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1. 調査研究の目的とナレッジの活用方法 
（１） 目的と活用方法 

小規模基本法・小規模支援法が成立し、地域や企業に密着した支援を行う商工会・商工会議所の小規模

事業者支援に対する重要性が益々高まっている。特に、小規模事業者にとり、売上拡大は企業の持続的経

営に向け必要不可欠となっている。 

売上拡大に必要なことは、市場機会を捉え小規模事業者の強みを活かした商品開発・販路開拓等の展開

が重要であるが、事業者自身のノウハウが乏しい等の問題がある。そこに個社支援の重要性がある。 

一方、小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって販路開拓に取り組む費用の２/３を補助する

小規模事業者持続化補助金等の資金面の補助により、小規模事業者の持続的経営に向けて大きな一歩を

踏み出した。商工会・商工会議所としても着実な実行支援とフォローアップが求められ、案件開拓に寄与

した補助金効果を、支援成果に結び付けることが期待されている。 

こうした問題意識のもと、本調査では全国商工会連合会（以下、全国連）の協力により、売上拡大に寄

与し、効果的な個社支援を行う商工会の活動や支援事例を調査分析し、支援ノウハウや支援スキーム等を

抽出して、モデル化した。ＨＰ等で公開し、商工会等の支援機能強化に寄与することを目的とする。 

 

具体的には、以下を念頭に売上拡大のための小規模事業者支援の体系化を試みた。 

① 経営指導員の小規模事業者に対する売上拡大支援ノウハウの向上 

・売上拡大テーマと手法 

・売上拡大類型ごとの支援内容 

・小規模事業者特性に基づく支援手法 

・売上拡大支援に求められる商工会経営指導員の行動モデル 

② 商工会等の小規模事業者支援の仕組みの明確化 

・支援機関としての連携支援の基本スキーム 

これにより、以下のような場面でナレッジ活用されることを想定している。 

    

 

 

 

 

なお、本報告書は、サブタイトルとして「小規模事業者サポートブック（暫定版）」としている。関連

する支援ツールの開発等、一層活用されることを視野に、引き続きブラッシュアップを図りたい。 

 

（２） 対象となった支援事例の選定と調査分析方法 

全国連の協力のもと、１県連当たり 5 事例を目安に、採択された持続化補助金活用支援事例 222 事

例の提供を受けた。書面によるスクリーニングで 50 事例を選定し、担当経営指導員への電話ヒアリン

グで 21 事例に絞り込んだ。その 21 事例の支援者・事業者を訪問し、経営指導員の支援内容、事業者の

支援に対する感想等をヒアリング調査した。その結果、支援プロセス、得られた支援成果、売上拡大支援

の仕組み、支援者の行動特性、小規模事業者特性を踏まえた支援のポイント等の視点で分析した。 

なお、調査の前提として、次頁の問題意識（仮説）を持って臨んだ。こうした仮説を検証することを意

識し、調査分析を実施した。 

＊ 経験の浅い経営指導員が小規模事業者支援における心構えや方法論を理解する 

＊ 商工会が小規模事業者支援における支援体制を構築する 

＊ 経営指導員の小規模事業者に対する売上拡大支援で求められる支援内容や行動を理解する 

＊ 持続化補助金等、小規模事業者を対象とした支援テーマや効果的支援手法を把握する等 
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◆小規模事業者の特性（仮説） 

① 従業員数の少なさにより、経営者自身が現場の事業活動に従事し、経営に専念できない。 

② 経営者が現場活動に追われているため、経験と勘を基軸とした成り行き的な経営となっている。 

③ 経営者は現場活動に関する優れたノウハウを有しているものの、反面、経営に専念できない状況から、

経営ノウハウが乏しい場合がある。 

④ 従業員が家族の場合があり、融通が利く半面、経営体質的に甘えが生じやすい。 

⑤ 個人事業の場合は、家計と会計が未分離になっていることがあり、計数管理に対する意識が希薄にな

りやすい。 

◆小規模事業者特性に見る事業計画作成の位置づけ（仮説） 

① 成り行き経営から計画的経営への転換による経営力向上 

② 事業計画作成による補助金等の公的支援制度の活用促進 

③ 事業計画作成による経営ビジョン、戦略策定等を通して、経営者としての視野・視座の拡大や経営ノ

ウハウを育成 

④ 従業員等との事業計画の共有による経営の羅針盤機能の発揮 

◆事業計画作成における支援者の役割（仮説） 

① 事業計画作成自体は経営者が行い、支援者はナビゲーター 

② 事業計画作成において経営者のノウハウが不十分な点は支援者が具体的ノウハウを提供 

③ 最終的には経営者が事業計画作成を独力でできる状態にすることが目標 

④ 計画の完成がゴールではなく、スタートであることを浸透 

⑤ 実行支援を念頭に置いて支援（作成支援が目的ではなく、事業の持続的発展・成長支援が目的） 
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2. 売上拡大手法の類型化 

事例分析の前提として、売上拡大手法を商品軸と市場軸で分類し、4 つに類型化した。なお、市場軸に

関しては、分かり易さを重視し、既存市場＝地域内市場、新市場＝地域外市場と捉えた。 

 

 

 

 【Ａタイプ】既存商品×既存市場深耕 

既存商品を活用し、既存市場により深く浸透させる方向性。 

 

 【Ｂタイプ】既存商品×新市場開拓 

   既存商品を活用し、新市場を開拓する方向性。 

 

 【Ｃタイプ】改良・新商品×既存市場深耕 

商品改良または新商品開発により、既存市場により深く浸透させる方向性。 

 

 【Ｄタイプ】改良・新商品×新市場開拓 

商品改良または新商品開発により、新市場を開拓する方向性。 
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3. 調査対象 222 事例の全体傾向 

 まず、調査対象の支援事例の全体像を把握するため、全 222 事例の傾向を分析した。 

（１）地域別・業種別の売上拡大手法の傾向 

全 222 事例の売上拡大手法の傾向を、地域別と業種別の観点で分析した。その結果、以下の傾向が抽

出できた。 

① 都市圏市場の近くに立地する等、立地条件により、対象市場を既存市場にするか、新市場にする

か異なると推測。 

② 概ね大市場が近くに存在する場合は既存市場深耕、大市場が近くに存在しない場合は新市場開拓

する場合が多い。 

③ 製造業が「新商品×新市場開拓」、小売業が「既存商品×既存市場深耕」が多い。要因は、看板や

店頭改善等で成果の出やすい小売業と、製造する商品そのものの見直しから着手することにより

成果が出る製造業との業種特性上の違いによるものと推測。 

④ 飲食業に「新商品×新市場開拓」が多い。飲食業は、食品製造と小売の中間的特性を持つ。「新市

場開拓」では、自店の看板メニューを商品化し、ネット販売による開拓を図るケースもあり。 
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（２）売上拡大類型別の支援機関連携の傾向 

次に 222 事例における支援機関連携の傾向を抽出した。なお、1 つの支援事例で複数の支援機関と

の連携もあることから、事例数よりも連携する支援機関数が多くなる。 

① 「既存商品×既存市場深耕」では、県連・広域センターとの連携が約 7 割。 

② 「既存商品×新市場開拓」は、実数として連携支援する場合が最も少ない。構成比では県センタ

ーとの連携が最多。新市場開拓を図るため、県センターの販路開拓支援制度等を活用していると

推測。 

③ 「改良・新商品×既存市場深耕」は、県連・広域センターの他、金融機関との連携が相対的に多

い。商品改良や新商品開発に際し、設備投資が必要になった可能性。 

④ 「改良・新商品×新市場開拓」は、他支援機関と連携する場合が最も多い。商品改良や新商品開

発、新市場開拓では、商工会単独の支援では限界があり、他支援機関と連携する必要性が高い。

他の類型にはない特徴としては、他商工会、県センター、県等の地域行政機関との連携が多い。

他商工会との連携は、隣接した商工会と連携することにより、新市場開拓を行うケース。県セン

ターや県等の行政機関との連携は販路開拓支援制度等の活用と推測。 

⑤ 売上拡大支援のためには、支援機関連携が支援体制上、重要な取り組み。特に、商品改良や新商

品開発、新市場開拓を図ろうとする場合に必要性が高い。支援機能上、商工会単独では支援に限

界がある場合、機能補完ができる他支援機関との連携の選択肢は、常に準備しておくことが重

要。 
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4. 業種別の売上拡大テーマの特徴（電話ヒアリング 50 事例対象） 

