
経営発達支援計画の概要 

実施者名 燕商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

燕市は零細な製造業者が多数存在し、それらが地場のモノづくりを支

えている。零細な製造業者はほぼ全てが磨き、金型、プレス、熔接など

の単工程のみを担っている。燕市の地場産業である洋食器、鍋、キッチ

ンツールなどの金属製日用品が近年安価な海外製品にシェアを奪われ、

燕市全体の製造出荷額が落ち込んでおり、小規模事業者の売上は減り、

廃業が相次いでいる。 

売上が減少し後継者がいない小規模事業者の売上を増加させ、利益の

確保と事業の継続を目指す事により雇用の確保へと結びつける。それに

より、産地全体の産業の競争力を維持して燕市のモノづくりを持続化し

ていく。 

事業内容 

 

Ⅰ．地域の経済動向調査 

  ・小規模事業者対象としたアンケート調査の実施。 

Ⅱ．燕地域の小規模事業者の実態調査・分析 

  ・上記アンケート結果等を踏まえ、燕に係る製品・技術・サービス

   の需要動向調査を他支援機関と共に実施。 

Ⅲ．小規模事業者の問題解決に向けた事業計画の策定・支援 

  ・当所が取り扱う融資制度並びに補助金申請等での事業計画策定の

為のセミナー開催や経営指導員による指導の実施 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援 

  ・燕市における創業・第二創業を促進するため、セミナー開催や創

業間もない事業所等へは巡回訪問を実施、伴走型の支援を行う。

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 

①燕市での企業マッチング・新規の販路を開拓すると同時に、市内の

企業同志の連携を促進する。 

②市外の企業とのマッチング・新規の販路の開拓。 

③新商品・自社商品開発および技術開発。燕市内で連携することによ

り、自社だけでは製造できないものも開発することが出来る。 

④地域ブランド「メイドイン燕」のブランドイメージの向上を図る。

⑤海外へ燕製品の輸出の促進。国内だけではなく、グローバルで競争

力を持つ事業所・商品を増やしていく。 

 

連絡先 

９５９－１２８４ 

新潟県燕市東太田６８５６ 

燕商工会議所経営支援課 

電話０２５６－６３－４１１６ FAX ０２５６－６３－８７０５ 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

当地域は日本有数の金属加工を中心としたモノづくりの産業の集積地であり、かつては

金属洋食器・金属ハウスウェアの一大産地として発展してきた。 

右肩上がりで売り上げが伸びる中、大量生産に対応すべく、産地問屋が主に商品を企

画・開発し、元請けメーカーが下請け部品製造業者や研磨（磨き）、金型、プレス、溶接

などの専門加工業者（単工程のみ）に委託生産しながら生産を行うという独特のピラミッ

ド型の分業体制を作り上げてきた。この専門加工業者の大部分が小規模事業者である。 

しかし、１９９０年代後半以降、労働コストが安価な中国の台頭により、燕市の地場産

業である洋食器、ハウスウェア、雑貨などの金属製日用品が安価な海外製品にシェアを奪

われ、そして産地問屋も中国への調達シフトを加速させて行くことになり、燕市の出荷額

が落ち込み、産地の分業体制は変貌をとげている。 

この一連の流れの中で、分業体制による産地のモノづくりを支え単工程のみを行い、自

社製品を持たない小規模零細企業は売上が減少、廃業が相次いでいる。 

 燕商工会議所では、平成 15 年に地元の金属研磨業者と共同受注グループ『磨き屋シン

ジケート』を結成。磨き単工程の販路拡大・自社ブランド商品開発および販路拡大を行い、

結果として後継者や新たな雇用も生んでいる。 

 このオペレーションを研磨業界だけではなく、燕地域全体の金属製品製造業に行うこと

が、燕商工会議所の次のステップである。 

 

燕市事業所数（H24 年度統計／７０８＝従業員４人以上） 
金属製品 一般機械器具 電気機械器具 プラスチック 輸送用機械器具 電子部品等 その他 

341 153 33 33 22 13 113 

 

金属製品製造業の事業所数（H24 年度統計／３４１＝従業員４人以上） 

金属器物 金型・同部分品 金属洋食器 製缶板金 金属研磨 その他 

109 67 48 35 31 51 
※燕市における金属研磨業の全事業所数は、約 500 事業所 

 

