
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
(法人番号) 

北杜市商工会（法人番号 7090005005021） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

 

【中長期の目標】 
＜定性目標＞ 
「事業計画づくりと実行を通した時代環境変化に順応できる事業者の創出強化」 

 ＜定量目標＞ 
 平成 39年度（10年後）までに 350 件の事業計画の策定と計画実行事業所を輩出
する。（小規模事業者 2,280 件の 15％） 
＜本計画期間での定量目標＞ 

 本計画期間（5年間）での目標 150 件（中長期目標 約 50％） 

 
 平成 30年 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

【経営状況の分析に関すること】 

巡回・窓口相談件数 1,830 1,900 1,970 2,040 2,110 

問診票・BEP分析件数 80 80 80 80 80 

【事業計画策定支援に関すること】 

事業計画策定ｾﾐﾅｰ開催 3 3 3 3 3 

事業計画策定事業所数 20 25 30 35 40 

【事業計画策定後の実施支援に関すること】 

専門家派遣による支援 15 20 20 20 20 

【需要動向調査に関すること】 
ターゲット顧客ニーズﾞ
調査実施支援先 

3 3 3 3 3 

店頭、展示会等ﾃｽﾄﾏｰｹﾃ
ｨﾝｸﾞ調査実施支援先 

3 3 3 3 3 

【需要開拓に関すること】 
IT活用による昨年対比売
上増加（％） 

3 3 3 3 3 

【地域経済の活性化に資する取組】 

連携会議の創設・開催 3 3 3 3 3 
 

事業内容 

 ほくと経営相談所として、地域小規模事業者へのステップアップ支援による「経営改善・改革

による企業力向上支援」の取り組みの展開を図る。 

【主な事業の内容】 

○気軽に相談できる「場」づくり 

 ほくと経営相談所として PR を地域内に積極的にアピールするとともに、職員による巡回・窓

口相談の強化と定例の経営なんでも相談室を開設し積極的な経営相談に取り組む。 

○事業計画策定支援ツールの作成と活用による経営改善・事業計画づくりの支援強化 

 経営問診票、損益分岐点シートを活用した経営状況の把握から、経営の改善、革新に向けた事 

業計画づくりを職員、専門家等の連携により積極的にサポートする。 

○事業計画実現に向けた「ニーズ情報提供」「専門家ノウハウ」、「各種補助金等」の活用推進 

 事業者の売上・利益向上につなげる計画実現に向け、ニーズ調査支援、専門家ノウハウや各種 

補助金等の活用を支援し、計画の実現、効果の達成を目指す。 

連絡先 

北杜市商工会 振興課 
（〒408-0021） 山梨県北杜市長坂町長坂上条 2575-19 
 担当 清水一秀 
 電話番号 0551-32-1211 FAX 番号 0551-32-1215 
 HP http://www.hokuto-city-shokokai.jp/ 
 E-mail k-sim@shokokai-yamaanshi.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【地域の概要】 

当市（北杜市）は、山梨県の北西部の長野県との県境に位置し、北は八ヶ岳連峰、南

西は甲斐駒ヶ岳から連なる南アルプス、東は茅ヶ岳、北東は瑞牆山などの日本を代表す

る美しい山岳景観に囲まれている。清らかで豊富な水資源、高原性の気候、日本で一番

長い日照時間、歴史的な町並みや滞在型温泉地、清里高原を代表とする県内でも有数の

観光リゾート地など、豊かな資源に恵まれた地域である。 

平成 16年 11月 1日に、峡北（きょうほく）地域の明野村、須玉町、高根町、長坂町、

大泉村、白州町、武川村の 7町村が合併し、人口 4万 4千人の市として「北杜市」が誕

生。その後、平成 18年 3月 15日に小淵沢町と合併し、人口 5万人の新「北杜市」が新

たにスタートした。北杜市の総面積は 602.48 平方キロメートルで、山梨県の総面積の

13.5％を占めており、合併により山梨県で最も面積の大きな市となった。 

 

【人口・世帯数】 

平成 29 年 7 月 1 日現在の総人口は 47,572 人、世帯数は 21,201 戸と合併時よりやや

減少している。年齢別構成を見ると、65歳以上の高齢者人口率は、昭和 55年に 16.7％

あったものが平成 29 年 1 月現在では 35.4％。また、15 歳未満の人口率は、昭和 55 年

に 19.4％あったものが、平成 29 年 1 月には 10.0％となり、「少子・高齢化」の状況が

顕著に伺える。現在、高齢者対生産年齢人口比率は 1:1.5と全国平均 2.3を下回ってい

る。市では 2040年の人口 33千人弱、高齢化比率は 48.6％、高齢者対生産年齢人口比率

は 1:0.9と予測している。 

 

【アクセス】 

大都市へのアクセスは、中央自動車道の須玉、長坂、小淵沢の 3 つの IC が、JR 中央

線は日野春、長坂、小淵沢の 3つの駅が市内にあり、首都圏には約 2時間弱、中京圏に

は約 3時間でそれぞれアクセスできる立地である。また、長坂 JCT を経由し新東名高速

道路の新清水JCT と上信越自動車道の佐久小諸 JCTを結ぶ中部横断自動車道も着々と整

備されており、交通の利便性はさらに向上しつつある。 

 

【事業所数の推移】 

 平成 26 経済センサス調査をみると、北杜市民営事業所数は 2,538 事業所となってお

り、平成 18年調査（2,771事業所）と比較すると減少傾向にある。産業大分類の内訳は、

卸・小売業 22％、飲食・宿泊業 22％がもっとも多く、建設 12％、製造業 8％、生活関

連サービス業・娯楽業 7％となっている。事業所総数が減少傾向にある一方、県内有数

の観光地であることを背景に、飲食・宿泊業、卸売・小売業の事業所数は前回調査より

増加。また、優良な農業地帯として市が進める新規就農促進や集落営農組織の構築など

の施策展開により、農林事業者数が平成 18 年度調査から 2.5 倍と大幅な増加に転じて

いる。また、高齢化の進展に伴い医療・福祉関連の事業者数も 1.3倍と増加している。

商工会の調査では、2,538 事業所の内、90％にあたる約 2,280 事業所が小規模事業者で

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%B8%85%E6%B0%B4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%BF%A1%E8%B6%8A%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%B9%85%E5%B0%8F%E8%AB%B8%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
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ある。 

 

【市の総合計画】 

北杜市総合計画においては、8 つの杜づくり事業の展開による「人と自然と文化が躍

動する環境創造都市づくり」を進めている。その後期基本計画の中の「産業を興し、富

める杜づくり」では、地域に密着した商工業の活性化を目指すため、商業振興において

は、商店街の活性化、個店の経営強化と魅力向上、販売促進支援を施策の基本方針とし

て、工業振興においては、企業誘致活動の推進と企業情報の発信、商品開発や展示会等

出展による地域産業の活性化を進めることとなっている。 

また、年間 450万人を超える観光客を迎える県内有数の観光地として「品格の高い感

動の杜づくり」を目指すため、自然、歴史、文化、農業体験など市内の「特色ある観光

資源の活用」や、市内の各観光エリアと地域の連携を図り、日帰り型、長期滞在型とも

に魅力ある観光地づくりをすすめ「ネットワーク型観光地づくりの推進」として、観光、

交流拠点などの受け入れ体制の整備と、おもてなしの心を持つ観光地づくりを推進する

こととしている。 

 

【商工会の現況・課題】 

当会は、平成 17年、平成 18年の二度に亘る合併を受け、複数町村の共同設置による

3 つの商工会と合わせて 5 つの商工会が合併し設立。約 2,500 の商工業者（内小規模事

業者数 2,280）を対象に経営に関する相談を中心に業務を実施している。「商工会の持つ

有形・無形の力を結集し、地域事業者の発展と北杜市の健全な発展の実現を通じて社会

に貢献する」を基本方針に、市行政はじめ、国・県指導のもと山梨県商工会連合会、金

融機関、関係機関等（山梨県信用保証協会、(財)やまなし産業支援機構等）と連携を図

る中で事業の展開を図っている。 

当会では、地域の小規模事業者からの経営相談を巡回・窓口併せて年間 8,390件（平

成 28 年度実績）の対応を行っているが、より一層の地域事業者のニーズにあった支援

強化を図るため、平成 26 年度に「支援ニーズアンケート調査」を実施（回収率 75％）

し、商工会で提供・実施している 49項目について、「認知度」、「活用度」、「満足度」、「必

要度」の 4つの視点で実態のとりまとめを行った。調査の結果、これまで商工会が重点

的に取り組んできた「税務」、「金融」、「労働」の項目については、4 つの視点とも高い

評価を得ているものの、「経営」に関しては、活用度、満足度が低い状況となっている

とともに、売上・利益向上など一層の経営支援の強化を望む声が寄せられていた。 

また、事業後継者の項目では、「後継者あり 26％」、「後継者なし 51％」、「未定・無回

答 23％」であった。経営改善・経営改革等の取り組みを促し、事業を永続的に継続する

ための後継者の増加対策や事業承継に向けた経営支援の対応強化が必要となっている。 

 

【管内小規模事業者の現況・課題】 

山梨県商工会連合会が実施する景況調査結果（平成 29年 1月～3月実績）をみると、

製造業 9.0ポイント、建設業 10.5ポイント、小売業 1.5ポイント、サービス業 10.0ポ

イントと改善しているが、同調査平成 29年 4月～6月予測では、小売業、サービス業で

は回復基調にあるものの、建設業、製造業では悪化の見通しとなるなど、一進一退の状

況である。事業者への経営課題に関するヒアリングでは、製造業「需要の停滞、製品単

価の低下、生産設備の不足・老朽化」、建設業「大企業の進出による競争激化、従業員
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の確保難、民間需要の停滞」、小売業「大型店等との競争激化、消費者ニーズの多様化、 

