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電話番号（直通）：
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Ｅ－ｍａｉｌ：

　事務局長（経営指導員）　阪本　敏郎

連絡先

　０７２－４９２－３３１１

　０７２－４９２－２３８９

misakis@skyblue.ocn.ne.jp

①設立年月日 ①昭和４１年５月３日

②職員数
②４名

（うち経営指導員数）

③所管地域 ③大阪府泉南郡岬町

□主な事業概要（定款記載事項等）

①商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。
②商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
③商工業に関する調査研究を行うこと。
④商工業に関する講習会又はこれらの開催のあっせんを行うこと。
⑤展示会共催会等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと。
⑥商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
⑦大阪府商工会連合会の委託を受けて商工貯蓄共済事業の業務を行うこと。
⑧商工業者の福利厚生に資する事業を行うこと。
⑨輸出品の原産地証明を行うこと。
⑩商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
⑪行政庁等の諮問に応じて答申すること。
⑫社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
⑬商工業者の委託を受けて、当該商工業者が行うべき事務（その従業員のための事務を含む）を処理
すること。
⑭行政庁からの委託を受けた事務を行うこと。
⑮前各号に掲げるもののほか、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
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④４７９（平成２６年経済センサスー活動調査による）

⑥会員数（組織率）

　　会　長　　寺　田　伸　之
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⑥２５１（５２．４０％）　平成３１年３月３１日現在

⑤管内小規模事業者数 ⑤３２０（平成２６年経済センサスー活動調査による）

④管内事業所数

mailto:misakis@skyblue.ocn.ne.jp#


（５）来年度への取り組み
岬町商工会が実施する事業の周知を図るために、他団体や地域団体との連携を積極的に図り、地域の諸問題の解決にも取り組ん
でいきたい　そうすることにより地域が良くなり、結果的に地域の商工業者も良くなっていくような岬町に変えていきたい。町
内小規模企業を含めた全企業者、創業予定者に幅広く利用していただけるような、「入りやすくて明るい商工会」・「気さくに
相談できて、親切丁寧な経営指導員がいるから、何でも相談に行く」商工会となれるように努力していくので、積極的に情報の
提供や提案の発信をおこない、事業所の抱える経営課題や問題点を把握し、問題解決のため小規模企業等と共に歩み、大阪府及
び各種専門機関、岬町、阪南ブロック４商工会等と連携を図り、より効果的な提案をおこない、地域産業の振興、地域活性化を
図っていきたいと存じます。

経営相談支援事業・専門相談支援事業・地域活性化事業を利用した事業所においては、岬町商工会がワンストップ機能を有する
機関と認識し、問題解決への情報提供、支援等実施する唯一の機関との評価を得るようになって参りました。
イベント実施時の新規客をリピーター客への転換を図るための施策実施している企業が徐々にではあるが増えてきました。
しかし、依然一部の企業においては、岬町商工会が実施している事業への参加目的は、売上拡大や利益獲得できるイベントとし
てとらえ、一過性の成果・効果を得るだけで継続的な活性化を図ることができなかった事業所も少なくありません。また、基幹
となる産業がない岬町にあっては、第１次産業～第３次産業事業者間の連携やネットワーク構築の支援をおこないながら、潜在
している企業や地域資源を見出し、有効利用するための手段としての６次化等を、専門機関との連携をおこないながら、早急に
実現していく必要があります。尚、１００円商店街事業では、「１００円商品以外のお買い得商品」をに取り組む参加店を増や
すことを重点にしたいと考えています。

経営相談支援事業は、昨年以上に、経営指導員の巡回頻度を高めたことにより、小規模事業者のニーズを把握、その問題点の解
決のため様々な情報提供や提案をおこなうことにより、相談者の満足度を高めることができたと思料いたします。
専門相談支援事業は、税務及び法律を主に実施した結果、所得税や消費税等の税制の仕組みや、事業継続、事業継承・相続に必
要な民法や商法等の知識の理解を深めることができました。
地域活性化事業は、大阪府内及び他県市町よりの消費者及び観光客の岬町内への吸引を図るため、岬町内の小規模事業者が自社
のプロモートをおこなえるよう積極的な支援の結果、小規模企業においても、自社による消費者へのアプローチが不可欠である
との認識が高まってきており、新規顧客の獲得や売上の向上のためには、自社及び商品等のＰＲを実施する等の成果も上がり、
経営者としての意識に変化を与えることができました。管内の小規模事業所には、様々な販路拡大の事業機会を提供することが
でき、地域活性化への一助として機能することができました。その結果、小規模事業者については、岬町商工会が取り組む事業
のみならず自社においても積極な姿勢が見られるようになってきたと思料いたします。　また、事業後継者が少ない岬町である
ため、次年度は商工会青年部員の力を借りて、事業承継問題に積極的に取り組んでいこうと思っています。