燕商工会議所の経営発達支援を順番に掲げる。 

①  燕市外の企業とのマッチング・新規の販路の開拓。 
②  燕市内でのマッチング・新規の販路を開拓すると同時に、燕市内の企業間の連係を促
進する。 

③  新商品・自社商品開発および技術開発。燕市内で連携することにより、自社だけでは
製造できないものも開発することが出来る。自社商品を持つことにより、在庫を自社

で調整できるため、設備の稼働率が上がり、利益率が上がる。 

④  地域ブランド「メイドイン燕」のブランドイメージを高くし、海外製品よりも高付加
価値・高価格で販売できるようにする。 

⑤  海外への輸出。国内だけではなく、グローバルで競争力を持つ企業・商品を増やして
いくことを目指す。 



 現在の燕商工会議所のオペレーションによる地域への経済効果は約 10 億円程度である

が、これを 5 年間で 30 億円に持って行く。それにより、零細製造業の後継者、雇用を生

み出し、燕市のモノづくりを持続化していく。 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

１．経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．地域の経済動向調査【指針③】 

 今年度、当所では当所会員のうち小規模事業者 1,560件についてアンケート調査を実施
した。 
 
（事業内容） 
① 「調査目的」 
  燕商工会議所が今まで以上に頼りになる支援機関となるため、地域の小規模事業者が

現在抱える課題や動向を把握し、適切な支援策を講ずることを目的に実施。 
② 「対象事業所」 
  燕商工会議所会員のうち、小規模事業者 1,560事業所が対象。 
  （全会員 1,930件のうち、小規模事業者は 81%（1,560件）を占める。） 
③ 「調査方法」 
  対象事業所 1,560事業所に調査票を送付、全職員により会員事業所に訪問、対面式に
よりヒアリングを実施してアンケートを収集。 
④ 「調査内容」 
  ・取引企業の所在地        ・直面している経営上の問題点 
  ・従業員数            ・事業展開で強化したい点 
  ・近年の売上げ増減動向      ・今後保有したい技術・商品・サービス 
  ・後継者の有無          ・商工会議所へ期待する支援活動について 
  ・取り扱う製品・技術・サービス  ・過去の補助金申請の有無 
                                他 23項目 

⑤ 「調査期間」 
  平成２６年９月～１１月 
⑥ 「活用方法」 
  現在、アンケート調査の集計処理作業をおこなっており、今後、分析をおこない、当

所担当委員会（産業経済委員会）において調査結果を報告。平成 27 年度以降の事業計
画策定をおこなう。また、会員事業所へのアンケート結果の報告は今年 3月下旬を予定。
マスメディア等への公表は 4月中旬を予定している。 



 

 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査【指針①、②、③】 

  小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回・窓口相談、各種セミナー等

を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 
  また今年度、小規模事業者の実態把握の為に行った 1,560件の小規模事業者へのアン
ケート結果についても担当委員会において分析を行い、分析結果に応じて対応策を練

り、地域の課題については行政等と連携して対策を講じる。 
  そして、小規模事業者が抱える専門的な課題等については、連携する支援機関等と一

緒にサポートする。 
 
 （事業内容） 
（１） 巡回訪問時に小規模事業者の販売する商品や保有技術・設備の情報収集、地場産

業である金属加工に特化したセミナー等の開催や、これまで経営計画作成に携わっ

た事業者、当所が実施している展示会共同出展に参加している事業者から分析の対

象となる小規模事業者を絞り、経営状況等を把握し、専門知識を有する地域支援機

関（にいがた産業創造機構・燕三条地場産業振興センター、）と連携する事で、現

状の販売先（市内・県内・県外・海外）、保有商品・技術、設備等を基に経営分析

を行う。【指針①】 
（２） ピックアップした事業者の商品や技術の需要動向については、当所が共催し燕地

域で開催される『燕三条ものづくりメッセ』（出展 200社・来場約 7000名）におい
て行う来場者アンケートや、近年毎年出展している関東圏での展示会共同出展でも

アンケートの実施やバイヤー等へのヒアリング、この他、当所が行う受注マッチン

グ事業による引合い案件や県内・県外で実施・参加している燕製品即売会等で売れ

筋商品・好まれるデザイン等の情報の収集を行う。分析については地域支援機関の

燕三条地場産業振興センターの専門職員と、SWOT分析等により燕地域で製造され
る商品や技術の強みや弱みを把握し、各種相談内容に応じた情報を提供する。【指

針③】 
（３） 以上の結果に基づき経営課題を抽出するとともに、課題解決に向けた事業計画を

策定する為の支援を行う。そして事業計画に従って行わる事業に向けた指導・助言

（補助金申請、販路開拓、新商品開発、事業継承、知的財産権）等を行う。【指針

②】 
（４） 専門的な課題については、ミラサポやエキスパートバンク等の制度を利用しなが

ら新潟県央中小企業支援プラットフォーム、日本政策金融公庫等と連携してサポー

トする。 
（５） 相談内容や実施した支援内容等については、地域支援機関と定期的に情報の共有

を図り整理する事により、より正確な地域の経済動向について把握をする。【指針

③】 
（６） 整理した経済動向については、燕市や地域金融機関等にも報告を行い各方面から

の支援策にも繋げる。 
（７） 上記内容について PDCAサイクルを取り入れ、時流の変化に応じた支援を行う。

 



 
 

（目標） 
支援内容 H26年度

（予定） 
H27年
度 

H28年
度 

H29年
度 

H30年
度 

H31年
度 

巡回訪問件数 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
セミナー開催回数 2 2 2 2 2 2
展示会出展数 3 2 2 2 2 2
即売会出展数 6 4 4 4 4 4
経営分析件数 25 30 30 30 30 30

 
 
Ⅲ．事業計画の策定・実施支援【指針②】 

   小規模事業者が経営課題を解決するための、上記Ⅰ．の経営分析、上記Ⅱ．の市場調
査等の結果を踏まえ、事業計画策定支援及び日本政策金融公庫・地域プラットフォー

ム等と連携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。

（事業内容） 
(1)  事業計画策定に関するセミナーの開催及び、各種相談、巡回訪問時に相談等を受ける
とともに事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