需要の停滞」、サービス業「需要の停滞、利用者ニーズの変化」となっており、売上・

利益の確保とともに、生産設備や従業員の確保難について課題を抱える声が多くなって

いる。 

今回の調査・ヒアリングの結果や前述の支援ニーズアンケートの結果からみると、地

方の小規模事業者の経営状況はいまだ回復の兆しが見えていないため、早急な経営の改

善・改革の取り組みの必要性を感じている事業者が多いことが予想される。 

 

【中長期的な小規模事業者の振興のあり方】 

 当市の総合計画に示される産業振興方針として「産業を興し、富める杜づくり」があ

るが、地域経済の活力を創出していくには、個々の企業力向上に向けた取り組みは必要

不可欠であり、「経営の改善・改革活動」なくしては、個々の企業の成長も地域経済の

活性化も成し遂げられないものとなっている。また、市の北の杜フードバレーの推進と

も連携し、地域の特性として、増加する農業法人や新規就農者との農商工連携を図った

新たな産業創出による支援も必要とされている。さらに、「品格の高い感動の杜づくり」

では、特色ある観光資源の活用が謳われており、新たな観光特産として、風土、歴史な

どの要素と地域産品を組み合わせた商品・サービスの開発と取り組む事業者の増加が期

待されている。当会には、地域経済の活力の源となる「企業の育成支援」により、売上・

利益の向上と雇用の創出、持続的発展の維持が使命として求められている。 

 当会では、前述した地域における現状と課題及び市の総合計画を踏まえ、地域の小規

模事業者への中長期的な振興をあり方について、次のとおり目標と方針を策定し、実行

していく。 

小規模事業者の経営改善・改革への取り組みを推進するには、昨今の目まぐるしく移

り変わる経済、景気動向や市場環境変化への柔軟な対応が求められていることから、自

社の強みを活かし、外部環境の変化や顧客ニーズの変化に順応した企業づくりの支援を

さらに強化し、これまでの「勘や経験」を中心とした経営から、現況分析（経済・市場・

顧客・提供する商品・サービス）を行い、需要を見据えた先行きの方針を事業計画とし

てまとめ、その計画に基づいた経営への転換へと導くことが必要である。そのため、当

会の小規模事業者支援の方針も、従来の単発的・断片的な相談対応型から、小規模事業

者の取り組みに寄り添って応援していく伴走型支援への転換を図り、取り組んでいく。 

 

【中・長期目標】 

 

＜定性目標＞ 

「事業計画づくりと実行を通した時代環境変化に順応できる事業者の創出強化」 

 

＜定量目標＞ 

 平成 39 年度（10 年後）までに、350 件の事業計画の策定と計画実行事業所を

輩出する。（小規模事業者 2,280件の 15％） 

 

＜本計画期間（5年間）での目標＞ 

  150件（中長期目標 約 50％） 
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【支援の基本方針】 

 ＜活動スローガン＞ 

「経営改善・改革に向けた伴走型支援を強化し企業力向上につなげる！」 

                ＜企業力向上＝売上・利益の向上＞ 

 

小規模事業者が置かれた現状とそれに基づく当会の次の支援の基本方針を踏まえ、今

後5年間で小規模事業者支援の中・長期目標の達成を目指す。 

 

方針 1 地域の小規模事業者が気軽に相談できる「場」の創出 

地域事業者の「経営改善・改革による企業力向上」を重点項目として掲げ、気

軽に経営相談ができる「ほくと経営相談所－北杜市商工会－」（次ページ図 1参照）

としてのイメージの刷新を図るとともに、各種セミナーの開催や経営なんでも相

談室を定例開設し、時代環境変化に順応した事業者の創出と事業計画づくりへの

醸成を行う。 

 

方針 2 事業計画策定支援ツール（経営問診票・損益分岐分析・事業計画策定ノート

等）を活用した事業計画策定事業所の創出・強化 

上記方針1を通じ、経営問診票や損益分岐点分析手法等の支援ツール活用により

事業計画づくりへのきっかけを図り、その後事業計画策定ノート等を活用して事

業計画づくりの支援を展開していく。 

 

方針 3 伴走型による事業計画策定から計画実施支援の強化 

事業計画の策定から実施に向けた財務分析や非財務分析、需要動向調査等を行

うとともに、有用な専門家の利用、商品・サービス等の開発、販路開拓の取り組

みを支援する各施策の活用など、計画と目標の実現に向けた伴走型支援を他機関

と連携しながら行う。 

 

方針 4 小規模事業者の事業計画実現化に向けたサポート事業の創設と活用支援 

上記方針 3 に加え、事業者支援に必要な施策を市と連携する中で創設を進め、

事業者の経営向上に向けた取り組みを支援強化していく。 

 

なお、小規模事業者支援をより充実、強固なものとするため、市では平成 21年 10 月、

北杜市中小企業振興条例を制定・施行済みである。 
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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 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

 
 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

時代環境変化に対応した小規模事業者の経営改善・改革を進めるには、事業者の経営

を取り巻く地域の経済動向の把握も重要となっているが、当会では、これまで山梨県商

工会連合会がとりまとめる「中小企業景況調査」、「商圏実態調査」など限定的なものし

か活用していなかった。また、その調査結果に基づいた各種対策・施策の展開において

も充分な活用が図られていたとは言い難い状況であった。情報提供においても、発表さ

れた調査結果をそのまま提供するにとどまり、小規模事業者が経営に活かせる形での提

供は行っていなかった。 

今後、小規模事業者への経営発達支援の強化を展開するにあたり、小規模事業者を取

り巻く経済状況や業種別の経営実態について幅広く調査、分析するとともに、その結果

を踏まえた対策・施策の展開を商工会として講じていくことや、わかりやすく情報を解

説し、小規模事業者の経営に活かせる情報としてタイムリーに提供していくことが必要

となっている。 
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【解決に向けた方策】 

 これまで経済動向調査については、県や全国・県商工会連合会が実施する調査報告や、

金融機関等が提供する経済レポート、また、担当者等からの情報を中心とした動向の把

握であったが、これらの情報だけでは、地域内の経済の実態を充分に把握することが出

来ないことから、新たに地区内事業者の経営実態について業種別に把握するための「経

営動向調査（仮称）」を実施する。収集分析した情報は、商工会役職員・市担当課職員

が共有するとともに、小規模事業者対策についての施策の展開に活用していく。 

また、これまで報告される各種調査結果報告は、ボリュームが多く、充分な活用がさ

れていないことがあるため、ポイント等をまとめた簡易レポートとして提供するなどの

工夫を行い、小規模事業者が経営に活かせる対応を図っていく。 

 

【実施内容】 

（１）管内事業者の経営動向調査の実施（年 1回実施） 

 管内の小規模事業者の売上、利益等や、経営上の課題などについて把握（業種別にも

把握）するため、管内小規模事業者約 800者を対象に（決算相談時に面談する事業者）、

売上高、売上原価、経費、営業利益、経営上の課題、今後の事業計画について面談によ

る調査を行い、地域経済の動向として分析・活用する。 

 

 
 

（２）景気動向調査結果の活用（年 4回実施） 

四半期毎に県内 165社を対象に、売上や資金繰り、設備投資や経営課題等を商工会の

経営指導員が聴き取り調査を行い、商工会連合会が景気動向報告としてとりまとめてい

る中小企業景況調査報告書を活用し、地域経済の基盤を担う小規模事業者を中心とした

業種別の地域経済動向を分析・活用する。 
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（３）商圏実態調査結果の活用（3年毎） 

3 年毎に山梨県商工会連合会等が、県下全域の消費者購買行動の実態を調査、把握す

る商圏実態調査結果報告書を活用し、当地域の品目別（衣料・食料品など 20 品目）ご

との買い物場所（流入・流出）、利用店舗（大型店・地元小売店）などの実態を調査分

析・活用する。 

 

（４）山梨県観光入込客統計調査結果の活用（年 1回） 

山梨県が毎年実施している観光入込客統計調査を活用し、当市内にある 3つの観光エ

リア（八ヶ岳高原周辺・金峰・みずがき周辺・甲斐駒ケ岳・鳳凰三山周辺）への観光客

数（入込数・宿泊数）の動向を把握・分析・活用する。 

 

（５）各種調査・分析結果の共有と活用 

上記（１）～（４）の各調査結果は、小規模事業者支援のための実態として把握し、

小規模事業者への経営相談、計画づくり、計画実現に取り組む際の支援情報として活用

するため、簡易レポートとしてとりまとめ、職員の巡回・窓口相談時に事業者へ提供す

るとともに、情報共有のために職員会議、行政や金融機関等との連絡会議等でも使用し、

小規模事業者支援施策づくり等への活用も図っていく。 

また、商工会のホームページや会報（年 3回発行、内 1回は市内全戸に配布）等に掲

載し、小規模事業者等に積極的な情報提供を行い、経営に役立てられるようにする。 

 