経営相談支援事業については、当商工会において、経験の浅い経営指導員が多数占めるため、記帳・経営・金融・労務・法務等
の分野にわたる基礎知識やスキル向上のため、OJT形式で、古参経営指導員のノウハウ提供や個々の事業者の相談内容を、問題
提起による事例解決方法を共有することにより、経営指導員一人一人が事業者との面談において、気後れすることなく自信を
持って応対する体制をつくりました。
さらに、巡回の頻度を高めることにより小規模事業者との意思疎通を図り、抱える経営課題や問題点等を掘り出し、把握するこ
とに努め、小規模事業者のニーズ・問題解決に沿った情報の提供や提案等をおこないました。　更に高度・難解な内容において
は、直ちに、専門家や支援機関との連携をおこなうことにより問題の解決を図りました。　岬町商工会の将来像としては、相談
者の満足度アップを得るためには、ワンストップ機能を充実することが必要であると、個々の経営指導員が意識を持つことによ
り、役立ち信頼される相談機関となれると考えております。　専門相談支援事業は、税務支援及び法律支援を実施し、経験の浅
い経営指導員が古参経営指導員と共に、相談者と同席し、税理士・弁護士と相談者とのコーディネーター役として、事業継続の
ための助言をおこないながら、税制及び法的な理解の向上や問題の解決をおこないました。相談終了後、相談内容について、他
の経営指導員とともに検討会をおこない情報の共有を実施いたしました。
地域活性化事業については、大阪府・岬町・阪南ブロック４商工会との連携のもと、折込チラシやＨＰ等のプロモート活動とと
もに、担当経営指導員が中心となって巡回・電話及び窓口対応を通じて該当する事業所に周知し、事業の参加を促し、事業に参
加する上での支援や方策を提案しながら事業を推進しました。　また、次年度からは、経験の浅い経営指導員が多いため、月に
１回～２回は「経営指導会議」を開催し、「今、自分が抱えている相談案件」について皆の意見を聞いて、意見交換をする場を
設けたいと考えています。

経営相談事業においては、小規模事業者等が抱える個々の課題の収集と把握に努め、その課題解決に向けた適時・適切な情報提
供に基づく助言指導等の支援を実施するために、経営指導員による巡回訪問頻度を昨年度以上に高め実施いたしました。
高度で多岐にわたる問題等においては、巡回にあたった経験の浅い経営指導員より古参経営指導員への報告をもって、迅速かつ
積極的に専門家、支援機関等との連携を図り、きめ細やかな情報や支援メニューの提供をおこないました。
また、地域活性化事業においては、町外への消費流失増加の現状を鑑み、その他の流失を止めるべく、地域に潜在する人・も
の・技術等の資源活用を図るべく、事業所間の連携を高める情報の提供並びに連携を図る場所の提供をおこないました。
さらに、阪南ブロック商工会（岬町・泉南市・阪南市・熊取町・忠岡町）が広域連携を相互に図り事業を推進し、第１次産業、
第２次産業、第３次産業の融合をもって総合的な地域経済振興及び活性化を図りました。　次年度は新しい事務局体制のもと、
初心にかえり「相談しやすく親切な経営指導員」に皆がなれるように努力していきます。

（３）事業を実施した効果、所管地域の活性化の状況

（４）事業を実施した結果浮かび上がった課題

平成３０年度小規模事業経営支援事業　　事業実績報告書　事業の取組概要

　　岬    町   商   工   会

（１）事業の目標

（２）事業を実施した具体的な内容、方法及び工夫した点



目標数値 実績数値 達成率 事業評価

159 159 100.0% 4
1 1 100.0% 4
2 2 100.0% 5
7 8 114.3% 5
1 0 0.0%
0 0
0 0
8 8 100.0% 4
0 0
0 0

125 128 102.4% 3
1 1 100.0% 4
4 3 75.0% 5
0 0
2 0 0.0% 4

13 13 100.0% 4
0 0
0 0
0 0
1 1 100.0% 4

159 159 100.0%

新規/継続 目標数値 実績数値 達成率 事業評価

継続 8 8 100.0% 5
継続 4 3 75.0% 4

事業所カルテ・サービス提案

平成３０年度小規模事業経営支援事業　　事業実績報告書　事業調書

　　岬    町   商   工   会

Ⅰ　経営相談支援事業

支援のポイント・成果

経営相談支援事業は、経験の浅い経営指導員が大部分を占めるので、昨年と同様に、ＯＪＴ形式にて実
施いたしました。
個々の相談事案について、あくまでも、経験の浅い経営指導員がメーンとなって課題解決に取り組む
が、古参経営指導員のサポート並びに問題提起によって、経営指導員間での情報及び過去の指導事例の
共有に努めました。
経営指導員は、管内の小規模事業所等への巡回を1企業年１回～２回を目標に実施し、２日に１回は巡回
するように心がけ、事業者等と接する回数を濃密にし、各々の事業者のニーズの収集及び国・大阪府・
岬町等施策内容や情報を提供してまいりました。
これにより、小規模事業者と経営指導員との意思疎通が図られ、徐々にではあるが、抱える経営にかか
る課題や問題等の掘り出し、把握することができ、その解決に向けた方策等を支援し、より高度な案件
に対しても専門家や支援機関への連携を図り、ワンストップ機能を果たすことにより課題解決や経営の
改善等に役立てていただくことができました。
今後とも経営指導員と事業所がコミュニケーションを密にし、商工会への信頼性・信用性の強化を図り
各種支援やサービス向上に努め、地域商工業の振興、発展に繋げていきたいと思います。
また、次年度からは新局長を迎え新しい事務局体制のもと、「入りやすく明るい商工会」・「相談しや
すく親切丁寧な経営指導員」をモットーに精進していきます。
カルテの代表事例としてはマル経融資で申込相談があったが、制度及び金額的にマル経及び日本政策金
融公庫の単独では無理だったため、一度断られている民間金融機関と日本政策金融公庫の双方から共同
融資を受けられるような資金計画・返済計画の作成を支援して、長期かつ低金利で借り入れが出来、希
望していた設備投資が出来た良い事例がありました。