(2)  各種補助金申請時に事業計画策定支援を行う。【指針②】 
(3)  日本政策金融公庫が融資する「小規模事業者経営改善資金融資制度」の他に、「小規
模事業者経営発達支援融資制度」活用にあたっての事業計画の策定支援も行う。 

(4)  また融資を受けた小規模事業者に対して、定期的に巡回・ヒアリングを行い事業計画
に従って行われる事業についても指導・助言を行う。【指針②】 

(5)  事業計画策定後に、国や県などが行う支援策等の広報・周知しフォローアップを実施
する。【指針②】 

(6)  事業計画策定後に、定期的に巡回訪問を実施し、進捗状況の確認と必要な指導・助言

を行う。【指針②】 
 
（目標） 

支援内容 現状
H27年
度 

H28年
度 

H29年
度 

H30年
度 

H31年
度 

セミナー・相談会開催回数 5 10 10 10 10 10
事業計画策定事業者数 23 60 60 60 60 60
周知によるﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数 30 60 60 60 60 60

 
 
Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 
   地域における創業・第二創業を促進するため、地域プラットフォームや行政と連携

した創業セミナーを開催し、創業支援を行う。創業後についても巡回訪問を実施、伴

走型の支援を行う。また、第二創業においても経営革新（第二創業）塾を開催し、掘

り起こしと支援を行う。 
（事業内容） 



(1)  創業セミナーを開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支援を行うこ
とにより、創業支援を行う。【指針②】 

(2)  創業後は、先輩経営者や同じ創業者とのコミュニティを設立し意見交換会、個別のフ
ローアップ、税務相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。【指針②】 

(3)  経営革新（第二創業）塾を開催し、経営革新計画策定の支援を実施し、第二創業（経
営革新）支援を実施する。【指針②】 

 
（目標） 

支援内容 現状 H27年
度 

H28年
度 

H29年
度 

H30年
度 

H31年
度 

創業-第二創業セミナー 
開催回数 5 5 5 5 5 5

創業支援者数 0 30 30 30 30 30
第二創業（経営革新） 
支援者数 92 150 150 150 150 150

 
 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援【指針①、②、③、④】 

 

①  企業の保有する技術・商品・設備・得意分野などをデータベース化する。指導員の巡
回により、500 社程度を目標にデータベース化し、モノづくりに関するポータルサイト

を構築し、インターネット上に公開する。当所指導員だけではなく、当所工業部会員、

燕三条地場産業振興センターとも技術内容を共有化し、燕市内・燕市外の企業とのマ

ッチングの機会を高める。【指針①、②、③】 

②  関東機械要素技術展、横浜テクニカルショーなどの技術系の見本市およびインテリア
ライフスタイル、ギフトショーなどの商品系の見本市に出展する。【指針④】 

③  新商品開発をする。各企業の保有する技術の特性を生かした高付加価値な新商品を企
画、開発する。また、新商品に必要な技術開発も同時に行う。【指針②】 

④  地域ブランド「メイドイン燕」および「磨き屋シンジケート」を今後もマスメディア
を通じて PR して行く。また、百貨店などで催事を行い、消費者に PR する。【指針④】

⑤  知的財産権の保全、管理。特許や意匠、商標権など、新商品を公開する前に出願して
行く。【指針②】 

⑥  JETRO 等と連携しながら海外見本市に出展し、海外販路を拡大する。海外との取引や
輸出の手続きなどの細かいところまで支援する。【指針②、④】 

 

（目標） 
項目 現状 H27年

度 
H28年
度 

H29年
度 

H30年
度 

H31年
度 

保有設備調査による巡回数 0 300 200 100 100 100
ポータルサイト登録企業数 0 0 200 300 400 500
技術系展示会出展回数 1 2 2 2 2 2
製品系展示会出展回数（国内） 1～2 2 2 2 2 2
製品系展示会出展回数（海外） 1 2 2 2 2 2
即売会・催事出展回数 5 5 5 5 5 5



受注マッチング件数（単位：件） 200 220 240 260 280 300
受注マッチング金額（単位：億円） 10 4(14) 4(18) 4(22) 4(26) 4(30)

