Ⅵǽཟʡʷʂɱɹʒ

Ⅵ ཟʡʷʂɱɹʒ
基本目標である「強い産業力の醸成と躍動する都市づくり〜革新と自立〜」を達成するために
本市が取り組むべき産業振興施策のうち、今後７年間に重点的に取り組むべき以下の事項を「重
点プロジェクト」と定め、本市の経営資源を集中的に投入することで、基本目標の実現を目指し
ます。

重点プロジェクト１

産業の成長力強化プロジェクト

▼ ▼ ▼ ▼

〜「日本に拠点を置きながら世界で活躍する企業が集まる産業都市」の実現〜
医療ものづくり都市構想の推進（新規）
産学連携による技術開発の支援（拡大）
中小企業の国際展開支援（拡大）
戦略的企業誘致の推進と産業集積拠点の創出（拡大）

重点プロジェクト２

Ⅵ

地域の魅力向上プロジェクト

▼ ▼

〜「豊かで魅力あふれる地域社会」の実現〜
地域資源のブランド化の推進（推進）
商業の活性化支援（拡大）

重点プロジェクト３

地域経済を担う人づくりプロジェクト

▼ ▼ ▼ ▼

〜「誰もがのびのびと働き、活躍できる地域社会」の実現〜
関係機関と連携した総合的な創業支援（拡大）
さいたま市発 CSR 経営の普及（拡大）
若年期からの産業教育の推進（推進）
子育て世代の人材活用の促進（拡大）
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１

産業の成長力強化プロジェクト

〜「日本に拠点を置きながら世界で活躍する企業が集まる産業都市」の実現〜
今後、世界的に高齢化が社会問題となることが予想される中、本市では、平成 32 年に高齢化
率が約 25％に達するなど急速に高齢化が進行すると見込まれており、
「医療、福祉」の事業所は
ここ数年増加傾向にあります。また、本市は、狭い市域（217.49㎢）の中に 120 万を超える人口
と 4 万を超える事業所とが近接する人と企業との距離が近いまちであり、世界のイノベーション
を支える優れた基盤技術を有する企業が多数立地しています。交通の利便性にも優れ、新幹線 5
路線の結節点として東日本各地へのアクセスが容易であり、日本最大の産学集積地である東京に
も近接しています。このような特長を生かし、東日本を中心に国内各地と様々な分野で連携して
いるほか、経済のグローバル化が急速に進む中、海外の産業支援機関とも交流を深めており、広
域・国際連携拠点としてのポテンシャルを有しています。
このような状況を踏まえ、高齢化や経済のグローバル化をはじめとする環境変化の中に発生す
る様々な課題解決を目指すことを念頭に、市内外、国外も含めた研究機関・関係機関と連携しな
がら、ライフ・サイエンス分野を中心としたイノベーション創出に取り組む企業を重点的に支援
します。併せて、良好な操業環境を整備し、研究開発型の企業を本市に積極的に誘致することで
産業集積を高めるとともに、中小企業の国際展開を支援します。

Ⅵ

産業の成長力強化プロジェクトでは、これらの取組を進め「日本に拠点を置きながら世界で活
躍する企業が集まる産業都市」を実現します。

ȌʡʷʂɱɹʒɁտॴȍ
Ǯ

ǽԗჵɕɁȸȢɝ᥆ࢍഫɁᴥᴦ
・新たな医療機器・技術の開発を見据え、市内中小企業、医療機関、学会、大学等研究機関、
研究者、支援機関等による「医療ものづくりコミュニティ」を形成します。
・専門家を配置するなど支援体制を強化し、ワンストップ相談窓口の整備、ニーズ・シーズ
の収集や情報発信の強化、医工連携や医療機器メーカ等とのマッチング機会の創出、テー
マ別研究会や共同研究体の形成等に取り組むことで、事業機会の創出を支援します。
・フィージビリティスタディ※１を実施し、事業化の可能性が高い案件に対し、試作開発、
認可、製造、販売まで、総合的に支援します。また、試作開発ラボの活用による共同研究
体の開発を支援します。

１
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Feasibility Study。事業開始前に、技術的な可能性や採算性など様々な視点から事業の実現可能性につ
いて検討する予備調査のこと。

Ⅵǽཟʡʷʂɱɹʒ

Ǯ

ǽႇޙᣵଆȾɛɞ੫ᚓᩒᄉɁୈᴥછ۾ᴦ
・産学連携支援センター埼玉を中心に、市内企業と大学等研究機関とをマッチングすること
で、市内企業の研究開発を支援するとともに、国等が実施する競争的研究開発資金の獲得
に積極的に取り組みます。
・広域連携事業や中小企業の国際展開を支援する中で、市外・国外の大学等研究機関とのマッ
チングに積極的に取り組みます。
・実証実験の機会を提供するなど、市内企業による製品開発の事業化を支援します。