電話ヒアリング 50 事例を対象に、売上拡大手法の類型別のテーマを業種別に整理した。その上で、売

上拡大手法の類型別に特徴を抽出した。 

（１） 製造業の特徴 

 

製造業の売上拡大テーマの大きな特徴は、高付加価値な新商品開発と販路開拓・新規顧客開拓により、

販売単価向上と販売数量増加を図ることである。既存商品を活用する場合は、自社の主力商品のリニュー

アルや最も特徴的な商品で既存市場や新市場開拓を図ろうとしている。 

 

① Ａ．既存商品×既存市場深耕⇒「既存商品の訴求力強化による販売数量増加」 

食品製造業は、主力の既存商品のラベルデザインのリニューアル等による商品訴求力強化で販路であ

る小売店での販売数量増加を目指す。ラベルリニューアルは自社商品をアピールする機会になることか

ら、自社ＨＰも連動させてリニューアルするなど、ブランド認知向上を図る。 

 

② Ｂ．既存商品×新市場開拓⇒「特徴的な既存商品による新市場開拓」 

海外等の新市場開拓を目標とすることから、自社商品ラインの中で最も特徴的な商品をセレクトし商

談会等により開拓を図る。開拓先市場の特徴やニーズを事前に情報収集し、市場受容の可能性のある商
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品を投入する。また、出展する商談会・展示会の来場者特性を把握し、販路としての適性を見極めてお

くことが必要なことから既存支援機関の販路開拓事業を活用する等、実績や成果のある事業を活用する。 

 

③ Ｃ．改良・新商品×既存市場深耕⇒「高付加価値の新商品開発による地域内需要の開拓」 

製造業の売上拡大は、高付加価値の自社独自商品の開発による販売単価向上が最重要な目標となる。

そのため消費財の場合は、既存市場のニーズの検証や競争相手との差別性を意識する。更に、高付加価

値化を図るため、使用する原材料の質を高めたり、地域資源を活用したり、製造加工方法を見直したり、

様々な工夫が求められる。新商品開発に関する思いや思想を新商品ブランドに集約すると同時に、販路

を意識した形状・量・サイズのパッケージデザインで表現する。また、地域内需要の開拓を重視するこ

とから、地域内のテストマーケティングの実施等、支援機関の独自事業の活用も視野に置く。 

 

④ Ｄ．改良・新商品×新市場開拓⇒「新たな効用や価値を提供する新商品開発により広域で新市場開拓」 

地域内市場の縮小により、都市圏等の大市場の開拓を目標に新商品を開発する。既存商品は、既存市場

向けであることから、商品ブランドや、品質、量・サイズ、用途、パッケージを含め、新たな効用や価値

を提供できる新商品を開発する。そのため、試作品のテストマーケティング、商談会出展等による意見聴

取等、市場受容され得る商品ブラッシュアップが不可欠となっている。また、継続的な販路開拓が必要と

なることから、他の支援機関の施策の複合的活用が求められる。 

 

（２） 小売業の特徴 
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小売業の売上拡大テーマの大きな特徴は、自社開発商品、仕入商品問わず、独自商品を活用し、新市場

を開拓することである。本来、地域密着型の小売業の特性上、店舗改善や看板設置等による既存市場深耕

が多いが、売上拡大への寄与度という点では大きな成果が生まれにくい。そのため、今回の電話ヒアリン

グの対象は、「既存商品×新市場開拓」「改良・新商品×新市場開拓」の 2 類型となった。 

 

① Ｂ．既存商品×新市場開拓⇒「独自商品の訴求力強化、新用途開発による域外の新規顧客開拓」 

小売業が地域外の新市場を開拓するためには、専門性の高い業態による商圏を広域に設定できる独自

性の高い商品の取り扱いが不可欠である。新地域への新規出店という選択肢もあるが、小規模事業者とい

う特性上、現実的ではない。既存商品の場合は、訴求力向上のための新パッケージデザインや通信販売導

入、新用途開発による販路開拓等が該当する。 

 

② Ｄ．改良・新商品×新市場開拓⇒「独自商品・サービスのブランド化と高付加価値化で域外の新規顧

客開拓」 

既存商品以外で小売業が地域外の新市場を開拓するためには、新事業による新地域への出店か、独自商

品開発や新事業展開による新規顧客開拓を図ることになる。前述のとおり、新地域への出店は現実的では

ない。ポイントになるのは、内部に商品開発機能を持っていることである。製造機能は内部で持つか外部

委託する。これにより、新商品や新事業のブランド化や高付加価値化が可能になり、標的市場のニーズと

マッチすれば成功確率が高まる。そのために、標的市場でのテストマーケティングや、新事業開始までの

準備に時間を投入する。 

 

（３） 飲食業の特徴 
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飲食業の売上拡大は、対象を既存市場（地域内）とするか、新市場（地域外）とするかにより、対応が

大きく異なる。前者は、地域密着型の業種特性を活かし、店舗改装や新たなメニュー開発による客数・客

単価向上や、外食以外の持ち帰り（中食）需要開拓や宅配サービス等の導入により販売数量増加、客単価

向上を目指す。後者は、ＨＰ等の広く情報発信する手段を活用し、専門店として広域から集客するか、自

店看板メニューを商品化しＨＰ等を通して販売していく。 

 

① Ａ．既存商品×既存市場深耕⇒「滞留時間増加による客単価向上」 

飲食業は店内空間の快適性向上が滞留時間増加に結び付く。滞留時間増加を図ることができれば、メニ

ュー次第では追加オーダーが期待でき客単価向上を図ることができる。そのために、店舗改装を行い、メ

ニューの見直しを同時に行うことにより、集客増も期待できる。 

 

② Ｂ．既存商品×新市場開拓⇒「魅力の発掘と活用による域外客数増加」 

小規模事業者の飲食業の場合、比較優位性のあるこだわりメニューの魅力の訴求方法が不十分な場合

が多い。特に、専門店ほどそのような傾向にある。そのため、事業者の思いやこだわり、原材料や調理加

工方法等を棚卸する。そして、域外客にアピールするために、その地域の食文化と使用する原材料、提供

メニューのこだわりを魅力としてＨＰ等で広く情報発信する。更に、地域の観光案内所等でのリーフレッ

ト配布等により域外客数増加を目指す。 

 

③ Ｃ．改良・新商品×既存市場深耕⇒「中食対応と商品の付加価値向上で数量増加、単価向上」 

外食以外の中食対応や宅配サービス等の導入により地域内の既存市場を深耕する。既存市場の顧客の

高齢化が進展したり、既存市場内に同様なサービスを展開する小売業・飲食業が少ない場合に有効であ

る。また、メニュー自体に独自性や魅力があることも重要になる。中食に対応するためには、食品表示の

問題解決や新たな加工設備を要し、準備期間が相当程度必要になる。 

 

④ Ｄ．改良・新商品×新市場開拓⇒「看板メニューの外販商品化・高付加価値化で数量増加、単価向上」 

自店の看板メニューや独自に開発・製造した調味料等を外販商品化し、ブランド化することにより、高

付加価値商品として販売する。販売方法は、店内販売だけではなく、自社ＨＰによる直販や、ギフト商品

や土産物といった位置付けで他の販路を開拓する。ポイントになるのは、外販商品化する商品自体の独自

性、地域性、市場性であり、明確な特徴と魅力を有していることである。 
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（４）サービス業の特徴 

 

小規模事業者のサービス業は、労働集約的な対個人サービスが中心である。そのため、サービス提供す

る事業者の技術・技能の強みを明確化することが、売上拡大上の必要条件になる。特に、新サービス展開

は、技術・技能を一朝一夕に習得できるものではないため、持っている技術・技能を活用し新サービスを

開発することになる。 

 

① Ａ．既存商品×既存市場深耕⇒「域内の顧客ターゲットの明確化と強み訴求強化で新規顧客開拓」 

前述のとおり、小規模事業者のサービス業は対個人サービスが中心であることから、認知向上のために

は対象とする顧客ターゲットを明確化し、確実にリーチ（届く）するメディアの活用が不可欠となる。キ

ャッチコピーは、強みとする提供サービス訴求のため、サービス利用者の困り事や悩み事の解決や効用を

一言表現する。これにより新規顧客開拓を図る。 

 

