

氏
斉之平

伸一

氏

②６５人

（イ） ビジネス交流会
・実施日：９月１１日（土）
・テーマ：①「渋沢栄一に学ぶ起業の心」
・講

②「起業成功体験発表」

師：①（財）渋沢栄一記念財団常務理事

石井

浩

②（株）サイボックステクノロジー代表取締役

氏
須藤

富子

氏

・参加者：１２９人
(3) 創業者窓口相談事業
ベンチャー・創業者等を対象に、会社設立、ビジネスプランづくり等の課題解決の
ために、資金調達、事業企画等に経験のある民間人材による相談を行いました。
・創業者窓口相談

１７件

(4) 創業者育成施設創出支援事業
（ア）家賃助成
創業者支援推進事業補助金要綱に基づき、創業２年未満のインキュベーションル
ーム等の入居者に対し、補助金を交付しました。
・交付企業数

１６企業

（イ）インキュベーション事業
低価格で光ブロードバンドを配備したオフィス環境が２４時間利用でき、より確
かにより早く創業するための支援を行う、インキュベータ「案産館」を開設しまし
た。
・開設日

平成１６年１０月２２日

また、「案産館」会員に対し、財団が採用したインキュベーションマネージャー
による総合的一貫サポートを行い、創業の実現を図りました。
・入会者

４人

(5) 新事業資源発掘調査事業
（ア）さいたま市新事業創出支援基礎調査業務
さいたま市における新事業創出促進のため、地域プラットフォームを構築するに
あたっての基本構想策定に資する基礎調査を実施しました。具体的には、地域産業

資源を活用した新事業創出の意義に関する調査、当財団を中核的支援機関とする総
合的支援体制整備に関する調査等を行いました。
５

支援体制整備事業
(1) 情報提供事業
財団ホームページを開設し、中小企業者及び創業者の方に、様々な情報を提供しま
した。
・５月～３月アクセス数

１３，９１７件

(2) 情報誌発行事業
経営向上に役立つトピックス、財団の活動内容、企業情報等を盛り込んだ情報誌を
定期的に発行しました。
・財団情報誌「ネクストステージ」の発行
年４回（６月末、９月末、１月初、３月末）各３,０００部発行
(3) ＰＭ等支援人材充実強化事業
事業を一貫して管理するプロジェクトマネージャー（ＰＭ）、サブマネージャー（Ｓ
Ｍ）を民間から採用し配置することにより、財団における中小企業者への支援事業を
効果的、かつ効率的に行いました。
・ＰＭ１名
・ＳＭ２名（経営、ＩＴ各１名）
(4) 事業可能性評価委員会運営事業
中小企業者等の事業可能性評価、専門家派遣事業に係る審査・採択・事後評価、財
団の支援事業に対する評価等を行うために委員会を開催しました。
・事業可能性評価委員会

年６回開催

(5) 支援担当者能力開発事業
財団の職員を、中小企業大学校等が行う研修及び講座に派遣することにより、能力
の向上を図り、適切な政策の立案・遂行及び中小企業者等への的確なアドバイスがで
きるよう育成を行いました。
・中小企業大学校研修受講
経営革新・事業再構築等の効果的な進め方

１名

・新事業育成専門家養成等研修受講
インキュベーション・マネージャー養成研修

１名

６

中小企業資金融資事業
中小企業融資あっせん業務等
さいたま市が実施する制度融資に伴う業務を受託し、金融相談を始め、融資受付から
調査まで、中小企業者等に迅速な資金対応ができる体制をつくり、利便性を図りました。

(1) 融資制度の推進
財団情報誌への掲載や、案内チラシの作成及び同ホームページ等により周知及び PR
等を行いました。
(2) 融資の相談及び申込み受付
中小企業者の融資の相談及びさいたま市中小企業融資制度の申込受付を行いました。
・相談件数

７，０６３件

(3) 融資の事前照会及び実施調査
市融資制度取扱金融機関等への事前照会及び職員による実施調査を行いました。ま
た、中口資金等の融資額が大きい申込については、中小企業診断士による調査と診断
を行いました。
(4) その他融資事務に関すること
「セーフティネット保証制度」の相談等を行いました。

