
ニッポン全国鍋グランプリの風景

施策61　市の特色を生かした地域ブランドの推進

 施策の目的

本市における地域ブランド＊１の活用により、市内産業を活性化し、賑わいあるまちをつくります。

 平成23年度策定時の状況

　本市では、地域ブランドの開発や地域資源　の発掘などに取り組んでいます。例えば、商工会によ
る彩の国鍋合戦は、毎年３万人を超える来場者があるイベントで、本市の新たな特色として定着しつ
つあります。
　また、市民提案では、個人商店、専門店及び商店街の形成に要望がありますが、実際は、和光市駅
前の大型小売店舗の利用が多く、個人商店の利用が少なくなっています。

 平成27年度の現状

　商工会との共催による鍋合戦は、平成26年度に「ニッポン全国鍋グランプリ」と名称を改め、６万
人を超える来場者があるイベントに成長し、本市の新たな特色として定着しています。

＊２

 課題

　本市の代名詞となる地域ブランドの開発や地域資源の発掘が十分にできていないため、地域ブランド
という考え方を市民全体の共通認識となるよう、更に取り組みを広めていくことが必要です。また、地
域ブランドの開発に向けた農商工連携を推進していく必要があります。
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＊１ 地域ブランドとは、特産品、伝統工芸品、温泉などを、密接なつながりのある地域名と合わせてつくられたブランド（銘柄）のこと。
＊２ 地域資源とは、自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的な人やものを資源として活用可能なものと捉えた広義の総称のこと。



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①地域ブランドの開発のための連携

②地域ブランドや地域資源に関する
　情報収集

地域ブランドの活用による市内産業
の活性化とまちづくりの実現

③地域ブランドの浸透

④農商工連携の推進

地域ブランドの開発、発掘の推進

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 地域ブランドの開発のための連携
　新たな地域ブランドの開発や地域資源を発掘するため、商工会など各関係団体、市内企業、大
型店や個人商店等との連携を進めます。

２ 地域ブランドや地域資源に関する情報収集
　地域ブランドや地域資源に関する情報収集を積極的に行い、新たな地域ブランドづくりに活用
します。

３ 地域ブランドの浸透
　開発された地域ブランドの販路開拓による定着への支援を行います。また、愛されるブランド
や資源となるよう市民へ情報発信し、浸透を図ります。
　また、商工会と共催で実施する「ニッポン全国鍋グランプリ」についても、魅力を感じてもら
えるよう積極的に情報発信します。

４ 農商工連携の推進
　市内の農産物と商工業の技術やノウハウなどを活用した新たな商品やサービスを創り出せるよ
う、商工会をはじめ、市内産業との連携を図ります。

 施策指標

指　　標　　名

地域ブランド認定数（個）

地域資源活用数（個）
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１３

１

２０

３

Ｈ２６ Ｈ３２
現状値　　目標値

備 考



施策62　中小企業の育成支援

 施策の目的

　中小企業などの安定した経営を保ちながら、個人商店をはじめとする市内企業全体の活性化を図り、
魅力あるまちを形成します。

 平成23年度策定時の状況

　近年の経済不況の影響で、産業全体の経営が不安定となっており、セーフティネット保証制度　の
利用者が急増しています。特に、製造業や建設業にその影響が顕著にみられます。
　また、本市の融資制度の利用を促進しているものの、設備投資を目的とした利用が少なくなってい
ます。
　本市は商工会と連携し、これまでも地域の活性化に努めてきましたが、市民意識調査では、産業に
対する満足度が低く、関心が薄くなっています。

 平成27年度の現状

　近年の社会的、経済的な環境の変化により業況が不安定となっている中小企業者においては、資金
繰りのためセーフティネット保証制度　が活用されており、一部の業種につきましては、業況の改善
が進んでいます。

＊１

＊１

 課題

　経済情勢の変化により市内の企業も経営状況の改善が進んでいるものの、特に景気の影響を大きく
受ける中小企業の経営の安定化を支援するための融資制度については、見直しを検討する必要があり
ます。
　また、大型小売店への利用者流出により個人商店が減少しており、商業集積の魅力を引き出す必要
があります。
　市内企業の地域貢献への取組については、今後も商工会との連携が必要です。

＊１　セーフティネット保証制度とは、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業
　　者に対し、埼玉県信用保証協会等を通じ、資金調達の円滑化を図る制度のこと。
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市内店舗の様子



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①中小企業の経営支援

②経営安定化につながる情報提供や
　サポート

市内企業の経営安定化に向けた支援・
情報提供

市内の中小企業の安定的経営の実現
と活性化

③地域貢献の推進

④地域特性に応じた商業環境の整備

地域企業によるまちづくりへの参画
と地域貢献の促進

地域の特性と消費生活の利便性を考
えた商業地の整備

⑤商工会との連携強化地域貢献の実現を目的とする商工会
との連携強化

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 中小企業の経営支援
　創業者を支援するための制度融資等や社会情勢に応じた利用しやすい制度融資の創設及び利子
補給の見直しを図るなど、市の制度融資の充実により、市内企業の経営安定化を支援します。