                             ※( )内は、積算金額 

 
Ⅵ．その他、近年の販路開拓事業（参考） 
 
■国内販路開拓事業 

①「テクニカルショウヨコハマ２０１４」共同出展【指針①、③、④】 
生産地の海外移転やリーマンショック等による受注減を受け、全国的な景気回復基調に

も関わらず受注量を伸ばせない小規模事業者が多い。また、専属の受発注関係により、発

注元企業の業績によって下請け企業の業績も大きく左右される零細企業も数多くみられ

る。 
このような背景から、本事業はパシフィコヨコハマで開催される技術見本市「テクニカ

ルショウヨコハマ」に共同出展するものである。当該展示会は３日間開催され、延べ来場

者約３万人。平成２６年度で燕商工会議所として３回目の共同出展であり、平成２５年度

は中越沖地震復興基金を、平成２６年度は新潟県地域産業活性化補助金を活用した。 
共同出展の目的は、①燕の小規模事業者が燕地域外と直接的な販路開拓の機会を創出す

る事【指針①】 ②展示会出展経験の無い企業、もしくは経験の浅い企業に展示会出展機

会を創出し、市場動向や顧客ニーズを肌で感じてもらう事【指針③】 ③個々企業の技術

力だけでなく、企業が連携した「ものづくり対応力」を広く周知することで、地域産業と

して競争力をアピールする事【指針④】 を掲げている。 

 具体的な事業内容として、出展経験は無い企業にヒアリングを実施。出展するためのハ

ードルを分析。その結果「出展ノウハウ不足」「出展コスト」が挙げられた。その分析を

活かし、出展経験の浅い出展者向けに、展示会のノウハウや展示方法を学ぶ勉強会を開催

した。また出展者間の親睦を深め、ネットワークの構築を図る交流会を展示会前に企画。

出店コストの面では、出展経験の浅い企業と豊富な企業で出展料に差をつけ、経験の浅い

企業が優先的に出展できるよう配慮した。 

 事業成果としては、平成２５年度は約３割（２６社出展）２６年度は約２割（３０社出

展）が出展経験の浅い企業が占めており、一定の成果を得ている。具体的な実績として平

成２５年度は一社当たり平均１０万円程度の受注があった。その他にも、県外顧客や新規

分野の顧客とのつながりが生まれた等の成果を得ている。また、展示会期中に川崎市及び

豊田市の共同出展者との交流会を開催した。そこで受発注に結び付いた例やこの展示会へ

の参加を機に単独で他の展示会へ出展する企業は 6割以上に昇っている。 

 今後の事業計画として、出展経験の浅い小規模事業者が出展しやすくなるような工夫・

分析を進めると共に、展示会への出展メリット等の広報を拡げていく。また、燕地域の地

域産業としての競争力をアピールすべく、燕商工会議所の出展ブースを充実していく。 

 

② 「インターナショナル・ギフト・ショー」共同出展【指針④】 
平成 22 年度、平成 23 年度、平成 25 年度 

【背景・目的】 

燕市は主に金属加工を中心とする様々な技術の集積地である。また、製造・加工を行う

企業だけでなく、それらの企業を取りまとめて新しい製品を開発する企業も多く存在す



る。しかし、それら商社企業やメーカーの多くは小規模企業であり、開発した製品を PR

する機会・方法が限定されている。 

良い品であっても対外的な PR が非常に弱いのが現状である。製品の PR を効率的に行う

ために情報発信力を強化し、首都圏を中心とした全国的な販路を開拓する。 

企業単独で出展した場合、出展2,400社と非常に多い出展者の中、経費を掛け、豪華な

装飾を施さなければ来場者の目に止まらず立ち止まってもらえない。 

共同出展する利点として、単独で出展するよりも効率的に小間を利用する事が出来る。

また主催者側へ出展場所の交渉・提案が出来るようになり、来場者の通りが多い場所を選

択することが可能となる。 

共同出展する事で、製品数も多くなり単独では受注出来なかった案件を産地として受注

出来るようになる。 

なおかつ、ブース内も充実し単独ブースに比べ賑やかになり装飾費も抑える事が可能と

なり効率的に来場者を引き寄せる事が出来る。 

 また産地として「燕＝ものづくりの町」として強くPR出来ると共に、製品の品質や加工

技術の高さも併せてPRして受注につなげる。 

 

・参加企業数  H22 年度：１４社  H23 年度：１２社  H25 年度：１４社 

・出品製品   金物雑貨、ギフト商品、カトラリー、キッチンツール等 

 

【ギフトショーについて】  

【展示会場】東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1） 

【展示会日程】２月初旬 ３日間 

【規 模】来場者数 196,105 人  出展社数 2,424 社（2013 年開催実績） 

 

③ サプライヤー自社商品開発プロジェクト事業 
平成24年度よりアッシュコンセプト㈱の名児耶氏と燕市の製造業者による新商品開発

を行っている。 

 

④ その他、上記以外に毎年、県外・県内で開催している催事等での即売会５回、展示会
３回程度に企業と共に出展している。 

 

 

■海外販路開拓事業【指針④】 

 

① フランス・パリ「メゾン・エ・オブジェ」出展 
平成２３年度より、世界の名車のデザインで知られる工業デザイナー奥山清行氏とコ

ラボレーションしてテーブルウェアやカトラリーを開発し、フランス・パリで開催さ

れた見本市へ出展。 参加企業４社 

 

② シンガポール「Oishii JAPAN」出展 
平成 23 年、24 年と２連続で、東南アジアでの市場参入を目指し、燕製品東南アジア

展開プロジェクトを実施。燕市内の製造業者および卸売業者６社により、シンガポー



ルの国際見本市へ出展。 

 

③ 中国販路開拓事業 
【H22 年度】 

（１）中国（上海、蘇州、成都）の百貨店に行き経済事情や市場調査を行った。 

（２）国の補助金を活用して、中国（上海、成都、瀋陽）の日系百貨店にて『燕物産展』

を開催。中国人の一般消費者の市場調査を行うと共に燕製品の PR を実施。 

（３）中国上海の日系百貨店にて新潟県主催の『新潟県物産展』にて燕製品を販売。 

※以後、今年度まで新潟物産展へ会員企業並びに当所商品群を出品。 

【H23 年度】 

（１）中国の日系スーパー、日系百貨店に燕製品の営業を実施。 

（２）新潟県の補助金を活用して、中国瀋陽の日系百貨店にて『燕物産展』を開催。市場

調査を行うと共にバイヤー等へ営業・PR を実施。 

【H24 年度】 

（１）JETRO 主催の中国キャラバン事業（上海、北京、香港）の商談会に会員企業と参加。

（２）中国蘇州の日系百貨店にて新潟県主催の『新潟県物産展』にて燕製品を販売。 

【H25 年度】 

JETRO 新潟事務所の所長により海外経済情勢と新潟地域の企業の海外展開について講演

会を開催。 

【H26 年度】 

 アリババ㈱よりインターネットでの海外市場開拓セミナーを開催。 

 

