
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
(法人番号) 

甲府商工会議所(法人番号 7090005000344) 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

地域経済が活力あるものであり続けるために、“新たな需要を取り込み、事業を持

続させることで地域を支え続ける小規模事業者”、“着実な販路拡大による安定した

経営基盤を有する小規模事業者”、“新たな分野、新事業に挑戦する小規模事業者”

を維持、創出していくことに加えて、地域経済の活性化による波及効果を小規模事業

者へ浸透させる。 

 このための目標を次のとおり定める。 

〇売上げの向上と利益の確保を目指すための経営を支援する。 

〇地域内事業者の新陳代謝を促進する。 

〇地域経済の活性化に資する事業活動を展開し、小規模事業者への波及効果を生み出

す。 

〇支援ノウハウの蓄積を行う中で、当所を中核的支援機関とする他の支援機関と連携

した支援体制の再構築を図り、支援効果の向上を目指す。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

(1)地域経済動向調査（隔月）の実施 

(2)為替動向等の経済関係諸課題に関するＦａｘ調査（四半期に１回）の実施。 

(3)初任給調査の実施。 

２．経営状況の分析に関すること 

(1)巡回訪問や金融等の窓口相談、各種セミナー等を通じ経営状況を分析。 

(2)必要に応じ、月３回実施する中小企業診断士による個別経営相談会を活用。 

３．事業計画策定支援に関すること 

(1)セミナー、相談会、補助金申請等を通じた事業計画の策定支援の実施。 

(2)必要に応じ、月３回実施する中小企業診断士による個別経営相談会を活用。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 (1)巡回訪問等を通じて、事業の進捗状況を確認するとともに、必要に応じて補助金など

施策情報を提供。 

 (2)創業支援は、「創業クラブ」でネットワークづくり支援と経営情報を提供。 

５．需要動向調査に関すること 

 (1)土産品の需要動向調査の実施。 

(2)トレンド情報等に関するセミナーの開催。 

 (3)宝飾関係ワークショップの開催とワークショップ情報の業界内への提供。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(1)地酒・ワインの販促・ＰＲイベントの実施。 

(2)マッチングイベント（展示会、商談会）の紹介・斡旋と参加・出展。 

(3)売れる商品づくりのための説明会・個別相談会の実施。 

(4)ジュエリー産地ブランドKoo-fu商品販売等による産地イメージ向上事業の実施。 

(5)甲州ワインＥＵ輸出プロジェクト事業の実施。 

(6)医療関連ものづくり交流会事業実施による成長分野への進出支援。 

(7)インバウンド観光需要取り込みセミナー実施、受入態勢整備モデルケース創出。 

７．地域経済の活性化に資する取り組み 

(1)まち歩きフットパス事業の実施。 

(2)まちゼミの実施。 

(3)マンガ・アニメプロジェクト事業の実施。 

(4)大宝飾展によるジュエリー小売販売事業の実施。 

(5)信玄公祭り、甲府大好きまつり等への協力 

(6)中部横断自動車道、リニア中央新幹線等のインフラの整備・建設促進運動の展開。 

連絡先 
甲府商工会議所 中小企業振興部 

〒400-8512 山梨県甲府市相生２丁目２番１７号  電話番号 055-233-2241 

URL http://www.kofucci.or.jp/     E-mail kcci@kofucci.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 

 

【当地域の現状と課題】 

甲府市の人口は１９２，５５１人（住民基本台帳人口、平成２７年１２月３１日現在）である

が、総務省の推計によると１０年後の２０２５年には１８５，１００人と現時点に比べ△３．

８％、２０３５年には１７１，３９６人（△１０．９％）となっている。山梨県では大手企業の

工場撤退などが相次いでいることなどから、若年層が働く場を求めて県外へ流出するなど、人口

の社会減も大きな要因と考えられる。 

「平成２６年経済センサス-基礎調査（速報）」によると、甲府市の民営事業所数は１１，８

５７事業所と平成２４年の１２，１２６事業所から２６９事業所、率にして２．２％減少してい

る。新設事業所と廃業事業所について見ると、新設９２９事業所、廃業１，８６０事業所で、廃

業率は１５．３％となっている。 

製造業では、工場の撤退や大手企業からの受注の減少、資材の高騰、納期の短縮要請などによ

り、中小企業（とりわけ小規模事業者）は、売上げの減少と共に利益の確保が困難な状況となっ

ている。 

商業の面でも同様で、２０年来続いている低価格志向や消費者ニーズの多様化等に対応できな

い卸売や小売店等いわゆる地元の事業者は、いずれも非常に厳しい状況に陥っている。特に、中

心商店街の物販店ではこの傾向が顕著に表れており、中心市街地の空洞化が大きな問題となって

いる。 

また、甲府市を中心とした地域は、山梨県の代表的な地場産業である宝飾産業が盛んで、製造

出荷額で国内の３分の１ほどのシェアを有しているが、全国的な需要の低迷も相まって売上げは

平成３年をピークに減少し、業界全体では最盛期の３割程度まで落ち込んでいる。 

このように地域の市場規模は縮小傾向にあり、多くの業種にとって厳しい経営環境が継続して

いる。特に経営資源の不足しがちな小規模事業者においては、売り上げ不振、経営者の高齢化や

後継者不在などにより廃業が相次いでいる。 

一方、２０１３年６月には富士山が世界文化遺産に登録されたことなどもあり、県外はもとよ

り国外からも多くの観光客が山梨県を訪れるようになってきている。しかしながら、観光客の半

数近くは富士山を中心とする地域に集中しており、如何に当地域に回遊してもらえるかが課題と

なっている。 

全体として様々な課題があるものの、前述の富士山世界遺産登録による外国人観光客の増加、

２０１７年度に中央高速自動車道と東名高速自動車道とを繋ぐ中部横断自動車道が開通予定、２

０２７年度の開通を目指すリニア中央新幹線など、地域経済の活性化を図る上での明るい材料も

山積している。 

 

