
商工観光部の運営方針

部名 課名

平成27年度　商工観光部　目標宣言

部長 堀　孝一

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。

◆地域産業の成長力の底上げを図るため、ものづくり産業基盤の維持・強化に向けた
取り組みを支援します。
◆付加価値の高い新商品・新技術開発を支援し、新たな産業分野に挑戦する企業を
応援します。
◆海外市場をはじめとした新たな販路と需要を開拓する企業を多方面から支援しま
す。
◆小売商業の活性化を図り、創業を促進するための支援を行います。
◆商工会議所・商工会などと連携して、商店・商店街への効果的な支援を行います。
◆産業と自然の地域観光資源を融合して、地域に人を呼び込む着地型観光を積極的
に推進します。
◆燕・弥彦地域定住自立圏構想を推進し、広域連携体制の強化を図ります。

主な業務内容

商工観
光部

商工振
興課

・労働福祉の充実
・商工業の振興
・露店市場事務
・新産業の推進
・観光の振興
・産業史料館の運営
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指標名 現状値 目標値

ツバメル
シェ出店
店舗数

延べ69店
舗

（H26年
度・燕市
内の店

舗）

100店舗 117店舗

出店によ
り個店の
PRができ
たと感じ
た出店者
の割合

－ 100% 66%

平成27年度　商工観光部　目標宣言　取組実績

部長 堀　孝一

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
実績値 達成状況 評価

1

ツバメルシェを
開催すること
で、日常的に
買い物やサー
ビスで市内商
店を利用する
人を増やし、
まちなかにに
ぎわいを取り
戻します！

(1)平成24年度から開催してきた『ツバメ
ルシェ』の話題性、集客力を生かし、その
日限りではなく、個店の商品や特徴・サー
ビス、新商品などを広くPRすることで、そ
の後の市内商業振興に繋げるため、市と
商工会議所・商工会が協力し、地元商店
等が出店するツバメルシェを開催します。

(2)ツバメルシェの後も商店等を利用して
いただく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
け作りについて、市民による実行委員会
と一緒に取り組んでいきます。

　今年度は、計7回ツバメルシェを開催することができ、燕市内から
の延べ出店店舗数は117店舗（目標値の117%）となりました。
　・おいらん道中 （17店舗）
　・吉田のいちび （13店舗）
　・200メートルいちび （20店舗）
　・サンコアなかまち夏フェス （7店舗）
　・燕市交通公園 （23店舗）
　・燕青空即売会 （28店舗）
　・Ｂｕｎｓｕｉ軽トラ市 （9店舗）

　出店者アンケートで自店の今後の売り上げやＰＲに関する項目に
ついて調査したところ、それぞれの結果は以下のとおりとなっていま
す。
　○出店してみてよかった・非常によかった割合
　　　➔ 平均９３％

　○自店のＰＲができた・非常にできた割合
　　　➔ 平均６６％

　○今後自店の売り上げが上がりそうに感じた・非常に感じた割合
　　　➔ 平均４４％

　出店に対しての満足度は非常に高い結果となり、口コミ等で出店
者も徐々に増え、出店数は目標値の117%となりました。
　また、ツバメルシェ開催日は多くの来場者があり、「出店＝ＰＲの
場」の目標も概ね達成できたと思います。開催後にお店を訪れるリ
ピーターの獲得については、吉田のいちびや夏フェスのように、同時
開催イベントが小規模かつ商店主が積極的に参加されているもの
は数値が高い結果となりました。
　開催後の市内商業振興に繋げるためには、当日のイベント等の充
実だけではなく、周辺商店主なども巻き込めるような仕組みをツバメ
ルシェ実行委員とともに検討の必要があると思います。

3

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 2



平成27年度　商工観光部　目標宣言　取組実績

部長 堀　孝一

指標名 現状値 目標値

市内で起
業した人

数

24人
(H26年度)

30人 30人

創業塾の
修了者数

15人
(H26年度)

30人 25人

　　

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
実績値 達成状況 評価

2

創業に関する
支援策を充実
させることで、
熱意と意欲の
ある起業家に
とって、創業し
やすいまち
「燕」を目指し
ます！

(1)創業塾
実践的な創業セミナーを地元金融機関と
相談して開催します。
①販路開拓②人材育成③財務④経営の
全てを満たす全6回の実践的セミナー
　
(2)創業支援資金利子補給制度
創業向け融資を利用して事業資金の貸
付を受けた方に対し、その貸付にかかる
利子の一部を補給します。
①対象条件
・市内で創業をしようとする方
・市内に住所または事業所を有している
方
・市税の未納がない方
②利子補給対象融資限度額
500万円
③利子補給割合
2.0%までを限度とする
④利子補給期間
融資実行日から3年間
⑤取扱機関
日本政策金融公庫三条支店、他市内取
扱金融機関
⑥特記事項　新規創業時1回限り