④ その他、卸商業部会が中心となり海外経済事情研修で毎年視察を実施。 
H21 年度 トルコ         H22 年度 プラハ・サンクトペテルブルク 

H23 年度 アメリカ西海岸     H24 年度 カナダ・アメリカ東海岸 

H25 年度 オーストラリア・タイ  H26 年度 パリ・ポルトガル 

 H27 年度 ニューオリンズ・メキシコ（予定） 

 

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

Ⅰ．燕地域デザイン力向上プロジェクト【指針①、②】 
【背景】 
燕地域はステンレスをはじめとする金属やプラスチックなどの加工技術が優れており、
下請加工と併せて商品開発にも取り組む企業が多い。 
しかし、商品開発型企業であっても小規模であるために、体力的にデザイン担当の社員
を置くなどの企業はほとんどなく、社長や事業主がデザインをするところも多くあり新し
いデザインによる商品開発は不得意である。 
また県外・海外の展示会等に出展し売れ筋商品や流行のデザインを参考にするケースも
ある。しかし知的財産権の知識が乏しい事からトラブルが起きる可能性もある。 
また近年では、小規模な下請加工型企業でも自社商品の開発・販売に関心を持つ企業が

出てきているが、オリジナルデザインでの開発は不得意である。このように産地企業は高

品質・高性能な製品を作り出す事は出来てもデザイン力を持たないために、デザイン性の



高い海外製品（輸入製品）や大手商社が取り扱う製品に比べ見劣りする場合もありビジネ

スの機会を失っている。 
将来、燕産地の発展を見据えた時に、デザインでの自立は企業各社、当地域の課題であ

る。 
【目標】 
 地域の企業（製造業、卸売業）の金属製品やプラスチック製品又はパッケージ等のデザ

イン力の向上を目的にアドバイザーや会員企業と連携して今後の事業の方向性について

調査・研究・事業を行う。 
産地企業のデザインでの自立や知的財産権制度の普及・啓発を進め自社製品のブランデ

ィング強化を支援すると共に、産地全体のデザイン力の向上を図りビジネス機会の創出に

つなげ地域経済活性化を図る。 
 
① アドバイザーによる当地域のデザイン力向上に向けた事業計画の調査・研究・策定 
② アドバイザーによる会員企業からのヒアリング並びに意見交換会 
③ 県内デザイン学校へのヒアリング並び意見交換会の開催 
④ 有名デザイナーによる講演や意匠権・商標権等の知的財産権に関わるセミナーの開催

 
Ⅱ．メイド・イン・ツバメ認定事業【指針④】 
燕で生産された製品の原産地を認証し、認証された商品に「メイド・イン・ツバメ」ロ

ゴマークの使用を許可するもの（１年更新）。消費者に対して他国製品との差別化を認識

しやすくする。燕で製造された製品の良さを広く消費者に知ってもらい、地域ブランドの

高揚に寄与する。 
【承認実績】 
平成２３年度 申請企業 ９件 ４０シリーズ 
平成２４年度 申請企業１９件 ４２シリーズ 
平成２５年度 申請企業１３件 ２８シリーズ 

 
Ⅲ．農商工連携事業【指針③、④】 
 平成 24 年度より、新潟大学地域連携フードサイエンスセンター、マーケティングアド
バイザー、行政等と協力連携し、調査・研究・製品化・販路開拓を行いながら「食」によ

る地域発のヒット商品・特産品づくりを開始。 
 内容：紫黒米「紫宝」を使用した特産品開発。 
 
Ⅳ．燕三条食の陣（燕三条カレー産業博）【指針④】 
主催団体の燕三条地場産業振興センター、三条商工会議所、当会議所の三団体により開

催。 
調理器具や副資材、食器類などのキッチンツール・ハウスウェアの多くが燕三条地域で

製造されており「日本の食文化は燕三条地域が支えている」点に着目、「グルメと産業の

コラボイベント」として開催されているイベント。平成２６年度で３回目の開催となり、

飲食出店者が３６者、物販出店者が２８者。来場者は約１万６千人。 
「食べる道具、作る道具とおいしいご当地グルメ」が一堂に会するイベントは、燕三条

地域ならではの切り口。年々来場者も増加しており、定着し始めている。 



今後も燕三条の産業の特色を活かしたイベントを企画していく。 
 
Ⅴ．燕青空即売会【指針④】 
毎年 10月に開催される燕青空即売会は、燕商工会議所、協同組合つばめ物流センター、
燕市商工振興課が主催し、金属洋食器をはじめ、鍋・フライパン、包丁などの台所用品や

