
商工観光部の運営方針

部名 課名

平成26年度　商工観光部　目標宣言

部長 赤坂　一夫

持続し発展する地域社会の形成に向けて、ものづくり産業の活性化、商
業・観光の振興を図り、産業の多様化を進めます。

◆新たな産業分野にチャレンジする企業の技術開発、需要の創出を研究・
支援機関と連携し支援します。
◆小規模事業所の品質管理・生産性の向上を支援します。
◆産業を支えてきたベテラン職人の技術の継承に取り組みます。
◆地域の身近な商店の活性化を目的に行う活動を支援します。
◆市内で開業を目指す人を支援し、また、街中にぎわいの創出にも努めま
す 。
◆産業観光施設や良寛ゆかりの国上山など燕特有の観光資源を首都圏
に向けて情報発信し、滞在型・体験型観光を推進します。
◆弥彦・寺泊と連携し広域観光を推進します。

主な業務内容

商工観
光部

商工
振興
課

・労働福祉に関すること
・商工振興に関すること
・露店市場に関すること
・新産業振興に関すること
・観光振興に関すること
・産業史料館に関すること
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指標名 現状値 目標値 実績値

「(仮称)
ものづく
りテーマ
パーク研
究会」参
加事業
所数

20社
13社・団

体

「(仮称)
現場力
強化研
究会」参
加事業
所数

10社 14社

部長 赤坂　一夫

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

1

つばめ未来産業
プロジェクトを実
施し、産地産業の
創出、基盤技術
の高度化を図りま
す！

(1)(仮称)ものづくりテーマパーク研究会を立
ち上げ、次の３項目に取り組み燕の技術力
を発信していきます。
・ものづくり展示場開設企画
展示拠点(会場未定)を開設し「燕の製品、要
素技術の展示」「さまざまな企画展示」を行
い、燕の技術を分かりやすく紹介します。
・市内企業巡りバスツアー企画
県外企業及び工業系大学を対象とし、燕の
魅力的な企業・工場を巡るバスツアーを実施
します。
・シンボリックなモノ製作企画
燕の技術力をアピールするため、燕の既存
技術及び先端技術を組み合わせ、世間の注
目を集めるようなモノの製作に取り組みま
す。

(2)(仮称)現場力強化研究会を立ち上げ、参
加企業の製造現場の強化を図っていきま
す。
・現場改善企画
研究会メンバーによるネットワークを構築し、
インストラクターも交え、IT・デジタル技術の
導入も含めた現場改善共同研究や相互アド
バイスにより自社の現場力を強化します。
・モデル企業改善企画
モデル企業の現場改善を研究会とともに行
い、実際の工程や効果などの検証を行いま
す。

21社

(1)燕ものづくりテーマパーク事業
実行委員会の開催(7回開催見込み)

■燕の技術力の情報発信拠点
【プレ展示の開催】
日時：10/2(木)～12/26(金)
会場：燕市産業史料館通路
展示技術：7社7技術
【本展示の開催】
日時：平成27年春予定
会場：燕市産業史料館体験室
①プレ展示の技術及びその他の優れた技術
②事業ロゴの金属化(発色、磨きなどを表現)
③その他体験室を彩る技術展示

■工場見学バスツアー
【燕ものづくりツアーの実施】
ＢｔｏＢの取引を目的に事業所を巡るバスツアー
日時：10/3(金)　　見学事業所：4社
参加者：4社6名(ものづくりメッセ出展企業)
【燕ものづくりツアーＳの実施】
次世代人材育成を目的とした学生向けバスツアー
日時：3/4(水)　　見学事業所：3社
参加者：三条テクノスクール工業デザイン課1年

(2)ものづくり現場力強化事業
【ものづくり現場力強化研究会】
5Ｓセミナー(5回)、個別訪問指導(6回)、先進企業視察
(2回)の実施
2年継続して実施し、自社の現場改善計画の策定と実
施
【モデル企業現場改善事業】
製造ラインの現場改善指導(1回/月)を行い、3月末に
成果報告会を開催
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〈評価区分〉
5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）
3：取組のすべてを実施した　　2：取組方針等を策定した　　1：協議・検討中
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部長 赤坂　一夫

指標名 現状値 目標値 実績値

累計認
証

事業所
数

44社 59社

H26年度
認証
6社

累計48
社

ものづく
り現場力
強化研
究会参
加事業
所数

0社 3社 6社

〈評価区分〉
5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）
3：取組のすべてを実施した　　2：取組方針等を策定した　　1：協議・検討中

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

2

燕市独自のもの
づくり品質管理制
度TSOの普及を
図り、市内企業の
受注拡大を推進
します！

(1)TSO事業を燕市に移管します。
対外的な認知度の低さや、対象が燕商
工会議所の会員企業に限られることな
どから、燕市全体で取り組み、産地全体
の品質管理の高さを広く世間にアピー
ルしていく必要があるため、地域産業界
からの要望を受け燕市に事業移管しま
す。