② Ｃ．改良・新商品×既存市場深耕⇒「既存顧客を対象に既存サービスとの相乗効果向上が期待できる

新サービス導入」 

既存サービスに対する既存顧客の関連ニーズを捉えた新サービスを導入することにより、客単価向上

等、売上拡大を図る。既存顧客のニーズや市場を分析し、新サービスの導入可能性を検証する必要があ

る。更に、新サービス展開にあたり必要となる技能・技術の実行可能性や設備導入等の棚卸を行う。 
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③ Ｄ．改良・新商品×新市場開拓⇒「顧客ターゲットの絞り込みと新サービスによる効用の提供で広域

からの新規顧客開拓」 

新サービスは、持っている技術・技能を活用し、対象とする顧客ターゲットのニーズ視点で開発する。

そのためにニーズや市場の分析を行い、新サービスのメニュー内容や価格体系等をパッケージとして明

確化する。更に、広く新サービスを広報するためにパブリシティ活用や、個別対応メディアとしてＳＮＳ

等を活用することにより、徐々に認知向上を図る。 

 

（５）農・水産業の特徴 

 

① Ｄ．改良・新商品×新市場開拓⇒「一次産品のブランド化と加工品開発による高付加価値化」 

農・水産業の売上拡大は、「改良・新商品×新市場開拓」のみである。一次産品のブランド化や加工品

開発による高付加価値化により販売単価向上を図る。新商品開発は、中長期的支援になることが多く、商

談会・展示会出展と商品ブラッシュアップを繰り返し、市場導入可能な商品に育成していく。同時に、販

路開拓を行うことが多く、バイヤーの意見やニーズに対応して商品コンセプトを明確化し、パッケージデ

ザイン、形状・量目、価格設定等、商品設計がなされていく。 
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【参考】電話ヒアリング 50 事例の売上拡大手法とテーマ  

※「★事例」はＨＰ紹介の持続化補助金活用支援事例 No. 

  業種 テーマ 販売単価向上の手法 販売数量増加の手法 

Ａ.既存商品×

既存市場深耕 

飲食店 座敷改修と販促強化に

よる受注拡大事業 

  新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

酒類製造

業 

既存商品のラベルリニ

ューアルと新規商品の

ラベル作成 

  商品の見せ方(ラベルデ

ザイン）を変えて需要開

拓 

社 会 保

険・社会

福祉・介

護事業 

地域内(狭域高密度型)