【甲府商工会議所の概要】 

甲府商工会議所は、明治１２年の山梨商法会議所の設立をルーツとし、昭和３５年に商工会の

組織等に関する法律の施行に伴い、現在の甲府商工会議所の名称となったが、法律の施行直前は

山梨県商工会議所と称し、概ね山梨県全域を対象に活動を行ってきた。 

このような経過から、甲府地域はもとより、山梨県内の経済団体の中核的役割を担っており、

地域の支援機関や金融機関等にも強固なネットワークを有している。 

 このネットワークを活用し、当所では経営改善普及事業や商工業の改善発達に資する事業を実

施するとともに、事業者の抱える課題などを取りまとめ、行政への要望なども行うなど、地域総

合経済団体としての様々な活動を行ってきている。 



- 2 - 
 

 

【甲府商工会議所の事業への取組みと課題】 

 当所では、地域や業界全体が良くなれば個々の事業者が良くなるとの考え方のもと、どちらか

というと地域全体や業界全体の支援に注力してきた。例えば、リニア中央新幹線建設促進や中部

横断自動車道の建設促進活動、中心市街地活性化事業、ジュエリーの地域ブランド振興事業、甲

州ワインＥＵ輸出プロジェクト事業などである。 

 個々の小規模事業者の経営支援は、金融斡旋や記帳指導などが中心で、事業者が相談に来て初

めて対応するケースが多かった。１１名の経営指導員は、マル経、その他金融、創業、記帳など

と担当業務が決まっており、商工会議所内の業務の効率化という面では一定の効果はあったと考

えられるが、事業者の立場に立った支援体制とは言い難い状況であった。 

 数年前から、この体制を徐々に改めてきており、地域や業界での小グループの集まりに積極的

に参加するなど、施策情報の提供や相談案件の発掘に努めてきたが必ずしも十分とは言えない。

 

【小規模事業者支援の中長期的な方針】 

以上を踏まえ、地域経済が活力あるものであり続けるために、「山梨県産業振興ビジョン」、

「甲府市商工業振興指針」等を鑑み、“新たな需要を取り込み、事業を持続させることで地域を

支え続ける小規模事業者”、“着実な販路拡大による安定した経営基盤を有する小規模事業者”、

“新たな分野、新事業に挑戦する小規模事業者”を維持、創出していくことに加えて、地域経済

の活性化による波及効果を小規模事業者へ浸透させる。 

 これを実現するため、当所が有する他の支援機関や金融機関とのネットワークや経営資源を有

効に活用するとともに、その中核的役割を担うためにも当所自身の支援能力の一層の向上を図

る。 

※山梨県産業振興ビジョン 

山梨県が平成２３年３月に策定し、今後成長が期待される産業分野を明らかにするとともに、取

り組むべき経営革新や業種転換の指針を示したもので、概ね５年から１０年程度の幅を持った期間

を念頭に策定された。 

※甲府市商工業振興指針 

甲府市が平成２５年３月に策定し、平成３４年度までの１０年間についての甲府市商工業の基本

目標、戦略、施策及び事業化を図る上での視点を明示し、その推進・管理体制を明らかにしたもの

で、策定から５年後の平成３０年度に見直しが行われる。 

 

【経営発達支援計画の目標】 

〇売上げの向上と利益の確保を目指すための経営を支援する。 

 ・経営を持続的に行えるよう経営計画の作成を促し、その実行に当たっては、小規模事業者と

一体となって取り組む伴走型で行う。 

 ・新たな需要を取り込むため、需要動向等の情報を分かりやすく提供し、展示会出展支援など

新規顧客を開拓し、取引拡大を目指す事業を実施する。 

 ・新事業展開や新商品・サービス展開の支援を行う。 

 

〇地域内事業者の新陳代謝を促進する。 

 ・甲府市、金融機関や支援機関等と一体となり、創業支援を重点的に行い開業率の向上を図る。

その際、中心商店街における廃業等に伴う空き店舗の解消を図るためマッチングを積極的に

行う。 

 ・既存事業の見直しや撤退と第二創業を支援する。その際は、山梨県産業振興ビジョンで成長

が期待できる分野として示されている①インバウンド観光、②６次産業化、③医療関連、④

安全安心な食品産業などの分野への進出も促していく。 
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〇地域経済の活性化に資する事業活動を展開し、小規模事業者への波及効果を生み出す。 

 ・県下最大の祭りである信玄公祭りなど、地域の知名度を高め、地域外（国内）や海外から当

地域を訪れる交流人口増加が図られるよう、関係機関と連携し事業を行う。 

 ・当地域を訪れた者が、新たな魅力を感じられるような、まち歩きフットパス事業、外国語表

記によるおもてなし事業等を実施する。 

 ・甲州ワインＥＵ輸出プロジェクトやジュエリー産業の産地イメージ向上を図るＫｏｏ－ｆｕ

事業等の業界への支援成果を小規模事業者が享受できるよう、経営支援を行う。 

 

〇支援ノウハウの蓄積を行う中で、当所を中核的支援機関とする他の支援機関と連携した支援体

制の再構築を図り、支援効果の向上を目指す。 

 ・各支援機関、地域金融機関が保有している情報や支援ノウハウを共有するとともに、人的ネ

ットワークの再構築を図る。 

・小規模事業者への支援では、必要に応じ上記ネットワークを活用し、地域支援機関等が一体

となった支援を行うことにより、より効果あるものとする。 

 ・支援機関の保有する情報や国等の施策情報を積極的に提供し、小規模事業者の活用を促す。

 

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２８年４月１日～平成３３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】 

