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市民生活部経済振興課

（仮称）戸田市ＳＯＨＯ・新産業創業支援センターの概要
事業内容 小規模貸しオフィス等の整備によるＳＯＨＯ事業者の支援
概
要
目
的 起業・創業を計画、あるいは事業を起こして間もないＳＯＨＯ事業者を支援す
ると共に、場合によっては市外からの誘致を図り、地域経済の活性化、雇用機会
の創出と良好な生活環境が共存できる固有の魅力を備えた都市形成を目指す。
事業開始 平成１５年７月着工予定
場
所 戸田市本町１丁目２４番地内
建築物等の概要
敷地面積
４０４．０７㎡
構
造
軽量鉄骨造、２階建
延床面積
３６０㎡ 程度
室
数
１５〜２０室を想定
室 面 積
４〜２０㎡ を想定
対 象 者 起業・創業を計画、あるいは事業を起こして間もないＳＯＨＯ事業者。原則と
整 備 費
申 込 み
特筆事業

して市内在住・在勤の方を優先。
７３，９４５千円（平成１５年度当初予算、経済産業省国庫補助金申請予定）
平成１５年１１月頃、入所者公募の予定
① 県南部の市では初めて
② 障害者（肢体）就労支援スペース整備
③ 状況により託児機能を検討

立地状況
Ｊ
Ｒ埼京線・戸田公園駅から徒歩２分

交通利便性

新宿駅２０分、渋谷駅２４分、東京駅２７分、大宮駅１２分
羽田空港まで１時間０８分、成田空港まで１時間５１分
戸田市役所まで徒歩７分、埼玉県庁まで車で３０分

設備・仕様・サポート等
共用スペース

大・小会議室、商談スペース、応接スペースの使用無料

光熱水費

冷暖房・電気・水道・ガス完備

通信関連

ファックス受取・配信サービス、１００Ｍ光ブロードバンド対応（B フレッツ）

電話サービス

留守時の電話受付サービス、メッセージサービス（平日の昼間）

応対サービス

顧客受付・応対、宅配便受取サービス（平日の昼間）、２４時間機械警備

駐車場

来客用３台分

その他

業種を問わず（飲食業を除く。社会通念上公序良俗に反しないものに限る）

戸田市ＳＯＨＯ・新産業創業支援施設の整備の方向
基本的な考え方
◇そもそも何故、戸田につくるのか ① 市民のため
② 産業育生・振興のため

◎ 戸田市の特性
戸田市は、・
高度成長期から産業立地の進んだ産業都市の側面を持つ。
・
昼夜間人口比が１．０を超え、市内で働く就業者が市内常住の従業者を上回る（
平成７年）
。
・埼京線開通という大きな転機を境に大規模共同住宅が急増し、人口増加も著しい。
・埼玉県で最も平均年齢の若い都市である。
・若年世代の増加に伴い、児童・生徒の増加も著しい。
・人口動態をみると、年間１万人前後が転入・転出する（総人口の1割近い）。
・他の都市と比較して、給与住宅（社宅）が多い。
・
不況による工業地域からの工場撤退に伴い、跡地へのマンション立地が目立つ。
・
市民意識調査等により合併でなく独自の発展を目指す方向となり、それに産業振興は不可欠。
・巨大都市東京都と政令市さいたま市に挟まれた中で、独自色を出していく必要が高まっている。
・
・・
・

◎ 戸田市の産業の特性
戸田市は、・大半が中小企業で出版・
印刷業、食品製造業、機械・金属製造業等が特化する。
・近年では製造業が停滞し、事業所数・出荷額とも減少傾向にある。
・倉庫業・
運送業の立地が目立ち、施設及び周辺道路等における問題を内在する。
・世界に通ずるハイテク・ベンチャー企業も存在するが、あまり行政施策とリンクしていない。
・
大容量高速通信インフラ整備が進展しつつある。
・
・
・・

○ 戸田市第３次総合振興計画との関わり・その１
基本構想 １期 間

平成１３年度〜平成２２年度（２００１年〜２０１０年）

２基本理念 ・パートナーシップのまちづくり
・
市民生活の尊重
・
将来世代への責任
・
自立する都市の創造
３将来像

パートナーシップでつくる 人・水・緑 輝くまち とだ

４基本目標 ・誰もが心豊かにすごせるまち
・永く住み続けられるゆとりと賑わいのあるまち
・自然循環との調和を大切にする資源循環型のまち
・
市民の様々な活動が地域をリードするまち
５施策の大綱
（１）保健・
医療・
福祉
（２）学校教育・
生涯学習と文化
（
３）環境と市民生活
（４）産業と労働
①活気ある産業のまちづくり
②賑わいのある産業のまちづくり
③生き生きと働く環境づくり
（
５）都市基盤と生活基盤
（
６）参加と交流

① 製造業・
物流業を中心とする地域産
業の健全な発展のため、自立的な経営
に向けた支援、高度化への支援を進めま
す。また、住環境との調和に配慮しなが
ら、創業環境の維持を図るとともに、工
場・
事業所の適正配置に努めます。さら
に、情報関連産業など、新たな分野の誘
致・育生を進め、活気のある都市型産業
の集積に努めます。