介護予防に向けたデイ

サービスの普及作戦の

展開～津久井地区要介

護者の突発事故撲滅プ

ロジェクト 

  新顧客層を開拓 

ネット販売・ＳＮＳ活用 

学習塾 

★事例⑨ 

新規塾生獲得に向けた

ＰＲ事業 

  見せ方を変えて需要開

拓(チラシ、ＨＰ等） 

窯業・土

石製品製

造業 

陶磁器製品の販路拡大

のための店舗改装、販路

拡大 

  新顧客層を開拓（店舗改

装によるコミュニティ

スペースとの相乗効果） 

Ｂ.既存商品×

新市場開拓 

飲食業 長瀞真そばの美味しさ

とソバの魅力を伝える

広告宣伝活動 

  ＨＰの見せ方を変えて

需要開拓 

飲食料品

小売業 

相撲発祥の地・まんじゅ

う店の店舗改装、販路拡

大 

  新パッケージデザイン、

看板設置、通信販売 

Ｃ.改良・新商

品×既存市場

深耕 

飲食業 

★事例③ 

既存料理のデリバリー

化による、新規顧客の獲

得と売上増進（①テイク

アウト惣菜のデリバリ

ー化、②自家製ケーキ等

の商品化、③誘客看板の

設置） 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

新たな売り方で需要開

拓 

宅配等のサービスの付

加 

飲食業 登米産食材を使用した

洋食メニューの開発と

店舗リニューアルによ

る新規顧客獲得事業 

新ブランド構築 

原材料の質向上 

新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

洋菓子製

造小売業 

冷凍保存したデコレー

ションケーキのネット

販売 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

消費期限の拡大 

ネット販売・ＳＮＳ活用 

機械器具

輸入卸・

小売業 

★事例⑦ 

ペダル後付ランニング

バイク「レンラッド」の

拡販および街乗りヘル

メット「クロスカ」の新

規導入 

  新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

ネット販売・ＳＮＳ活用 

釣り具製

造・小売

業 

製品ラインアップの拡

充に伴う釣行番組の作

成とＴＶ放送による販

売促進活動 

新コンセプト 新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

チャネル拡大 

菓 子 製

造・小売

業 

★事例⑧ 

反射炉大砲ロールのパ

ッケージ、ラベル作りと

ホームページ改良 

新パッケージデザイン ＨＰの見せ方を変えて

需要開拓 

新チャネル販売 

ネット販売・ＳＮＳ活用 

容量・サイズ、商品ライ

ンナップのバリエーシ
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ョン増加 

美容業 トータルビューティー

サロンを目指して「まつ

げエクステの導入とＰ

Ｒ」 

新コンセプト 新たな効用で需要開拓 

機械器具

工具卸売

業 

建設機械、電動工具等の

修理事業 

新コンセプト 新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

理容業 地域一番店を目指し、機

器導入による癒しとや

すらぎを提供 

新コンセプト 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

新たな効用で需要開拓 

美容業 

★事例⑬ 

「着物ドレス」の新商品

開発・ＰＲ 

新コンセプト（着物ドレ

スのリメイク） 

新 顧 客 層 を 開 拓 ( 展 示

会、雑誌掲載） 

酒類小売

業 

★事例⑳ 

当店シニアソムリエが

厳選したワイン＆ワイ

ンアイス提供による売

上拡大！ 

強みを活かした関連商品

開発 

新顧客層開拓 

Ｄ.改良・新商

品×新市場開

拓 

写真サー

ビス業 

★事例① 

新たな成長の柱と位置

づける『ニューフォトス

タイル』事業の体制整備

と効果的な市場浸透 

新コンセプト 新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

農業 プロモーション戦略の

見直しによる「厚沢部産

きのこ」の販路拡大とブ

ランド価値向上 

新ブランド構築 

新パッケージデザイン 

新地域での販売 

新チャネル販売 

飲食業 当店の味をご家庭で！

中食需要と贈答品需要

の開拓事業 

新コンセプト 

新パッケージデザイン 

新たな用途で需要開拓 

新地域での販売 

酒・食品

小売業 

幻の黄金ゆり根コロッ

ケ事業 

新コンセプト 

新ブランド構築 

容量・サイズ、商品ライ

ンナップのバリエーシ

ョン増加 

新地域での販売 

調理料製

造・小売

業 

★事例② 

伝統の味を極める！販

路拡大事業～三浦醤油

店８０周年物語 

新コンセプト 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

新チャネル販売 

ネット販売・ＳＮＳ活用 

織物・衣

服・身の

回り品小

売業 

試作品の商品化と全国

の葬祭関連企業への販

路開拓事業 

新ブランド構築 

新パッケージデザイン 

新地域での販売 

新チャネル販売 

飲食業 真空包装機によるオリ

ジナルメニュー開発及

び新規顧客と外販開拓 

新コンセプト 

新ブランド構築 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

小口ロット対応 

新チャネル販売 

移動販売 

酒類小売

業 

★事例④ 

地元農産品を使用した

ランチ＆カフェ事業 

新コンセプト 

原材料の質向上 

新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

新チャネル販売 



15 
 

宿泊業 

★事例⑤ 

プロモーション向上と

体験教室の強化による

客室稼働率、客単価及び

客層の改善 

新コンセプト 新顧客層を開拓 

飲食業 「大田原牛メンコロ」と

「大田原牛ひき肉カレ

ー」の惣菜販売と自社ネ

ット通販の開始 

新パッケージデザイン 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

ネット販売・ＳＮＳ活用 

酒類小売

業 

★事例⑥ 

萌酒 新シリーズ『百鬼

酒』の開発 

新ブランド構築 新顧客層を開拓 

新たな見せ方で需要開

拓 

商品ラインナップのバ

リエーション増加 

農業 さまざまなジェラート

の開発と新たな販路開

拓 

新パッケージデザイン 

原材料の質向上 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

チャネル拡大 

ネット販売・ＳＮＳ活用 

食料品製

造業 

★事例⑩ 

デザインの刷新と自社

のブランドイメージの

統一による首都圏販路

の開拓 

新コンセプト 

新ブランド構築 

チャネル拡大 

新地域での販売 

食料品製

造業 

真菰などの地域資源等

の粉末化及びそれを活

かした小ロット開発受

託事業のＰＲ 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

原材料の質向上 

小口ロット対応、オーダ

ーメイド 

チャネル拡大 

飲食業 新商品開発（パッケージ

デザイン含む）と専用機

械装置費及びチラシ作

成等の販売促進活動 

新パッケージデザイン 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

新たな売り方で需要開

拓 

生産数量の拡大 

飲食料品

小売業 

入善ブランドを県内外

でＰＲし、入善の交流人

口を増加させることで

自社の売上増加を図る 

新ブランド構築 新顧客層を開拓 

チャネル拡大 

容量・サイズ、商品ライ

ンナップのバリエーシ

ョン増加 

新地域での販売 

酒類製造

業 

日本酒における四季醸

造とフレッシュローテ

ーションの確立による

新ニーズの開拓 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

新顧客層を開拓 

新たな効用で需要開拓 

生産数量の拡大 

チャネル拡大 

新地域での販売 

農業 

★事例⑪ 

粉末タマネギスープの

商品パッケージリニュ

ーアル及び商談会出展 

新パッケージデザイン 新たな見せ方で需要開

拓(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 

チャネル拡大（展示会出

展） 

新地域での販売 

窯業・土

石製品製

造業 

★事例⑫ 

オリジナルテーブルウ

ェアの開発と販路開拓

支援 

オリジナルプロダクトデ

ザインで付加価値向上 

新地域での販売（展示会

出展） 

電子部品

製造業 

自動制御システムを活

用した吉野材の新商品

開発（人形）、ＰＲ 

新コンセプト 

原材料の質向上 

新たな効用で需要開拓

（ＰＲ用冊子作成） 
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飲料・た

ばこ・飼

料製造業 

地元農産物をブレンド

した「お茶」の新商品の

試作開発、販路開拓 

新コンセプト 

原材料の質向上(地元農

産物のブレンド） 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

チャネル拡大 

新顧客層を開拓（若い女

性向け） 

新地域での販売（展示会

出展等） 

飲食業 

★事例⑭ 

地域資源を活用したカ

フェの婚活事業拡大 

新コンセプト 

新ブランド構築(婚活事

業） 

広域から新顧客層を開

拓 

新たな効用で需要開拓 

酒類製造

業 

★事例⑮ 

健康志向にこだわりを

もつ顧客をターゲット

にした新商品の開発、販

路拡大 

新ブランド構築 

原材料の質向上（100％

無農薬米） 

新パッケージデザイン

（ラベル、瓶） 

チャネル拡大 

新地域での販売（展示会

出展等） 

食料品製

造業 

★事例⑯ 

「獺祭」の酒粕を使っ

た、「銀ダラ粕漬」「真鯛

粕漬」の新商品の開発、

販路拡大 

原材料の質向上 

(獺祭の酒粕等） 

チャネル拡大（百貨店、

飲食チェーン等） 

新地域での販売（首都

圏） 

ネット販売 

小売業 

★事例⑰ 

アウトサイダーアート

のＰＲ，販売促進 

高イメージ醸成による付

加価値向上 

新地域での販売 

食 料 品

（醤油）

製造業 

★事例⑱ 

地元食材を活用した「和

のピザ」製造のための機

器設置、6 次化事業支援 

新コンセプト（和のピザ） 

新ブランド構築 

原材料の質向上（地元食

材） 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上（窯） 

広域から新顧客層を開

拓 

新たな効用で需要開拓 

酒類製造

業 

★事例⑲ 

日本酒の海外販路開拓

支援 

※既存商品は「Ｂ.既存商

品×新市場開拓」に相当 

市場調査に基づく海外向

け新商品の開発 

新地域での販売 

新チャネル販売(海外現

地バイヤーとの商談会） 

飲食料品

小売業 

★事例㉑ 

島外親族を発注者に高

齢者宅配弁当事業の販

路開拓、プロモーション 

新コンセプト(島外の子

世帯への安否確認情報提

供を含めた弁当宅配受

注） 

新たな効用で需要開拓 

ネット販売 

リピート購買の仕組み

構築 

食料品製

造業 

どぶろく関連商品の開

発・販路開拓 

新ブランド構築（甘酒ソ

フトクリーム） 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上 

新顧客層を開拓（子供か

ら大人まで） 

新たな効用で需要開拓 

製造業 竹炭を使った化粧品の

新商品の開発・試作品の

製作・販路開拓 

新パッケージデザイン 新地域での販売 

新チャネル販売 

ネット販売 

水産養殖

業 

ヤマメを使った「幻のご

飯味噌」の新商品開発・

パッケージ、ＰＲ 

新パッケージデザイン 新地域での販売 

新チャネル販売 

ネット販売 

不動産賃

貸業 

長期滞在型物件の販路

拡大 

新コンセプト（地元住宅

を活用した長期滞在型空

間の提供） 

製造（加工）方法を変え

て付加価値向上（体験型

サービス提供） 

新顧客層を開拓(本土の

シニア層） 

新たな効用で需要開拓 

新チャネル販売（楽天、

じゃらん） 
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5. 売上拡大類型ごとの経営指導員の支援内容 

次に売上拡大手法の類型別に経営指導員がどのような支援をしたのか、その特徴を 4 つの支援フェー

ズに分類し整理した。根拠にしたのは、訪問ヒアリング結果であるが、訪問ヒアリング 21 事例の中には

明確な「既存商品×新市場開拓」タイプが存在しないため、その特徴を類推した。 

 

（１） Ａ．既存商品×既存市場深耕の特徴 

⇒①既存商品の拡販余地の検証、②プロモーションや販売方法の見直し 

 

「既存商品×既存市場深耕」支援は、既存商品の品目別・カテゴリー別の売上動向を分析した上で、既

存市場の規模や動向を把握し既存商品の拡販余地を検証していることが大きな特徴である。そして、経営

分析により、事業者の強みを発見・抽出し、既存商品の訴求ポイントの見直しを行う。拡販余地がある場

合は、商品認知向上が課題になることから、顧客ターゲットを明確化し、告知媒体・エリアを再設定する。

更に、宅配や移動販売等、新たな販売方法を模索するなど、顧客に対するアプローチ方法の見直しも行

う。 

 

  【ＨＰ紹介事例⑨】岐阜・大垣市赤坂商工会「心と学力を育成する学習塾の新規塾生獲得支援」 

～内外データの綿密な分析により従来校区外からの新規塾生拡大余地を検証～ 

当社の経営環境を整理するため、外部と内部に分けて分析することにした。外部環境では、文部

科学省や県、大手教育機関等の公表データを収集した。更に、当社が商圏範囲としている地域の大

手学習塾やフランチャイズの個別指導塾の進出状況も調べた。その結果、小学生・高校生の学習塾

利用率が高まっており、中学生も 40％を超える高い水準を維持していることが分かった。更に、

大手は、ビデオ視聴や個別指導を行うカリキュラムもあり、親の経済的負担が大きい。近隣の競合

先では、高校生の進路指導までは踏み込んでいなかった。一方、県内の不登校児童・生徒数も高止

まり傾向であり、発達障害等の問題を持つ児童生徒数も増加していた。 

 内部環境では、当社で最も生徒数の多い中学生の中学校別構成比や、創業以来の年次生徒数、当

塾高校生数の推移を分析した。その結果、クチコミに頼っていたことから、特定の中学校区で 7 割

以上を占めており、当塾の主要な生徒である中学 3 年生の減少、在塾高校生数の停滞等が判明し

た。 

 一方、定性面では、顧客の評価を収集した。問題を抱える生徒を含め、幅広く生徒を受け入れる

こと、人間味あふれるコミュニケーションや、個人に徹底的に寄り添う父兄懇談会等、競合他社に

はない強みを有していた。 
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（２） Ｂ．既存商品×新市場開拓の特徴⇒①需要動向等新市場開拓可能性検討、②訴求ポイント明確化 

 

「既存商品×新市場開拓」支援は、開拓する新市場を設定し、既存商品の市場開拓の可能性を検討する。

首都圏等のアンテナショップでのテスト販売や既存商品の品目別・カテゴリー別の売上動向を分析し、事

業者の新市場開拓の判断を促す。事業者が新市場開拓の判断をした場合、ターゲットとする顧客像を明確

化し、顧客ニーズに対応した訴求ポイントを明確化していく。新市場開拓のため、その地域における販売

チャネル開拓等も併せて行う。 

  