【実施目標】 

 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

経営動向調査の実施・

公表（HP・会報） 

H29度末実施 

H30年度公表 
1 1 1 1 1 

景気動向調査の公表

（HP・会報） 
未実施 4 4 4 4 4 

商圏実態調査の公表 

（HP・会報） 

H28年度 

結果広報済 
- 1 - - 1 

観光入込客統計調査

の公表（HP・会報） 
未実施 1 1 1 1 1 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

当会では、地域内の小規模事業者からの年8,300件を超える経営相談（窓口、巡回）

に対応しているが、「税務」、「金融」、「労働」といった個別課題に関する案件が多い。 

管内の小規模事業者を取り巻く経営環境は、商工会連合会で実施する景況調査の結果

や、商工会で取り扱う決算書作成の結果からみても、売上、営業利益は依然伸び悩んで

いるものの、その対策として多くの小規模事業者は、自社の経営分析や事業計画づくり

を行うことはほとんどなく、経営上の問題が起こってから必要性を認識することが多い

ため、経営状況を把握し、持続できる経営向上に向けた支援強化が課題となっている。 
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【解決に向けた方策】 

上記の課題に対応するため、商工会では、平成 25 年度から「経営の改善・改革によ

る企業力の向上」を事業の重点項目として掲げ、これまで個別課題の対応に止まってい

た支援から、売上や利益の向上に向けた取り組みの強化を図っている。 

特に事業資金や記帳の相談については、経営指導員、記帳専任職員が相談された案件

に加え、資金繰りの改善に向けた提案や、財務状況について損益分岐点や季節変動の分

析を行い、経営の改善・向上につながる助言を行うことで、前向きな経営姿勢へと変革

してきている事業所も見られるようになってきた。 

今後は、これらの取り組みをさらに進めることに加え、「ほくと経営相談所―北杜市

商工会―」を周知して、より多くの小規模事業者が気軽に相談できる拠り所として活用

してもらえるように、わかりやすい取り組み事例などを紹介するとともに、「職員の巡

回・窓口相談」や定例開催する「経営なんでも相談室」を通して、相談の機会の増大や

「現状分析や計画づくりを支援するツール・体制」を整備・提供・活用し、地域小規模

事業者の経営向上に向けた支援を積極的に展開する。 

 

【実施内容】 

（１）巡回訪問・窓口相談による経営状況の把握（継続） 

 経営指導員を中心とした商工会全職員の巡回訪問、窓口相談対応により経営状況の把

握に努めるとともに、「経営問診票」や「損益分岐点売上高分析シート」等により事業

計画策定に取り組むきっかけをつくり、「事業計画策定ノート」などを活用して事業計

画策定につなげていく。経営状況等については、定例会議を開催し、職員間で情報の共

有化を図る。 

 

【経営問診票（非財務分析）】       【損益分岐点売上高分析シート（財務分析）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施目標】 

 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

巡回相談 360 380 400 420 440 460 

窓口相談 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 

定例会議 12 12 12 12 12 12 

＊目標数値は、経営状況把握、事業計画策定・実行に取り組む事業者への支援回数 
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（２）経営問診票を活用した事業実態の把握と実態に応じた方策の展開 

小規模事業者の経営実態を定性的に把握し、経営基盤的な課題を導き出し整理するた

め、山梨県商工会連合会が作成した経営問診票を活用する。問診票は、経営基本、市場・

顧客、財務・会計、人事・労務、業種特性（建設、製造、卸・小売、サービス）の 40

項目に及ぶ経営チェック票に「はい」又は「いいえ」で回答し、分析結果はレーザーチ

ャートで表す内容になっている。これにより経営のレベル、経営者の考え方やマネジメ

ントの実態が把握でき、経営者が自社の経営を見つめ直すきっかけとする。これを踏ま

えて経営者と経営向上に向けた取り組みの方策を検討し、事業計画に反映していく。 

 

（３）損益分岐点売上高分析による採算売上高の把握と事業計画への展開 

 小規模事業者の経営実態を定量的に把握するため、決算データを入力することで現状

の採算売上高が把握できる損益分岐点売上高シートを作成、活用していく。また、その

結果を踏まえ、目標利益の設定とその目標達成に向けた方策について事業計画づくりに

活かしていく。 

 

（４）事業計画策定ノートによる具体的な事業計画策定支援 

 事業計画の策定に不慣れな小規模事業者が自ら計画策定に取り組めるように、簡易フ

ォーマットに作成した事業計画策定ノートを活用して、中長期に及ぶ計画策定を支援す

る。計画策定ノートは、基本情報、財務分析、商品等の特徴、市場の動向・特徴、顧客

の特徴・ニーズ、競争状況の特徴、SWOT分析等の財務分析と非財務分析項目で構成。こ

こから今後の変化に対する予測と新たな取り組みや今後の課題と解決策を探り、事業計

画に落とし込む内容としている。事業計画の必要性は感じているが作り方がわからな

い、そのきっかけがない、あるいは経営指導員が事業計画策定の必要性があると判断し

た小規模事業者を中心に働きかけていく。 
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 (活用例) 

商工会独自に作成・提供する経営問診票を活用して経営の現状を把握するとともに、

損益分岐点売上高分析シートにより目標売上高や目標利益を定め、その目標達成のため

の取り組みを、統計調査や業界レポート等を活用しながら事業計画策定ノートにまとめ

られるように支援していく。 

 

【実施目標】 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営問診票活用事業所数 0 80 80 80 80 80 
損益分岐シート活用事業所数 0 80 80 80 80 80 
計画策定ノート活用事業所数 

（経営分析事業所数） 
- 20 25 30 35 40 

 

（５）経営なんでも相談室の開設 

経営なんでも相談室を開設し、税理士、中小企業診断士、弁理士、ITコーディネータ

ー、県信用保証協会担当職員が相談員として、事業者の経営上の問題・課題について相

談に応じる。なお、弁理士は日本弁理士会の派遣協力、ITコーディネーターは山梨県よ

ろず支援拠点の派遣協力、また、案件に応じて個別に専門家派遣（商工会・県連合会制

度）を活用する。 

 

【実施目標】 

実施内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営なんでも相談室（回） 7 9 9 9 9 9 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

 当会がこれまで事業計画策定を支援してきた案件は、経営革新計画や地域資源活用計

画等公的支援制度への申請や創業計画、資金調達に関わる提出のためのものが多かっ

た。「事業計画」という言葉への意識の敷居が高いことや、多くの事業者が経験の積み

重ねによる経営が続いてきたことも背景としてうかがえる。 

 時代環境のめまぐるしい変化や、多様化する市場ニーズへの対応として、これまで通

用したやり方が、商品・サービスだけでは通用しないと感じている事業者も増加してお

り、一昨年度から商工会が実施してきた持続化補助金申請にかかわる事業計画策定セミ

ナーの参加者は、定員を上回る参加申込みとなるなど、「変革・改善」への機運が高ま

ってきている。 

 

【解決に向けた方策】 

 事業計画作成への機運が高まる中、商工会においては、より多くの小規模事業者が経

営向上のための取り組みに着手できるよう、前項（経営状況の分析）でも触れた、気軽

に相談できる場づくりや事業計画策定支援ツール（経営問診票、損益分岐点分析シート

などから事業計画づくりを進めるためのシート）を提供するとともに、事業者と一緒に

現状の経営の把握・分析から、数年先の事業計画づくりに取り組む機会を増大させるた

め、商工会独自で制作する「事業計画策定ノート」を提供し、事業計画策定事業者数の
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増加を高めていく。 

 

【実施内容】 

（１）経営セミナーの開催 

 経営向上に向けた商品開発や、営業強化のための売場改善手法、販売促進手法等の各

種経営向上セミナーや、事業計画策定セミナー等の開催を通して、経営改善・改革に向

け事業計画づくりに取り組む小規模事業者を創出する。 

 

（２）創業サークルの開催 

北杜市が平成 28年 11 月、産業競争力強化法に基づく創業支援計画の認定を受けたこ

とを受け、当会は市や各支援機関と連携を図りながら創業ワンストップ窓口を開設して

いる。昨年度から開催する少人数制（1グループ 4～5名）で行う創業サークルに対して

は毎年 20 名以上の申し込みがあり、受講者の約 6 割が県外からの移住創業者であるこ

とが特徴である。昨年度は受講者 18名のうち 17名が創業している。 

事業所数や人口の減少が進むなか、新規創業者は新たな地域産業の担い手、活性化に

向けた推進役も期待されるため、当会は創業サークルを通じて持続的発展の可能性を高

める事業計画づくりを支援するとともに、市の創業支援補助金など創業支援メニューの

活用を通じた伴走型支援を行う。 

 

【実施目標】 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営向上セミナー開催数 10 10 10 10 10 10 
事業計画策定セミナー開催数 3 3 3 3 3 3 

創業サークル開催数 5 5 5 5 5 5 

 

（３）事業計画策定支援ツール等を活用した事業計画の策定 

 地域小規模事業者が、事業計画の策定に取り組みやすくするため、経営問診票や損益

分岐点分析シート等の結果や、各種経済動向・需要動向等の調査結果を活用しつつ、需

要を見据えた事業計画の作成が手軽にできる事業計画策定ノートを活用した事業計画

策定支援と、計画づくりに取り組む事業者の増加につなげていく。 

 

【実施目標】 

実施内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

問診票活用事業所数 0 80 80 80 80 80 
損益分岐シート活用事業所数 0 80 80 80 80 80 

事業計画策定事業所数 

（経営分析事業所数） 
- 20 25 30 35 40 

 

（４）事業計画づくりに向けたサポート事業の実施 

 地域小規模事業者の事業計画の策定や、策定した計画の実現を支援するための事業計

画サポート事業を構築し、積極的な事業者への活用を進める。 
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① 経営なんでも相談室の開設（重複記載） 

