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蓮田市商工会 
   

2020 地域貢献レポート 

蓮田市の発展のために 

 

「商工会 暮らしの安心 お手伝い」 

 

 
 

蓮 田 市 商 工 会 
 

2020年度スローガン「進化」 

◆『明るく』会員事業所を育成支援 

◆『楽しく』笑顔と感謝の地域振興  

◆『元気よく』行政と連携でまちづくり 
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数字で見る商工会の 「経営支援」 

地域唯一の総合経済団体である商工会は、経営に関するあらゆる相談に日々応じています 

最も身近な相談相手として地域内の中小・小規模事業者の「お困り事」の解決について努めています 

［2019年度］ 

• 商工会は、中小企業・小規模事業者の “かかりつけ医” 

• 経営者に伴走し、悩みや経営課題の解決に努めた 

 

内容 件数(年間) 

経営相談（経営指導員による相談対応） 1,92５件 

税務相談（記帳担当職員による相談対応）   785 件 

融資の斡旋（国・県・市町村の制度融資） ９8 件 

 

経営計画の作成、資金繰り、開業手続き 

新商品開発、新たなサービスの導入、補助金・助成金の活用 

IT化・SNS の活用、生産性の向上 

取引先の拡大、従業員の雇用、後継者問題、事業承継指導３件 

                     

内容 件数(年間) 

経営に関するセミナー・説明会 １8 回 

個別相談会 269 名 

・2020年度事業計画 

  働き方改革説明会、 ZOOM活用セミナー  

創業塾（第１１ブロック事業） 

  確定申告相談会、年末調整 

源泉税徴収相談会 

    

 

 

2019年度は、 

働き方改革セミナー・キャッ

シュレス対策セミナー、組織

力強化セミナー（ポリテクセ

ンター埼玉受託事業）・

AI*Iotセミナー・BCPセミナ

ー、スマートフォン活用セミ

ナー他 
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• 夢の実現を丁寧にサポート 

内容 件数(年間) 

創業支援（商工会の支援により開業に至ったもの） 10 企業 

2019年度は、 

飲食業 3件 

サービス業 5件 

建設業 1件 

小売業 1件が市内で開業した 

 

 

• 経営者の新たなチャレンジを応援 

内容 件数(年間) 

経営革新計画の承認（県知事の承認） 15 企業 

2019年度は、 

製造業 1件 

サービス業 10件 

建設業 3件 

小売業 1件の事業計画が県知事の承認を受けた 

 

 

• 公的補助金を活用し、経営力を高める 

内容 件数(年間) 

補助金の採択（国・県・市の補助金・助成金） ８企業 

2019年度は、 

持続化補助金  8件が 

採択された 

   

 

 

 

創業前  

創業計画書の作成から資金調

達、店舗の紹介 

創業後 

決算指導、労働保険の事務委託 

経営革新計画の策定及び３～

５年間の事業計画を作成。 

自社の強みを経営に活かすよ

う指導した 

 

 

持続化補助金は経産省の「中

小企業生産性革命推進事業」

の中で実施されている、小規

模事業者の顧客を増やすため

の取り組み（販路開拓）を支

援する補助金制度で、１０件

の計画策定を支援し８件採択 
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• もしものそなえ「BCP（事業継続力）支援計画」をサポート 

小規模事業者支援法に基づく「事業継続力強化支援計画」（2020年 2月 25日

埼玉県認定第 1号） 

小規模事業者の自然災害等への事前の備えと事後のいち早い復旧を支援するため、事業

継続力強化の取組を商工会が蓮田市と共同で支援していくこととなりました 

蓮田の梨の６次化事業  「特産品の普及」「販路開拓」 

［2019年度］ 

・特産品等の販路・取引先の拡大に努めた 

特産品普及事業として、ご当地商品の開発に向け

地元産梨の加工品の特産品（梨のコンポート・梨ア

イス）を開発し、市内イベントにて販売を行った。梨

のコンポートはパッケージが「GOOD DESIGN賞２

０１８」を受賞（２０１８年度） 

 

 

内容 販売数・件数 

地元イベントでの特産品販売 

（商工祭さくらまつり・はすだ市民まつり・雅楽谷の森フェスティバル・

蓮田 SA埼玉・蓮田フェア他） 

コンポート150 本 

アイス 604 個 

蓮田市商工会推奨特産品（認定事業） 24 企業38 品 

  

・食品３４品 

・商品 ４品 

※２年間の認定期間 
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・取引機会の拡大に向けて 

内容 件数 

彩の国ビジネスアリーナ（さいたまスーパーアリーナ） 3 企業 

 

小さな企業を助ける 「労務管理」 「従業員の福利厚生」  

会員サービスの一環として事業主が行う労働保険事務を代行する労働保険事務組合を設立していま

す。労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理すること

について、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主団体です。また、労働安全衛生法に基づく健康

診断の集団受診の取りまとめ等を行っております 

［2019年度］ 

• 小さな企業が手の回らない「総務課機能」を商工会が担う 

• 雇用の維持、人手不足対策に努めた 

内容 件数(年間) 