【ＨＰ紹介事例①】 

北海道・美瑛町商工会「写真館のニューフォトスタイル事業による持続的成長支援」 

～新事業の新市場開拓可能性の検証と訴求ポイント明確化～ 

※新事業であるが、従来から取り組んでいた事業であり、支援のエッセンスを参考にしたいことから紹介。 

経営指導員は平成 24 年頃から開始している新事業の売上動向や構成比を後継者に確認した。殆

ど売上貢献しておらず、構成比もそれぞれ 1～2％程度であった。更に、新サービスのメニューが

体系化されておらず、需要開拓のための要素を整理する必要があった。そこで、後継者にレクチャ

ーしながらＳＷＯＴ分析を行い、現状認識を共有した。その結果、年間 150 万人の観光客や、隣接

する旭川市の市場機会を活用していないことが分かった。また、野外ウェディングフォトや乳幼児

を対象とした貸衣装付きスタジオ撮影は、旭川市に進出した大手チェーン店も参入していた。 

事業計画作成では、経営指導員が質問しながら後継者の新事業に対する思いやアイデア、現状の

取り組みを引き出していった。また、現状のサービス種類別売上高を整理し、その動向や構成比の

算出を支援した。その上で、3年間の経営計画・経営目標を数値レベルで設定し、新事業であるニ

ューフォトスタイル事業の売上拡大の道筋を明確化した。 

経営指導員が支援で強調したことは、美瑛町の地域資源である風景の活用と、旭川市からの需要

獲得である。その上で「ニューフォトスタイル事業」というネーミングにより、新たな 4つのフォ

トサービス（①野外ウェディングフォト、②美瑛町の美しい風景を背景にした家族写真等のロケー

ションフォト、③生後 6か月の乳児を対象にしたハーフバースディフォト、④妊婦を対象にした記

念写真であるマタニティフォト）を体系的に整理した。同時に価格体系を明確化することにより、

大手チェーン店の実施できない高付加価値サービスを提供する写真館として新たなスタートを切る

ことができた。 
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（３） Ｃ．改良・新商品×既存市場深耕の特徴 

⇒①新商品の顧客ターゲット明確化、②新商品コンセプト明確化とブランド構築、③地域の販

路開拓支援事業活用、④既存顧客への新商品訴求 

 

「改良・新商品×既存市場深耕」支援は、既存市場の規模・動向を分析し、ターゲットとする顧客像を

明確化することが出発点となる。その上で、既存商品の購入者層の特性と、品目別・カテゴリー別の既存

商品の売上動向を分析する。その結果、既存市場において取り込めていない顧客層をターゲットとするこ

とを再確認する等、新商品の対象顧客を明らかにする。新商品はコンセプトを策定し、顧客ターゲットに

合わせた商品設計、ニーズを喚起するブランドイメージ構築等、様々なマーケティング上の工夫を行う。

また、既存市場深耕であることから、支援機関が地域内にアンテナショップを持っている場合や、地元消

費者対象の地域イベント出展支援等で新商品のＰＲを支援する。 

 

  

【ＨＰ紹介事例⑧】 

静岡県・伊豆の国市商工会「菓子製造業の世界遺産登録関連商品の開発と販売促進支援」 

～商工会の独自事業を活用した販路開拓支援～ 

経営指導員は商工会の事業を活用して実行支援を行った。商工会は「反射炉ブランド認定事業」

を独自事業として、伊豆の国市の協力を得ながら進めている。これにより、アンテナショップでの

ＰＲや広報活動の支援を行った。その結果、新商品「反射炉大砲ロールケーキ」が地元テレビ局の

取材を受けて紹介された。 

今回の支援で経営指導員が意識したことは、商工会の販路開拓支援の仕組みを活用することであ

る。商品開発は、県連の販路開拓支援事業によりブラッシュアップした。持続化補助金で具体的ツ

ール作成を支援し、連動させて商工会主催「IZU 食彩トレイドフェア」に出展し、試食販売により

地域への浸透を図った。「反射炉ブランド認定事業」は、現状 60品目を超える認定があり、新商品

の話題性喚起に寄与している。 

※幕末史跡・韮山反射炉が世界遺産登録推薦を受けている。 
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（４） Ｄ．改良・新商品×新市場開拓の特徴 

⇒①需要動向等新市場開拓可能性検証、②新商品の顧客ターゲット明確化、③新商品コンセプ

ト明確化とテストマーケティング、ブランド構築、④新市場での販路開拓支援（ＳＰツール、

パプリシティ、商談会・展示会等） 

 

「改良・新商品×新市場開拓」支援は、開拓する新市場の規模・動向を分析し、ターゲットとする顧客

像を明確化することが出発点となる。その上で顧客ターゲットのニーズを分析し、開発予定の新商品の新

市場開拓可能性を検討し、事業者の判断を促す。着手の判断をした場合、再度、顧客ターゲットを明確化

し、新商品のコンセプトを策定すると同時に、新商品の差別化ポイントや魅力を訴求ポイントとして明確

化する。そして、顧客ターゲットに合わせた商品設計、ニーズを喚起するブランドイメージ構築等、様々

なマーケティング上の工夫を行う。一方、新市場開拓であることから、認知向上のための効果的な媒体選

定、パブリシティ活用支援等を行い、併せて販売チャネル開拓のための商談会・展示会等の出展支援も行

う。また、展示会等の配布ツールとして新商品の訴求ポイントを押えた販促ツールの作成支援も行う。 

 

  【ＨＰ紹介事例②】秋田・潟上市商工会「創業 80 周年醤油店の新商品開発・販路拡大支援」 

～事業者の強みを活用した首都圏向け新商品開発支援～ 

後継者と経営指導員は、当社の伝統と味を新たな顧客の興味が湧くよう「80 周年物語」として

伝えることにした。そのために、当社の最大の強みであるヒトに焦点を当て、初代・兼吉の味、二

代目・義弘の味、初代女将・フジエの味、二代目女将・晶子の味として物語的に商品展開する。当

社が 80 年企業である理由が、ヒトの信頼感や温かさを感じさせる人柄である。地域や事業者に密

着して活動する経営指導員は熟知していた。また、食の安心安全に関しては、当社商品は地元産原

材料を使用し、県独自の食文化である糀を丁寧に作り、1 年間熟成させた天然醸造にこだわってい

る。 

 こうしたヒトと食の安心安全な伝統製法で作られた味を訴求することで、新商品の特徴を打ち出

すことにした。 
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【参考】売上拡大手法の類型と経営指導員の支援内容の例 

 

  

類型 売上拡大の視点 切り口 売上拡大手法 小規模事業者に対する主な支援内容
①新顧客層開拓 ◆市場規模の動向把握による拡販余地の検証
②新チャネル開拓 ・需要動向（地域内人口・世帯数、年齢構成、家計調査年報等）

・供給動向（当該業種業態の事業所及び販売チャネル数等）
◆新規顧客に対応した告知媒体・告知エリアの変更
・折込エリア、ポスティングエリアの変更
・チラシからフリーペーパーへの変更等

①既存商品のパッケージ・ラベルの改善 ◆既存商品の売上動向の分析
②チラシ、ＨＰ等の認知向上手段の改善 ◆既存商品の顧客評価による分析
③顧客アプローチ方法の改善 ◆訴求ポイントの見直しと明確化

◆顧客ターゲットに届く媒体選定の見直し
◆ＳＥＯ対策
◆認知向上効果の検証
◆ネット販売、移動販売、宅配による販売等の検証・改善

①エンドユーザーへの販売拡大 ◆既存商品の新市場開拓可能性の検討
②販売チャネル開拓 ・新地域での需要動向
③チラシ、ＨＰ等の認知獲得手段の明確化 ・新地域での供給動向
④顧客アプローチ方法の明確化 ・首都圏等のアンテナショップでのテスト販売

◆展示会・商談会等への出展
◆既存商品の新市場に対応した訴求ポイントの明確化
◆顧客ターゲットに届く媒体選定
◆ＳＥＯ対策
◆認知獲得効果の検証
◆販売チャネルに対する拡販アイデアの検討
◆直販方法（ネット販売、移動販売、訪問販売等）の検証・選定