支援メニュー 指標

事業所

事業承継支援 事業所

支援機関等へのつなぎ 支援数

Ⅱ　専門相談支援事業

支援のポイント・成果

マーケティング力向上支援 事業所
販路開拓支援 支援数

税務個別相談 相談件数
法律個別相談 相談件数

事業所

平成３１年１０月に改正される消費税（軽減税率・区分記載請求書保存方式・適格請求書等保存方式
［インボイス方式］及び平成２７年に改正された相続税法やその他既存の税法に対応し、さらに、事業
継続・承継等にかかる税務相談に対応するため、税理士による税務個別相談会を計画どおり４回、弁護
士による法律個別相談会を２回開催いたしました。
相談会においては、相談者の了解に基づいて、相談を仲介した若手経営指導員と古参経営指導員とが一
緒に臨み、税理士・弁護士の専門家への相談者の事業所概要、相談主旨等を説明し、逆に、専門家より
の質問・回答を、平易な理解しやすい言葉・事例に置き換えて説明をおこないました。
これにより、商工業等の相談者が抱えている問題解決が図れ、また、相談会終了後、相談会での内容に
おいての法文解釈や留意点さらに結果について、古参経営指導員より、若手経営指導員に説明をおこな
い税務・法務のノウハウの共有を図りました。　次年度は、「働き方改革」の法令等の周知に取り組み
たいために「労務個別相談」も取り入れる予定です。

事業名 指標

結果報告

事業計画作成支援 支援数
創業支援 事業所
事業継続計画（BCP）作成支援 事業所

人材育成計画作成支援 事業所

資金繰り計画作成支援 事業所
記帳支援 事業所
労務支援 支援数

金融支援（紹介型） 支援数

マル経融資等の返済条件緩和支援 事業所
金融支援（経営指導型） 支援数

コスト削減計画作成支援 事業所

債権保全計画作成支援 事業所

財務分析支援 事業所
事業所

IT化支援 事業所
５S支援



Ⅲ　地域活性化事業

府施策
連携 事業名 支援対象企業 支援企業 支援実績率

利用者満足
度（点） 目標の指標 目標値 実績 達成率 事業評価

府施策
連携 事業名 支援対象企業 支援企業 支援実績率 利用者満足度（点） 目標の指標 目標値 実績 達成率 事業評価

○ 大阪湾もん産業フェアー 76 64 84.2% 88

自社及び自社製
品・商品または
サービスのＰＲ、
販路開拓、企業連
携等新たな取り組
みを行っていく又
はいきたいという
事業者数

65 41 63.1% 4

おおさか泉南まるご
と１００円商店街事

業
175 173 98.9% 76.2

１００円商店街を
通じて自社及び自
社製品・商品・
サービスのＰＲが
できた、新たな取
り組み、企業連
携、販路開拓に取
り組んだまたは取
り組みたいという
事業者

100 153 153.0% 5

南泉州異業種ビジネ
ス交流会事業

78 65 83.3% 91.4

新たな取り組み、
事業連携、販路開
拓に取り組んだ又
は取り組みたいと
いう事業者数

50 46 92.0% 5

※府施策連携事業は、「府施策連携」欄に○をつけてください。各欄の記載は、個別調書の記載と合わせてください。

（２）広域事業（幹事事業のみ）

平成３０年度小規模事業経営支援事業　　事業実績報告書　事業調書

　　岬    町   商   工   会

支援のポイント・成果

広域事業は、①おおさか湾もん産業フェアー　②おおさか泉南まるごと100円商店街事業　③南泉州地域異業種ビジネス
交流会事業を実施いたしました。
①「 おおさか湾もん産業フェアー事業」実施にあたっては、当初計画を１２社下回りましたが76社の参加希望がありまし
た。　泉南地域最大のイベントとして定着しつつあるこのイベントに出店することにより、自社及び取り扱う商品・サー
ビス等の知名度向上、販路開拓・売上拡大等につなげたいとの声が多数よせられました。
②「おおさか泉南まるごと100円商店街事業」については、商店街の形成も少なく商店が点在している泉南地域とのデメ
リットを逆に利用し、スタンプラリー形式を取り入れ消費者に対し、「100円商店めぐり」という点を強くアピールし
ゲーム感覚で参加してもらえるよう実施しました。
さらに、散在する「参加商店巡り」を大勢の消費者に認知してもらえるように、チラシに地図を入れてカラー刷りにし、
参加店には参加店証の掲示と「のぼり旗」を立てていただき実施しました。
昨年の参加店の17５より2社多い１７３社の参加となりましたが、本事業が消費者より開催日時の問い合わせ等もあり、
地域住民にも浸透してきた表れであり、これが、企業においても、本事業に参加することが少しでも販路開拓につながる
という意識を形成されてきたと感じます。
③前年度は３商工会でで実施していました「南泉州地域異業種ビジネス交流会事業」に新しく熊取町も参加し、岬町・阪
南市・泉南市・熊取町の４商工会による参加・連携により、岬町・阪南市・泉南市・熊取町の小規模企業者に参加いただ
き65社の参加がありました。
第1部では、事業所ＰＲタイム。
第2部では、情報・名刺交換及等の交流会を実施いたしました。
実施した交流会事業におきまして、新たなビジネスチャンスへの認識を深め、参加事業所の自社・商品等を積極的にア
ピール・ＰＲを推進し、自社のニーズ・シーズに対応できる他の企業者へのアプローチが積極的になされ、企業者間の事
業連携が数少ないが実施され、参加した経営者の方からは「接点のない人と顔を合わせることができた」との前向きな意
見も寄せられました。