家庭雑貨、伝統工芸品として有名な茶筒・茶たく・水差し等の鎚起銅器製品を、時価の２

割～５割引で販売。毎年５万人が来場する。 
 
Ⅵ．燕三条ものづくりメッセ【指針④】 
 本展示会は、日本海側最大級の展示会として H26 年度より当会議所、燕三条地場産業
振興センター、燕市、三条市、三条商工会議所が一体となり実施。次年度以降も継続の予

定。この展示会は、燕三条地域の様々な技術を有する多くのものづくり企業と、当地域に

関連する新技術を持つ企業が一堂に出展し地域内外に広く技術を PRしてビジネスマッチ
ングを目指すもの。 
展示会場と製造現場が近いことで、商談が具体化すれば即、現場に足を運ぶことも可能。

2日間開催で出展 203企業、来場者約 5,300名。次年度以降も展示会を継続する事で、燕
三条地域＝ものづくり産地という意識づけを行う。 
 
Ⅶ．燕三条工場の祭典【指針④】 
 燕三条地域の工場が、開催期間中、一斉に工場を開放し、訪れた方々に工場でのものづ

くりを体感していただくイベント。平成 25 年度から開催し 54 の工場を開放し、職人自
ら、来場者の方に製品が作られる工程を説明したり、ワークショップを実施したりするな

ど、工場に訪れた全国約 11,000 人の方に、工場の魅力を伝えた。 
 工場見学だけを目的に来場された方はもちろんのこと、材料や商品などを求めて消費者

やバイヤーの方が来場されたり、商品知識を高めることを目的に卸売業や小売店の方が来

場されたり、その他、学生やデザイナーの方、あるいは就職活動を目的に求職者の方が訪

れたりと、来場者の目的によって、買い物の場、商談の場、就職の場、観光の場となり、

単なる工場見学イベントに留まらないイベントとなった。 「工場」で多くの人が繋がり、

結果として、「新しい取引先が開拓できた」、「雇用に結びついた」、「従業員教育につなが

った」などさまざまな実績を得ている。 
 当会議所は実行委員会の一員として、また一出展者として来場者を受け入れる等の参加

を行っており、今後も引き続き参画していく予定。 
 
Ⅷ．ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザインコンクール【指標①②③④】 
本事業は、「生活文化提案産業都市」としての燕ブランドの確立及び金属洋食器、金属

ハウスウェア産業の活性化を促進し、よりよい商品供給を通じて豊かな生活文化の資質向

上に貢献することを目的に、デザインコンクールを開催している。対象製品は金属洋食器、

金属ハウスウェア製品だけにとどまらず、新分野開発製品も対象とし、平成２５年度は３

５点の応募中、経済産業大臣賞を含む９点を選考した。 
 受賞製品は国内の製品展示会に出品するほか、パンフレット並びに webサイト等でパブ
リシティされる。新聞や TVに取り上げられる他、雑誌等に掲載される例もある等、コン
クールで受賞することが一つのステータスとなりつつある。受賞をきっかけに他のコンク



ールでの受賞や大型契約に結び付ける等の実績も出ている。 
 
Ⅸ．その他、地域の活性化に資する取り組み（参考） 
 
■品質管理認証制度ＴＳＯ（Tsubame Standard Organization）事業【指針①、②】 
 新潟県の補助金を活用して、平成 23 年度より燕地域全体の品質管理の底上げと県外、
海外を含めた取引先の拡大や技術の継承を図る事を目的に、小規模事業者向けの独自の品

質管理基準をコンサルタントの助言を受けながら策定。 
 品質管理国際規格「ISO9001」の要求事項を抜粋し、ものづくりでの重要な項目を中心
にした管理基準を作成、現場の製造・設備管理に特化した簡易な認証制度です。 
 TSO取得費用は 27万円程度。二日間の研修とグループコンサルティング 4回を実施、
そして現場での審査も行い外部有識者を含めた認証委員会で認証する仕組みです。 
 平成 26年度より事務局を燕市役所へ移管し、当所では燕地域の企業への TSO取得に向
けた広報活動や支援活動を行っている。 
・認証組織 燕市 
・認証有効期間 １年間／認証更新審査を受ける事で毎年更新 
・認証委員 認証委員会は外部有識者により構成 
・認証方法 認証基準に基づき、コンサルタントが現地へ訪問、報告書を作成し認証委員

会が書類審査をする。 
・認証証明 認証されると燕市ものづくり品質管理制度認証書を交付 
【取得企業】 
H23年度：１２企業 H24年度：１８企業 H25年度：１７企業 H26年度審査中 
 

 

３．経営発達支援事業の円滑な実施向けた支援力向上のための取組み 

 
Ⅰ．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
①  県央地域の支援機関を対象とする「新潟県央中小企業支援プラットフォーム」（１８
構成機関）で地域活性化支援のためのイベントや職員研修会の企画・運営を行ってい

る。また単独ではできない新しいイベントや研修が実施することができる。研修では、

各支援機関から本年度の事業計画等を発表する等、各機関の現状及び支援のノウハウ、

課題等について情報交換を実施している。 
②  県下の専務理事が集まる新潟県信用保証協会主催の会議において、各地の状況の発表
などを通じて情報交換を行い、支援ノウハウ、支援の現状及び課題等について情報交