６構想推進のために
（
１）地方分権に対応できる市民中心の行政運営
（
２）健全で効率的な財政運営
（
３）広域行政の推進

○ 戸田市第３次総合振興計画との関わり・その２
基本計画
（１）〜（
３） 省略
（４）産業と労働

①活気ある産業のまちづくり
・工業・物流業
・研究・開発型工業及び起業家の支援
・地域の特徴ある産業集積の育生
・産業情報ネットワークの形成
・
中小企業の活性化の支援
②賑わいのある産業のまちづくり
・
商業・
サービス業 ・小規模商業・サービス業の振興
・社会的課題に対応できる商店街の育生
・商業施設の規制と誘導
③生き生きと働く環境づくり
・
労働環境
・雇用の促進
・労働環境の整備
・勤労者福祉の拡充
（５）、（
６） 省略
行政分野別計画 (１〜３、５、６：省略)
４ 産業と労働
（１）活気ある産業のまちづくり
①工業・物流業
１．研究・開発型工業及び起業家の支援
（1）「研究・開発・起業支援オフィス」の整備
情報産業やその関連産業等の都市型産業分野におい
て、成長過程にある企業や起業家等を支援するため、支
援オフィスの開設を推進します。

（2）技術開発・研究交流の推進
技術・情報等の交流と企業者のグループ化を促進するた
め、県工業技術センター等との連携のもとに、技術開発や
研究の場における交流機会の提供に努めます。

２．地域の特徴ある産業集積の育生
３．産業情報ネットワークの形成
４．中小企業の活性化の支援
（２）賑わいのある産業のまちづくり
①商業・サービス業
２．社会的に対応できる商店街の育成
地域の高齢者に対する消費生活の支援の他、資源循環
型社会づくり、子育てへの協力、文化・交流事業など、地
域の社会的課題に対応しようとする商店・商店街等の事業
を支援します。

（３）生き生きと働く環境づくり
①労働環境
１．雇用の促進
（1）雇用機会の充実
子育て支援施策の充実、育児・介護休暇制度の活用の
促進などにより、女性が継続的に就労できるよう、支援に努
めます。

２．労働環境の整備
（4）就業条件の向上
中高年齢者、障害者、女性等の就業環境の向上に向け
た支援に努めます。

◎基本的な考え方
◇そもそも何故、戸田につくるのか
① 市民のため ・・・・・行政分野別計画とのリンク
４ 産業と労働
（
３）
生き生きと働く環境づくり
①労働環境
１．雇用の促進
（
1）雇用機会の充実
子育て支援施策の充実、育児・
介護休暇制度の活用の促進な
どにより、女性が継続的に就労できるよう、支援に努めます。

２．労働環境の整備
（4）
就業条件の向上
中高年齢者、障害者、女性等の就業環境の向上に向け
た支援に努めます。

（
２）
賑わいのある産業のまちづくり
①商業・
サービス業
２．社会的に対応できる商店街の育成
地域の高齢者に対する消費生活の支援の他、資源循環型社会
づくり、子育てへの協力、文化・
交流事業など、地域の社会的課
題に対応しようとする商店・
商店街等の事業を支援します。

② 産業育生・振興のため ・・・・・行政分野別計画とのリンク
４ 産業と労働
（
１）
活気ある産業のまちづくり
①工業・
物流業
１．研究・
開発型工業及び起業家の支援
（
1）「
研究・
開発・起業支援オフィス」の整備
情報産業やその関連産業等の都市型産業分野において、成長
過程にある企業や起業家等を支援するため、支援オフィスの開
設を推進します。

（
2）技術開発・
研究交流の推進
技術・
情報等の交流と企業者のグループ化を促進するため、県
工業技術センター等との連携のもとに、技術開発や研究の場に
おける交流機会の提供に努めます。

２．地域の特徴ある産業集積の育生 ※これらは、ＳＯＨＯ・新産業創業支援
施設の整備の推進により、副次的に達
３．産業情報ネットワークの形成
成されていくことが期待される。
４．中小企業の活性化の支援
◇戸田につくるならどのようなものを
① 市民のため
ａ．行政サービスの一環として、託児機能を有するスペース、障害者向けスペース等の共益施設を整備し、
それぞれの立場の方がそれそれのスキルで起業・創業できるステージを整備していく。
ｂ．事業者支援セミナー、経営相談、販路指導など各種支援事業を実施し、入所者は元より、共益スペー
スを管理・運営する人達そのものがＳＯＨＯ事業者となるよう誘導すると共に、最終的にはＮＰＯ法人化を
目指していく。

② 産業育生・振興のため
ａ．市内に潜在的に存在すると推定されるＳＯＨＯ事業者、あるいはこれから起業・創業しようとしている市
民を対象として、家賃の低廉なインキュベーションオフィスを提供する。
ｂ．市外、あるいは外国人についても、需要があればインキュベーションオフィスを提供することとして、新た
な技術交流やビジネス交流の機会を増大させ、地域経済の活性化の促進に資する。
ｃ．共通の支援部分として、共同利用のできる会議室、相談室、談話室、商談室、喫茶室などサロン的な要
素を併せ持つスペースを整備し、技術・情報の取得・交換や人的交流の機会を提供すると共に、産学協
同の機会創出に努める。

