
平成２３年４月２６日開催
都市経営戦略会議　資料１

現状等

　昨年来の世界同時不況による経済危機等の影響を受け、雇用情勢は悪化しており、
平成21年4月現在の有効求人倍率は、ハローワーク大宮管内で0.48、ハローワーク浦和
管内で0.52といった状況です。
　また、介護・福祉・医療などの分野では、求人はあるものの、その分野への求職者は少
ない状況です。

 統括責任課 経済政策課

　　関係所管課
   （プロジェクトメンバー）

健康増進課、福祉総務課、子育て企画課、環境総務課、労働政策課
産業展開推進課、農業政策課、教育総務課

～　雇用倍増プロジェクト　～

プロジェクトの基本目標・方針等

　
　雇用機会の充実を図るために、市内産業への更なる支援を行うとともに、将来を見据えた産業人
材の育成支援を行います。また、人材不足分野への雇用促進を図るために、求人・求職のマッチン
グ事業を行います。

 プロジェクトの取組内容

（１）市内産業活性化支援
 ① ものづくり企業支援事業
 ② テクニカルブランド企業認証事業
 ③ 戦略的企業誘致
 ④ 産学連携によるイノベーション創出
 ⑤ 新規就農者支援事業

（１）即戦力人材育成
 ①介護福祉士資格取得支援
 ②ホームヘルパー２級資格取得支援
 ③福祉介護人材の養成確保

 ① ふるさとハローワークにおける職業相談･職業紹介
 ② 子育て世代や中高年者の再就職セミナーの実施
 ③ キャリアコンサルティングの実施
 ④ 雇用マッチング促進事業

～　１　企業支援　～ ～　２　産業人材育成支援　～

（２）将来の担い手育成支援
 ① ものづくり人材支援事業

（２）働きやすい職場環境づくり支援
 ① 事業者内保育施設推進事業

～　３　マッチング事業　～

人材不足分野
（介護、福祉、医療など）

連携・将来雇用

　１　企業支援　　　　　　　 市内産業の活性化を図るとともに、子育て世代が働きやすい職場環境を
　　　　　　　　　　　　　　　　 構築します。
　２　産業人材育成支援　 企業が求める人材の育成を図るとともに、将来を見据えた担い手を育成
　　　　　　　　　　　　　　　　 し、市内産業への雇用促進を図ります。
　３　マッチング事業　　　  ふるさとハローワーク等を活用して企業が求めている人材へのマッチング
　　　　　　　　　　　　　　　   事業を行います。

＊有識者等による研究会等を設置し、プロジェクトの内容を充実していきます。

54　介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの分野を中心に「雇用倍増
 　　プロジェクト」を実行します。（４年以内）



　平成２３年４月２６日開催
都市経営戦略会議　資料２

進捗度 点数 評価理由
選定基準
の区分

理由 局 課

10:00～10：05 ５分 6 54 【雇用倍増プロジェクト】の進捗状況に係る総括 オ
・「雇用倍増プロジェクト」全体の進捗
状況について報告を求めるもの。

経済局

10:05～10:25 ２０分 ５分 7 54-6 （事業所内保育施設推進） ｃ 4
・施設補助による事業所内保育施設の新
規開設がなかったので、「ｃ」と判断。

ア・ウ

・23年度末までに実施する予定の「複
数企業集合体による事業社内保育施
設への新たな支援制度の構築」に向
けた準備状況について確認するため。

子ども未来局
経済局

幼児政策課
経済政策課

8 54-7 （介護福祉士資格取得支援） ｃ 4
・平成22年度の受講者が133人と目標の
160人に達しなかったので「ｃ」と判断。

ア
・交付決定者が受講しない場合の追加
交付など、本制度の運営について再
検討が必要なため。

保健福祉局 介護保険課

9 54-8 （ホームヘルパー２級資格取得支援） ｃ 4
・本制度の利用者が300人の目標に対し
て、107人と下回ったため、「ｃ」と判断。

ア
・本制度利用者が少ない理由の確認
と、利用者増加の方策等の検討のた
め。

保健福祉局
高齢福祉課
介護保険課

10:45～11:05 ２０分 ５分 10 54-11 （マッチング事業） ａ 9

・就職支援事業による就職支援者数が数
値目標の200人を上回り、また、平成20年
度実績の63人、成21年度実績323人を大
幅に上回る平成22年度494人の実績（＊4
年間の目標値の400人）を上げたため、
「ａ」と判断。