（１）単独事業



②広域
連携

岬町商工会、阪南市商工会、泉南市商工会、熊取町商工会、忠岡町商工会の５商工
会の広域連携で実施いたしました。　「おおさか湾もん産業フェアー」開催にかか
る課題等について、５商工会の本事業担当の経営指導員間で調整及び連携を図りま
した。

③市町
村連携

岬町の地域振興及び地域経済の活性化に向け、所管の産業観光促進と密接に意見交
換をおこない、当フェアー開催当日の観光案内及び会場案内にかかるスタッフとし
て岬町職員の応援も要請しました。　また、本事業のイベント内容等についての情
報交換も図りました。

事
業
の
概
要

事業の目的

（現状や課題を
どのような状態
にしたいか）

岬町・阪南市・泉南市・熊取町・忠岡町には、さまざまな伝統工芸品・名所旧跡・特産物
等地域資源ならびに観光資源を有しているが、これらは地域内で散在し、利用もされず放
置されたまま、または、付加価値を見出せず有効活用が出来ないでいます。　特に、既存
の小規模の商工業者は「商品または製品・サービス」を従来の販売ならびにサービス方法
を踏襲されているのが現状であります。
また、５商工会管内には海と山に囲まれた地域でもあるため、零細・小規模な農林漁業者
及び農産水産加工業者を擁しています。
しかし、販売チャネルが従来の農協・漁協を通じての市場へ流通がほとんどで、生産者が
希望する価格はつけられず、常に市場が決定する出荷価格に甘んじている現状です。
そこで、このような事業者に対して販路拡大の機会を設け、連携商工会地域産業全般の活
性化及び知名度向上のため、大阪府内及び府外へこれらの資源性を発信し、農林水産事業
者・製造業・サービス業・物販業相互の交流を深め、連携を図り、個々の取り扱う産品の
評価を高め、さらに、「おおさか湾もん」という、ブランド化を確立し、事業所にチャレ
ンジ精神を与え、地域特産品販売の拠点づくり形成に寄与するため本事業を実施いたしま
した。

支援する対象

（業種・事業所数等）

連携する５商工会地域にあるすべての企業を対象とする。創業支援、農商工連携、地産地
消等の資源活用のため、創業予定者、農林水産業者等も対象とした。５商工会管内の事業
所（岬町476、阪南市1,580、泉南市2,199、熊取町1,245、忠岡町608）合計6,108
事業所（全業種の個人・法人事業所）を対象といたしました。　また、創業予定者、農林
水産業者も対象といたしました。

実施時期・具体
的な内容及び事

業手法

　岬町深日・ふれあい深日漁港にて、おおさか湾もん産業フェアーの開催を計画し、販売
ブース、飲食ブース、展示ブースを設置し、各種イベントも同時に計画いたしました。
◆スケジュール
岬町商工会・阪南市商工会・泉南市商工会・熊取町商工会・忠岡町商工会の５商工会管内
事業所及び創業予定者等を対象として出店募集をおこないました。
5商工会は、応募企業の新製品・新商品・新サービスのPRを支援するためおおさか湾もん
産業フェアー開催にかかる情報発信を実施いたしました。
◆実施時期・場所
開催日　：　平成３０年１０月２８日（日）　１０時００分
開催場所：　深日漁港ふれあい広場
◆具体的な内容
支援対象企業６４社を含めた８２の出店者が参加し８２ブース（販売、飲食、展示）を設
けた。　　集客するためのステージイベントとして、「信太山菊水太鼓」・地元の事業者
の関係者による「三線等の沖縄音楽」・「ビンゴ大会」を実施いたしました。
展示ブースは大阪府技能士連合会の５ブース、陸上自衛隊の車両展示、泉南警察署による
「ミニパトカー展示」・深日やぐら保存会による「深日やぐら展示」・献血コーナー等も
出店していただき、官民一体となった泉南地域最大のイベントとなりました。
毎年好評の漁船クルージングも実施し海に面した岬町の良さを来場者にＰＲできました。
また、６４社の支援対象事業者のブースも沢山の来店者で賑わっていました。
◆本事業の周知方法等
岬町商工会・阪南市商工会・泉南市商工会・熊取町商工会・忠岡町商工会の５商工会管内
の全事業者及び創業予定者に、本事業のへの参加を周知するために、新聞折込チラシを配
布、また、商工会会報・ＦＡＸ・HP等で、開催周知を何度もおこなったうえで、巡回・来
所時に売上低下を口にする事業者を中心にＰＲ及び販売促進の重要性を説明し出店要請を
おこないました。
さらに、開催にかかる来場者周知施策として、岬町全域及び和歌山市紀の川以北、阪南市
南部に新聞折込にて開催チラシを配布いたしました。