①新コンセプト（ターゲット、ニーズ、提供価値）
の明確化

◆標的市場の規模・動向把握による新商品の市場ポテンシャルの
検証

②新ブランドの構築 ◆標的市場のニーズの把握・分析
◆ニーズを捉えた提供価値（強み）の明確化
◆提供価値に対応した製造（加工）方法の明確化
◆提供価値に対応した原材料の選定と調達
◆提供価値に対応した価格設定
◆試作品のテストマーケティングによるブラッシュアップ
◆コンセプトを表現する商品ブランド構築とパッケージデザイン作成

①新顧客層開拓 ◆既存市場動向分析
②新チャネル開拓 ・需要動向（地域内人口・世帯数、年齢構成、家計調査年報等）
③チラシ、ＨＰ改善による新商品の認知拡大 ・供給動向（当該業種業態の事業所及び販売チャネル数等）

◆新商品の訴求ポイント、ユーザーメリットの明確化
◆新商品、新規顧客に対応した告知媒体・告知エリアの変更
・折込エリア、ポスティングエリアの変更
・チラシからフリーペーパーへの変更等
◆地域イベントへの出展
◆地域内アンテナショップへの出品
◆チラシ、ＨＰ等の改善支援（訴求力向上、ＳＥＯ対策等）

①試食等の声掛け、ＤＭ等による認知拡大 ◆新商品の売り方、見せ方の検討
②店頭改善による新商品の訴求強化 ◆のぼり旗導入、店頭及び陳列改善等
①新コンセプト（ターゲット、ニーズ、提供価値）
の明確化

◆標的市場の規模・動向把握による新商品の市場ポテンシャルの
検証

②新ブランドの構築 ◆標的市場のニーズの把握・分析
◆ニーズを捉えた提供価値（強み）の明確化
◆提供価値に対応した製造（加工）方法の明確化
◆提供価値に対応した原材料の選定と調達
◆提供価値に対応した価格設定
◆試作品のテストマーケティングによるブラッシュアップ
◆コンセプトを表現する商品ブランドとパッケージデザイン作成

①エンドユーザーへの販売拡大 ◆新商品の新市場開拓可能性の検討
②販売チャネル開拓 ・新地域での需要動向
③チラシ、ＨＰ等の認知獲得手段の明確化 ・新地域での供給動向
④顧客アプローチ方法の明確化 ・新市場の視察

・首都圏等のアンテナショップでのテスト販売
◆展示会・商談会等への出展
◆高付加価値商品の新販売チャネル開拓
◆新商品の訴求ポイント、ユーザーメリットの明確化
◆顧客ターゲットに届く媒体選定
◆パブリシティ活用支援
◆ＳＥＯ対策等
◆認知獲得効果の検証
◆販売チャネルに対する拡販アイデアの検討
◆直販方法（ネット販売、移動販売、訪問販売等）の検証・選定

Ｄ.新商品×新市
場開拓

販売単価向上

販売数量増加

商品の高付加価値化

新規顧客開拓

販売単価向上 商品の高付加価値化

Ｃ.新商品×既存
市場深耕

販売数量増加

既存顧客の新商品購
入促進

新規顧客開拓

A.既存商品×既
存市場深耕

販売数量増加

新規顧客開拓

既存顧客の購入数量
増加

Ｂ.既存商品×新
市場開拓

販売数量増加 新規顧客開拓
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6. 優秀支援 21 事例の分析に見る小規模事業者支援のエッセンス 

訪問ヒアリングした優秀支援 21 事例の分析から得られた支援のエッセンスを、（１）小規模事業者特

性に基づく支援手法の特徴、（２）支援者の行動特性、（３）支援機関の支援の仕組み・体制、の 3 つの

観点から抽出した。 

 

（１）小規模事業者特性に基づく商工会経営指導員の支援手法の特徴 

今回の優秀支援事例における訪問の中で、商工会経営指導員に小規模事業者支援で意識している点を

ヒアリングした。商工会は主に小規模事業者を対象に経営支援をしていることから、小規模事業者特性を

意識することはないが、支援手法には小規模事業者故の特徴を見出すことができた。 

小規模事業者支援は不十分さや不足する点等のマイナス面に目が行きがちになるが、裏を返せばプラ

ス面に捉えることができる。下図のように、商工会経営指導員は、プラス面として捉えながら、支援者と

して各レイヤーに対応した支援手法をとっていた。小規模事業者が苦手としている部分を補完しながら、

最終的には自律や自走を促すべく伴走支援を行っている。 
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（２）支援者の「5 つの行動特性」 

訪問ヒアリングした優秀支援事例における商工会経営指導員の行動特性を分析した。共通項として 5

項目抽出できた。 

 

 

 

 

 

 

 

成り行き的に支援を行うのではなく、内部・外部データの分析により裏付けを取りながら、事業計画の

論理性・実現可能性重視の支援を行う。小規模事業者は、肌感覚で市場環境や商品の売れ行きを認識して

いるが、数値では明確には把握していない。小規模事業者の弱い部分を支援者が補完している。 

その上で、事業者の強みを発見・活用し、それを標的市場に向けて強くアピールする。そして、事業者

の 1～2 年後の姿を見据えながら、事業者が今できることから段階的に支援を行う。 

また、事業者との信頼関係が強固であり、日常的な支援や中長期的な支援の中で、持続化補助金活用支

援を捉え、事業者（経営者）の個性・資質に合ったコミュニケーションや支援スタンスをとっている。特

に、事業計画作成においては、事業者の自力作成を促した上で、不十分な点等を補完し、事業者の自分の

作成した計画として強いコミットを引き出している。その結果、計画が絵に描いた餅に終わらないよう、

計画実行に向けた意欲を喚起しているといえる。 

 

  

① 対象(標的)市場の分析を綿密に行い、商品・サービスの市場性を検証 

② 事業者の販売データをカテゴリーに分けて分析し、現状の商品力・販売力を検証 

③ 事業者の強みを客観的に分析し、売上拡大のために活用できる強みを明確化 

④ 中長期的な支援を視野に、事業者ができることから段階的に支援 

⑤ 事業者(経営者)の個性を見極めた上で実行意欲を喚起する支援を実施 

【ＨＰ紹介事例⑤】 

栃木・那須町商工会「ファミリー層をターゲットに滞在型ペンションの顧客開拓支援」 

 

経営指導員は、各種統計調査データから、那須町への観光客入込数や宿泊者数の動向を複数年月

単位で情報収集した。その結果、平成 25 年の観光客入込数は前年比約６～７％増であることが分

かった。当社の宿泊客数のピークがゴールデンウィークと夏休み中の 8月であることから、両時期

について、那須町の主要観光施設への観光客入込数の推移を複数年情報収集した。しかし震災前の

平成 22 年の水準には戻っていないことが分かった。 

 当社には、体験教室メニューを含め、サービス別の売上構成と粗利益率を算出してもらった。ま

た、月別の売上高を調べたところ、8月と 5月で売上全体の 8割を占めていた。 

 その上で、ヒアリングにより当社の強みを明確化した。売上構成では、体験教室メニューは

15％に過ぎず、拡大余地が大きいこと、人気のパン作り教室は粗利益率が最も高く、収益性向上に

寄与することが分かった。当社の強みは、地元産食材を使った和食、経営者夫人が多種多様な資格

保有者であり各種体験教室実施のノウハウがあること、ファミリー層のニーズに特化した施設（キ

ッズルーム、家族風呂、大家族対応の和洋室等）があること、1歳児から家族で楽しめる体験教室

が充実していること等である。こうした強みの抽出は、経営指導員がＳＷＯＴ等のフレームワーク

を活用し、分かりやすく丁寧に説明した。 
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（２） 支援機関の支援の仕組み・体制 

次に持続化補助金活用支援事例において、支援機関としてどのような仕組みや体制で売上拡大支援を

行っているか、売上拡大手法の類型別に整理した。 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ．既存商品×既存市場深耕⇒事業者の自律性重視の支援 