イ・エ

・社会経済情勢の変化を踏まえ、市が
実施する就職支援事業による支援者
数の目標値の上方修正の検討につい
て確認するため。

経済局 労働政策課

11:05～11:25 ２０分 ５分 11 57-1
コミュニティビジネスの支援制度を充実します。
（コミュニティビジネス育成事業）

ｂ 7
・平成22年度の数値目標、取組内容、工程
表等のとおり進捗したので「ｂ」と判断。

ウ・エ

・地域密着型事業活動提案モデル事
業について、目標件数を達成したが、
モデル事業の成果を踏まえて、より地
域のニーズを捉えた新たなモデル事
業へ移行することを工程表に追加する
ことを検討するため。

経済局 経済政策課

11:25～11:45 ２０分

10:25～10:45 ２０分 ５分

　まとめ　（内部評価の決定及び指示事項の確認等）

　◎４月２６日(火）　10:00～11:45

「しあわせ倍増プラン２００９」の内部評価及び進行管理に係るヒアリングスケジュール

番号
所管

54介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの分野を中心に「雇用倍増プロジェクト」を実行します。

H22年度達成度（内部評価） ヒアリングの選定区分・理由
所要
時間

時刻 事業名
事業
№

番号
説明
時間

【ヒアリング対象事業の選定基準】
（ア）進捗度が「ｃ」または「ｄ」であり、且つ、今後、進捗を図る上で大きな課題・問題点がある事業
（イ）進捗度の如何に関わらず、取組状況・成果等に確認したい事項が含まれている事業
　　（＊前年度指示事項への対応、市民評価委員会からの意見に対する反映状況など）
（ウ）平成２３年度に進捗のピークを迎える事業
（エ）目標設定等の更新を図る必要がある事業
（オ）その他市長等から指示のある事業



７　経済・雇用「さいたまニューディール」

雇用倍増プロジェクト

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・

② 取組内容
・ 　―

（課題）
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　子ども未来局　保育部　幼児政策課　（問合せ先：048-829-1868）
　　　　経済局　経済部　経済政策課　　　　（問合せ先：048-829-1363）

①施設整備補助（国、県の補
　助を含む）の活用による、
　新規開設１施設
②新たな支援制度の構築に向
　け、積極的な広報活動

①１施設開設

②さいたま商工会議所会
　員へのPR

・引き続き施設整備を推進するとともに、中小企業など複数事業者の集合体による事業所内保
育
　施設の設置に向けた支援制度の構築を図ります。

・平成22年4月から、国の補助制度の対象が拡充された
　ことから、市の補助制度だけでなく国、県の補助制度
　を活用して市内での事業所内保育施設整備が進むよう
　制度のＰＲや事業者からの相談への対応を行ってきま
　した。
・新たな支援制度の構築に向け、さいたま商工会議所と
  の連携により、会合での制度PR、会員への個別の相談
  対応などを行いました。また、複数の事業者による集
  合体としての設置が望める、商業ビル入居事業者など
  へ働きかけ、設置希望の現状、集合体としての課題な
  どのニーズ把握に努めました。

広報活動
（１）さいたま商工会議所
　①商工会議所各支所へ説明
　　（４支所）
　②商工会議所のホームページに
　　アップ
　③商工会議所ニュース（会員向
　　け）１１月号に掲載
　④浦和商店街連絡協議会の会議で
　　チラシを配布
（２）複合事業者へ説明及び相談
　　（１か所）

・事業者間の協力体制が定まらず、相談後も設置に至らないケー
  スがあり、引き続き制度への理解を深める必要があります。

（市民満足度向上に向けた取組）

H24

平成20年度から、施設整備補助を実施してお
り、単独の事業所内保育施設は１か所設置され
ています。
複数の企業等の集合体により、事業所内保育施
設を設置している事例は、市内にはありません。