（１）創業講座
　市内金融機関との共催により、事業の基礎となる理念設定とフ
レームづくりに重点をおいた、実際に創業する際に必要な要素（経
営、財務、人材育成、販路開拓）を網羅した講座を開催しました。
　・受講者数　 33人（うち、修了者数 25人）
　・内容　①オリエンテーション1回、②通常講座7回、
　　　　　 ③特別講座2回、 ④フォローアップ講座2回

　市内金融機関と共催で取り組んだことで、創業計画から融資、創
業後の経営支援まで一貫した体制で支援することができました。
　講座では、経営・マーケティング、財務、店舗設計、Web、メンタル
など各分野に精通した講師陣による幅広い内容としました。また通
常講座では、毎回講座終了後に地元の現役社長を招いた雑談形式
のランチ会を設定することで、起業家マインドの育成に努めました。
　併せて、参加者とのコミュニケーションツールとしてメーリングリスト
を活用したことにより、参加者同士の情報共有や、講師と参加者が
メールでワークシート作成・提出・添削・返却などのやりとりを行うこ
とができ、事業プランの見直しなど、参加者の負担なく、スムーズに
行うことができました。
　参加者のレベルに差があるため、次年度以降はさらに講座内容を
ブラッシュアップするとともに、最後まで継続的に参加してもらえるよ
う工夫を加えたいと考えています。

（２）創業支援資金利子補給金制度
　・目標件数 20件
　・申請実績 20件
　・内訳　①サービス業 6件、②製造業 4件、③卸小売業 4件、
             ④飲食業 3件、⑤建設業 2件、⑥教育業 1件

　制度創設初年度でしたが、創業者や金融機関からの問い合わせ
も多く、燕市の新たな創業支援事業として着実な一歩を踏み出せた
と考えます。

4

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 3



平成27年度　商工観光部　目標宣言　取組実績

部長 堀　孝一

指標名 現状値 目標値

累計認証
事業所数

48社 60社
50社

（うち新規
3社）

ものづくり
現場力強
化研究会

13社 16社
13社

（うち新規
1社）

　　

目標指標
実績値 達成状況 評価

3

独自のものづ
くり品質管理
制度TSOと現
場力強化事業
の推進によ
り、市内企業
の基盤強化を
図り、さらなる
受注拡大を目
指します！

(1)ものづくり品質管理制度TSO事業によ
り、品質管理の仕組みづくりに取り組む事
業所を拡充し、産地全体として品質管理
の意識の高さをアピールし、新たな受注
の獲得につなげます。

(2)ものづくり現場力強化事業により、研
究会に参加する事業所の製造現場に5S
を取り入れ、生産効率を高めるなど企業
の基盤強化を図ります。また、現場改善
モデル企業により、実際に現場改善を行
い、その過程、成果などを研究会参加事
業所にフィードバックします。

（１）ものづくり品質管理制度TSO
　例年同様に継続認証、新規の認証取得者に向け事業実施を行っ
てきました。また、制度周知を図るため、特に吉田・分水地区の各商
工会に向けての説明を行うほか、個別の企業へも訪問し、説明する
などの対応を行ってきました。次年度については、今年度の活動に
加え、業界団体に向けての周知も図って行きたいと考えます。
　・4月 ： 第4期認証事業所6社へ認証書授与式
　・6月 ： 従業員向け学習会（参加者41名）、認証委員会
　・7月  ：認証取得事業所インタビュー集の作成、認証事業所アン
　　　　　  ケート実施、全体説明会(参加者13名、講演「㈱富士通
　　　　    フロンテック」、解説）
　・9月 ： 2日間研修(参加者2名）、認証委員会、第5期認証取得
　　　　　 申請3社
　・10月～1月 ： グループコンサルティング（4回）
　・1月～3月 ：1 期～4期更新審査、更新認証委員会