小規模事業者の多くは日々の業務に追われていることから、自らを取り巻く経済環境を客観

的に把握するための十分な時間を確保できないのが現状である。そこで、当所が地域の経済動

向を調査・分析し、その結果を分かりやすく示すことにより、小規模事業者の経営方針等の参

考となるよう努める。 

（事業内容） 

【既存事業】 

(1) 地域の商工業者（約１６０件）を対象に隔月で実施している地域経済動向調査（業況、売

上高、採算、仕入単価、従業員、金融機関の貸出しのＤＩを調査）を実施する。 

(2) 円安や原油高の問題等時宜に即した経営者の考え方を把握するため商工業者（３００～５

００件）を対象としたＦａｘ調査を実施する。 

(3) 毎年４月に実施している新卒求人をハローワークに出している企業（約１，０００社）を

対象に、学歴別初任給調査を実施する。 

上記調査について、結果を速やかに分析し、当所ホームページにも結果を掲載するとともに、

マスコミにも情報提供を行う。 

【改善点と新規事業】 

(1) 上記調査の結果について、経営・金融相談などの際に、小規模事業者が事業活動の参考に

できるよう分かり易く説明する。 

(2) 上記二つの調査に加え、日銀甲府支店が毎月中旬に発表する「山梨県金融経済概観」や甲

府財務事務所が四半期ごとに発表する「山梨県分の経済情勢報告」などについても経営指導

員等が咀嚼し、小規模事業者を取巻く経済情勢がどのように変わってきているのかなどを経

営相談の機会を通じ、分かりやすく説明する。 
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（目標） 

調査内容 
26年度 

実績 

27年度

見込 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

地域経済動向調査回数 6 6 6 6 6 6 6

Ｆａｘ調査回数 4 4 4 4 4 4 4

初任給調査回数 1 1 1 1 1 1 1

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・金融等窓口相談、経営分析に関する

セミナーの開催等を通じて案件を発掘し、経営指導員が小規模事業者の経営分析を行う。 

また、必要に応じ、山梨県中小企業診断士協会に所属する診断士等の専門家を活用し、企業

診断を行う。 

（事業内容） 

【既存事業】 

(1) 巡回訪問や窓口相談、専門家による個別経営相談会（月３回）、マル経等金融相談業務を

通じて、経営課題を抱えている小規模事業者をピックアップし、財務分析（安全性・収益性

など）を行う。また、必要に応じ、専門知識を有する中小企業診断士等と事業者の強みや弱

みを把握するためのＳＷＯＴ分析や顧客管理などに活用するＡＢＣ分析を行う。 

【改善点と新規事業】 

(1) マル経利用者については、従来から事業内容の把握はもとより、決算書などの分析を行っ

ていたが、事業者に対し、十分に結果をフィードバックしていたとは言い難い状況であった。

今後は融資実行２カ月後程度を目安としている事後指導の機会等を通じて、分析結果を分か

り易く説明する。 

(2) 月２回であった専門家による個別経営相談会を、平成２７年度からよろず支援拠点と連携

し３回とし、小規模事業者にとって専門家を活用しやすい環境を整えてきたが、これの一層

の周知を図り、活用を促す。 

(3) 経営状況の分析を行った事業者に対しては、これを活かした事業計画を策定し、経営課題

解決のために活用するよう促していく。 

（目標） 

内 容 
26年度

実績 

27年度

見込 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

経営分析案件発掘のた

めの巡回訪問件数 
1,392 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

専門家個別相談会実施回数 24 36 36 36 36 36 36

個別相談会利用者数 42 55 60 60 60 60 60

経営分析件数 60 70 80 80 80 80 80

 
３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

事業者の経営課題の解決、創業者の円滑な事業実施、各種補助金申請書類作成などを支援す

るため、事業計画の策定支援を行う。支援案件は、経営指導員の巡回、窓口相談、セミナーな

どを通じて広く発掘する。 

必要に応じ、山梨県中小企業診断士協会、よろず支援拠点等とも連携を図る。 
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（事業内容） 

【既存事業】 

(1) 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、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。 

(2) 窓口での相談や巡回訪問時に、小規模事業者からの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。 

(3) 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談及び持続化補助金等の申請時に事業計

画の策定支援を行う。 

(4) 創業セミナーを開催し、創業計画作成支援を行う。創業予定者は、とかく借入のための計

画書になりがちであるが、事業を継続するための計画書との認識を深めてもらい、そのため

の計画書作成を支援する。 

(5) 既存事業者が新規分野へ進出する第二創業についても、経営状況の分析を踏まえ、事業計

画の作成を積極的に支援する。 

   上記(1)～(5)に関し、月３回の中小企業診断士による個別経営相談会を利用するとともに、

必要に応じ山梨県中小企業診断士協会と連携を図り、専門家を活用する。 

【改善点と新規事業】 

(1) 事業計画策定支援は、創業者や補助金申請者を主な対象としてきた。持続化補助金申請者

からは、「計画を作成することで、自らの事業が再確認できた。」、「新しい取組みをする

際、計画の必要性が理解できた。」との声が多かったことから、補助金申請者以外からも積

極的に支援案件の発掘を行い、事業計画の必要性について広く理解を促し、計画作成を支援

する。 

(2) 計画の内、資金計画部分については、必要に応じマル経資金はもとより、日本政策金融公

庫が取り扱う「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用の検討も促す。 

(3) 当所は、甲府市が国の認定を受けた創業支援計画における甲府創業支援ネットワークで、

「ワンストップ相談窓口」（経営指導員が対応）として中心的な役割を担っており、今後、

創業相談の増加が想定される。これまで創業相談は、経営指導員の一部が対応していたが、

所内の研修ＯＪＴ等を通じて、職員の資質を高めより多くの指導員で対応できる体制を構築

する。 

（目標） 

支援内容 
26年度

実績 

27年度

見込 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

計画作成セミナー等開催回数 1 2 2 2 2 2 2

事業計画策定事業者数 56 60 65 70 70 70 70

創業セミナー開催回数 1 1 1 1 1 1 1

創業セミナー受講者数（上段：

支援者数、下段：創業者数） 

14 30 40 40 40 40 40

4 10 12 12 12 12 12

ワンストップ窓口相談 － 通  年  開  催 

第二創業（経営革新）支援者数 47 50 50 50 50 50 50

 
 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を解決するため、また、創業後事業を継続していくため、地域経済動向の