換をする。 
③  近隣の商工会議所・商工会との定期会議や各種セミナーへの参加を通じ、情報交換会
や経営支援の実務ノウハウの共有を行っている。定例相談会（金融・法律・産業財産

権・技術・Ｍ＆Ａ事業承継）や関係機関との懇談会を通じて、各担当と情報の共有を

すると共に、関係する機関からアドバイスを得ながら進めている。 
④  ミラサポや県のエキスパートバンク等の専門家派遣事業を積極的に活用し同行する
ことにより、専門家から支援のノウハウ、現状の課題等が見えてくる。 

 



Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 
①  日本商工会議所が主催する研修会、新潟県・燕市・三条市・三条商工会議所・ジェト
ロ新潟・燕三条地場産振興センター・新潟県央中小企業支援プラットフォームの支援

機関が主催するセミナーに参加、また中小企業大学校主催の中小企業経営改善計画策

定支援研修・経営指導員基礎・専門コースに毎年経営指導員を派遣している。 
②  日本政策金融公庫・保証協会とは年に１～２回勉強会を開催、またマル経資金の融資
実績を図るため四半期ごとに公庫職員と巡回セールスに出向いている。 

③  商工会議所の各部会等を担当することにより業界の現状及び企業のニーズを知るこ
とが出来る。又、各種講演会・視察会・見本市（国内・海外）を企画担当することに

より「企画立案能力」と「企画実現能力」が磨かれる。 
④  全国の商工会議所の中でも有数の記帳指導件数（約４３０件）の指導を通じて記帳指
導・税務指導・金融指導といった従来型の経営指導に必要な能力向上に加え、小規模

企業の現状と課題が把握でき売上を伸ばす為のより一歩進んだ経営指導が出来るもの

である。 
⑤  県内８つの商工会議所で組織する下越８商工会議所経営指導員研究会を開催してお
り３年計画でテーマを決め活動している。各会議所が持ち回りで担当、各地域からテ

ーマに沿った現状の報告、それに伴う課題について意見交換等を行い県外の会議所に

先進地視察研修会を開催しており、それには若手とベテランで参加 
⑥  地域においては県央３会議所（三条・燕・加茂）職員研修などを通じて情報交換を行
っている。 

⑦  若手指導員については各部会活動を副主任で担当してもらいベテラン経営指導員と
チームで小規模企業者を支援することを通じて、指導、助言内容、情報収集方法を学

ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 
⑧  毎週１回経営指導員会議を持ち現在取り組んでいる課題と問題について共有化を図
る。 

 
Ⅲ．事業の評価及び見直しをするための仕組み関すること 
毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検

証を行う。 
① 新潟大学、燕市商工振興課、協栄信用組合等の有識者により、事業の実施状況、成果
の評価・見直し案の提示を行う。 

② 経営発達支援事業評価委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 
③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、評価委員会へ報告し、承認を受ける。 
事業の成果・評価・見直しの結果を燕商工会議所のホームページ 
（http://www.tsubame-cci.or.jp）で計画期間中公表する。 
 

 



（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（Ｈ２７年３月現在）

（１）組織体制 

【経営発達支援事業の統括責任者、当該統括責任者を補佐する者及び行うものの氏名】

  統括責任者 燕商工会議所 事務局長 大滝利弘 

  担当補佐  燕商工会議所 中小企業相談所  

               経営支援課   課長 岩坂智丈（経営指導員） 

               会員サービス課 課長 高野雅哉 

  担当主任  燕商工会議所 中小企業相談所  

               経営支援課 係長   山口浩 （経営指導員） 

               経営支援課 係長   早川洋介（経営指導員） 

               経営支援課 主事   柿原芳章（経営指導員） 

 

・全体の組織 

 理事 会 頭  田野隆夫 

    副会頭  中野信男 細川哲夫 

    専務理事 大澤則夫 

 

 組織 燕商工会議所 事務局長１名 

     総務課      課長１名   係長１名 主事１名 

     サービス課    課長１名 課長補佐３名 係長１名 嘱託３名 

     中小企業相談所（経営支援課） 

             所長１名 経営指導員５名 補助員２名 記帳専任職員５名

             記帳指導職員１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●工業部会 ●理美容業部会
●小売商業部会 ●金融・保険業部会
●卸商業部会 ●運輸・情報・通信業部会
●建設業部会

●総合運営委員会
●産業経済委員会 ●労働委員会
●首都圏等人材交流特別委員会

事務局（業務推進機関）
●総務課 ●経営支援課
●サービス課 　　（中小企業相談所）

小規模企業振興委員（地域活動）

参与（重要事項の建議）

 監事（業務監査）

 顧問（会頭への諮問）

委員会（調査・提言機関）

青年部

【燕商工会議所 組織図】

燕商工会議所
会員

約2000事業所

議員総会（最高議決機関）

正副会頭会議（会議所代表）

常議員会（議決機関）

部会（業種別活動機関）

●会員拡大サービス委員会

 
 

（２）連絡先 

         ９５９－１２８４  

新潟県燕市東太田６８５６ 

         燕商工会議所経営支援課 担当：山口、早川 

         電 話：０２５６－６３－４１１６ 

ＦＡＸ：０２５６－６３－８７０５ 

          http://www.tsubame-cci.or.jp 

 

 

 