地域の児童も受入可能な事業所内保育施設を整備する企業、介護事業所、病院などに対し
て、施設整備の補助を行います。
制度普及のため、さいたま商工会議所などと連携し、積極的なPR活動を実施するとともに、
中小企業などの集合体が合同で事業所内保育施設を設置できるよう企業を結び付ける、新た
な支援制度を構築します。

施設整備補助

支援制度の構築

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H24

・平成23年度末までに、複数の企業等の集合体による事業所内保育施設への新た
　な支援制度を構築します。

H21 H22 H23

《54-6　事業所内保育施設推進事業》

H23

⑤ 評価理由

・施設整備補助を活用し１施設開設さ
　れ、目標は達している。また、事業者
　の現況、ニーズを聴取し支援体制構
　築に向けた活動、施設整備費等のＰ
　Ｒを行ったことから、「ｂ」とした。

達 成 度
進捗度 加点･減点

H22（実績）

施設整備補助
２か所の整備 　－

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績）

支援制度の構築
課題整理等

事業費（千円） 5,613 11,138

７点b →

Ｈ22年度 主な目標等 Ｈ22年度 主な実績

施設整備補助 運営費補助
地域の児童及び従業員の
児童

地域の児童分のみ

定員：規定なし
（従業員の児童のみの場
合は定員10人未満）

家庭保育室相当分を補助
（地域の児童受入人数分
のみ）

改　 修：300千円/人
新設等：625千円/人

0歳児：　　　　　　32,800円
1～2歳児：  　　　16,400円
3歳児～就学前：10,500円

【事業所内保育施設整備補助制度】

事業所のニーズ把握
  ●
確立 事業所のニーズ把握 確立

  ●

54　介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの分野を中心に「雇用倍増
　　プロジェクト」を実行します。（4年以内）



７　経済・雇用「さいたまニューディール」

雇用倍増プロジェクト

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《54-7　介護福祉士資格取得支援》
④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・

（市民満足度向上に向けた取組）

② 取組内容
・ （課題）

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局　福祉部　介護保険課　（問合せ先：048-829-1264）

160人

H22（実績）

133人

　　－

・助成金交付申請者数を増やすとともに、交付決定者の講習受講
　の有無を早期に把握する必要があります。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績）

筆記試験対策講座、実技
試験対策介護技術講習

144人

・平成23年度も引き続き、介護福祉士国家試験の「実技試験」が免除となる講習受講者に助
　成金を交付します。また講習未受講者の有無の把握、追加交付を早期に行うことで、目標
　数値達成を目指します。

実技試験免除講習

平成21年7月現在における埼玉県内の有効求
人倍率は全職種0.31倍ですが、介護関係は
4,501人の求人に対し求職者 2,883 人と不足し
ており、有効求人倍率1.56倍 となっています。
介護福祉士の資格取得を目的とした講座は、実
施していません。

平成21年度は、市内の介護保険施設等勤務者を対象に、筆記試験対策講座（注1）を3回実
施（受講者200人）し、実技試験対策介護技術講習（注2）を2回実施（受講者80人）しま
す。
平成22、23年度は、市内の介護保険施設等勤務者を対象に、厚生労働大臣が指定した介護
福祉士養成施設で23時間以上の講習を実施し、実技試験免除講習受講者（注3）を160人と
します。

280人

160人

筆記試験対策講座、実技
試験対策介護技術講習

実技試験免除講習
160人

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

(注１)筆記試験対策講座とは、介護福祉士国家試験「筆記試験」に合格するため、補講的な意味合いで短期の講習や模擬
　　　試験を行うもの。

(注2)実技試験対策介護技術講習とは、介護福祉士国家試験「実技試験」に合格するため、補講的な意味合いで短期の講
　　　義や演習を行うもの。

(注3)実技試験免除講習とは、一連の講習コースを受けることにより、介護福祉士国家試験「実技試験」が免除となる講習。

H24

・市内の介護保険施設等に勤務している人材の育成･定着を支援するため、介護福祉士の
  資格取得を支援します。
・平成21年度は、資格取得対策講座を実施し、受講者を筆記試験対策講座200人、実技試
　験対策介護技術講習80人とします。
・平成22、23年度は、実技試験免除の講座を実施し、受講者を160人とします。