＜事業手法（①府施策連携・②広域連携・③市町村連携・④相談事業相乗効果）の具体的な連携・効果を記載＞

①府施
策連携

事前に大阪府雇用推進室人材育成課と協議し、実施にあたっては人材育成課並びに
大阪府技能士会連合会と事業内容や専門家、策定事例などに関する情報交換をおこ
ない、相互連携をはかり、連携したものづくり教室(5ブース：大阪府板ガラス技能
士会、大阪府印章技能士会、大阪府調理技能士会、大阪椅子張技能士会、大阪畳技
能士会）を実施いたしました。

平成３０年度小規模事業経営支援事業　　地域活性化事業実績報告書

岬　町　商　工　会

事業名 おおさか湾もん産業フェアー

想定する実施期間 24 年度～ 年度まで ※複数年段階的実施事業は別紙にて計画を提出すること



支援対象事業所のコーナーに来店し販売まで至った件数が当初の目標値を上回る８，０４
０名であった。

実
施
結
果

課題及び次期
以降への取組み
（実績が目標値に達
していない場合は、
その理由や今後どの
ようにフォローする

のか）

平成３０年度で８回目となり、泉南地区最大級のイベント認知されつつある「おおさか湾
もん産業フェアー」でありますが、前回が中止となったこともあり、今回は来てくれるの
かと心配していましたが、岬町のみならず泉州地域や和歌山市から来場される人たちの興
味及び関心をそそるイベントとして成長していると思われます。
これは、いままでおこなってきた、鮮魚及び野菜等の新鮮かつ地場もの、また対面販売、
さらに企業ブース、ものづくり教室、公共関連ブース併せて例年約８０近いブースに上る
出店で、大規模イベント等の仕掛けが消費者の顧客満足を充足した結果、興味を引くもの
となったのだと思います。
次回は顧客満足度をさらに高めるために、出店企業の意識および提供商品のクオリティー
を高め、当フェアーが単に当日の売上獲得が目的ではなく、各出店企業へのリピート客誘
導するために開催しているとの原点に立ち返るための支援を実施していきたい。
また、当事業を実施しているふれあい深日漁港を遊漁、遊覧、釣り等の海洋観光の拠点と
してインバウンド観光者の導入を図っていきたい。
更にＰＲとして、今よりも地域の範囲を広めてＰＲし、もっともっと沢山の来場者を集め
たい。

目標達成度 63.1%

成果の代表事例

岬町の出店事業者である青果販売店が本事業開催後、まだまだ少ないが新しいお客様が来
てくれるようになったこと。また、その青果販売店が野菜を納品している飲食店も、本イ
ベントにその青果店が出店することをＰＲしてくれたこと。イベントには参加できない
が、取引先がイベントに出店することをＰＲしてくれた良い事例である。

その他目標値の
実績

目標値
（実績）

8,040 目標達成度

支援
実績率

84.2% 満足度

105.8%

88

目標の達成度

（支援企業を
どう変化させる
ことができたか)

おおさか湾もん産業フェアーの出店事業所数は、5商工会の職員及びHP及び新聞チラシ等
の広報活動により、岬町　４０社、阪南市　10社、泉南市　7社、熊取町　5社、忠岡町
2社の合計６４社でした。　また、出店事業所の内訳は、製造業６社、卸売業８社、小売業
２４社、飲食業９社、サービス業３社、農林水産加工業４社、その他１０社となっていま
す。

指標
自社及び製品・商品またはサービス等のＰＲ、販路開拓、企業連携等を行って
いく、または、いきたいという企業数。

数値目標 65

事
業
の
実
績
／
目
標
達
成
度

計画に対する
実績（数値）

支援企業
数(計画)

76
支援企業
数(実績)

64

実績数値 41

目標値
（計画）

7,600

④相談
相乗

６４社の支援対象企業について、事前に、当日販売する商品構成・ブースに来訪し
たお客様を自店舗へ呼び込むための方策、当日配付のためのポップ・チラシづく
り、提供商品の価格設定等の支援を実施いたしました。

事
業
の
概
要

実施時期・具体
的な内容及び事

業手法



平成３０年度小規模事業経営支援事業　　地域活性化事業実績報告書

岬　町　商　工　会

事業名 おおさか泉南まるごと１００円商店街事業

想定する実施期間 24 年度～ 年度まで ※複数年段階的実施事業は別紙にて計画を提出すること

事
業
の
概
要

事業の目的

（現状や課題を
どのような状態
にしたいか）

泉南地域4商工会の管内は商店街が少なく、商業集積は大型スーパーを核に数ヶ所存在する
が、既存の小規模な商店のほとんどは地域に散在しているため、大型スーパーや増加する
コンビニエンスストアーに対抗できず集客力に乏しいのが現状であります。
地域の小規模な事業所活性化の対策として物産展等の販路開拓支援も実施していますが、
小規模零細企業の多い泉南地域では、人員・費用等の問題で物産展にすら出店できない商
店や事業所が多く存在します。
これら地域の小規模零細企業を支援するための施策として、おおさか泉南地域の４地域
（岬町・阪南市・泉南市・熊取町）で、商店街が形成されていなくても可能な「100円商
店街」事業を実施し、物産展にすら出店できない小規模零細企業を積極的に支援すること
を目的としています。
最終的には商店街が形成されず店舗が点在している地域の見本となれるような「100円商
店街」事業を目指しています。
平成28年度は閑散期に向けて開催し、参加企業が自社のＰＲ並びに製品・商品・サービス
のＰＲ及び新規顧客獲得できることを目標として開催いたしました。
平成29年度においても、売上が低迷する閑散期に開催し、参加企業が自社のＰＲ並びに製
品・商品・サービスのＰＲ及び新規顧客の開拓をおこなえる事業として実施いたしまし
た。そして、平成３０年度は、２９年度同様に売上が低迷する閑散期である１月末に２日
間開催し、参加事業所の売上増加ならびに新規顧客の獲得のために本事業を実施いたしま
した。