 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 H27 年度 

( 年  月以

降) 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

必要な資金の額 63,450 62,570 62,570 62,570 62,570

 

 

【創業等支援事業】 
 

【販路開拓事業】 
サイト構築 

新商品開発 

知的財産権出願 

海外見本市 

ｲﾝﾀｰｼｮﾅﾙｷﾞﾌﾄｼｮｰ 

ﾃｸﾆｶﾙｼｮｰﾖｺﾊﾏ 

機械要素技術展 

 

【地域活性化事業】 
デザイン向上事業 

メイドイン燕事業 

デザインコンクール 

農商工連携事業 

燕三条食の陣 

青空即売会 

 

 

3,000 
 

50,800 
1,500 

10,000 

3,000 

12,000 

9,600 

6,700 

8,000 

 

9,650 
800 

500 

3,500 

4,000 

500 

350 

3,000

49,420
120

10,000

3,000

12,000

9,600

6,700

8,000

10,150
800

500

4,000

4,000

500

350

3,000

49,420
120

10,000

3,000

12,000

9,600

6,700

8,000

10,150
800

500

4,000

4,000

500

350

 

3,000 
 

49,420 
120 

10,000 

3,000 

12,000 

9,600 

6,700 

8,000 

 

10,150 
800 

500 

4,000  

4,000 

500 

350 

3,000

49,420
120

10,000

3,000

12,000

9,600

6,700

8,000

10,150
800

500

4,000

4,000

500

350

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

補助金（国、県、市）及び自主財源、事業受託費、受益者負担金 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 

創業等支援、受注マッチング、新商品開発、地域ブランド、技術開発、海外販路拡大 

連携者及びその役割 

【創業等支援】 

  燕市役所商工観光部 

    部長 赤坂 一夫 

  新潟県燕市吉田西太田 1934  0256-77-8231 

 

新潟県央中小企業支援プラットフォーム 

代表機関 三条信用金庫 

  新潟県三条市旭町 2-5-10    0256-34-3143 

 

    協栄信用組合 

  理事長 池内 博 

  新潟県燕市東太田 6984  0256-61-1500 

 

    中小企業大学校三条校 

  校長 小田島 祥行 

  新潟県三条市上野原 570  0256-38-0770 

 

  吉田商工会 

    会長 美内 信孝 

  新潟県燕市吉田東栄町 14-12   0256-93-2609 

 

    分水商工会 

    会長  田中 公一 

  新潟県燕市上諏訪 9-6    0256-97-2181 

 

【受注マッチング・受注情報の共有】 

一般財団法人燕三条地場産業振興センター 

理事長 国定 勇人 

新潟県三条市須頃 1-17   0256-32-2311 

 

公益財団法人にいがた産業創造機構 

理事長 泉田 裕彦 

新潟市中央区万代島５－ １ 万代島ビル  025-246-0025 



 

【新商品開発】 

株式会社 KEN OKUYAMA DESIGN 

代表取締役 奥山 清行 

東京都港区南青山 7-10-9  03-5466-2860 

  

  アッシュコンセプト株式会社 

  代表取締役 名児耶 秀美 

  東京都台東区蔵前 2-4-5  03-3862-6011 

 

  株式会社丸若屋 

  代表取締役 丸若 裕俊 

  東京都港区南青山 6-1-32 南青ハイツ 601 

 

地元のクリエーター／商品デザイン・企画 

 

【地域ブランド／メイドイン燕の催事の開催、商品の販売、コラボ企画】 

百貨店、専門店、スーパーなどの小売店 

 

 

【メイドイン燕商品の認証及び知的財産権への助言、新商品開発における科学的評価等】

 

新潟県工業技術総合研究所 

所長 野中 敏 

新潟市中央区鐙西 1-11-1  025-247-1301 

 

  一般社団法人新潟県発明協会 新潟県工業技術総合研究所 2F 

  会長 関根 繁明 

  新潟市中央区鐙西 1-11-1   025-242-1175 

 

【その他連携先】 

  ジェトロ新潟 

  所長 中島 紳行 

  新潟市中央区新光町 16-4  025-284-6991 

 

  新潟大学 

  学長 髙橋 姿 

  新潟市西区五十嵐 2の町 8050  025-223-6161 

 

  長岡造形大学 

  理事長 水流 潤太 

  長岡市千秋 4丁目 197 番地  0258-21-3311 



連携

連携 

連携体制図等 

 

 ■創業等支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■販路開拓支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燕商工会議所 
展示会等出展 

デザイナー 
大手小売店 

地場産業振興センター等

市外企業 

市内企業 
ジェトロ 

新潟大学 
連携

連携・支援 

 

ﾏｯﾁﾝｸﾞ 

ﾏｯﾁﾝｸﾞ 

引合いﾞ

連携

国・行政 

燕商工会議所 
（個別相談・支援、セミナー開催） 

燕市 
（セミナー） 

協栄信用組合 
（セミナー個別相談等）

中小企業大学校

三条校 
民間企業 

新潟県央中小企業支援 

プラットフォーム 

市内金融機関 
（７機関） 
個別相談等 

日本政策 
金融公庫等 
個別相談等 

創業者 
創業希望者 

融資・アドバイス

相談 吉田商工会 
分水商工会 

連携 

金融機関 

連携 