調査、経営状況の分析等を通じて策定した事業計画の実施を支援し、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。 
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（事業内容） 

【既存事業】 

(1) 経営指導員の巡回訪問等を通じて、事業の進捗状況の確認を行う。実行に際し、必要と思

われる国、山梨県、甲府市、中小企業基盤整備機構等支援機関の施策情報の提供を行う。ま

た、必要に応じて３カ月に１度程度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な指

導・助言を行う。 

(2) 創業者の計画実施支援は、支援機関、地域金融機関等の関係機関と連携を図り、販路拡大

や資金調達等を支援する。 

【改善点と新規事業】 

(1) 事業計画の進捗が思わしくない場合は、ヒアリング等を通じて再度経営状況の把握を行

い、実行を支援する。その際、必要に応じ計画を見直すなどする。 

(2) 上記持続的発展のために必要な資金については、マル経資金はもとより、日本政策金融公

庫が取り扱う「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用も促していく。 

(3) 創業者支援は、創業希望者及び創業後概ね５年以内の者を対象とした「創業クラブ」を新

たに設け、先輩経営者との意見交換会の他、経営一般・税務・法務等必要に応じた勉強会を

開催するなど、伴走型の支援を行う。 

（目標） 

支援内容 
26年度

実績 

27年度

見込
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

施策情報提供等フォローアップ

件数 
56 60 60 60 60 60 60

創業クラブ回数 － 6 6 6 6 6 6

創業クラブ登録者数 － 30 40 50 50 50 50

創業支援者数（ワンストップ窓

口相談・個別経営相談・創業セ

ミナー・創業クラブの合計。）(上

段：支援者数、下段創業者数) 

59 90 110 110 110 110 110

14 30 35 35 35 35 35

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   山梨県には年間３千万人の観光客が訪れ、一人当たり１万５千円を消費している（平成２

６年山梨県観光入込客統計調査より）。このような中、山梨県産業振興ビジョンでは、「イ

ンバウンド観光」、「６次産業化」、「安全安心な食品産業」などを成長が期待される分野

として示している。そこで、小規模事業者が提供する商品やサービスが当該分野の需要を的

確に捉えることができるよう次の調査を行い、販路拡大支援事業がより効果あるものとなる

よう、また、事業に参加しない事業者にとっても新たな需要開拓が図られるよう、経営支援

の際に活用する。 

（事業内容） 

【既存事業と改善点】 

 (1) 土産品の需要動向調査 

小規模事業者にとって、土産品（菓子、ワイン、日本酒等）が客のニーズに合致している

かどうかは、販売金額の結果でしか知るすべがない。売り上げを拡大するためには、商品自

体の魅力に加え、接客も重要と言える。 

そこで、国内外の観光客も比較的集まる場所で、消費者を対象にアンケート調査を実施し、

生の声を分析する。得られた結果は、回答者の属性（性別・年代）を含め、購入予定金額等

の共通する項目は必要とする全事業者に、個々の商品等に関するものは各々の事業者に、電
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子メール等でフィードバックし、商品開発や接客時の参考とするよう促す。 