Ǯ

ǽ˹ߴ͙ഈɁّ᪨ࠕᩒୈᴥછ۾ᴦ
・ドイツの産業支援機関との連携体制を強化し、ドイツ・欧州企業とのビジネスマッチング
や、研究機関等との産学連携を支援します。
・JETRO など外部の専門的機関と連携しながら、ビジネスマッチングや産学連携のコーディ
ネート、グローバル人材の確保・育成など、市内企業の国際化を総合的に支援します。
・海外市場でのニーズ調査や、マッチング案件のフォローアップなど、総合的な海外ビジネ
ス支援を行います。

Ǯ

ǽႩᄑ͙ഈᒵɁȻႇഈᪿሥચཟɁӁҋᴥછ۾ᴦ
・ライフ・サイエンス分野や情報通信分野など成長性の高い企業の本社機能・研究開発機能
を中心に、積極的な誘致活動を行います。

Ⅵ

・企業誘致を推進するとともに市内企業の市外への流出を防止するため、良好な操業環境を
備えた新たな産業集積拠点を創出します。
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ǲ ႇഈɁᩋӌऐԇʡʷʂɱɹʒ
ǽᄻൈᴷȈஓటȾચཟɥᏚȠȽȟɜ˰ႜȺ๊ᡮȬɞ͙ഈȟᪿɑɞႇഈ᥆ࢍȉɁး

းˁᝥᭉኄ

ʡʷʂɱɹʒɁտॴ

・「医療ものづくりコミュニ
ティ」の形成

・高齢化の進展により増大
する医療需要
・ものづくり中小企業の医
療機器産業への参入意欲
・グローバルニッチトップ
企業など基盤産業の集積

・支援体制の強化・事業機
会の創出

ԗჵɕɁȸȢɝ
᥆ࢍഫɁ

・グローバルニッチトップ
企業など基盤産業の集積

Ⅵ

ႇޙᣵଆȾɛɞ
੫ᚓᩒᄉɁୈ

・競争力強化支援の必要性

・ドイツ・バイエルン州産
業クラスターとの協力関
係構築

・ 強 固 な 財 政 基 盤 の 確 保、
雇用機会の創出、地域経
済の活性化
・優良な操業環境整備の必
要性
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・市内企業と大学等研究機
関のマッチング・競争的
研究開発資金の獲得支援
・広域・国際連携の支援
・実証実験機会の提供

・ドイツの産業支援機関と
の連携強化と、ビジネス
マッチング、産学連携の
支援

・経済のグローバル化
・国内市場の縮小と海外市
場の成長

・フィージビリティスタ
ディの実施と有望案件へ
の総合的な支援
・「試作開発ラボ」の活用に
よる共同研究体の開発支
援

・競争力強化支援の必要性

・研究開発型企業の認証・
支援の促進

щͶᄑጸ

˹ߴ͙ഈɁ
ّ᪨ࠕᩒୈ

・JETRO 等との連携による
市内企業の国際化の総合
的な支援
・ 海 外 市 場 ニ ー ズ 調 査、
マッチング案件のフォ
ローアップ

Ⴉᄑ͙ഈᒵɁ
ȻႇഈᪿሥચཟɁӁҋ

・本社・研究開発機能等の
積極的な誘致
・良好な操業環境を備えた
新たな産業集積拠点の創
出
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２

地域の魅力向上プロジェクト

〜「豊かで魅力あふれる地域社会」の実現〜
情報化・グローバル化の進展により国内外の異文化に触れる機会が大幅に増えたため、本市の
みならず、国内外において価値観が多様化しています。加えて、ヒト・モノの移動にかかるコス
トが大幅に低下したことにより、ヒトは、行きたいところに行き、欲しいものを手に入れること
が容易になりました。このような中、都市として世界から選ばれるため、あらゆる分野において
魅力を向上させる必要性が高まっています。
本市では、これまで農・商・工の分野における産品や製品のブランド化に取り組み、本市産業
振興に一定の成果をあげてきました。また、伝統産業である「大宮の盆栽」が国の「JAPAN ブ
ランド育成支援事業」の採択を受けるなど本市の地域資源を生かした取組についても着実に進め
てきました。これらの本市が有する地域資源を生かした取組は、都市としての価値を高め、市内
だけでなく市外からの誘客効果も期待できることから、地域経済の活性化を図るうえで効果的で
あり、引き続き積極的に推進していくことが必要です。
また、商店街の活性化に関しては、
「商店街個店バリューアップ事業」や「商店街活性化支援事業」
等を推進してきましたが、今後高齢化が進行する中で、商店街の地域コミュニティの拠点として
の役割が高まると考えられることから、引き続き商店街が行う取組を支援していくことが必要で