H21 H22 H23

事業費（千円） 7,600 2,660

H23 H24

達 成 度
進捗度 加点･減点

４点c →

Ｈ22年度　主な目標等 Ｈ22年度　主な実績

・平成22年4月に交付申請を開始し、173人の交付申請
　に対し、定員（目標数値）160人に対し交付決定を
　行いました。
・交付決定者のうち、30人が講習を受講しなかったた
　め、当初不交付決定となった方に対し、助成金の追加
　交付を打診し、3人に対し追加交付を決定しました。
・合計133人の受講者に対し、各20,000円の助成を行
　いました。

⑤ 評価理由

・平成22年度の受講者が133人と目標
　の160人に達しなかったので「ｃ」と判
　断。

・受講者160人 ・★受講者133人

平成２２年度助成金交付者数

【介護技術講習会の講習風景】

54　介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの分野を中心に「雇用倍増
　　プロジェクト」を実行します。（4年以内）

交付申請者数 １７３人 
交付決定者数 １６０人（定員）

助成金交付者数 １３３人 
 



７　経済・雇用「さいたまニューディール」

雇用倍増プロジェクト

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《54-8　ホームヘルパー2級資格取得支援》
④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・

② 取組内容 （課題）
・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　保健福祉局 福祉部 高齢福祉課　（問合せ先：048-829-1259）
　　　　　保健福祉局　福祉部　介護保険課　（問合せ先：048-829-1264）

事業費（千円） 0 2,115

平成21年7月現在における埼玉県内の有効求人
倍率は全職種0.31倍ですが、介護関係は、4,501
人の求人に対し求職者2,883人と不足しており、
有効求人倍率1.56倍となっています。
ホームヘルパーの資格取得を目的とした研修
は、実施していません。

介護業務に従事していても関連する資格を持たない介護職員や主婦層・若年高齢者などを対象
として、ホームヘルパー２級の資格取得に要する費用の一部の補助制度を創設します。
リーフレットを自治会で回覧してもらうなど、補助制度の紹介と介護職の魅力をアピールしま
す。

H24

・平成24年度末までに、介護職の入口とも言えるホームヘルパー2級の有資格者を
　新たに600人確保します。

H21 H22 H23

300人
（累計：300人）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

リーフレット配布等制度周
知

補助制度実施（ヘルパー
資格取得者数）

100人
（累計：600人）

200人
（累計：500人）

・市内の介護サービス事業所を対象に実施したアンケートの結果、関連する資格を持たない
　従事者が554人いることが判明したため、資格を持たない従事者がいる事業所を重点的に
　制度の周知を行います。

H24

補助制度実施（ヘルパー
資格取得者数） 要綱骨子作成

107人
（累計：107人）

393人
（累計：500人）

100人
（累計：600人）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22（実績） H23

リーフレット配布等制度
周知

事業者、自治会等に周知

（市民満足度向上に向けた取組）
　　－

①補助制度利用者数　300人
②制度周知

①★利用者数　107人
②事業者、自治会等に制
　度周知

・本補助制度は、18歳から65歳ま
　での方に申請いただきました。
・主に訪問介護事業所とデイサー
　ビスセンターからの申請を予想
　していましたが、障害者施設や
　資格を活かしたボランティア活
　動を行う方まで幅広い業種から
　申請がありました。

・資格取得者数に対して、本制度の申請者数が少ない理由を調
　査し、取組方法を再検討する必要があります。

・資格取得後、3か月以上、資格を活用して就労してい
　ることを助成要件とし、7月から受付を開始し、利用
　者は107人となりました。
・6月、2月の2回にわたり、市内の研修事業者、介護事
　業所にチラシによる制度周知を実施しました。
・自治会回覧板による周知を２月に実施しました。

＊なお、平成23年1月現在における県内の有効求人倍率
　は全職種0.50倍ですが、介護関係は、6,000人の求
　人に対し求職者3,418人と不足し同倍率は1.76倍と
　なっています。