経営なんでも相談室を開設し、税理士、中小企業診断士、弁理士、ITコーディネータ

ー、県信用保証協会担当職員等を相談員として招聘し、事業者の経営上の問題・課題に

ついて相談に応じる。なお、弁理士は日本弁理士会の派遣協力、ITコーディネーターは

山梨県よろず支援拠点の派遣協力がある。 

 

【実施目標】 

実施内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営なんでも相談室（回） 7 9 9 9 9 9 

 

② 専門家派遣 

事業者が抱える専門的な課題解決に向け、直接専門家を企業に派遣し事業者の実情に

応じた事業計画づくりや、事業計画の実現を支援する。 

 

【実施目標】 

実施内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

専門家派遣数（延数） 12 15 20 20 20 20 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

 当商工会では、これまで資金繰り改善のための事業計画や、経営革新、地域資源活用

認定申請、創業などの計画策定支援に取り組み、事業計画策定後も、状況の確認を随時

行ってきたが、管内の小規模事業者数 2,280 件に占める割合としては 1％程度とごくわ

ずかな状況である。また、実施支援においては、担当職員の裁量に任せていることがほ

とんどであり、組織的に支援状況の把握が出来ていない状況となっている。 

 小規模事業者の計画策定後の実施状況については、「人・モノ・金」といわれる経営

資源が限られており、せっかく経営改善や事業計画等を策定しても、事業着手において

「ノウハウの不足」や「社内人材の不足」、「実行予算が思うように確保できない」など、

計画実施の段階における課題の声が寄せられている。 

 事業計画の策定から計画の実施において、小規模事業者に寄り添って計画を実現でき

るようにするため、「支援状況の見える化」、「支援ノウハウの共有化」など組織内部の

支援体制強化と、事業計画を策定した事業者の計画が着実に実現できる支援施策の構

築・実施による「事業計画実現化サポート事業」などの取り組みが必要となっている。 

 

【解決に向けた方策】 

（１）伴走型支援体制の確立 

 これまで、担当職員の裁量に任せて実施してきた経営支援の取り組みについて、組織

内で把握、共有できるよう「事業計画支援者リスト」を作成するとともに、計画概要、

実施事業、支援方針などの状況については、毎月 1回開催する職員会議で情報の共有を

図り、支援内容を協議する。また、事業者の計画の実現を積極的に支援するため、3 ヶ

月に 1回程度すべての事業計画策定事業者に対して面談を行い、計画の進行状況確認や
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抱える課題等を把握し、対応を図っていく。 

 

（２）事業計画実現化サポート事業の展開 

 小規模事業者から寄せられた事業計画実現に向けた取組の障害となっている「ノウハ

ウの不足」や「社内人材の不足」、「実行予算が思うように確保できない」などの声に対

しては、積極的な商工会の支援と併せ、市、商工会の事業予算を確保し、「専門家活用」、

「社内人材の育成」、「販路開拓」、「新事業展開」などの支援制度の活用や、国の持続化

補助金等の制度の利用も助言する中で、策定計画の実現につなげていく。 

 

【実施内容】 

小規模事業者が策定した事業計画の実現に向け、課題となっている「ノウハウの不

足」、「実行予算の確保」について次の事業を展開するとともに、商工会職員の伴走型支

援により策定した計画目標の達成を目指す。 

 

（１）事業計画策定事業者リストの作成と支援状況の見える化 

 事業計画を策定して、売上げ、利益等の拡大を進める小規模事業者すべての支援者リ

ストを作成するとともに、定例の職員会議において計画概要、実施事業、支援方針など

の状況について確認する。また、3 ヶ月に 1 度は事業計画を策定したすべての小規模事

業者への面談を行い、進捗の確認や課題等のヒアリングを行うとともに、必要な助言・

支援を行う。 

 

（２）策定した事業計画の着実な実現に向けたサポート事業の実施 

 ①経営なんでも相談室の開設（重複記載 ３－（４）） 

  事業計画策定事業者支援のため必要に応じて活用を図る。 

②専門家派遣（重複記載 ３－（４）） 

事業計画策定事業者支援のため必要に応じて活用を図る。 

③資格取得等人材育成助成 

事業者の事業計画づくりや事業計画実現の取り組みの一助となるよう、業務効率の 

向上につながる資格取得等に対する助成を行う。 

④インターネットによるセミナー受講機会の創出 

  経営に関わる 600を超えるコンテンツを集めたインターネットセミナーを商工会ホ

ームページで受講できる環境を提供する（無償提供）。 

 ⑤展示会・商談会等出展による取引拡大支援 

  販路開拓や受注拡大を図るための展示会等（販売を目的としないもの）の出展にか

かる出展料の一部を助成し、計画実現に向けた取り組みを支援する。 

 ⑥商品開発や販路開拓等への支援 

  商品開発や販路開拓等の計画事業に要する費用の一部を助成し、計画実現に向けた

取り組みを支援する。 

⑦計画実現のための補助金・助成金活用支援 

  策定した事業計画の実現を支援するため、国・県・市等の補助金・助成金等の活用

も想定し、情報提供や活用に向けた支援を行う。 
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【実施目標】 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画策定事業所数 

<再掲> 
- 20 25 30 35 40 

情報共有定例会議<再掲> 12 12 12 12 12 12 

事業計画支援者リスト 

（随時更新） 
未実施 随時更新 随時更新 随時更新 随時更新 随時更新 

事業計画フォローアップﾟ 

＜1社あたりの回数＞ 
- 年 4回 

（3ヶ月 1回） 
年 4回 

（3ヶ月 1回） 
年 4回 

（3ヶ月 1回） 
年 4回 

（3ヶ月 1回） 
年 4回 

（3ヶ月 1回） 

経営なんでも相談室（回）

<再掲> 
7 9 9 9 9 9 

専門家派遣数（延数） 

＜再掲＞ 
12 20 20 20 20 20 

資格取得支援数（社） 30 30 35 35 35 35 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｾﾐﾅｰ（ｱｸｾｽ数） 8,800 8,900 9,000 9,100 9,200 9,300 

展示会等出展支援数（社） 11 15 20 23 23 23 

販路開拓等助助成数（社） 13 15 15 15 15 15 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

 これまで当会では、小規模事業者の販売する商品・サービスの販路開拓や、新たに開

発する商品・サービス等について、商工会が独自に行った市内消費者意識・ニーズ調査

や、山梨県が実施する観光客動向・ニーズ調査等の結果、地域経済分析システム RESAS

など各種データベースサービスを基にした情報の提供を行ってきた。しかし、小規模事

業者が提供する商品・サービスの多くは販売者、生産者側の視点からの思いが強く、タ

ーゲット顧客も絞り切れていないためか、提供した需要動向等の情報が有効に活用され

ることは少なく、また、その商品・サービス等の開発や販路開拓に活かすには遠い情報

であったりすることもあり、思い描いた成果につながっていない状況が多々ある。 

 こうしたなか、当市では第 3次産業の比率が高まり、消費者ニーズや業界の需要動向

等に関心が高い小規模事業者が増加するとともに、各種データベースサービス情報等だ

けでなく、個社にも対応した調査や情報の提供が求められている。 

 小規模事業者の新商品開発・販路開拓の支援にあたり、消費者やバイヤーといった買

い手のニーズに応える商品・サービス等の販売・提供に寄与するため、需要を見据えた

事業計画づくりに向けたニーズ・動向調査等の支援が必要となっている。 

 

【解決に向けた方策】 

 小規模事業者が需要を見据えた商品・サービス等の開発や販売を効果的に行っていく

にあたり、従来から広く提供している上述の各種情報等だけではなく、対象事業者を選

定し、商品・サービス等を絞り込んだ調査内容で、これまで不足していた消費者・バイ

ヤーなど買い手のニーズ把握を行い、コンセプトを決定し、事業計画策定につなげてい

く。商品開発や販路開拓に活かせるように、効果が認められる展示会等の選出、調査対
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象場所、調査方法・項目などについてもサポートしていく。 

 また、多くの小規模事業者に対し、きめ細かい調査と情報提供を行うことは難しいた

め、市内で事業者数が多い小売業、飲食業、宿泊等観光関連業種、あるいは経営に前向

きな事業計画策定事業者、積極的な販路開拓に取り組む展示会等出展事業者などのよう

に重点対象事業者を年 6事業者程度に絞り込み、以下の取り組みを行っていく。 

 

【実施内容】 

（１）個社支援を行う小規模事業者の販売する商品又は役務を調査対象として実施する

もの 

① 特定の商品・サービス等に関するニーズ調査実施・支援 

小規模事業者が開発した（または開発予定）新商品・新サービスについて、ターゲッ

トとする顧客のニーズを把握するためのアンケート、モニタリング等の調査の実施支援

を行う。調査項目や調査方法等、実施内容に関して経営指導員がサポートする。 

対象事業者個社ごとの商品・サービス、ターゲット顧客層に応じて、調査の場所、項

目、方法、分析方法等の支援内容は異なるが、サンプル数 50件を目標とする。 

 

（対象業種）小売業・飲食業・宿泊業・製造業を重点対象とする 

（調査項目）ターゲット顧客の声（商品・役務の使用感・味（機能）の評価、満足感、

価格帯、従来品・競合他社製品との比較等）（後述の調査項目例参照） 

（調査方法）小規模事業者を経営指導員がサポートして、業態や商品に沿った（後述の 

調査項目例など）アンケート票又はヒアリングシートを作成する 

ｲ）事業者がターゲットとする顧客層にサンプルやパンフレット等を提

供し、ヒアリングを行う。 

ﾛ）事業者がターゲットに対して郵送、メール、店頭等でのヒアリング

を行う 

（分析方法）事業者が調査結果をまとめ、その結果に対して、経営指導員と事業者双方

にて商品・サービスの使用感・味（機能）・価格帯等の優劣、改良点など

について分析する。 

（活用方法）経営指導員と事業者にて分析結果を共有化し、商品・サービス開発の改良、

販売計画、販売戦略などへ反映、事業計画の策定、見直しなどに活かす。 

 