支援する対象

（業種・事業所数等）

岬町・阪南市・泉南市・熊取町の泉南４商工会地域管内の商店を中心とした事業所（岬町
476、阪南市1,580、泉南市2,199、熊取町1,245）合計5,500事業所（全業種の個
人・法人事業所）を対象といたしました。

実施時期・具体
的な内容及び事

業手法

①４商工会の担当者会議を２回開催いたしました（平成３０年８月と１２月）
②１０月～１１月にかけて４商工会の経営指導員が、100円商店街の趣旨説明し参加店募
集を行うために巡回活動をいたしました。
③「おおさか泉南まるごと１００円商店めぐり」を次のとおり実施いたしました。
　
●お客様に岬町・阪南市・泉南市・熊取町の泉南４地域の参加店を回っていただくため、
前年と同様、チラシは「カラー・地図入り」にて作成し、各地域において新聞折込にてＰ
Ｒ活動を実施いたしました。
　
●岬町・阪南市・泉南市・熊取町のおおさか泉南４地域で、平成３１年１月２５日（金）
と２６日（土）の２日間にかけて開催し、１７３社（岬町４１社・阪南市５０社・泉南市
４７社・熊取町３５社）が参加して地域に賑わいを提供いたしました。
　
●平成３０年度においても、１人でも多くの消費者の来店を促進するために、４商工会地
域の３店舗のお店でお買いものをすれば景品がもらえるスタンプラリー形式を実施いたし
ました。　　　　そして、１００円商品だけでなく、もう少し単価が高くなるがお得な商
品である「マル得商品」のＰＲもしていただきました。
　
また各商工会に景品交換に来られた消費者全てに「お客様アンケート」を実施し、お客様
の「おおさか泉南まるごと１００円商店めぐり」への反応を確認いたしました。

＜事業手法（①府施策連携・②広域連携・③市町村連携・④相談事業相乗効果）の具体的な連携・効果を記載＞

①府施
策連携

②広域
連携

岬町・阪南市・泉南市・熊取町の４商工会の担当経営指導員で組織した担当者会議
を開催し、開催日・参加店募集に関すること・ＰＲ方法ならびに詳細事項を協議し
にがら広域連携で実施いたしました。

③市町
村連携

岬町・阪南市・泉南市・熊取町の４市町と連携をしながら進めていき、４市町に後
援ならびに広報・ＨＰ等でのＰＲを実施していただき、地域の商業を盛り上げる事
業として、更に積極的に商業活性化に取り組んでいただきました。

④相談
相乗

岬町・阪南市・泉南市・熊取町の４商工会の担当経営指導員が、参加店募集のため
の各店の販路開拓推進ならびに啓発をしながら、１００円商店街の趣旨～１００円
商品の作り方ならびに見せ方等～メイン商品へとお客様を誘導する方法等～新規顧
客開拓に至るまでを支援いたしました。　その中でもカルテ化した事業所数は金融
支援２件、財務分析支援１件、労務支援１件でした。



事
業
の
実
績
／
目
標
達
成
度

計画に対する
実績（数値）

支援企業
数(計画)

175
支援企業
数(実績)

173

実績数値 153

目標値
（計画）

目標の達成度

（支援企業を
どう変化させる
ことができたか)

①ＰＲ用新聞折り込みチラシは昨年と同様、参加各企業名並び１００円商品内容を掲載
し、平成３０年度は２９年度同様に１００円以外のお買い得商品も掲載し、チラシ１枚で
お客様が商店巡りができるように各地域の商店の地図も掲載いたしました。
②店舗に居ながらも販路開拓できる「１００円商店街」に参加することにより、商売の基
本は、「消費者に店舗の存在を認識し、店舗に買いにきていただくこと」であるという基
本理念のもと、経営指導員が巡回活動を行った結果、当初計画の支援対象企業数１７５社
より２社少ない１７３社が「１００円商店めぐり」に参加していただきました。
③各市町による広報及びカラーチラシによるＰＲ活動等により、各地域の消費者に浸透し
てきた結果、「１００円商店めぐり」に参加することにより、自店の販路開拓及びＰＲが
できたと思った参加店は１０６社でした。
④参加企業からの事後アンケートにおいても、延べ来店者数は３，５１１人（１社来店者
平均２０人）との回答が寄せられました。
また、出店動機（複数回答）は企業のＰＲ　１２４社、自社商品等のＰＲ　５３社、売上
の増加　２０社、新規顧客の開拓　６０社、その他８社という結果でした。
出店の効果におきましても、「予想以上にあった」７社、「あった」３５社、「少しあっ
た」６７社、の計１０９社　６３％を占めることとなりました。
参加企業における今後の販路拡大のための施策（複数回答）としましては、「企業のＰ
Ｒ」１１４社、「自社商品等のＰＲ」６３社、「ＤＭ・チラシの発送」１７社、「イベン
トへの出店・自社でのイベント開催」４４社、「商品パッケージ等のデザイン開発」３
社、「企業連携」７社、「その他」６社　が必要だと認識していただきました。
⑤お客様の「おおさか泉南まるごと１００円商店めぐり」への反応を確認するために、前
年に引き続いてお客様アンケートを実施いたしました。
実施方法は、各商工会に景品交換に来られたお客様全員にお客様アンケートに記入しても
らうという方法をとりました。
その結果、１４６名のお客様より回答をいただき、満足した：８６名（全体の５９％）、
お店の対応が良い：１０８名（全体の７４％）、事業を継続してほしい：１３９名（全体
の９５％）等、「おおさか泉南まるごと１００円商店めぐり」に対する肯定的な意見が多
数を占めたので、お客様の反応は良かったと感じました。