Ⅵ

す。
そのため、「地域の魅力向上プロジェクト」では、これまでの取組や成果を踏まえ、以下に掲
げる事業に重点的に取り組み、ブランド化等地域資源の価値を高めるとともに、地域商業の活性
化を図ることにより、「豊かで魅力あふれる地域社会」を実現します。

ȌʡʷʂɱɹʒɁտॴȍ
Ǯ

ǽ٥ڒໃɁʠʳʽʓԇɁᴥᴦ
・「岩槻の人形」「大宮の盆栽」「浦和のうなぎ」をはじめとする本市伝統産業事業所の指定・
支援を行うとともに、海外展開や新商品開発など、事業者が行う積極的な取組を支援しま
す。
・プロスポーツチームやスポーツ・文化施設、食文化、農産品、自然、歴史・文化資源など、
本市の多様な地域資源の魅力を発掘し、PR するとともに、地域資源を活用して行う産業
の活性化を支援します。
・市内農産物を利用した加工品や、水稲・野菜・花き・植木のブランド化を推進するなど、
市内農産物の付加価値の創造や販路拡大を支援します。
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Ǯ

ǽףഈɁ๊ॴԇୈᴥછ۾ᴦ
・意欲ある商店会や個店が、それぞれの魅力を生かし、集客力や販売力の向上を目指して行
う取組を支援します。
・J リーグチームをはじめとする市内スポーツチームと連携した、市内商店街の活性化を支
援します。
・商店街の空き店舗を活用し、コミュニティ機能の拡充や、起業・創業者の育成に取り組み
ます。

ǲ ٥ڒɁᰀӌտ˨ʡʷʂɱɹʒ
ǽᄻൈᴷȈៈȞȺᰀӌȕɈɟɞ٥ڒᇋ͢ȉɁး

းˁᝥᭉኄ

・文化資源、プロスポーツ
チーム、スポーツ・文化
施 設、 食 文 化、 農 産 品、
自然、歴史・文化資源など、
国内外に誇れる多様な地
域資源が存在

Ⅵ

ʡʷʂɱɹʒɁտॴ

٥ڒໃɁ
ʠʳʽʓԇɁ

・認知度の向上に苦労する
など、ブランド化事業の
PR 手法に課題

・本市の消費市場としての
ポテンシャルの高さ
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・多様な地域資源の魅力の
発掘と PR、地域資源を活
用した産業活性化

・意欲ある商店会や個店が
行う集客力・販売力向上
を目指して行う取組への
支援

・地域のコミュニティ拠点
としての重要性

・商店街や個店、地域社会
のニーズに応じたきめ細
かい支援の必要性

・本市伝統産業事業所の指
定と、海外展開や新商品
開発など事業者が行う積
極的な取組の支援

・市内農産物及びその加工
品のブランド化推進

・大型小売店やチェーン店
の進出による地域商業へ
の影響

・商店街の経営者の高齢化、
会員の減少による組織率
の低下

щͶᄑጸ

ףഈɁ๊ॴԇୈ

・市内スポーツチームが行
うイベントと連携した商
店街の活性化
・商店街空き店舗を活用し
たコミュニティ機能の拡
充、起業・創業者の育成

Ⅵǽཟʡʷʂɱɹʒ

３

地域経済を担う人づくりプロジェクト

〜「誰もがのびのびと働き、活躍できる社会環境」の実現〜
価値観が多様化する現在は、以前のように「有名な学校を卒業し、有名な会社に就職する」こ
とが必ずしも幸せとは限らない時代であり、誰もが自らが置かれた状況の中でのびのびと働き、
活躍できる社会環境を整えることが求められています。誰もが幸せに働くためには、働く場を提
供する企業の受入態勢を整えるとともに、市民の側も、働くことへの意識を高め、自分に適した
働き方ができるよう努力する必要があります。
本市では、これまで、市内中小企業者に働きやすい職場環境を提供してもらえるよう、CSR
の普及・推進に取り組むとともに、「 さいたま

あんとれすくーる」をはじめとする産業教育の

推進やキャリア・コンサルティング等を実施することで、「職業観」の醸成や就労支援に取り組
んでまいりました。今後も、これまでの支援策に積極的に取り組むとともに、多様な働き方を支
援するため、子育て世代の就労支援や起業・創業者の発掘・育成に、これまで以上に取り組むこ
とが求められています。
地域経済を担う人づくりプロジェクトでは、これらの取組を総合的に進め「誰もがのびのびと
働き、活躍できる社会環境」を実現します。