２ 経営安定化につながる情報提供やサポート
商工会など関係団体と連携し、経営指導及びビジネスマッチング　等、経営の安定化を図ります。＊２

３ 地域貢献の推進
　市内企業の地域貢献を推進するため、県の地域商業貢献に関するガイドラインによる企業の地域
への参画を呼びかけます。

４ 地域特性に応じた商業環境の整備
　地域の特性をいかした個人商店の活性化と消費生活の利便性を向上するために、日常の買物や、
コミュニティ活動の場としても利用できる近隣型商業地の整備を促進します。

５ 商工会との連携強化
　中小企業の地域貢献を推進するため「企業市民　」の認定制度により、商工会との連携を更に強
化することによって、中小企業などと一体となって賑わいのあるまちづくりを行います。

＊３

 施策指標

指　　標　　名

創業者向け制度融資利用件数（件）

＊２ ビジネスマッチングとは、企業の事業展開を支援するなどの目的で、事業パートナーとの出会いを支援するサービスのこと。

＊３ 企業市民とは、市民とともに地域の社会活動を行う企業のこと。

第
4
章

第2部

213

０ ５

Ｈ２６ Ｈ３２
現状値　　目標値

備 考



施策63　魅力ある新たな産業の推進

 施策の目的

市内企業が、市内研究機関の知的財産を活用することで新たな産業を創出し、産業の活性化をしま
す。

 平成23年度策定時の状況

　本市は、平成19年に新産業　創出具体化の指針を策定し、市内研究機関のシーズ　を活用した事業
を推進しています。
　また、市と県、中小企業基盤整備機構の三者で共同運営している和光理研インキュベーションプラ
ザでは、同プラザに入居した企業の研究開発などをサポートしています。
　さらに、都市計画マスタープランで位置付けた新産業系ゾーンとして、和光北インター地域土地区
画整理事業を進めています。

 平成27年度の現状

　新産業創出具体化の指針に基づき、市内研究機関のシーズを活用した事業が推進され、和光理研イ
ンキュベーションプラザでは、引き続き同プラザに入居している企業・理研ベンチャーの研究開発な
どをサポートしています。
　さらに、和光北インター地域土地区画整理事業が進み、都市計画マスタープランで位置付けた新産
業系ゾーンへ市内の中小企業による進出が進みつつあります。

＊１ ＊２

 課題

　和光理研インキュベーションプラザに入居した企業に対する経営支援が求められています。また、
市内研究機関が有する豊富な知的財産の更なる活用や新産業地区への企業誘致を進めていく必要があ
ります。

和光理研インキュベーションプラザ

＊１ 新産業とは、研究機関などが開発する新たな技術を活用した産業のこと。
＊２ シーズとは、企業などが新しく開発、提供する特別の技術や材料のこと。
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主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①新産業地区への誘致

②関係機関との連携による新たな産
　業の創出

市内研究機関などが有する豊富な知
的財産の活用

市内企業の産業創出と活性化に向け
た支援策の実施

③新産業への経営支援新産業への人的支援

交通の利便性をいかした新産業地区
への誘致

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 新産業地区への誘致
　交通の利便性に優れた和光北インター地域土地区画整理事業施行地域を新産業系ゾーンとし、
高度な技術を用いた新産業の誘致を促すため、新たな補助制度を実施します。

２ 関係機関との連携による新たな産業の創出
　国・県や商工会などと連携しながら、市内研究機関等が有する豊富なシーズを活用して、新た
な産業の創出を図ります。

３ 新産業への経営支援
　和光理研インキュベーションプラザの入居企業に対し、インキュベーションマネージャーによ
る経営支援を行います。

 施策指標

指　　標　　名

工場等移転利子補給補助金利用数（件）

インキュベーションプラザ卒業後市内
）％（）べ延（率着定
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施策64　都市農業の推進と担い手の育成

 施策の目的

農業の担い手を支援し、優良農地を保全・活用するとともに、さまざまな機会を通じて、市民が農
業への理解を示し、関心を深めるようにします。

 平成23年度策定時の状況

　食の安全・安心、地産地消　への市民の意識が高揚し、食を通じて農業への関心が高まっています
が、農地の減少、担い手が不足しているなど農業を取り巻く環境は厳しくなっています。
　そこで、平成19年に策定された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき、担い手
への総合的な支援を進めています。また、市民が農業への理解を深めるため、市民農園や農業体験に
よる農業に触れる機会の提供、地産地消につながる地場農産物　の利用促進のための直売や庭先販売
に取り組んでいる農業者の支援を行っています。

 平成27年度の現状

　地域の農業の担い手となる認定農業者は徐々に増加しています。また、平成24年度から農業体験セ
ンター及び市民農園管理運営を協働事業として市民団体に委託しており、そのノウハウをいかした事
業展開により農業体験事業等の参加者が増加しています。

＊１

 課題

　農作業における労働力の不足を感じている農業者が増えており、担い手への農用地の利用集積も進
んでいないことから、こうした状況を改善する必要があります。
　また、収穫体験等の事業は実施されていますが、市民がより身近に農業を感じることができるよう
農業者や農業者団体による農業体験の機会を増やすことが求められます。