② 展示会等でのテストマーケティング調査実施・支援 

新たな商品・サービスの販路展開を目指す小規模事業者に対して、「やまなし食のマ

ッチングフェア」や「テクノ ICT メッセ」、各種業界が主催する展示会など、ターゲッ

ト顧客が多く来場する展示会等への出展を、市・商工会の助成制度を活用して支援する。

その際、顧客の声を収集する調査票（商品等への評価、改良点等）の作成と、調査の分

析結果を基にした商品等の改良や販売促進等を事業計画に反映していく。サンプル数 50

件を目標とする。 

 

（調査項目）商品・役務の使用感・味（機能）等への評価、満足感、価格帯、従来品、

競合他社製品との比較等、改良点等の意見を直接ヒアリング 

（調査方法）事業者がターゲットとする顧客層が集客する展示会へ出展し、アンケート
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又はヒアリングシートによってダイレクトに顧客の声を収集する。 

（分析方法）事業者が調査結果をまとめ、経営指導員と事業者双方が、商品・サービス

の使用感・味（機能）・価格帯等の優劣、改良点などについて分析する。 

（活用方法）経営指導員と事業者で分析結果を共有化し、商品・サービス開発の改良、

販売計画、販売戦略などへ反映させ、事業計画の策定、見直しに活かす。 

 

＜上記①、②における調査項目例＞ 
小売業・飲食業 宿泊等観光関連業種 その他の業種 

・味 
・見た目 
・価格 
・パッケージ 
・提供方法 
・話題となっている商品、メニ
ュー 

・アピール手法 等 

・施設の快適性・機能等の評価 
・おもてなしサービスの評価・ 

満足度 
・宿泊施設等選択のポイント 
・「こんなサービスがあるいい」 
などの声 

・施設選定時の情報入手手段 

・製品機能評価・価格・満足感 
・競合製品との比較評価 
・製品に求められる機能ニーズ 
・こんなことができる、解決で 
きる製品開発の声 等 

 

【実施目標】 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

①ターゲット顧客のニー

ズ調査実施・支援（社） 
- 3 3 3 3 3 

②テストマーケティング

調査実施・支援(社) 
- 3 3 3 3 3 

 

（２）特定個社の商品や役務は対象とせず、業種別・品目別といった少し大きな単位で

調査を実施するもの 

① 個社の商品・サービスに対応した需要動向調査結果の収集・分析・提供  

事業計画策定に取り組む、あるいは策定した事業計画等の修正を行う小規模事業者に

対し、その商品・サービス等の特性や強みを把握し、ターゲット顧客や市場のニーズに

適応しているかの判断指標とするため、各種機関等が提供する需要動向調査結果を経営

指導員が収集・分析し、その結果を当該小規模事業者へ提供する。 

 

ｲ) 市場動向、消費者トレンド等 

日経テレコン、日経 POS EYES、WEB、専門誌等 

ﾛ) 業界動向、市場規模、需要動向、業界展望等 

業種別審査事典（（社）金融財政事情研究会）、日経ビジネス、日経 MJ、日刊工業

新聞、日刊建設新聞、日本観光経済新聞、各機関の景気動向調査レポート等 

ﾊ）統計  

北杜市・山梨県統計調査、RESAS（地域経済分析システム）、e-Stat（政府統計総 

合窓口）、jSTAT MAP（小地域分析）などのデータベースサービス等 

ﾆ）経営指標 

日本政策金融公庫総合研究所レポート等 

 ﾎ）消費者意識・行動実態 

   北杜市民お買い物実態・ニーズ調査、山梨県観光入込客統計調査報告書、山梨県 
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商圏実態調査等 

 

【実施目標】 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

需要動向調査分析活用数 － 6 6 6 6 6 

 

② 新たな観光ツーリズム開発に向けたシーズ・ニーズ調査 

北杜市には、年間 450万人を超える観光客が訪れており、市は基本計画の中で、自然、

歴史、文化、農業体験など市内の「特色ある観光資源の活用」や市内外の各観光エリア

と地域連携を図り、日本版 DMO（Destination Management Organization）を推進してお

り、交流人口を増やすための継続的な体験型ツアーにも力を入れている。しかしながら、

近年増加している訪日外国人をターゲットにしたインバウンド需要への対応は、県内外

の競合地域から大きく後れをとっており、ターゲットの絞り込みと多言語化等のインフ

ラ整備は急務となっている。 

当会は、自然との共存をテーマに、北杜市ならではの風土、気候、歴史、文化などの

ストーリー性と、地域産品・観光資源を組み合わせた「食文化体験ツーリズム」の造成

に取り組み、これを地域小規模事業者に提供し活用してもらうことで、新たなビジネス

チャンスを創造していく。 

「食」をテーマにしたツアー（ガストロノミーツーリズム）は国内外の需要が高く、

地域性を打ち出しやすいことだけでなく、農商工連携など域内好循環を生み出すエコシ

ステムとなっている。その実現のためのニーズ調査として、ファムトリップ（現地下見

招待）やモニターツアーの誘致を行い、顧客ニーズをセグメントし、再訪性の高い旅行

者側の価値とその提供者の紐づけを行う。これらをもとに、小規模事業者向けのワーク

ショップやフィールドワークなどのカリキュラムを通じて、シーズの可視化と共有を行

い、実際のニーズとの乖離を埋めることで、北杜市の特性を活かした新たな食文化体験

を創発する。 

 

ツアー例：古民家レストランでのジビエ料理と狩猟コース巡り 

地粉を使った天然酵母パンと高原野菜のランチボックスと絶景ピクニック 

北杜市産大豆の味噌作り体験と伝統的な保存食文化を学ぶ農泊プログラム 

 

（調査対象） 訪日外国人（MICE需要）、国内企業・団体（研修・教育旅行、福利厚生） 

（調査項目） 商品・役務の品質、満足度、満たされた欲求、ワクワク感、価格帯、従

来品・競合地域との比較等を直接ヒアリングし、品質向上に活かす。 

（調査方法） DMCや国内企業・団体など主催者向けの視察ツアー（20名規模のファム

トリップやモニターツアー）を実施し、主催側の提案や参加者ニーズを

収集する。 

（分析方法） 商工会が調査結果をまとめ、事業者向けカリキュラムのなかで専門家を

交えて取り組む優先順位と提供者の選定を行いツアー造成に活かす。 

（活用方法） ワークショップのなかで、事業者同士でツアーを考え、実施にむけた地

域内でのバリューチェーン構築と事業計画の策定に活用する。試作のツ

アーは PDCAに沿って改善を行っていく。 
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【実施目標】 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

ファムトリップ調査 - 1 1 1 - - 

モニタリング調査 - 1 1 1 - - 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

【現状と課題】 

市内小規模事業者の多くは、優れた技術や商品・サービスを保有しているものの、営

業活動へのノウハウ、人材、費用の捻出などの制約もあり、思うような広告・販売促進

活動の展開ができていない。 

当会では、これまで取引創出や広告宣伝促進の一助として製造業事業者が保有する製

品・加工技術等を紹介する「企業ガイドブック」を作成し、工業展の来場者等に配布し

てきた。また、地元のお店の魅力を伝える「いいじゃんほくと」などの冊子を作成し、

道の駅などに設置して地域住民や観光客に配布してきた。さらに、商工会連合会が主催

する展示会や金融機関等民間の支援機関が主催するマッチングフェア等への出展に向

けた支援に取り組んできた。 

ガイドブック等については、限定的部数の作成・配布にとどまっていることや、展示

会等の出展については、新たな需要の開拓に寄与できたのか十分な検証が出来ていな

い。 

また、ホームページ等を活用した需要の開拓については、単なる情報発信にとどまっ

ている事業所が多く、更新頻度も含め、アクセスアップやアクセス分析などについても

充分な活用が図られていない状況が多い。 

 

【解決に向けた方策】 

（１）マスメディア等の活用による広報支援 

（２）ITを活用した販路開拓支援 

  ・当会 HPを活用した企業・地元店舗の取引創出に向けた情報発信 

・HP等の戦略的な活用推進のための IT利活用実践セミナーの開催 

（３）展示会・商談会等出展による販路拡大支援 

・展示会等の開催情報に、来場者の属性、取引規模などの情報を加え、小規模事業

者が出展する展示会等を選別するための情報提供 

・出展効果を高めるためのプロモーションの支援 

・展示会出展後のフォローアップの強化（出展効果の検証、見込み客・引き合いへ

の営業強化策の助言） 

・出展事業者からの成果レポートの収集・分析及び事業者への提供、並びに販路開

拓支援のノウハウとして蓄積、活用 

（４）アンテナショップへの出展による販路開拓とブランド力向上支援 

 

【実施内容】 

（１）マスメディア等の活用による広報支援 

① マスメディア等の情報提供による広報支援 

 市内小規模事業者が開発した新しい商品・サービス・取り組み等について、多くの消
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費者にアピールし、販売や活用につなげて行くため、八ヶ岳ジャーナル紙をはじめ、山

梨日日新聞、YBSテレビ、UTYテレビ、FM八ヶ岳、FM富士等のマスコミに対して、記事

として取り上げてもらうように、商工会が情報提供を行う。また、商工会連合会プレス

リリース事業を活用し、県内外の報道機関への情報提供も行う。 

 