（２）ものづくり現場力強化研究会
　５S先進企業視察をもとにどのように進めていくか、効果的な取り
組みへと繋げるポイント等を意見交換を中心に実施し、参加事業所
が効果的に改善を取り入れられるよう意識付けを図りました。
　・4月 ： ㈱ＩＨＩ （5社9人）
　・8月 ： 共栄エンジニアリング㈱  （8社12人）
　・11月 ： 小笠原鋳造㈱ （6社11人）
　・現場改善モデル事業
　市内企業(洋食器・器物製造業)をモデル企業とし、月1～2回の
ペースで現場改善インストラクターの指導のもと、社内における現場
改善チームを立ち上げ、具体的な改善活動を行って来ました。3月22
日に「特別講演・成果報告会」を開催し、実施内容を報告しました。
　・特別講演　講師　：アイシン精機株式会社 顧問　　奈倉伸芳氏

3

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）

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 4



平成27年度　商工観光部　目標宣言　取組実績

部長 堀　孝一

指標名 現状値 目標値

申請事業
所数

- 15社 17社

新規女性
雇用者数

- 20名 29名

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
実績値 達成状況 評価

4

女性のための
職場環境整備
を支援し、さら
なる女性雇用
促進を図りま
す！

託児スペース、女性専用トイレ・更衣室・
休憩室を整備する工事費用及び備品の
購入費用の一部を助成し、女性が就業す
るための職場環境を整え、さらなる女性
雇用の拡充につなげます。

　市が開催する支援制度説明会で、当該支援制度の周知を行い、4
月から申請受付を実施しました。受付開始から問い合わせや申請が
多くあり、6月議会において予算額を1,000万円増額。総事業費1,500
万円で事業を実施しました。結果、受付終了の12月までの間に17社
からの申請がありました。

・申請内容の内訳
　（１）トイレ設置 ： 13件
　（２）休憩室・更衣室設置 ： 4件

・交付決定済額 ： 13,825千円 （対象工事総額 ： 30,910千円）

【備考】
　当初、想定できなかった課題も浮き彫りになってきており、次年度
以降の実施にあたり、制度の改訂を含め改善していきたいと考えて
います。
（改訂ポイント）
　・対象事業者と建物所有者に係る取り扱いの変更
　・対象工事の拡大 （非水洗から水洗への変更など）
　・対象工事費の変更 （解体費等の削除）
　・限度額の変更
　・助成回数の明確化 （誤解を生じないような記載）

4

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 5



平成27年度　商工観光部　目標宣言　取組実績

部長 堀　孝一

指標名 現状値 目標値

体験教室
及びガイ
ドツアー
の開催回
数と参加

人数

31回
300人

(H26年度)

31回
350人

36回
517人

観光ナビ
ゲーター
を活用し
たツアー
や視察の
受入回数
と参加人

数

－
12回
120人

15回
190人

産業史料
館入館者

数

14,158人
(H26年度)

15,000人 12,282人

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
実績値 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！

おいらん道中、良寛ゆかりの国上山、産
業観光施設など、燕市の魅力を多くの人
たちから知ってもらえる各種体験事業を
実施するとともに、観光ナビゲーターを活
用し、団体の産業視察を受け入れます。

①各種産業体験教室（彫金・鎚起・磨き）
を年18回開催します。

②国上山エコトレッキングツアーを年6回
開催します。

③良寛拓本体験を年7回開催します。

④観光ナビゲーターを活用した観光ツ
アーや産業視察を受け入れます。

⑤産業史料館モノづくり体験会を年6回開
催します。

①各種産業体験教室（彫金・鎚起・磨き）は年22回開催しました
　【実績】     彫金 … 5回開催し、計13人が参加
　　　　　　  　鎚起 … 9回開催し、計23人が参加
　　　　　　　  磨き … 8回開催し、計52人が参加

②国上山エコトレッキングツアーは、年6回開催しました。
　【実績】　　6回開催し、計71人が参加

③良寛拓本体験は年8回開催しました。
　【実績】　　8回開催し、計358人が参加

④観光ナビゲーターを活用した観光ツアーや産業視察は15団体を
受け入れました。
　【実績】　　15団体・190人を受け入れ

⑤産業史料館モノづくり体験会は年5回開催しました。
　【実績】
　　鎚目入れ体験　14人
　　蒔絵体験　15人
　　鎚器アクセサリー体験　5人
　　木製スプーン作り体験　7人
　　和釘づくり体験　　　 5人

　各種産業体験やガイドツアーは、目標より多くの人たちから参加い
ただけました。また、観光ナビゲーターを活用したツアーや視察も目
標を大きく上回ることができました。
　産業史料館の入館者数については、目標値に届かず、昨年度より
下がってしまいました。

3

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 6