⑤ 評価理由

・平成22年度の補助制度利用者の目
　標300人を下回る107人であったため
　「ｃ」と判断。

達 成 度
進捗度 加点･減点

４点c →

Ｈ22年度 主な目標等 Ｈ22年度 主な実績

【職種別有効求人倍率】

(平成21年7月）

福祉関連
職業合計

2.03
うち介護
関係
1.56

0.21
0.11
0.64

0.13
0.11

2.56
3.4

1.63
0.88
1.45

0.06
0.37

0 1 2 3 4

機械･電気技術者

鉱工業技術者

建築・土木・技術者等

情報処理技術者

その他の技術者

医師、薬剤師等

保健師、助産師等

医療技術者

その他の保健医療

社会福祉専門の職業

美術家、デザイナー等

その他の専門的職業

○専門的・技術的職業の有効求人倍率

埼玉県労働
局　求人・
求職バラン
スシートか
ら抜粋

54　介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの分野を中心に「雇用倍増
　　プロジェクト」を実行します。（4年以内）



７　経済・雇用「さいたまニューディール」

雇用倍増プロジェクト

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

② 取組内容
・ （課題）

・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

・国や県をはじめとして、様々なかたちで就職支援に係る新たな取組が実
　施される中、ふるさとハローワークにおいても更なる広報を図り、利用を
　高めることが必要と考られます。

キャリアサポート事業

雇用マッチング促進事業

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22（実績） H23

(5月開設)

H24

・平成24年度末までに、キャリアサポート事業、雇用マッチング促進事業などを
　新たに実施することにより、市が実施する就職支援事業による支援者数を平成
　20年度の63人から337人増やし、400人にします。

H21 H22 H23

平成21年5月に「さいたま市ふるさとハローワーク」（市と国が共同運営）を設置し、子育て
世代を中心とした就職支援を実施します。
キャリアサポート事業として、子育て世代や中高年齢者の再就職支援セミナーの充実、キャ
リア・コンサルティングによるキャリアアップのための相談、スキルアップ講座等の実施に
より、求職者に対する就職支援を実施します。
雇用マッチングを促進するため、人材不足の福祉業界等の事業所合同説明会や職場見学会な
どを実施します。

ふるさとハローワークでの
就職支援

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

所管課　経済局　経済部　労働政策課　（問合せ先：048-829-1370）

　　　　

平成20年度の就職支援セミナーなどの就職支
援事業支援者数は、63人です。

雇用マッチング促進事業 　　　　

キャリアサポート事業 　　　　

Ｈ22年度　主な実績

・就職支援事業による就職支
　援者数　200人

・☆就労支援事業による就職支
　援者数　494人

《54-11　マッチング事業 》

・さいたま市ふるさとハローワーク(市と国が共同運営)では、
  平成22年度中に、新規求職申込3,290件、紹介6,866件、
　就職494件の支援を行いました。
・キャリアサポート事業は、就職支援セミナーを2回実施し、
　64人の就職支援を行いました。また、キャリア・コンサル
  ティングは、延べ243人の利用者がありました。
・新たに雇用マッチング促進事業(福祉業界への新規就労、合
　同面接会)を実施し、187人のマッチングを行いました。

達 成 度
進捗度 加点･減点

９点a →
⑤ 評価理由

・就職支援事業による就職支援者数が
　平成22年度の数値目標等の200人を
　上回り、また、平成20年度実績の63
　人、平成21年度実績323人を大幅に
　上回る平成22年度494人の実績（＊4
　年間の目標値の400人）を上げたた
　め、「ａ」と判断。

Ｈ22年度　主な目標等

・引き続き、ふるさとハローワークでの就職支援やキャリアサポート事業、雇用マッチング促進事業
　を実施いたします。

・埼玉県の緊急雇用創出基金を活用し、求人志向の高い介護分野へ未
　資格者を直接結びつける事業などを新たに手がけました。

事業費（千円） 37,875 124,982

H24

ふるさとハローワークで
の就職支援

【ふるさとハローワーク】

54　介護、福祉、医療、教育、環境、農業などの分野を中心に「雇用倍増
 　　プロジェクト」を実行します。（４年以内）

事  業 H20 H21 H22

就職支援セミナー

(女性・中高年齢者)
63 163 64

キャリア・コンサルティング - 160 243

雇用マッチング促進事業 - - 187

計 63 323 494

≪その他共催セミナー≫

労働局共催 889 2,223 4,511

産業創造財団共催 26 24 -

就職支援セミナー
(子育て世代対象)