② 「HOKUTO SPIRIT」(北杜市商工会編集の広報誌)の発行・配布 

 商工会職員が、市内小規模事業者が開発した新しい商品・サービス・取り組みについ

て、取材、編集した「HOKUTO SPIRIT」（広報誌）を年 1回発行、市内全世帯に配布し、

小規模事業者の取り組みをアピールするとともに、販路開拓等の一助として取り組む。 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ等への掲載件数 2 3 5 7 9 10 

「HOKUTO  SPIRIT」発行・配布 

（回／年） 
1 1 1 1 1 1 

上記による昨年対比売上増加 

（％） 
3 3 3 3 3 3 

 

（２）IT等を活用した販売・販路開拓支援 

① 北杜市企業ガイドの作成による取引創出【製造業向け】 

市内製造業の取引創出を目的に、平成 27 年度に冊子とホームページ「北杜市企業ガ

イド」を作製した。冊子とホームページには、企業の事業概要、所有設備、加工技術・

製品等を掲載し取引の創出を支援している。 

ホームページは、平成 30 年度にリニューアルし取引創出の支援を強化する。リニュ

ーアルの内容は、企業情報等の登録・更新が随時行えるようにするとともに、掲載する

情報も加工精度、加工可能素材、詳細な所有設備機器等を加え充実を図る。ホームペー

ジのアクセス解析手法（新規・リピート訪問数、サイト訪問の経路等）により、検索、

SEO対策を強化する。 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

HP による問合件数 - 1 20 20 30 50 

HP による新取引創出件数 - 1 2 2 3 5 

登録件数 110 115 120 125 130 135 

 

② 自慢の逸品・サービスを紹介する「いいじゃんほくとネットページ」による販路

開拓支援【小売・飲食・サービス業・建設業向け】 

平成 27 年度に作成した冊子「いいじゃんほくと」の掲載内容をベースに「いいじゃ

んほくとネットページ」を開設し、経営資源と宣伝力不足に課題を抱える小規模事業者

の情報発信と店舗来店率・販売力向上の支援につなげる。 

冊子は、地域内消費者や北杜市を訪れる方々に、市内で営業を行う小売業、飲食・宿

泊業、サービス業等の店舗の自慢の逸品、サービスを周知し、店舗の利用を高めること

を目的に作成している。 
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ホームページでは、提供情報の鮮度を図るため、商工会が年に一度更新情報を事業者

より収集して更新作業を行う。その際、売上状況等を確認し効果測定を行う。 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

HP 開設・情報更新 （年） - 開設・1回 1回 1回 1回 1回 

HP 掲載事業所数 - 30 40 50 60 70 

上記による昨年対比売上増加 

（％） 
3 3 3 3 3 3 

 

③ホームページ、ソーシャルメディア等の活用による販路開拓支援 

「IT 利活用セミナー」を開催し「アクセス分析による HP 掲載情報の更新」や「イン

ターネット広告の活用」、「Facebook 等の SNS 活用」などによる PR、販売促進につなげ

る実践的なセミナーを開催する。セミナーの受講者が、継続して情報発信ができるよう

商工会職員が個別で支援を行っていく。 

専門的な支援が必要な場合には、商工会の専門家派遣制度を活用して IT コーディネ

ーター等を派遣する。 

ホームページを開設していない事業所には、全国商工会連合会が提供しているホーム

ページ作成支援ツール「SHIFT」を紹介し、新規登録事業者を増加させるとともに、全

国商工会連合会の主催する通販サイト「ニッポンセレクト.com」、商工会議所・商工会

が運営するビジネス情報サイト「ザ・ビジネスモール」等への登録も促進し、幅広い顧

客への販路開拓を支援する。 

セミナー受講者や新規ホームページ開設事業者には、定期的に売上動向や問い合わせ

数などの反応を確認しフォローアップを行う。 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

IT 利活用セミナー開催（回） 1 2 2 3 3 3 

新規 HP 開設事業者（社） 

（SHIFT） 
188 190 195 200 205 210 

新規 HP 開設事業者（社） 

（ニッポンセレクト） 
3 5 7 9 9 9 

新規 HP 開設事業者（社） 

（ザ・ビジネスモール） 
1 3 5 7 10 10 

上記による昨年対比売上増加 

（％） 
3 3 3 3 3 3 

 

（３）展示会・商談会出展による販路拡大支援 

① イベント、展示会等情報の提供 

 小規模事業者の販路開拓につながる情報を随時提供していく。情報の提供にあたって

は、開催されるイベント・展示会の規模、予想来場者数、開拓が期待される顧客・市場

などの情報も加え、小規模事業者が出展を判断しやすいように工夫する。 

 

（BtoB展示会等） 
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やまなし食のマッチングフェア、アグリフード EXPO 東京、農商工連携マッチングフェ

ア、銀座ベルハウス商談会、テクノ ICTメッセ、諏訪圏工業メッセ等 

（BtoCイベント等） 

ふるさと特産品フェア、県民の日記念行事、全国物産展、イオン山梨フェア in 津田沼

店、山梨の物産と観光展、夏の全国うまいもの市等 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

展示会等情報の提供回数 
上段 BtoB／下段 BtoC 

10 

8 

10 

8 

11 

8 

11 

8 

11 

8 

11 

8 

展示会等出展社数（社） 

上段 BtoB／下段 BtoC 

11 

29 

12 

35 

15 

40 

15 

40 

15 

40 

15 

40 

販路開拓実現社数 
BtoB「成約数（件）」 

3 5 5 5 5 5 

販路開拓実現社数 
BtoC「上記による昨年対比売
上増加」 

- 12 15 15 15 15 

 

② 販路開拓の取り組みを支援するため展示会等への出展助成 

 小規模事業者が新たな取引創出のため取り組む国内外の展示会等への出展（バイヤー

向け展示会、資材・素材展示会など事業者が顧客の獲得を狙う展示会）に対して、小規

模事業者の出展に対する障壁ともなっている出展料の一部を本会が助成し、積極的な販

路開拓の取り組みを創出していく。 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

出展助成件数（件） 11 15 15 20 20 20 

商談取引成立件数 *1 3 4 5 7 7 7 

*1：商談取引成立件数は、助成事業者の新規受注成立件数 

 

③出展効果を高めるプロモーション支援・出展後のフォローアップ及び成果レポート 

の収集と提供の実施 

出展事業者の出展効果を高めるため、展示会でのプロモーション方法、ツール作成、

フォローアップ方法などのノウハウについて支援強化をはかる。必要に応じて専門家の

支援も活用していく。また、展示会等に出展した小規模事業者を対象に、経営指導員と

事業者双方で出展についての成果・課題を振り返り、今後の営業活動に活かすとともに、

出展によって得られた成果を確実に受注につなげられるよう、ヒアリングを通して成果

をレポートとして収集・分析して対応・対策等についての支援を行う。 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

出展後支援実施(社) - 15 15 20 20 20 

成果ﾚﾎﾟｰﾄ収集と提供(回) - 15 15 20 20 20 

商談取引成立件数 *1 - 3 5 7 7 7 
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 *1：商談取引成立件数は、プロモーション支援事業者の内、新規受注成立件数 

 

④ 「ほくと商工元気まつり」の開催による販売促進の場の創設 

 当会が主催する地域の事業者の商品 PR、販売の強化を目的とした「ほくと商工元気ま

つり」を開催し、小規模事業者の展示・販売、消費者ニーズ調査等の機会として提供す

る。終了後、出展者に売上金額、売上目標達成度、商品・サービスに対する客の声当の

アンケート調査を行い、次回開催と小規模事業者の販路開拓に反映させる。 

（実施時期：8月第 1週 来場者数 約 10,000人 市内住民 8割 観光客 2割） 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

商工元気まつり開催(回) 1 1 1 1 1 1 

出展者数 44 44 44 44 44 44 

上記による昨年対比売上

増加（％） 
- 3 3 3 3 3 

 

（４）アンテナショップへの出展による販路開拓とブランド力向上支援 

特産品等を活用した新商品等の販路開拓を支援するため、商工会連合会が県内 4か所

（道の駅とよとみ、道の駅にらさき、ほったらかし温泉、道の駅こすげ）に設置する「い

っぴんやまなしコーナー」、有楽町で全国商工会連合会が運営する「むらからまちから

館」、日本橋に山梨県が設置する「富士の国やまなし館」等への商品の取り扱いを促し、

多くの観光客等が商品を目にする機会を提供するとともに、商工会連合会から毎月上が

る売上報告により販売促進対策を講じ、商品のブランド力向上を図るため、展示商品の

パッケージデザインや展示方法等の向上を図る経営指導員や専門家による支援を行う。 

 

【実施目標】 
 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

出展者数 1 2 2 4 4 4 
上記による昨年対比売上増加

（％） 
- 3 3 3 3 3 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

【現状と課題】 

市が総合計画「8つの杜づくり事業」の一つの柱として進める産業振興（「産業を興し、

富める杜づくり」）についての取組を、「観光・地域の振興」の取組は行政、観光協会等

関連団体が、「企業の育成支援」については商工会が、それぞれ役割分化することで計

画の実現を進めてきた。 

当会では、「個々の企業の成長発展が、地域経済の活性化につながる」ことを理念に、

これまで個別企業の経営相談、販売促進や取引創出のための企業ガイドブック等作成・

情報発信など業種別に抱える課題への対応を図ってきたが、経済環境の変化のスピード

や社会の成熟化に伴う消費者ニーズ・嗜好の多様化が進展する状況の中では、それぞれ

の事業所が持つ強みの商品・サービスの磨き上げばかりでなく、時代が求める環境への

適合も見据えた計画や取組が必要となっている。 
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当市は、八ヶ岳連峰、南アルプスなど日本を代表する山岳景観や豊富な水資源、歴史