 （改善点） 

   これまでは調査票の回収数を重視するあまり簡易な内容で、需要動向を的確に捉えるとの

観点が不足していた。今後は、調査項目について事業者とも協議し、消費者ニーズに合致し

た商品開発や販売に役立つ有益なデータが得られるよう定期的に見直しを行う。 

   また、調査結果を商品分類ごとにもとりまとめ、販路拡大のための展示会やイベントへの

出展者にも、事前説明会等の機会等を通じて提供し、商品の開発や出展時の商品選定に当た

っての活用を促す。 

   調査ノウハウを蓄積した後は、本調査の方法を踏襲し、他の分野の商品においても、消費

者アンケートによる需要動向調査を実施していく。 

  調査時期：年１回 

  調査場所：ＪＲ甲府駅コンコース 

  調査方法：試食・試飲ブースを設け、参加事業者が各々商品の試食５００食分以上を持ち寄

る。通行人がそこへ入場する際にアンケート用紙への記入を依頼し、ブース退出

時に回収する。 

  調査項目：個々の商品の味・価格・量・パッケージデザイン、土産品の購入予定金額・個数、

事業者の接客態度等については５段階で、良い点、改善点などのコメントは自由

記述で記載。 

  そ の 他：調査に当たっては、５名程度の経営指導員を配置し、通行人の試食ブースへの誘

導やアンケート用紙への記入を促すとともに、事業者の接客を含めた個々の運営

方法について、改善点などがあれば調査結果とともにフィードバックする。 

 (2)消費者志向の変化や売れ筋商品動向等トレンド情報に関するセミナーの開催 

   小規模事業者が取扱商品を見直し、新たな商品やサービスを提供する際の参考となるよう

需要動向に関するセミナーを開催する。 

 （改善点） 

当地域では、加工食品を新規に開発する事業者が多いことから、一般的なトレンド情報セ

ミナーに加え、大手百貨店のバイヤー等を講師とした加工食品に特化したセミナーを開催

し、情報提供を行うとともに、展示会や販路拡大イベントへの出展を促す。 

この内、バイヤー等を講師とするセミナーは２部構成とし、１部では「売れる商品とは」

「個別商談のポイント」「展示会運営のポイント」等について説明する。２部は参加者が自

社商品の特性等をＰＲし、これに対し講師が商品の評価やプレゼンテーションに対するアド

バイスを行う。また、会場からの質問受け付けることで、より多くの視点から商品に対する

アドバイスを収集する。 

これらの内容を取りまとめ、小規模事業者の新商品開発や販路拡大を支援する際に活用す

る。 

(3) 宝飾デザインワークショップによるデザイン情報の提供 

主要地場産業である宝飾業では、商品のデザイン力が売り上げに直結することから、山梨

県立宝石美術専門学校と連携し、デザイン力の強化を目的とするワークショップを開催す

る。ワークショップでは、デザインの専門家である宝石美術専門学校の校長が講師を務め、

年間を通じてジュエリーデザインのトレンドを学び、商品開発に活かしていく。 

（改善点） 

  ワークショップに参加していない事業者に対しては、経営指導員が、宝飾業界の会合や窓

口・巡回等を通じて、ワークショップで得られたデザインのトレンド情報を提供し、商品開

発の参考とするよう促す。 

(4) インターネット上のデータベース等を活用した需要動向調査 
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  ① 日経テレコンのメニューの一つである「ＰＯＳＥＹＥＳ」では、日経ＰＯＳで取り扱う加

工食品や家庭用品等の商品分類ごとの売れ行き、販売ランキング、対前年比売り上げ増加率、

商品ごとの購買動向（男女別・年齢層別・曜日別・時間帯別購入度合等）等が把握できる。 
    このデータと小規模事業者の営業形態や取り扱う商品とを照合することで、新商品の開

発や顧客ニーズを探る際に活用できるよう、窓口及び巡回訪問を通じて分かりやすく説明

する。 

  （改善点） 

    これまでは一部の職員の利用に限られていたが、少なくとも１１名の経営指導員には小

規模事業支援の情報取集ツールとして、活用を促す。 

 ② 小規模事業者の業種・業態は様々であり、必要とする取扱商品やサービスに関しての需

要情報は多岐にわたる。そこで、迅速かつ正確な情報を提供するため、必要に応じ業界情

報データベース等により情報収集し、電子メールや巡回訪問等により提供し、需要動向を

分かり易く説明する。 

   活用する情報源は、中小企業基盤機構の「Ｊ－Ｎｅｔ２１」や経営ソフトリサーチの「経

営情報サービスＪＲＳ」などによる。 

（目標） 

内 容 
26年度 

実績 

27年度

見込 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

土産品需要

動向調査 

参加事業

者数 
－ 13 15 15 15 15 15

調査票回

収数 
－ 520 500 500 500 500 500

トレンド情

報セミナー 

開催回数 2 3 3 3 3 3 3

参加者数 55 90 100 100 100 100 100

宝飾デザインワ

ークショップ 

開催回数 6 6 6 6 6 6 6

参加者数 10 15 15 15 15 15 15

小グループへのワークシ

ョップ情報の提供回数
－ 3 3 3 3 3 3

ワークショップ情報の個

者への提供件数
－ － 15 15 20 20 20

インターネットを活用し

た調査 
－ 10 20 30 30 30 30

 
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】 

多くの小規模事業者は、従来の販売チャネルでは売上や利益の確保が困難となってきている

ことから、新たな需要の開拓に資するため、次の事業を実施する。 

（事業内容） 

【既存事業】 

(1) 甲府市内で開催している「地酒・ワインの販促イベント」において、広く県民に県産酒の

認知度を広め、加えて業者向けイベントでは甲府市内のホテル・飲食店等に参加を促すなど、

県産酒の販路を開拓する。 

(2) 製造業を中心に、受注機会の拡大を目的にマッチング事業「ザ・商談！し・ご・と発掘市」

を行う。事前に発注希望企業に対しエントリーシートを提出し、リクエストがあった企業の

み商談に進む形式で、関東地域を中心とした２５商工会議所が共同で実施する。 

(3) 当所や近隣の商工会、地域金融機関等で運営しているネット上の仮想工業団地「風林火山
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ビジネスネット」（全企業数１４４社の内当所会員は１２社）を活用し、マッチング機会の