労働保険事務（雇用・労災保険の煩雑な事務手続きを代行） １２6 企業 

 

内容 件数(年間) 

働き方改革推進支援センター出張相談会 

（専門家による就業規則の改定・雇用関係の相談等） 
6 企業 

 

内容 件数(年間) 

集団健康診断（定期健康診断・PET 検診など） 95 企業 311 名 

㈱デサン・アイキ工業㈱ 

協和精工㈱の３社に出展補助

金を交付 
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イベント開催による経済波及効果 

地域商工業振興対策として、「第 30回はすだ市民まつり」では、市民まつり実行委員会構成団体の一

員として、事務局を設置する等中心的な役割を果たし、商工会青年部他が主催する「雅楽谷の森フェ

スティバル」を開催し、地域のコミュニケーションの場づくりに貢献しました 

［2019年度］ 

⚫ 「第 30回はすだ市民まつり」      動員数  約 35,000人 

 直接経済効果 169,316千円 経済波及効果 260,773千円 

⚫ 「第１1回雅楽谷の森フェスティバル」動員数   約 23,000人 

直接経済効果    69,108千円  経済波及効果 106,889千円 

⚫ 「新春賀詞交歓会」（市内最大級）    動員数     134名 

蓮田駅東口広場にイルミネーション事業  動員数延べ 45万人 

（蓮田駅乗降者数より試算３ケ月分）点灯場所：蓮田市東口広場 
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地域性に基づく独自の事業 

蓮田地域内の会員事業者向けに独自のサービスの提供及び、ブランドつくりに取り組んでいます 

［2019年度］ 

内容 販売数・出展 

蓮田の匠事業 7 企業 

 

 
 

http://www.hasuda-takumi.com/ 

 

 

 

内容 販売数・出展 

ITかけこみ寺 事業 77 企業・158 時間実施 

 

内容 件数 

ワーカーズ・サポートクラブ事業 12 回実施２4 件 

 

・「ものづくり」での独自の技

術を持った小規模事業者の特

性を活かしたビジネスマッチ

ングを図り、会員企業内でも

のづくり集団「チームはす

だ」としてオリジナルブラン

ドの開発を目標とし家具・生

活雑貨等の開発販売を目指す 

・会員事業所のパソコン等のトラ

ブルに電話１時間、出張４時間

まで無料で対応する 

・ＮＰＯ ワーカーズ・サポ

ート・クラブと共催で実

施。主な相談内容、任意後

見・相続・年金・税金・事

業継承・離婚問題 etc 



 
蓮田市商工会 

2020地域貢献レポート 

 8 

地域社会への協力 

地域経済総合団体として、地域振興（まちづくり）を目的とした各種事業を関連団体と連携して実施

しております 

［2019年度］ 

• 子育て世帯・高齢者世帯に向けた配達サービスの実施 

• 蓮田市の生活便利帳を商工会が事務委託を受け発行 

• 産学官・金融機関との連携推進による相互補完的な取り組み 

子育て応援 パパママショップ（割引サービスが受けられる/登録） 142 企業 

蓮田市配達・訪問サービス便利帳の作成 32 企業 

 

 

 

 

 

 

ぐるっとはすだ・はすだ市民便利帳の増刷 

（商工会事業案内・行政サービス案内）1,000部 
市役所窓口配布 

・蓮田市生活支援

体制整備事業へ

の店舗掲載協力 
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• 人間総合科学大学との包括連携協定の締結（２０１８年８月２日） 

 

産学連携による教育・研究・開発等地域課題の解決に

関することを目的に、包括連携協定を結びました 

人間総合科学大学  

さいたま市岩槻区馬込 1288  

℡048-749-6111 

 

連携内容 件数(年間) 

学生インターン受入（商工会並びに会員企業への斡旋） 3 企業 

女性部料理教室（大学の施設内で教員による健康食指導） １回 

専門委員会への派遣（いきいきまちづくり委員会） 教授１名 

• 蓮田市、6金融機関との包括連携協定の締結 

（２０１７年 9月 2２日） 

蓮田市、蓮田市商工会、金融機関の 3者間で、

市内における企業の育成・振興・発展を包括的に支

援することを目的に、企業支援に係る包括連携協

力に関する協定を締結しました 

＜参加金融機関＞・埼玉縣信用金庫 ・東和銀行

・埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・三菱ＵFJ 銀行・日

本政策金融公庫さいたま支店 

内容 件数 

専門委員会への派遣（組織拡充委員会） 市内５行の支店長に委員委嘱 

包括連携事業（ビジネス交流会） 1 回実施34 企業  

 

 
・異業種交流会を発展的に解

消し、金融機関との相互協

議により開催 
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商工会は行きます、聞きます、提案します 

蓮田市商工会 
蓮田市東 6-1-8 

☎048－769－1661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