的な町並みや滞在型温泉資源、清里高原を代表とする観光資源をはじめ、新規就農者数

の増加にみられるよう豊富な農産物資源にも恵まれており、現代社会が求める「自然」、

「やすらぎ・癒し」、「健康」、「安心安全な食材」など時代のキーワードとなる豊富な資

源を有している。これらの資源を活用した取組の展開を図っていくことも求められてい

るが、現状では充分に活用がされていない状況となっている。 

 

【解決の方策】 

 上記に掲げた課題解決に向け、次の方策に取り組み、地域小規模事業者が経営向上に

向けた取り組みへの反映を進めるとともに、地域の新たなブランドの確立や、地域イメ

ージアップの展開を図っていく。 

（１）産業連携を視野に入れた行政・観光協会など観光組織・山梨中央銀行など市内金 

融機関等との連絡会議の創設と開催 

（２）活用できる地域資源の調査、活用方策についての研究、情報の提供 

（３）地域の資源を活用啓蒙のためのシンポジュウム等の開催 

（４）地域資源を活用したパイロット事業に対する助成等支援制度の確立 

 

【実施内容】 

（１）産業連携による地域活力創出に向けた連絡会議の創設と開催 

 これまで、イベント事業や観光キャラバン、金融案件の対応など個別での繋がりが中

心であった行政、観光協会、八ヶ岳ツーリズムマネジメント、梨北農業協同組合など農

林業関係機関、山梨中央銀行など市内金融機関、事業者と「地域経済の活力創出に向け

た協議の場」としての連絡会議を創設するとともに、地域の課題や今後の活性化に向け

た取り組みについての情報共有を図るとともに、地域課題の解決や活性化に向けた取り

組みの連携実施ができるような展開を図っていく。 

 

（２）活用できる地域資源の調査、活用方策についての研究・情報提供 

 地域に散在する歴史・文化・自然・食などの地域資源の調査を行うとともに、その資

源を活かした商品・サービスの開発や地域の新たな魅力とした事業への展開が図られる

よう活用方策などについて、上記連絡会議の中で研究していく。 

 その調査・活用方策の研究結果については、商工会、観光協会、八ヶ岳ツーリズムマ

ネジメント、梨北農業協同組合など関係機関のホームページや会報等と通じて地域内の

事業者に情報の提供を行い地域資源活用に向けた取り組みの推進につなげていく。 

  

（３）地域の資源を活用啓蒙のためのシンポジュウム等の開催 

 地域資源を活かした取り組みの展開を、地域内に浸透・拡大するため、上記連絡会議

を実施主体としたシンポジュウムを市内小規模事業者、行政、観光協会、山梨中央銀行

など市内金融機関、梨北農業協同組合、八ヶ岳ツーリズムマネジメントなど関係団体構

成員等を対象に開催し、先進事例の紹介や地域内での事例紹介や、事業展開のイメージ

を啓蒙普及していく。また、シンポジュウムの開催と併せ、事業者交流の場づくりも行

い、事業者間の連携による機会としての展開も図っていく。 

 

（４）地域資源を活用したパイロット事業に対する助成等支援制度の確立 
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地区内の事業者が単独または、複数の事業者が連携して取り組む地域資源等を活用し

た商品・サービスの開発や販路開拓、地域の新たな魅力の創出等に取り組む事業に対し

て助成制度を創設するとともに、その取り組みの事業拡大、ブランド確立に向けた継続

的な支援を実施する。 

 

【実施目標】 

 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

連絡会議の創設・開催（回） - 3 3 3 3 3 

地域資源の調査 - - 調査 - 追加調査 - 

地域資源の活用方策研究（回） - 1 4 4 4 4 

シンポジュウム開催（回） 1 1 1 1 1 1 

パイロット事業助成等支援(件) - 5 5 5 5 5 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．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 

 これまで当会では、企業支援に関しての支援ノウハウ等の情報交換については、県連

合会、県内商工会職員との間で、個々の職員が必要に応じておこなっており、組織とし

ての連携体制の構築は行ってこなかった。 

 市内小規模事業者のおかれている多様な状況に応えていくには、他の支援機関との連

携体制の構築が必要不可欠であることから、本計画の策定を契機に連携支援体系を整備

するとともに、定期的なノウハウ・情報共有の場をつくり、効果的に小規模事業者への

相談、計画づくり、計画の実現化など取り組みの支援を進めていく。 

 

（１）県内商工会での情報共有 

・開催頻度：年 6回程度 

・参加機関：山梨県内 23商工会 

・目的：先進事例や問題点の共有による支援力向上を図るため。 

・内容：山梨県商工会連合会が開催する会議、事例発表会等のセミナーで支援ノ

ウハウ、支援の現状等について情報を共有する。 

 

（２）山梨大学客員社会連携コーディネーターとして登録 

・開催頻度：随時、研修会は年 1回 

・連携機関：山梨大学 

・目的：地元大学で研究されている知見を、市内小規模事業者が新たな商品・製

品開発等の支援に活かすため。 

・内容：全経営指導員を山梨大学客員社会連携コーディネーターとして登録し（現

2名登録、新規登録予定 2 名）、大学と連携した事業展開が行える体制を整備する。

また、社会連携コーディネーター研修会に参加し、他支援機関や金融機関等の参

加者との情報交換を行う。 

 



２５ 
 

（３）関係省庁・他支援機関との情報共有 

・開催頻度：随時 

・連携機関：関係省庁、山梨県、北杜市、(財)やまなし産業支援機構、山梨県信

用保証協会、山梨県中小企業団体中央会 

・目的：施策等の活用を通して、事業者支援に活かす 

・内容：小規模事業者振興施策などの情報交換行い、事業者支援の施策等の活用

を通して、事業者支援に活かす。 

 

（４）日本政策金融公庫（甲府支店）との連携会議 

・主催：日本政策金融公庫 甲府支店 

・開催頻度：年 2回 

・連携機関：日本政策金融公庫 甲府支店 

・目的：県内企業における融資促進と事故率の低下、施策情報の共有 

・内容：各商工会経済動向、施策情報の共有、融資件数、融資金額、事故率等の

共有化、融資メニューの変更点の確認等 

 

（５）市内金融機関（支店）との連絡会議 

・主催：北杜市商工会 

・開催頻度：年 2回（6月・12月） 

・連携機関：山梨中央銀行（長坂支店他市内各店舗）・甲府信用金庫（長坂支店） 

       山梨信用金庫（韮崎支店（北杜ｴﾘｱ担当））・山梨県民信用組合（長坂支店他市

内各店舗） 

・目的：市内経済動向、経営支援に向けた施策情報の共有、連携支援策の協議 

・内容：北杜市内の経済動向、施策情報の共有、連携による企業支援の協議 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 当会では、小規模事業者を中心とした金融、税務、労働といった基礎的な経営相談対

応から、事業者の売上・利益の増加など経営向上にむけた計画づくり・計画達成支援に

取り組んでいる。その取り組みをさらに進め、小規模事業者の企業力の向上に活かして

いくためには、支援に関わる職員のさらなる資質向上が必要不可欠となっている。 

 当会では、多様な経営状況におかれている事業者の経営支援に関わるため、「業務支

援基礎知識」と「支援ノウハウ」の習得のため次の取り組みを実施する。 

 

（１）資格取得による業務支援基礎知識の習得 

 小規模事業者への経営支援強化をはかるため、業務支援につながる資格取得を年間一

人 1資格の取得を目標に職場内で推進している。（人事面談等にて目標設定・実績評価） 

 
＜取得済資格一覧表＞ 

資格名 指導員 補助員 記帳指導員 一般職員 

中小企業診断士 - - - - 

社会保険労務士 - - - - 

ファイナンシャルプランナー - 1 - 1 

会計ソフト実務能力試験 1級 - - - - 
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会計ソフト実務能力試験 2級 - 1 2 1 

ITパスポート - - - - 

パソコン検定準 2級 1 - 1 - 

パソコン検定 3級 3 1 1 - 

パソコン検定 4級 - 2 4 - 

販売士 3級 1 - - - 

簿記 1級 - 1 - - 

簿記 2級 2 - 3 1 

簿記 3級 - 2 2 - 

財務戦略アドバイザー検定 - - 1 - 

 

（２）経営支援能力向上のための研修会等への参加 

 山梨県商工会連合会が主催する「経営支援能力研修」への参加、WEB 研修の受講はも

とより、中小企業大学校が実施する「経営課題別研修」等への参加を計画的に進めると

ともに、他機関が主催する必要な研修会等には積極的に参加し、多様な経営支援ニーズ

に対応できる人材の育成を行っていく。 

 

（３）支援ノウハウを習得できる実施体制の整備 

多様な経営支援ニーズに応えて行くためには、支援ノウハウの習得が必要不可欠とな

る。業務支援知識はもとより、事業者からのヒアリングや現場での状況からその事業者

が抱える問題・課題等を把握するとともに、その内容に応じた改善策の提案や実行を支

援するスキルは OJTにより習得する。 

支援ノウハウは、経験の積み重ねによって育まれるものである。①専門家指導への同

行、②職員同士がチーム制で支援に取り組むなど OJTによる支援ノウハウを習得するた

めの体制整備を行う。また、③指導対応の都度、経営カルテシステム（全国商工会連合

会がクラウド環境で運用する商工会業務基幹システム）を使って指導内容、指導成果、

課題などの情報を入力するとともに、その情報を職員同士で活用、共有していく。 

 