農業後継者倶楽部によるじゃがいも掘りの風景

＊１ 地産地消とは、地域生産地域消費の略で、地域で生産された農産物を地域で消費する、また、地域で必要とする農産物は地域で生産すること。
＊２ 地場農産物とは、その地域で生産された農産物のこと。

第
4
章

第2部

216

＊２



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①農業の担い手の育成と支援

②担い手への農用地の利用集積

農業の担い手の育成・確保と農用地
の利用集積の促進

市民の農業に対する理解と関心を高
める機会の提供

⑤地場農産物提供の支援地場農産物に関するＰＲ活動の推進

③誰もが参加できる農業体験の実施

④ニーズに応じた市民農園の設置

ニーズに合った農業体験の実施と機
会の提供

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

１ 農業の担い手の育成と支援
地域の農業生産の中心となる認定農業者＊３などの担い手を育成・確保し、農業経営を支援します。

２ 担い手への農用地の利用集積
農用地を効率的に利用できるよう、担い手への利用集積を図ります。

３ 誰もが参加できる農業体験の実施
　市民が気軽に農業を体験できるよう、農業者、農業者団体と協力して、収穫体験などの様々な
形態での農業体験の機会を提供します。

４ ニーズに応じた市民農園の設置
　市民農園の利用を拡大するために、市が設置する市民農園の充実を図るとともに、農業者自ら
が運営する体験型農園の設置を支援します。

５ 地場農産物提供の支援
　消費者が地場農産物を手軽に購入できるよう、農業者が行う直売、庭先販売、軽トラ市などの
取組を支援し、周知します。

 施策指標

指　　標　　名

認定農業者数（人） 指標説明：認定農業者の人数

農業体験事業参加者数（人） 指標説明：農業体験事業の参加者数

市民農園面積（㎡） 指標説明：市民農園区画の合計面積

＊３ 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者・農業生産法人のこと。
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1,000
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Ｈ２６ Ｈ３２
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備 考



施策65　就労支援対策の推進

 施策の目的

　市民の就労意識を高め、技能の向上と心身の健康増進を図りながら、豊かな生活が過ごせるように
します。

 平成23年度策定時の状況

　本市の就業率　は95.8％、65歳以上の就業率　も94.5％と大変高い数値（平成17年度国勢調査）と
なっています。
　ただし、近隣市と比較して、女性の就業者の割合は低く、市民意識調査でも、更なる雇用創出が求
められています。また、同調査では、勤労意欲に繋がる福利厚生施設である勤労福祉センターなどの
環境整備に対する満足度が低くなっています。

 平成27年度の現状

　平成22年度の国勢調査によると、本市の就業率は95.1％、65歳以上の就業率も94.4％と大変高い数
値となっています。

 課題

　本市の失業率は約５％（平成22年度）となっており、景気の緩やかな回復基調のもと新規求人数は
増加傾向にあるものの、一部に厳しさが見られる状況であるため、求職者に対する就職に役立つ知識
や求人情報の提供、短時間勤務や在宅勤務などの雇用形態や労働環境の整備が求められています。
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＊１ ＊２

＊１ 就業者／労働力人口
＊２ 65歳以上就業者数／労働力人口（65歳以上）。



主要課題 課題解決の考え方 解決に向けた取組

①関係機関との連携による情報提供

②事業者への意識啓発事業者に対する就労支援協力

市民の就労支援につながる情報提供
と雇用支援策の充実

③就労意識の醸成や職業能力のスキ
　ルアップ求職者の職業能力の育成支援

求職者などに対する情報提供

④技能・技術向上の推進技能などを有する勤労者の更なる技
能向上

⑤勤労意欲の向上への支援勤労意欲の維持・向上

 課題解決の考え方と取組

 取組内容

① 関係機関との連携による情報提供
　関係機関と連携を図り、庁舎内にふるさとハローワークを設置し、市内や近隣における事業所
の最新求人情報を提供します。

② 事業者への意識啓発
求職者のニーズに合わせた雇用創出を促進するため、事業者に対し多様な雇用形態の導入に取
り組むよう働きかけます。

③ 就労意識の醸成や職業能力のスキルアップ
　求職者がスムーズに就職できるよう就職に役立つ講座などを開催し、就労意識の醸成や職業能
力のスキルアップを支援します。

④ 技能・技術向上の推進
　関係団体と連携しながら、長年にわたり培われた技能や功績を持った勤労者を発掘し、その技
能や功績を表彰するなど、技能・技術の向上を進めていきます。

⑤ 勤労意欲の向上への支援
講座などの開催、勤労者向け施設の充実及び利用促進を図り、勤労意欲の向上に努めます。

 施策指標

指　　標　　名

就業率（％） 指標説明：就業者／労働力人口
参考資料：国勢調査

高齢者就業率（％） 指標説明：６５歳以上就業者数／労働力人口（６５歳以上）
参考資料：国勢調査

勤労福祉センター講座参加者数（人）

第
4
章

第2部

219

95. 1
（H22）

94. 4
（H22）

5,300

96. 0

95. 0

5,500

Ｈ２６ Ｈ３２
現状値　　目標値

備 考