商工会経営指導員が事業計画作成支援等の企業支援を行い、企業が主体的に計画実行できるよう支援

する。既存市場深耕は地域市場を熟知している事業者自らが創意工夫をもって行い、指導員は身近な相

談相手として状況把握やアドバイスを行う。実行支援で専門家を活用する場合は、県連等と連携する。 

Ｂ．既存商品×新市場開拓⇒県連・他支援機関との連携支援による着実な新市場開拓支援 

 商工会経営指導員が事業計画作成支援等の支援を行うものの、既存市場（地域市場）ではなく、新市

場を対象に開拓を行うことから、2 次データや県等のアンテナショップの販売データ等をもとに標的と

する新市場の分析を綿密に行う。場合により、アンテナショップで消費者アンケートを実施し、既存商

品の新市場開拓の実現可能性の検証を行う。計画実行支援においては、県連や他の支援機関の販路開拓

支援事業等を活用し、積極的に商談会・展示会出展を促す。パッケージ等の商品訴求上の課題や商談会

等でのアピール方法等、特定分野の課題では専門家を活用し、解決を図る場合がある。 



25 
 

 

 

 

 

 

  

Ｃ．新商品×既存市場深耕⇒新商品開発で連携支援、既存市場深耕で商工会独自事業活用 

新商品開発を行いながら既存市場（地域市場）深耕を図る取り組みであり、支援着手前から事業者

は新商品開発における試行錯誤を繰り返している場合が多い。こうした試行錯誤を繰り返しているこ

とは、商工会経営指導員の巡回による事業者との会話や、商工会職員が顧客として店舗利用した際に

明らかになる。そこで初めて、売れる商品づくりに向けて新商品開発支援に着手することになる。新

商品開発支援は、商工会単独では難しいことから県連と連携し、県連独自事業や専門家活用により支

援を行う。最終的な商品完成に向けて消費者モニター等を活用しブラッシュアップを図る場合もあ

る。また、新商品製造に必要な設備等が必要な場合は、金融機関と連携することがある。 

一方、試作品が完成した段階で、既存市場（地域市場）深耕に向けて支援を行う。例えば、地元消

費者を対象とした商工会主催の独自イベントに出展したり、地域行政機関の支援を受けながら実施す

る商工会独自の販路開拓支援事業等、様々な施策を活用することにより市場深耕を図る。ただ、既存

市場深耕であることから、事業者単独では実行できないことについて支援を実施するも、実際の計画

実行は事業者の自律性を重視する。 

持続化補助金は、最終的な販路開拓等の出口支援で活用することが多く、中長期支援の 1 つの支援

ツールとなっている。 

Ｄ．新商品×新市場開拓⇒商工会経営指導員はコーディネーターに徹し、県や他の支援機関との連

携、専門家活用を推進 

 新商品開発をしながら新市場（地域外市場）開拓を図る取り組みであり、最も高度専門的支援を要

する。新商品開発では、当初から新商品の構想があるわけではなく、開拓を目指す市場でのイベント

や、アンテナショップでの販売、市場視察等により開発のヒントを得ることが多い。場合により、開

拓を目指す市場の情報に精通する専門家を活用し、既存商品の改良から商品コンセプトづくり、パッ

ケージデザインに至るまで総合的な支援を行うことがある。商工会経営指導員は県連と連携しながら

コーディネーター役に徹する。 

 新市場開拓では、事業者にとっては未知の市場であることから、試作品のテストマーケティングを

繰り返すことにより商品ブラッシュアップを図り、確実に売れる商品づくりに向け支援する。その際

は、県や他の支援機関の販路開拓支援事業を活用するなど連携支援が必須となる。持続化補助金は、

出口支援として商品完成後の商談会・展示会出展支援に活用される場合が多い。Ｃケースと同様、中

長期支援の 1 つの支援ツールとなっている。 
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７． 売上拡大類型別「小規模事業者支援モデル」の考察 

（１） 売上拡大のための「小規模事業者支援モデル」 

優秀支援 21 事例を支援プロセス毎に分析し、売上拡大に資する特徴的な支援行動の抽出を試みた。

抽出した支援行動の特徴に基づき、類型別に小規模事業者支援モデルの仮説を設定した 

縦軸が、事業者にとって未知市場・既知市場、横軸が、事業者の自走力の高・低である。自走力とは、

事業者が自力で各分野において事業展開を図ることができる能力のことである。総じて、新商品開発また

は新市場開拓では、ノウハウのある場合を除き、自走力は低いといえる。 

なお、「Ｂ．既存商品×新市場開拓」は、訪問ヒアリングの対象になっていないことから、今回の考察

からは除外した。 

 

① 「Ａ．既存商品×既存市場深耕」では、事業者の自走力は高いことから、事業者の気が付かない強

みを活用する「即効性重視型支援」となる。 

② 「Ｃ．新商品開発×既存市場深耕」では、既知市場を対象とするものの、新商品の市場性の検証、

市場対応のためのブラッシュアップ支援を図ることから、伴走支援を行う「市場機会開拓型支援」

である。 

③ 「Ｄ．新商品開発×新市場開拓」では、事業者の自走力と、開拓する市場の未知の度合い（経験、

他社先行事例の有無等）により、3 つに分類できる。ある程度ノウハウのある事業者を対象にした

「自走促進型支援」、未知・未経験の程度の大きい市場を対象にした「未知市場対応型支援」、事業

者の自走力は低いものの、伴走者として段階的に売れる商品づくりを支援する「やれそう感喚起型

支援」である。 

 

21 事例の分析結果であり、網羅性はないが、仮説として情報提供する。支援モデルの詳細は、次の「（２）

優秀支援 21 事例に見る売上拡大類型別のキーになるプロセス別支援行動」をご覧いただきたい。 
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（３） 優秀支援 21 事例に見る売上拡大類型別のキーになるプロセス別支援行動 

※【事例 No.】はＨＰ紹介の持続化補助金活用支援事例 No 

売上拡大のための小規模事業者支援モデル設定の根拠となった商工会経営指導員のキーになる支援行

動の特徴（売上拡大支援のポイント）を、支援プロセスに当てはめて整理した。売上拡大手法の類型別

に訪問ヒアリングした優秀支援 21 事例の全てを分析した結果、商工会経営指導員の支援行動には、一

定の行動モデルが存在することが類推できた。 

 

① Ａ．既存商品×既存市場深耕 

●即効性重視型支援モデル 

既存市場を対象に既存商品の深耕を目的にした支援である。既存市場内に拡大余地があることを、内外

のデータ等を活用しながら検証する。その上で市場内顧客のニーズに合った事業者の強みを発見し、プロ

モーションの中核にしながら具体的手法をナビゲートしていく。具体的な実行は、事業者自らの創意工夫

のもと行い、支援者は身近な相談相手としてモニタリングしていく。事業者の既存ノウハウを活かした支

援であり、即効性重視型の支援といえる。 

 

 

 

 

② Ｃ．新商品開発×既存市場深耕 

●市場機会開拓型支援モデル 

新商品を開発し、既存市場の深耕を図る支援である。新商品に対する事業者の思いを丁寧に聞き取り

ながら、各種統計データを活用し既存市場における市場性を検証していく。その上で新商品の顧客ター

ゲットの設定等、売れる商品づくりに向けて具体的支援を行い、支援機関のリソースや独自事業等を活

用しながらブラッシュアップを図る。支援前は、独自に試作品開発等を繰り返し、事業者が苦労してい

たことから、市場機会開拓の場や手法を提供する中で徐々に手応えを感じさせ、実行意欲の喚起を図

る。既存市場に機会があることを認識してもらい、商品の市場性を徐々に高めていく支援であることか

ら市場機会開拓型の支援といえる。 



28 
 

 

 

 



29 
 

③ Ｄ．新商品開発×新市場開拓 

a)「やれそう感」喚起型支援モデル 

新商品を開発し、新市場開拓を図る支援である。ただ、事業者の実行ノウハウに制約が大きいことか

ら、対象とする新市場の規模や特徴等を定量的・定性的に分析・把握しながら、新市場開拓の可能性を

検証していく。こうした密なコミュニケーションを事業者と行うことにより、開発する新商品を新市場

に導入する不安感を緩和する。そして、試作品開発と新市場でのテストマーケティングを同時並行で進

めることにより、事業者に「やれそう感」を持たせる支援をする。販路開拓等の実行支援では、支援機

関連携や広報活動支援、実行体制強化のための支援を行う。こうしたことから、「やれそう感」喚起型

支援といえる。 
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b)自走促進型支援モデル 

新商品を開発し、新市場開拓を図る支援であるが、事業者にある程度実行ノウハウがある場合の支援

である。支援者は聞き役に徹し、事業者の構想やアイデアを引出しながら整理して、新商品イメージや

構想を具体化していく。また、事業者の有するノウハウに卓越性があるものの、自覚のない場合があ

り、客観的な立場で卓越性の認識を事業者にもってもらう。一方、新市場開拓に向けた課題分析が不十

分な場合があるため、支援者として事業者と共に課題抽出し、解決策を検討していく。最終的には、事

業者自らが目標設定し、ＰＤＣＡを回せる状態を作ることを視野に置いていることから、自走促進型の

支援といえる。 
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c)未知市場対応型支援モデル 

新商品を開発し、新市場開拓を図る支援であるが、事業者にとって開拓する市場が未知・未経験分野で

あり、他社の先行事例が乏しいことから、実行しながら継続的な改善を図る支援を行う。ただ、ハイリス

クである故、新市場の分析と実行能力を検証する経営資源の分析は綿密に行い、特に新市場に関しては支

援機関として十分な情報提供と施策活用を推進する。新商品・新事業に関しては、新市場ニーズに対応し

たブラッシュアップや開発支援を行い、新市場導入を進めることにより、課題を発見し、解決を図る。支

援者としては、実行結果のモニタリングをしながら、事業者が販売データ把握等、継続的な改善を図る体

制を構築していくことを支援する。 
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８． 小規模事業者の売上拡大支援に向けた今後の課題 