指標
１００円商店街を通じて自社及び自社製品・商品・サービスのＰＲができた、
新たな取り組み、企業連携、販路開拓に取り組んだ、または取り組みたいとい
う企業数。

数値目標 100

目標達成度

支援
実績率

98.9% 満足度 76.2

実
施
結
果

課題及び次期
以降への取組み
（実績が目標値に達
していない場合は、
その理由や今後どの
ようにフォローする

のか）

①お客様アンケートや参加店アンケート等の結果を勘案し担当者会議で協議し、平成３１
年度も多くの参加店からの要望により一般的に売上の低迷する閑散期の開催に向け検討
し、各参加店の売上の増加及び新規顧客の獲得のために支援していきたいと考えておりま
す。
②開催時期が冬のため、もう少し暖かい時期での開催や、人を呼べる魅力のある「１００
円商品」の成功事例を提供しながら、各商店が独自の販促イベント開催及び新しい商品の
開発を行なえるような支援していきたいと考えています。
③また、「１００円商品以外のお得な商品」の参加店をもう少し増やしていくために、参
加店の募集をする巡回時に、正確に趣旨の説明をして理解してもらうように努力していき
ます。

目標達成度 153.0%

成果の代表事例

岬町のパン屋さんでは、当日に行列ができ売切れ商品が続出であった。また、常連客以外
の新しいお客様が多数きてくれたので、店舗のＰＲにもなった。

その他目標値の
実績

目標値
（実績）



平成３０年度小規模事業経営支援事業　　地域活性化事業実績報告書

岬　町　商　工　会

事業名 南泉州地域異業種ビジネス交流会事業

想定する実施期間 27 年度～ 年度まで ※複数年段階的実施事業は別紙にて計画を提出すること

事
業
の
概
要

事業の目的

（現状や課題を
どのような状態
にしたいか）

南泉州地域４商工会（岬町・阪南市・泉南市・熊取町。　熊取町は、３０年度より参加）
の管内は、地場産業である繊維工業の衰退、関西電力多奈川発電所操業休止によって、地
域経済は収縮の一途を辿っています。
さらに、４商工会管内には、商店街の形成は少なく、個々の商店が散在しているため、集
客力に乏しいうえに、平成１８年６月に施行された大店立地法により、巨大大型スーパー
の開業やコンビニエンスストア増店の状況に対抗できず、３商工会管内の企業の減少は止
まらず、企業の売上、雇用の減少、顧客に対するサービスの低下にまで繋がっているのが
現状であります。
また、企業等が交流や情報交換する機会がほとんど無い状況であり、そのため事業者同士
の横のつながりが希薄であり、地域としての一体感並びに企業間の連携を自発的におこな
うことは難しい状況下にあるのも事実です。
アベノミクスによる経済政策によって、「円安が」顕著になってから訪日観光客（インバ
ウンド）が年々増加し、平成２７年の訪日観光客は1974万人、大阪府を訪れた訪日観光
客は716万人、関西空港よりの訪日観光客も1100万人にのぼっています。
また平成２６年の訪日外国人の旅行消費額は前年比約40％増の２兆278億円となっていま
すが、南泉州地域は、ほとんどその経済効果を吸収できておらず、地域総合経済団体であ
る３商工会が行政・農協・漁協や観光協会その他諸団体と連携して、本交流会を開催する
ことにより、第１次産業生産物の安定供給やブランド化及び加工製品を創出する６次産業
化を図り、さらに、３商工会管内の観光資源発掘や有効利用によって、大阪府内外の住民
及びインバウンドの受入を視野に入れた観光サービス事業立上げ等新たな販路開拓及び企
業間の連携、相互の経営力向上等を図りました。

支援する対象

（業種・事業所数等）

連携する３商工会管内の企業（岬町476社、阪南市1,580社、泉南市2,199社、熊取町１,
２４５社）合計５,５００社（全業種の個人、法人企業）を対象とする。　また、創業支
援、農商工連携、地産地消等の資源活用のため、創業予定者、農林水産業者等も対象とす
る。