Ⅵ
ȌʡʷʂɱɹʒɁտॴȍ
Ǯ

ǽᩜΡൡᩜȻᣵଆȪȲ፱նᄑȽӁഈୈᴥછ۾ᴦ
・創業支援セミナーやさいたま市ニュービジネス大賞の開催、さいたまベンチャー社長塾の
運営など、創業者の発掘に取り組みます。
・創業者コミュニティの形成や運営支援、起業・創業後のフォローアップセミナーを開催す
るなど、創業後の廃業を減らすよう支援します。
・専門家派遣による支援のほか、創業者向け融資の実施、空き店舗を活用した創業の支援、
創業者向け家賃補助制度を活用したハンズオン支援など、市内で創業しやすい環境を整備
します。
・女性の創業支援や、創業者の発掘、創業の支援、創業後の運営支援など、市内での創業を
増やすため、他地域の先進事例を調査し、総合的な支援体制を構築します。

Ǯ

ǽȨȗȲɑࢍᄉ ÃÓÒ ጽ؆ɁௐՒᴥછ۾ᴦ
・CSR チェックリストやさいたま市 CSR チャレンジ企業認証制度を普及させることで、従
業員や地域社会をはじめとする企業等の利害関係者に配慮した経営を行う社会的意識の高
い企業を育成し、認証するとともに、認証企業の PR を行います。
・CSR チェックリストの内容の充実を図るとともに、本市の CSR チェックリスト及び認証
制度の PR を行うことで、さいたま市発 CSR 経営を市外にも向けて発信します。
53

Ǯ

ǽᔌࢳఙȞɜɁႇഈଡ଼ᑎɁᴥᴦ
・小・中学生を対象とした「 さいたま

あんとれすくーる」の開催や「さいたま市少年少

女発明クラブ」への支援を通じ、若年期からの起業・職業意識の醸成に取り組みます。
・工業高校生にインターンシップやデュアルシステムによる研修を行うことで、就労意識を
高めるとともに、即戦力となり得る人材の育成に取り組みます。
・大学生・大学院生と市内中小企業の若手研究者との共同研究を支援する「さいたま市研究
開発人材高度化タスクフォース事業」により、即戦力人材の育成と、若手研究者の人材育
成に取り組みます。
Ǯ

ǽފᑎȹ˰͍Ɂ̷య๊ႊɁᴥછ۾ᴦ
・ふるさとハローワークでのキャリア・コンサルティングの実施や、子育てと仕事の両立の
ための相談窓口の設置、就業体験を通じた再就職支援など、子育て世代求職者を総合的に
支援します。
・他地域での先進的な事例も参考にしながら、女性の起業者を増やすための支援体制を構築
します。

Ⅵ
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Ⅵǽཟʡʷʂɱɹʒ

ǲ ٥ڒጽຑɥઆș̷ȸȢɝʡʷʂɱɹʒ
ǽᄻൈᴷȈᝤɕȟɁɆɁɆȻЄȠǾ๊ᡮȺȠɞᇋ͢ၥہȉɁး

းˁᝥᭉኄ

ʡʷʂɱɹʒɁտॴ

щͶᄑጸ

・廃業率を下回るなど、低
迷する開業率

・創業支援セミナーの開催
など、創業者の発掘

・SNB 大賞応募件数が増加
傾向にあるなど、高まり
つつある創業気運

・創業者コミュニティの形
成や運営支援など、創業
後の支援強化

ᩜΡൡᩜȻᣵଆȪȲ
፱նᄑȽӁഈୈ

・地域課題の解決等を目的
とした起業・創業は増加
傾向

・専門家派遣など、創業環
境の整備

・全国に先駆けて開始した
CSR の認証制度

・CSR チェックリストや認
証制度の普及による社会
的意識の高い企業の育成、
認証企業の PR

・本市独自に作成した CSR
チェックリスト
・長期的な企業経営の安定
化、良好な職場環境を提
供する中小企業の育成

・総合的な支援体制の構築

ȨȗȲɑࢍᄉ
ÃÓÒ ጽ؆ɁௐՒ

・小・中学生、高校生、大
学・大学院生など、支援
対象に応じた人材育成メ
ニューを提供
・ 産 業 の 高 度 化 等 に よ り、
求められる人材ニーズが
高度化

・優秀な産業人材の確保・
育成は多くの企業の経営
課題

Ⅵ

・「 さいたま あんとれす
くーる」の開催など若年
期からの職業意識の醸成

ᔌࢳఙȞɜɁ
ႇഈଡ଼ᑎɁ

・工業高校生のインターン
シップ事業などによる地
域技術人材の育成
・「さいたま市研究開発人材
高度化タスクフォース事
業」による即戦力人材・
若手研究者の育成

・優秀な産業人材の確保・
育成は多くの企業の経営
課題

・優秀な女性を積極的に活
用するため、働きやすい
職場環境の整備が必要

・CSR チェックリストの内
容の充実とさいたま市発
CSR 経営の市外への発信

ފᑎȹ˰͍Ɂ
̷య๊ႊɁ

・ふるさとハローワークを
中心とした子育て世代求
職者の総合的な支援
・女性の起業者を増やすた
めの支援体制の構築
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