(2）ものづくりインストラクターを派遣しま
す。
TSO認証事業所を対象とし、ものづくり
インストラクターによる現場改善指導を
行い、経営改善活動(品質向上、納期短
縮、コスト軽減等)を推進し、企業力を強
化していきます。

【説明会等】
●移管説明会(4/3)
認証事業所に制度が燕市に移管したことの説明
●認証書授与式(4/15)
第3期認証取得事業所17社にTSO認証書を授与
【運用確認・審査】
●第3期3ヶ月運用確認(4/19～25)
●第3期6ヶ月運用確認(7/7～10)
●第3期1年更新審査(1/19～23)
●第2期1年更新審査(2/23～27)
●第1期1年更新審査(3/9～13)
【認証委員会】
●認証委員会【第3期3ヶ月運用確認】(5/16)
●認証委員会【第3期6ヶ月運用確認】(7/31)
●認証委員会【第3期1年更新】(3/5)
●認証委員会【第1,2期1年更新】(3/27)
【新規認証】
●全体説明会(7/24) 　26社38名参加
・取得事業所事例発表
・講演(富士通フロンテック㈱）
・TSO概要説明(㈱TBCソリューションズ)
●2日間研修(8/28,29)　7社13名参加
・TSO解説(1)(2)
●グループコンサルティング
6社申請
(1)1回目(10/8)、(2)2回目(11/5)、(3)3回目(12/8)、
(4)実訪指導(1/13～16)
●第4期認証審査(2/16～20)
●認証委員会【第4期認証】(3/5)
【ものづくり現場力強化研究会】
つばめ未来産業プロジェクトで実施し、TSO認証取
得事業所が6社参加
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部長 赤坂　一夫

指標名 現状値 目標値 実績値

イベント
開催数

3回 7回 6回

イベント
参加店

舗

延べ138
店舗

延べ300
店舗

延べ155
店舗

〈評価区分〉
5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）
3：取組のすべてを実施した　　2：取組方針等を策定した　　1：協議・検討中

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

3

つばめるしぇの開
催を増やし、まち
なかのにぎわい
を創出します！

(1)燕地区、吉田地区、分水地区で　「つ
ばめるしぇ」を開催します。
　「つばめるしぇ」を、中心市街地で開催
したり、地域イベントに併設する形で開
催したりすることにより、まちに賑わいを
創出していきます。
・平成26年度開催予定（計7回）
4月：おいらん、6月：ママフェス、7月：吉
田露店市、8月：200メートルいちび、9
月：大曲河川公園、酒呑童子行列、10
月：青空即売会

(2) （仮称）つばめるしぇ実行委員会を立
ち上げます。
若者、女性を中心とした実行委員会を
立ち上げ、意見を反映させることで、より
魅力的な内容にリニューアルします。
・5月下旬発足、20人程度、月1回程度
開催（予定）。

　地域イベントに併設する形で、ツバメルシェを計6
回開催しました。（①4月20日（日）分水おいらん道
中、②6月1日（日）つばめママフェス、③7月6日
（日）吉田露店市場、④8月23日（土）200メートルい
ちび、⑤9月7日（日）燕交通公園、⑥10月5日（日）
燕青空即売会）

　天候に恵まれたとともに、チラシやポスターによる
積極的な周知が功を奏し、多くの方々からおいでい
ただき、賑わいを創出することができました。なお当
初予定していた酒呑童子行列での飲食テントの出
店は観光協会で対応することとなったため、ツバメ
ルシェは開催しませんでした。

　またツバメルシェ実行委員会をH26年5月28日に
設立（18名（男11名・女7名））しました。会議を計5回
開催し、にぎわい創出と地域経済や地域コミュニ
ティの活性化に資するツバメルシェを企画するとと
もに、当日の運営にも参画いただきました。またこ
れまで以上にツバメルシェを盛り上げていくため、
ロゴマークを一新し、チラシのリニューアルやTシャ
ツ・のぼりを新調しました。

　来年度からはツバメルシェの話題性・集客力を生
かし、市と商工会議所・商工会とで協力し、地元商
店等が出店するツバメルシェを開催したいと考えて
います。ツバメルシェ後も商店等を利用するリピー
ターを作るため、人が多く集まる仕掛け作り、人が
お店に入る仕掛け作りに、市民による実行委員会
と一緒に取り組んでいきます。
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部長 赤坂　一夫

指標名 現状値 目標値 実績値

みらい起
業塾へ
の参加
者数

20人 20人 15人

参加者
のうち起
業した人
の割合

0% 20% 20%

〈評価区分〉
5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）
3：取組のすべてを実施した　　2：取組方針等を策定した　　1：協議・検討中