増大を図る。 

(4) 主要地場産業である宝飾業については、産地ブランド「Ｋｏｏ－ｆｕ」（国内、中国、香

港、ＥＵで商標登録済み）商品を中心に、大手百貨店（日本橋三越）の店内常設売り場や大

手卸・小売会社の催事等を活用し販売することで、産地イメージの向上を図る。 

(5) 東京（新宿と晴海の２ヵ所）で、山梨ワインのＰＲイベントを継続して行う。新宿でのイ

ベントは山梨中央銀行と連携し、同行新宿支店のあるビルのロビーを会場にミニコンサート

と無料試飲会を、晴海ではオフィスタワーのロビーで同様のイベントを実施する。 

(6) 山梨県産業振興ビジョンにも位置付けられ、需要の拡大が期待されている医療・介護分野

への進出を促すことを目的に、当所では「医療関連ものづくり交流会」を組織し、山梨大学

附属病院等の現場のニーズ（課題）を解決する製品づくりを行っており、これを引き続き実

施していく。 

(7) 山梨県ワイン酒造協同組合、甲州市商工会と共同で取り組んでいる「甲州ワインＥＵ輸出

プロジェクト（以下、ＫＯＪ）」（ロンドン、他都市でのプロモーション等）を引き続き実

施し、産地ブランドの形成と販路の拡大を図る。 

(8) 上記の他、例年山梨県内で開催される「農商工連携マッチングフェア」（主催：山梨県商

工会連合会）、「やまなし食のマッチングフェア」（主催：山梨中央銀行）、やまなしテクノＩ

ＣＴメッセ（主催：山梨県機械電子工業会、他）等のマッチングイベントを積極的にＰＲし、

販路拡大機会を提供していく。 

また、海外展開支援については、ジェトロ山梨とセミナーや個別相談会を共同で実施する

他、地域金融機関からも情報提供を受ける等、引き続き積極的な海外展開支援も行う。 

【改善点と新規事業】 

(1) 販路拡大事業に参加した事業者の効果は把握してきたものの、これを他の事業者にフィー

ドバックすることはなかったため、事業への参加事業者が限られていた。事業の案内チラシ

や当所ホームページ等に体験談を掲載するなどし、他の事業者にもこれを広めることによ

り、参加事業者の拡大を図る。 

(2) 当所で実施する販路拡大に向けた事業は、これまで会員事業所のみを対象としてきたが、

非会員事業所にも広く周知し、新たな需要の開拓に寄与していく。 

(3) スーパーマーケット・トレードショー等食品関係の展示会に出展ブースを設け、地域資源

活用商品等の販路拡大を図る。出展に際しては、地域金融機関等を通じて広く希望者を募り、

バイヤー等を講師に「地域商品（食品類）販路拡大セミナー」を開催し、説明会参加事業者

の中から商談が見込まれる業者を選定する。説明会参加者には、希望により専門家を派遣し、

商品のブラッシュアップを図る。 

(4)モノ・マガジンなど一定の発行部数がある雑誌に“山梨特集”（仮称）ページを確保し、

地域資源活用商品等の販路拡大を図る。掲載に際しては、地域金融機関等を通じて広く希望

者を募り、雑誌編集者等が講師を務める「雑誌を活用したＰＲ方法セミナー」を開催し、説

明会参加事業者の取り扱う商品の中から、掲載商品を選定する。必要に応じ、専門家を派遣

し、写真の撮り方、見せ方、キャッチコピーの付け方等商品のＰＲ方法のアドバイスを行う。

(5) インバウンド観光の需要を取込むため、「免税制度活用セミナー」を開催するとともに、

飲食店メニューへの外国語表記をするなど受入態勢を整備するモデルケースをつくり、これ

の普及を図る。 

 

 

 

 



- 10 - 
 

（目標） 

支援内容 
26年度

実績 

27年度

見込 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

地酒（４社）・ワイン（４社）

の販売促進イベント回数 

一般消費者向け   毎年１ 

飲食店等業者向け  毎年１ 

一般参加者数 200 200 200 200 200 200 200

業者来場社数 50 50 50 50 50 50 50

ザ・商談しごと発掘市エント

リー者数 
8 10 10 10 10 10 10

風林火山ビジネスネット参加

者数 
12 15 15 20 20 20 20

Koo-fu商品販売額 １億円 １億円 １億円 １億円 １億円 １億円 １億円

ワインＰＲイベント来場

者数（合計） 
750 750 750 750 750 750 750

医療関連ものづくり交流

会参加社数 
34 40 40 40 40 40 40

ＫＯＪ輸出本数 9,300 23,000 31,000 33,000 33,000 33,000 33,000

食
品
系
展
示
会

へ
の
出
展
に
よ

る
販
路
拡
大 

出展者数 － 10 10 10 10 10 10

セミナー参加者数 － 30 30 30 30 30 30
専門家による支援者

数 － 5 5 5 5 5 5

雑
誌
へ
の
商

品
掲
載
に
よ

る
販
路
拡
大 

掲載者数 － 10 10 10 10 10 10

セミナー参加者数 － 30 30 30 30 30 30
専門家による支援者

数 
－ 5 5 5 5 5 5

イ
ン
バ
ウ
ン
ド

観
光
需
要
へ
の

対
応
事
業 

免税制度活用活用セ

ミナー回数 － 1 1 1 1 1 1

セミナー 

参加者数 
－ 50 50 50 50 50 50

外国語表記モデルケ

ース事業者数 
－ １ 5 5 10 10 10

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

甲府商工会議所の議員等で構成する地域活性化委員会では、地域経済活性化策について検討を

重ねてきているが、「居住人口が減少する中、地域経済の活性化には交流人口の増加が不可欠で、

観光客などを県内各地はもとより、広く県外から呼び込む必要がある。」との結論を得た。 

そこで、「まち歩きフットパス事業」に加え、新たに「まちゼミ」や「マンガ・アニメ活用事

業」など従来と視点を変えた事業も実施する。また、行政や関係団体、地域自治会等が実施する

祭りやイベントにも積極的に協力し、地域経済の活性化を図る。 
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（事業内容） 