最後に今回の調査研究をとおして、支援者、支援機関としての課題を提示したい。 

 

（１） 支援者（経営指導員）の課題 

① 支援者の使命感と課題解決手段としての施策活用 

今回の調査を通して、改めて確認できたことは、商工会経営指導員の支援者意識の高さである。訪問

ヒアリングした経営指導員は、地域経済活性化に向け 1 社 1 社の小規模事業者と強い信頼関係を築

き、情熱をもって親身な支援を行っている。持続化補助金についても、事業者の本質的な経営課題を抽

出し、その解決の 1 手段として活用していた。ただ、自分自身の業務目標に採択件数、承認件数等があ

ることから、自己の実績づくりのために事業者に提案することがある。件数目標達成が目的化すると、

補助金は事業者にとって具体的メリットが明確なことから、テクニック論として事業計画作成支援を行

い、採択されたとしても、補助金の目的外使用や計画実行が疎かになる可能性がある。支援者の使命

は、支援先企業の課題解決による成果創出である。施策活用は課題解決の手段であり、目的ではない。

今一度、こうした基本原則を確認しておきたい。 

 

② 業界知識に裏付けられた的確な「質問力」の習得と、実践者として得意分野を持つこと 

知識・スキル面では、フレークワークを活用した課題分析、統計データやアンケート調査を活用した

市場分析・顧客分析、事業所内の既存データを活用した販売分析等、分析能力の高い経営指導員が多か

った。商品開発における実務的な知識や製造の現場における知識等は、専門知識が必要になることから

専門家を活用する場合が多かった。特に小規模事業者は、小売業、飲食業、食品製造業、理美容業等、

比較的顧客視点で意見やアイデアをいえる業種が多く、専門知識がなくとも事業者の話の意味は理解で

きる。しかし、真に事業者の信頼を獲得するためには、製造工程や技術、原材料等、事業者のこだわり

をもっている部分を理解することである。こうした部分に的確な質問をし、相手の思いや考え方を引き

出すことができれば、事業者の気が付かない強みを発見することができる。その質問の背景に、業種固

有の知識やその業界の景況（マクロ・ミクロ）等、業界知識が必要になる。訪問ヒアリングで、経営指

導員に自分自身の支援能力上の課題を質問したところ、「コミュニケーション」と回答する者が比較的

多かった。相手の本音を引き出すコミュニケーション技術とともに、業界知識に裏付けられた的確な

「質問力」の習得も課題として挙げられると思う。 

事業計画作成支援については、専門家頼みにしないことが浸透しており、経営指導員がほぼ計画作成

支援を担っていた。また、自己の支援能力の棚卸を行い、「プロモーション」が得意分野と明確に回答

する者もいた。この経営指導員にどのように知識・ノウハウを習得したのかと質問すると、事業者対象

のセミナーに担当者として参加し、マーケティング知識を身に付け、実際の現場で実践することにより

ノウハウとして習得したとの回答であった。更に、新商品のテスト販売の際も事業者の立場でお客様に

質問するなど、実際の消費者ニーズ収集に熱心であった。その結果、この経営指導員は、商品開発支援

も独力で行い、事業者の大きな信頼を獲得していた。このように支援者は、アドバイスするだけではな

く、実践者でもある。こうした実践を通じてこそ、得意分野を持つことができる。 

 

③ 事業者の実行に結び付く支援能力の向上（3 つのスキルのバランス） 

フレームワークを活用して思考することは、効果的・効率的、論理的・多面的に物事や事象を捉える

ことができる。これにより得られた解が、必ずしも事業者の実行に結び付くとは限らない。試験問題の
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解答としては正解であっても、実行するのは事業者である。事業者の実行能力はもとより、その解を事

業者がどのように理解・納得し、何を目的にして実行し、実行の結果どのような効果が得られるのか、

腑に落ちなければ実行はしない。また、実行したくても、実行できない事情があるかもしれない。すな

わち、テクニック論的な支援ではなく、事業者の価値観や悩みを共有し、洞察し、一緒になって課題解

決に取り組む姿勢を見せてこそ、事業者から「この人の言うことなら、やってみよう」と思えるのでは

ないか。すなわち、知識・技術力（テクニカルスキル）、人間力（ヒューマンスキル）、課題発見・解決

支援力（コンセプチャルスキル）の 3 つのスキルのバランスが重要である。 

 

④ 自走促進をゴールとした支援のＰＤＣＡの実施 

今回の持続化補助金活用支援事例は、新商品開発が伴う事例については、2 年以上に及ぶ中長期的な

支援を行っていた。まさに事業者に密着し、寄り添い、段階的に課題解決を図る伴走者である。ただ、

支援者がいなければ、事業者自身が自律的に事業展開のできない状態は好ましくない。支援成果とし

て、売上・利益が向上し、事業者自身が自らＰＤＣＡを回せる状態をつくることが支援のゴールになる

だろう。計画実行において、多くの事業者が、実施項目と期限を設定し、経営指導員が度々進捗状況の

確認に来ることにより、日常に流されず、実行することができたと語っていた。事業者には事業のＰＤ

ＣＡが重要であるが、支援者にも支援のＰＤＣＡが重要である。すなわち、支援計画の作成と支援実行

管理である。特に、中長期支援においては、支援計画を作成し、支援者と事業者が共有することが、支

援に対する期待と支援実行内容の共通認識を図る意味でも重要である。 

 

（２） 支援機関（商工会）の課題 

① 個社支援と面的支援の好循環を生む支援の仕組みの構築 

今回の支援事例で、組織的な支援の仕組みを有する商工会は、効果的な支援が実施できているように

感じた。例えば、独自の販路開拓支援事業や近隣の商工会との共同イベント、商品開発に資する地域の

ブランド認定事業等である。県連や地域行政機関との連携が不可欠であるが、地域メディアの関心を呼

びパブリシティ効果も高い。従来、地域振興に関するイベントというと地域での祭等、経営支援に結び

付かない性質のものが多かった。今回の支援事例では、試作品をテスト販売したり、消費者の声を収集

したり、一種のテストマーケティングの場として活用するケースがあった。いわゆる個社支援と面的支

援の好循環を生む支援を行っている。こうした組織的な支援の仕組みは、商工会経営指導員が独力で構

築できるものではなく、商工会が組織として構築すべきものである。 

 

② 支援機関連携の推進 

「３．調査対象 222 事例の全体傾向」のとおり、新商品開発や新市場開拓の支援事例は、他支援機

関との連携が多い。支援機関連携が、経営指導員個人のコーディネーションによるものか、商工会が組

織として他支援機関との連携を推進しているものかは定かではない。高度専門的な課題案件は、県連と

の連携により、県連の専門経営指導員のコーディネーションのもと連携支援する場合が多いことから、

商工会が組織として他支援機関との連携を推進するケースは少ないと思われる。今後は、地域の産業構

造や商圏特性を踏まえ、商工会単独では実効性ある支援が困難な場合は、その支援機能を補完できる他

支援機関と連携する必要がある。そのためには、現在の支援機能の棚卸と、地域の事業者から求められ

る支援機能を明確化し、支援機能の補完ができる支援機関を予め明確化しておく必要がある。こうした

組織的な対応が、支援にスピード感と効果的な支援を可能にする大きな要因になるだろう。 
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