実施時期・具体
的な内容及び事

業手法

平成３０年９月２８日（金）１８時～２１時　岬町淡輪・海風館多目的ルームにて、南泉
州地域異業種ビジネス交流会を開催いたしました。
参加企業数としては、当初計画の７８社より１３社少ない６５社・７０名（岬町３５社・
３５名、阪南市１0社・１０名、泉南市１０社・１１名、熊取町１０社・１０名）に参加し
ていただきました。
（第１部）　事業所ＰＲタイム（１８時～２０時）
（第２部）　情報及び名刺交換などの交流会（２０時～２１時）
参加企業は、自社及び自社の新製品・新商品・新サービスのＰＲをおこない、４商工会
は、情報発信及び交流並びにネットワーク等の構築の支援のため、当日だけでなく後日の
交流も可能となるよう全参加者の住所連絡先記載の名簿及び事前に収集しました。
参加企業のチラシ等を配布し、連携・マッチングの促進を図りました。
また、４商工会（岬町・阪南市・泉南市・熊取町）管内の全企業及び創業予定者に、交流
会開催を周知するために、ＨＰや開催案内文書の郵送並びにＦＡＸ発信、経営指導員によ
る巡回により周知を何度もおこなったうえで、巡回・来所時に新規顧客獲得・企業連携等
を口にする企業を中心にＰＲ及び販売促進の重要性を説明し参加要請をおこないました。

＜事業手法（①府施策連携・②広域連携・③市町村連携・④相談事業相乗効果）の具体的な連携・効果を記載＞

①府施
策連携

②広域
連携

岬町・阪南市・泉南市・熊取町の４商工会の担当経営指導員間で密に連絡をとり、
情報交換も行いながら交流会の詳細事項を協議いたしました。

③市町
村連携

岬町・阪南市・泉南市・熊取町の４市町と連携を図りながら進めていき、４市町よ
り後援していただきました。
さらに岬町の総務部企画地方創生課及び産業観光促進課に対し、本ビジネス交流会
の周知の協力依頼ならびに関係諸団体への職員の方々の参加要請もお願いし了解を
得ました。その甲斐あって行政の方々の参加もあり、行政施策の説明もしていただ
きました。

④相談
相乗

各担当経営指導員等が参加要請のために巡回したので、巡回時に融資を含む様々な
相談があったためカルテ化もできた。カルテ化した件数は、財務分析支援３件、労
務支援１件、金融支援２件、販路開拓支援１０件、事業承継支援１件でした。

事
業
の
実
績
／
目
標
達
成
度

計画に対する
実績（数値）

支援企業
数(計画)

78
支援企業
数(実績)

65
支援

実績率
83.3% 満足度 91.4



事
業
の
実
績
／
目
標
達
成
度 実績数値 46

目標値
（計画）

目標の達成度

（支援企業を
どう変化させる
ことができたか)

南泉州地域異業種ビジネス交流会の参加企業は、４商工会の職員の巡回、ＦＡＸ等の広報
活動により、当日参加企業数は６５社・６６名の参加となりました。　参加企業の内訳
は、製造業　１０社、建設業　４社、卸売業　６社、小売業　１２社、飲食業　２社、
サービス業　２０社、農林水産業　２社、その他　９社　でした。　また行政機関等の参
加は別に５機関ありました。
参加企業よりの事後アンケートにおいて、参加動機（複数回答）は、事業所のPR　２９
社、製品等のＰＲ　９社、他社等のビジネス情報収集　１４社、人脈・ネットワーク構築
２社　という結果でした。
参加の効果においても、「予想以上にあった」２２社、「あった」２４社で計４６社・７
０.７％を占め、また「少しあった」も１５社ありました。
販路拡大のための必要な取組み（複数回答）としては「事業所及び製品等のＰＲ」２９
社、「企業連携」１０社、「新商品等の開発」９社にのぼり、「接点のない人と顔を合わ
せることができた」との前向きな回答もありました。

指標
新たな取り組み、企業連携、販路開拓に取り組んだ、または取り組みたいとい
う企業数。

数値目標 50

目標達成度

実
施
結
果

課題及び次期
以降への取組み
（実績が目標値に達
していない場合は、
その理由や今後どの
ようにフォローする

のか）

参加者の多くは異業種・同業種問わず他企業との交流を図れる機会が少なく、引き続き異
業種ビジネス交流会等他企業との交流を図れる場を設ける必要があり、個々の企業では人
員・費用等の問題により新事業の展開が出来ない状況であり、販路拡大のためのチャレン
ジ気運を高め、企業連携を図り新たな観光サービス事業の立上げやインバウンドの受入を
取り組める体制づくりが不可欠であります。　また、３１年度は全国的にも緊急課題であ
る「事業承継」問題にも取組み、事業承継が円滑にできる事業所を増やすことも目的にし
ます。　そして、交流会のグループを８グループに分けテーマを決めてディスカッション
してもらう。　そして、少なくとも１グループは事業承継をテーマにしてディスカッショ
ンしてもらう。　尚、31年度は参加事業所数を増やしたいことならびに事業承継も取り入
れるために、担当者会議を開催し事前に詳細事項を慎重に協議して進めていく予定です。

目標達成度 92%

成果の代表事例

交流会参加後、参加した自動車販売・修理業の事業所が他地域の事業所の方から。オーク
ションで「こういう車を探して欲しい」という依頼があったこと。

その他目標値の
実績

目標値
（実績）