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

4

みらい起業塾実
践編を開催し、地
域での起業をサ
ポートします！

(1)「みらい起業塾」の開催
燕市内に出店を考えている人や、燕市
内での出店に興味のある人を対象に、
起業のための知識やノウハウを学んで
もらう「みらい起業塾」を昨年度から開催
しています。
平成26年度は、実務的な面を身につけ
ていただく実践編を実施する予定です。
充実のカリキュラムと実績豊富な講師
陣で、市内での新規起業を積極的に後
押ししていきます。
・平成26年度開催予定（実践編計4回、
昨年度は入門編）
第5回：5月11日(日)、第6回：6月15日
(日)、第7回：7月6日(日)、第8回：8月3日
(日)

　著名で実績豊富な講師（中小企業診断士など）を
迎え、25年度を「入門編」、26年度を「実践編」とし、
起業のための知識やノウハウを学んでもらう「みら
い起業塾」を開催しました。26年度は実践編を計4
回開催しました。（5月11日(日)、6月15日(日)、7月6
日(日)、9月21日（日））
・開始時の受講者：20名
・修了時の在籍者：15名

　起業塾修了後も、具体的に起業を考えている人
に対して中小企業診断士による個別相談会、建築
設計士による物件診断を開催、商店街関係者から
の出店アドバイスを受ける機会などのメニューを継
続して行い、修了生の創業計画をさらにブラッシュ
アップできる充実したサポート体制を構築しました。
また民間の起業支援セミナーでも補助金などの支
援制度について広く周知し、地域での起業をサ
ポートしました。

　なお、受講者のうち2名が市内、1名が市外で起業
しており、他の受講者も１名が国の創業促進補助
金を採択するなど、積極的に起業のための準備を
進めています。
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部長 赤坂　一夫

指標名 現状値 目標値 実績値

体験教
室及び
ガイドツ
アーの開
催回数と
参加人

数

22回
125人

30回
250人

31回
300人

団体産
業視察
の受入

回数と受
入人数

16回
271人

25回
350人

33回
557人

燕弥彦
観光ナビ
掲載店
舗数

57店 90店 72店

〈評価区分〉
5：取組によって想定（目標値）以上の成果が得られた　　4：取組のすべてを実施し、見込通りの成果をあげた（期待通りの成果物が得られた）
3：取組のすべてを実施した　　2：取組方針等を策定した　　1：協議・検討中

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標
具体的な取組内容

（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
達成状況 評価

5
地域資源を活用
した着地型観光
を推進します！

(1)おいらん道中、良寛ゆかりの国上
山、産業観光施設など燕市の魅力を首
都圏を中心に情報発信し、また、各種体
験事業の実施と併せ、燕に訪れる交流
人口の増加を図ります。
･首都圏での開催される商談会や物産
展等に参加します。
・各種産業体験教室（彫金・鎚起・磨き）
を、年24回開催します。
・国上山エコトレッキングツアーを、年6
回開催します。
・団体産業視察を、年18回受け入れま
す。

(2)燕市の食文化や食を紹介しPRを強
化することで、観光客を市街地へ誘導し
ます。
･燕市HPに掲載されている燕弥彦観光
ナビ「燕うま逸品」への掲載店舗数を増
加します。

●体験教室及びガイドツアーの実施
　燕市産業史料館において、鎚起銅器及び彫金体
験教室を開催しました。また、磨き屋一番館では、
研磨体験教室を開催しました。
　ビジターサービスセンターでは、分水拓本研究会
による拓本体験教室を開催しました。国上山の自
然に触れる、国上山エコトレッキングを森林インスト
ラクターの増田さんをガイドとして開催しました。
　・鎚起銅器体験教室　　　　　　25人/5回
　・彫金体験教室　　　　　　　　　16人/6回
　・磨き体験教室　　　　　　　　　60人/7回
　・拓本体験教室　　　　　　　　125人/7回
　・国上山エコトレッキング他　 　74人/6回
　　　合　計　　　　　　　　　　　300人/31回

●団体産業視察の受入
　燕市のものづくりの技術を知ってもらとともに、燕
製品の販路拡大や産業観光を推進するため、県外
から企業や商工会、行政関係団体の視察を受け入
れました。
　・企業視察　　　　　　21団体　450人
　・行政視察　　　　　　12団体　107人
　　　合　計　　　　　 　33団体　557人

●燕弥彦観光ナビ　掲載店舗数の増加
　市街地への観光客の誘致と商店街振興を図るた
め、「燕うま逸品」の掲載店舗数を増やしました。
　・ラーメン店　　　　　　43店舗
　・その他飲食店　　　　29店舗
　　　合　計　　　　　　　72店舗
※対策：市民の皆さんから店舗情報を得て、ナビに
反映する手法を協議中です。

3

6