- 403 488

パソコン講座(託児付) - 1,183 1,204

合同就職面接会 - 278 351

≪ふるさとハローワーク事業(労働局実施分)≫



７　経済・雇用「さいたまニューディール」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《57-1　コミュニティビジネス育成事業》
④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・

（市民満足度向上に向けた取組）

② 取組内容
・ （課題）

・

・
⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

平成21年３月に改訂した産業振興ビジョンの中
に、コミュニティビジネス育成促進事業を位置付
けています。
コミュニティビジネス支援に関わる機関が定期的
に集まり、情報交換を行っています。

平成21年度から、地域密着型事業活動提案モデル事業を実施し、コミュニティビジネスの育
成を図ります。
モデル事業の実施を通じ、コミュニティビジネスに関する支援ノウハウの蓄積及び支援制度
の研究を行います。
モデル事業の成果を踏まえ、平成23年度にコミュニティビジネスの支援に向けた制度を創設
します。

・目標件数を達成した一方で、上記のとおり新たな課題が生じたことから、事業内容を見直した、
　新たなモデル事業(地域つながり力再生支援ビジネス創出モデル事業)を実施します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

地域密着型
事業活動提案モデル
事業

支援制度の構築・実施
実施

H24

・平成23年度末までに、コミュニティビジネス（注１）を育成するため、新たな
　支援制度を構築します。

H21 H22 H23

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

所管課　　経済局　経済部　経済政策課　（問合せ先：048-829-1363）

（注１）コミュニティビジネスとは、地域の市民が主体となり、地域の資源を活用して、地域の抱える課題をビジネス的手法で解
　　　 決する取組のこと。コミュニティの再生を通じて、その活動で得た利益を地域に還元することが特徴。

達 成 度
進捗度 加点･減点

７点b →

⑤ 評価理由

・平成22年度の数値目標、取組内容、
　工程表等のとおり進捗したので「ｂ」と
　判断。

・地域密着型事業活動提案モ
　デル事業 実施件数2件

・地域密着型事業活動提案モ
　デル事業 実施件数4件

Ｈ22年度 主な目標等 Ｈ22年度 主な実績

・平成22年6月にモデル事業の公募を行ったところ、12件
　応募(昨年度比+3件)があり、書類及びプレゼンテーション
　による審査の結果、4件採択しました。
・平成22年8月から各採択事業者において、提案に基づく
　モデル事業を開始し、全ての事業者において、概ね計画通
　りの事業進捗が図られています。
・採択事業の将来にわたる事業継続の可能性を高めるため、
　さいたま市産業創造財団等の専門家による経営指導等を実
　施しました。

H21（実績） H22（実績） H23

･これまでのモデル事業の成果を踏まえ、より地域のニーズを捉えたコ
　ミュニティビジネスへと繋がるモデル事業へ移行することとしました。

・モデル事業の実施を通じ、産業創造財団が行う創業支援との重複も
　明らかになったため、事業のすみ分けを図ることが必要です。

H24

支援制度の構築・実施
実施

地域密着型
事業活動提案モデル
事業 　　　　　　　　　

地域つながり力再生支援
ビジネス創出モデル事業

事業費（千円） 3,964 2,965

57　コミュニティビジネスの支援制度を充実します。（４年以内）

件数　２件 件数　２件件数　２件

※オブザーバー：関東経済産業局、埼玉県など

さいたま市 さいたま市産業創造財団

広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会

さいたま商工会議所 生活協同組合ドゥコープ

【さいたま市コミュニティビジネス支援機関意見交換会】

●

件数　４件件数　２件

●

【採択事業の一例】
○飲食店における地域コミュニティ活性化
　レストランのフリースペースを活用し、地域
　住民向けの各種勉強会等を実施

実施地区・事業者公募
事業計画策定

　事業実施
　 (平成25年度末まで)