【既存事業】 

(1) 交流人口（観光客や地域外からの入込客）等の増加を図り市内を活性化することを目的に、

甲府市の中心市街地周辺の観光施設や商店等を歩いて巡る「まち歩きフットパス」事業を実

施する。 

(2) 本県最大の祭りである信玄公祭りに合わせ、会場に隣接した山梨県の施設を活用し、当地

域の主要地場産業である宝飾品をＰＲするとともに製品を廉価で販売する「大宝飾展」を引

き続き開催する。 

(3) 上記の他、甲府えびす講祭りに合わせた「同時開催イベント」の実施、「大神宮祭」（甲

府市中心部で２月３日に開催され、当所では模擬店の出店とりまとめ等を行っている）、１

０月末に行われる「ハローウィンパレード」、甲府市主催の「甲府大好きまつり」、「信玄

公祭り」など、実行委員会メンバーとなっている祭り等にも、引き続き積極的な協力を行う。

 【改善点と新規事業】 

(1) これまでの地域経済活性化のための事業は、単独で実施することが多く、事業間の連携が

図られていなかった。そこで、一部の新規事業については、既存事業と関連付けて実施する。

また、従来の活性化事業は、いわゆるマンネリ化しているものも多くなっている。新たな視

点での事業を新規に実施することにより、甲府中心市街地への集客を図り、地域経済の活性

化に繋げる。 

(2) まち歩きフットパス事業は平成２６年度も実施したが、事業実施後に甲府市外からの参加

者が中心市街地を積極的に訪れるようになったとは言い難い。そこで、参加者がリピーター

に繋がることを目指し、同時期に「まちゼミ」を開催する。ゼミでは、商店や観光施設等の

責任者が講師となり、コーヒーの淹れ方等各々専門分野の説明をするなど触れ合う機会を設

けることで、街への理解を深めてもらいリピーターの確保を目指す。 

(3) 今年度、当所が中心となり、山梨マンガ・アニメプロジェクト推進協議会を立ち上げたが、

その事業として、甲府市への来街者の増加を目指し、「まちなかマンガ・アニメミュージア

ム」、「マンガ・アニメフリーマーケット」、「昔懐かしいアニメ上映会」、「アニソンス

テージ＆アニメキャラクターショー」を山梨県出身の漫画家等の協力を得て実施する。 

 (4) 上述のイベント等とは別に、新たな観光施設の整備を目的に平成２６年度に実施した「甲

府城復元整備」の署名活動（署名者数１０万人超）をもとに、整備実現に向けて山梨県等関

係当局に対し、引き続き積極的な働きかけを行っていく。 

併せて、平成２９年度に静岡市までの開通が予定されている中部横断自動車道、２０２７

年に東京－名古屋間の開通が計画されているリニア中央新幹線、更には中央自動車道の渋滞

対策など、企業活動や観光にインパクトを与えるインフラの整備・建設促進に向けた運動も、

当該地域の商工会議所や県内の経済団体などと連携し、引き続き積極的に展開していく。 

（目標） 

支援内容 
26年度

実績 

27年度

見込 
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

フットパス事業参加者数 160 200 200 200 200 200 200

まちゼミ参加者数 － 30 40 50 50 50 50

マンガ・アニメプロジェ

クト事業総参加者数 
－ 1,000

27年度の事業結果を分析し、今後の事業

内容を検討する。 

大宝飾展販売額(万円) 1,300 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

来場者数 （通路使用のため計測不能） 
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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 

【既存事業と改善点】 

 従来から他の支援機関と情報交換は行ってきたところであるが、支援ノウハウを吸収するとの

意識は希薄であった。 

多様化・専門化する小規模事業者の経営支援には、他機関の有する支援ノウハウを吸収するこ

とが不可欠との認識に立ち、次の事業に参画することで、当所にない情報・支援ノウハウを吸収

し、新たな情報を得られるよう人的ネットワークを構築することで、小規模事業者支援に活用す

る。 

【中小企業サポート連携拠点事業】 

毎月開催され、各支援機関が抱える相談案件の内、複数の支援機関が連携し対応することで

より支援効果が期待できる案件について、支援方法の検討・実施・効果の確認を行うもので、

直接かかわらない案件についても、支援ノウハウの共有化が図られる。 

また、本会議では支援機関からの情報提供として、各々が実施する展示会等小規模事業者を

対象とした施策情報の提供も行われる。 

構成機関は、甲府商工会議所、富士吉田商工会議所、やまなし産業支援機構、山梨県商工会

連合会、山梨県中小企業団体中央会、山梨県信用保証協会、日本政策金融公庫、商工組合中央

金庫、山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、都留信用組合、山梨

大学、山梨県（工業技術センター、成長産業創造課、産業政策課）、山梨県よろず支援拠点と

なっている。 

【山梨大学客員社会連携コーディネータミーティング】 

  山梨大学と支援機関や金融機関で構成され、企業ニーズの収集、大学シーズの企業への紹介、

大学シーズと企業ニーズのマッチングにおける橋渡しを行う。具体的には、各機関よりあげら

れてくる技術開発や商品開発の個別相談案件について「相談シート」をもとに、コーディネー

タ間での協議や意見交換を通じて、最良のマッチング方法を検討し、多方面からの豊富な知識

と情報をもってより良い解決策を探る場として活用する。 

  年３回ほど開催され、大学の研究成果に加え、これを活かした企業支援の事例が紹介される

ことから、新商品開発や支援方法のヒントを得ることができる。 

  本会議体は、山梨大学、甲府商工会議所、富士吉田商工会議所、山梨県商工会連合会、山梨

県中小企業団体中央会、日本政策金融公庫、山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山

梨県民信用組合、都留信用組合で構成される。 

【一般社団法人中小企業診断士協会研修会・意見交換会】 

  年に数回開催される研修会では、中小企業診断士が関わった企業の支援事例の紹介の他、最

新の支援施策情報も提供される。また、説明後には意見交換会も行われることから、これに参

加することで支援ノウハウを吸収し、多様化・専門化する企業ニーズに適切に対応していく。

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【既存事業】 

(1) 前述のサポート連携拠点会議の具体的な支援事例については、内部に回覧するなど経営指

導員が情報共有し、資質の向上を図る。 

(2) 経営指導員を含め全職員に対し、「経営指導員等ＷＥＢ研修」の受講及びその効果測定の

実施を義務付け、資質の向上を図る。 

(3) 日本商工会議所が主催する研修への参加、中小企業大学校の主催する研修へ経営指導員を

年間２名以上派遣することで、売上げや利益を確保することを重視した支援能力の向上を図

る。 



- 13 - 
 

【改善点と新規事業】 

  従来、研修への参加等を中心に資質の向上に努めてきたが、経営相談の際の事業者が抱えて

いる具体的な課題解決に直結する内容とは言い難い面があった。そこで、下記により職員の支

援能力の向上を目指す。 

(1)当所の専門指導員（弁護士、弁理士、税理士、中小企業診断士等２０名）から経営指導員

等が随時相談内容に応じたアドバイスを受けることができる体制を構築し、これを活用する

ことにより、専門知識の修得に努める。 

(2) 若手経営指導員については、業界大手企業を積極的に訪問させるなど、自ら業界動向を把

握するとともに、その活用については、ベテラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援

することにより、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

(3) 指導員等職員同士の勉強会を月１回程度実施し、国や県の支援策や各々が抱えている支援

案件の状況について理解を深め、支援力の一層の向上を図る。併せて、経営指導員等が参加

した研修内容についても、共有を図る。 

 