（４）情報共有・支援対応向上のための定期的な職員ミーティングの開催 

 小規模事業者支援をより強固にするために、商工会で実施する地域の経済動向調査結

果（別記）の共有や、その状況からとるべき対応策などについて検討するため、定期的

な職員ミーティングを開催する（1ヶ月に 1回）。 

進行中の経営支援案件の状況については、このミーティングにおいて報告することで

情報共有を図るとともに、支援上の問題・課題について意見交換を行い、支援ノウハウ

の共有化と支援レベルの向上に努める。 

また、主催する講習会や外部研修会等で得た情報は、当会サーバ内に専用フォルダを

設け、テキストや概要を添付し、いつでも誰でも閲覧できるように共有する。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

当会では、小規模事業者向け経営発達支援計画の内容、実施後の成果、評価結果、見

直しの内容について、商工会のホームページ上で公表していく。評価については、外部

専門家（中小企業診断士等－非会員－）を含めた商工会マネジメント委員会において、

計画に定めた目標の達成度の評価、見直し等の意見を受け、次年度以降の計画に反映さ
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せていく。 

 

 

北杜市商工会 経営発達支援計画のＰＤＣＡ 
 
【計画（P）】 
 北杜市商工会経営発達支援計画に基づいた事業計画書作成 
（初年度は本申請内容。次年度以降は、外部専門家を交えた商工会マネジメント委

員会での評価・意見を踏まえて実施内容・方法等の見直しを行い計画する） 
 
【実施（D）】 
 計画に基づいて事業実施 
 
【評価（C）】 
 毎年度、事業終了後（4/1～3/31 が事業年度）、実績報告書を作成し、商工会マネジ
メント委員会（商工会役員・市町村職員・外部専門家（非会員））による、事業評価、
見直し等の意見を求める。 
 
【改善（A】 
商工会マネジメント委員会から提示された評価・意見を基に、商工会事務局におい

て実施目標、実施内容、実施方法等を検討し、次年度の計画案を作成。正副会長会議
で審議後、最終理事会・総代会の承認を得る。 
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（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 

（平成 29年 8月現在） 

（１）組織体制 

 

 
 

（２）連絡先  北杜市商工会 振興課 
        住  所 山梨県北杜市長坂町長坂上条 2575-19 
        電話番号 0551-32-1211 
        URL http://www.hokuto-city-shokokai.jp/ 
        e-mail k-sim@shokokai-yamanashi.or.jp 
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（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） 

 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 124,180 124,180 124,180 124,180 124,180 

 

経営改善普及事業費 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 

講習会事業費 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

金融相談事業費 630 630 630 630 630 

経営総合支援事業費

（経営相談・専門家

派遣、展示会出展等） 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

利子補給金助成事業 21,350 21,350 21,350 21,350 21,350 

企業・地域活力創出

支援事業助成金 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

事業周知広報事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

北杜ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

事業推進管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

＊事業効果を高めるため、事業内容・予算編成については、経営発達支援事業の検証・

見直しを行う中で機動的に対応を図っていく。 

 

（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 

会費収入、事業収入、国・県補助金、北杜市商工業振興補助金 

（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。 
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（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 

【経済動向調査に関すること】 

・景気動向調査、商圏実態調査 

 

【事業計画策定後の実施支援に関すること】 

・支援ノウハウ、専門的な助言 

 

【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

・イベント、展示会、ECサイトの活用 

 

【地域経済の活性化に資する取組】 

・にぎわい創出等の企画・実施連携 

・地域活性化策の検討 

 

【経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組】 

・各種小規模支援施策の活用情報の共有及び連携支援 

・商品研究開発にかかる知見活用の支援 

・金融支援ノウハウの向上 

連携者及びその役割 

【経済動向調査に関すること】 

連携先：山梨県商工会連合会 

    （山梨県甲府市飯田 2-2-1 中小企業会館 3階 会長 中村 己喜雄） 

連携内容：景気動向調査 、商圏実態調査の調査・集計 

 

【事業計画策定後の実施支援に関すること】 

連携先：関東経済産業局 

    （埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 局長 後藤 収） 

連携内容：商工会だけでは対応が困難な高度な経営課題に対するミラサポの専門家派

遣による解決支援 

 

連携先：山梨県商工会連合会 

    （山梨県甲府市飯田 2-2-1 中小企業会館 3階 会長 中村 己喜雄） 

連携内容：商工会だけでは対応が困難な高度な経営課題に対するネットワークアドバ

イザーの派遣等による解決支援 

 

連携先：(公財)やまなし産業支援機構 

    （山梨県甲府市大津町 2192-8 アイメッセ山梨 理事長 一瀬 文昭） 

連携内容：商工会だけでは対応が困難な高度な経営課題に対して、よろず相談室を開
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設してアドバイザーを派遣し、解決を支援 

 

【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

連携先：全国商工会連合会 

    （東京都千代田区有楽町一丁目 7番 1号 

 有楽町電気ビル北館 19F 会長 石澤 義文） 

連携内容：ニッポンセレクト.com活用に向けた支援 

 

連携先：山梨県商工会連合会 

    （山梨県甲府市飯田 2-2-1 中小企業会館 3階 会長 中村 己喜雄） 

連携内容：イベント・展示会情報提供、展示会等への出展支援 

 

連携先：(株)山梨中央銀行 

    （山梨県甲府市丸の内一丁目 20番 8号 頭取 関 光良） 

連携内容：商工会では対応が困難な食品などの販路開拓に関し、やまなし食のマッチ

ングフェア等の開催による新需要開拓支援 

 

【地域活性化に資すること】 

連携先：北杜市 

    （山梨県北杜市須玉町大豆生田 961-1 市長 渡辺 英子） 

連携内容：商工会とともに地域活性化を考え、ともに連携して活性化策などを実施  

 

連携先：一般社団法人 北杜市観光協会 

   （山梨県北杜市高根町村山北割 3261 会長 浅川 力三） 

連携内容：産業連携を視野に入れた連絡会議・事業連携 

 

連携先：一般社団法人 八ヶ岳ツーリズムマネジメント 

   （山梨県北杜市高根町清里 3454-4559 代表理事 小林 昭治） 

連携内容：産業連携を視野に入れた連絡会議・事業連携 

 

 連絡先：梨北農業協同組合 

（山梨県韮崎市一ツ谷 1895 組合長 澤井 實） 

連携内容：産業連携を視野に入れた連絡会議・事業連携 

 

連携先：(株)山梨中央銀行 本店 北杜市内各支店 

    （山梨県甲府市丸の内一丁目 20番 8号 頭取 関 光良） 

連携内容：産業連携を視野に入れた連絡会議・事業連携 

 

連携先：甲府信用金庫 長坂支店 

（山梨県北杜市長坂町長坂上条 2057 支店長 原 知巳） 

連携内容：産業連携を視野に入れた連絡会議・事業連携 
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連携先：山梨信用金庫 韮崎支店 

（山梨県韮崎市本町 2-6-17 支店長 雨宮 武） 

連携内容：産業連携を視野に入れた連絡会議・事業連携 

 

連携先：山梨県民信用組合 長坂支店他市内各店舗 

（山梨県北杜市長坂町長坂上条 2502-1 支店長 早川 良広） 

連携内容：産業連携を視野に入れた連絡会議・事業連携 

 

【経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組】 

連携先：山梨県商工会連合会 

    （山梨県甲府市飯田 2-2-1 中小企業会館 3階 会長 中村 己喜雄） 

連携内容：商工会の指導機関として、研修等の実施による経営指導員等の支援ノウハ

ウの向上 

 

連携先：国立大学法人山梨大学 

    （山梨県甲府市武田 4-4-37 学長 島田 眞路） 

連携内容：小規模事業者の商品研究開発にかかる知見の活用 

 

連携先：山梨県中小企業団体中央会 

    （山梨県甲府市飯田 2-2-1 中小企業会館 4階 会長 細田 幸次） 

連携内容：小規模企業支援施策活用にむけた情報共有、連携支援 

      

連携先：日本政策金融公庫甲府支店 

     （山梨県甲府市丸の内 2-26-2 事業統括 江口 朋之） 

連携内容：金融支援ノウハウの向上 

 

連携先：山梨県信用保証協会 

     （山梨県甲府市飯田 2-2-1 会長 山下 誠） 

連携内容：金融支援ノウハウの向上 

 

連携先：(株)山梨中央銀行 長坂支店他市内各店舗 

    （山梨県北杜市長坂町長坂上条 2496 支店長 小宮山 雅之） 

連携内容：金融支援ノウハウの向上 

 

連携先：甲府信用金庫 長坂支店 

（山梨県北杜市長坂町長坂上条 2057 支店長 原 知巳） 

連携内容：金融支援ノウハウの向上 

 

連携先：山梨信用金庫 韮崎支店 

（山梨県韮崎市本町 2-6-17 支店長 雨宮 武） 

連携内容：金融支援ノウハウの向上 
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連携先：山梨県民信用組合 長坂支店他市内各店舗 

（山梨県北杜市長坂町長坂上条 2502-1 支店長 早川 良広） 

連携内容：金融支援ノウハウの向上 

 

連携体制図等 

 

＜上記事業の連携体制図＞ 

 

小規模事業者

全国商工会連合会

産業支援機構

国 各金融機関

県商工会連合会県

市 商工会
【連絡会議】
市・観光協会
農林関係機関
金融機関等

連携

支
援

山梨大学

中央会
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