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 

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) 山梨県産業政策課担当者、山梨県中小企業診断士協会から派遣される中小企業診断士等の

外部有識者により、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（仮称）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、経営発達支援事業評価委員会（仮称）へ報

告し、承認を受ける。 

(4) 本計画の期間中、甲府商工会議所ホームページ（http://www.kofucci.or.jp）で、事業の

成果・評価・見直しの結果を公表する。 
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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２８年２月現在）

（１）組織体制 
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課長補佐

係長

再雇用職員

臨時職員

臨時職員

嘱託職員

嘱託職員

主任

主任◎

主事◎

主事○

パート

主任◎

主事○

係長◎

係長◎

係長◎

主事◎

主事○

経営支援課係長（兼務）

甲府市

山梨中央銀行

中小企業振興部課長・センター長

再雇用職員

嘱託職員

【事務局職員の構成】 嘱託職員

　　経営指導員１１名（◎印の者）

　　補助員３名（○印の者）

　　一般職員１４名

　　他機関職員２名

　　　合　計　　３０名

山梨県地域ジョブカードセンター

事務局長

総務部
部長

総　務　課

振興課長◎

平成２７年度甲府商工会議所事務局　組織図

ＬＬＣまちづくり甲府

中小企業振興
部長◎

調査広報室

中小企業相談所
所長◎　（兼務）

経営支援課長◎

経
営
発
達
支
援
事
業
を
担
当

 

（２）連絡先 

甲府商工会議所 中小企業振興部 

〒400-8512 山梨県甲府市相生２丁目２番１７号 

電話番号０５５－２３３－２２４１ 

URL http://www.kofucci.or.jp/ 

E-mail kcci@kofucci.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） 
 

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 198,150 198,150 198,150 198,150 198,150 198,150

 

中小企業相談所 140,000 140,000 140,000
140,000

140,000 
140,000

甲府地域活性化推進費 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

まちづくり推進費 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900

ものづくり推進費 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

魅力ある観光都市推進

費 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

調査事業費 700 700 700 700 700 700

広報事業費 14,350 14,350 14,350 14,350 14,350 14,350

（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 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 
 

 

 

（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 

（１）専門家による個別経営相談会 

山梨県中小企業診断士協会と連携し、毎月第１・第３火曜日の午後、中小企業診断士に

よる定期経営相談会を実施してきた。これに加え、平成２７年度から第２火曜日は、公益

財団法人やまなし産業支援機構が運営するよろず支援拠点の出張相談会として同様の相

談会を行っており、これの一層の周知を図り活用を促していく。 

個別経営相談会では、経営状況の分析、事業計画策定、実施等経営に関する相談に専門

的な観点からアドバイスを行う。 

（２）事業計画策定セミナー、事業計画策定個別相談会 

    事業計画書とそれに基づく経営の必要性への理解を促すとともに、策定を支援するため

のセミナー及び個別相談会を開催する。事業実施に当たっては、山梨県中小企業診断士協

会から講師及び相談員の派遣を受ける。必要に応じ、よろず支援拠点が相談員を派遣する

個別経営相談会も利用する。 

（３）創業支援事業（ワンストップ相談窓口、創業セミナー、個別経営相談会、創業クラブ） 

一連の創業支援事業を実施するにあたっては、創業予定者又は創業後間もない者に対

し、支援事業の内容を広く周知する必要があることから、甲府市、日本公庫、地域金融機

関、信用保証協会等と連携し、積極的なＰＲを行う。創業セミナーのカリキュラム作成は、

山梨県中小企業診断士協会と連携して行い、同協会から講師派遣を受ける。 

相談内容に応じて適切な支援機関に取り次ぎ、一貫性を持った支援ができるようにす

る。また、必要に応じ、金融機関の協力を得て、創業資金についての相談会も開催する。

（４）Ｋｏｏ－ｆｕワークショップ 

山梨県立宝石美術専門学校の校長を講師に、隔月でワークショップを開催。各事業者が

コレクション商品を開発する際のデザインについてのアドバイスを行う。 

（５）風林火山ビジネスネットの運営 

風林火山ビジネスネットは、宝飾業等の地場産業、機械電子機器関連産業などの１４４

事業者が参加している仮想工業団地のポータルサイトで、多くの中小・小規模事業者が抱

えるホームページの認知度向上を図ることを目的に運営されている。参加に当たっては、

サイトの運営委員会を構成する商工会議所や商工会の会員であることが条件だが、非会員

にも窓口を広げ、地域金融機関を窓口にも参加できるよう工夫するなどしている。 

（６）食品関係展示会への出展 

    スーパーマーケット・トレードショー等の食品関連展示会に当地域ブースを設け、地域

資源活用商品等の販路拡大を図る。出展申込みに際しては、バイヤー等が講師を務める「売

れる商品づくり説明会」の受講を条件とし、申込み事業者の中から商談が見込まれる商品

を取扱う事業者を選定する。なお、選定されなかった事業者には、希望により専門家を派

遣し、商品のブラッシュアップをすることにより、真に売れる商品づくりを促す。 

    参加事業者の募集に際しては、「食のマッチングフェア」で実績のある山梨中央銀行等

の地域金融機関を通じても広く募集する。 

（７）雑誌の山梨特集への商品掲載による販路拡大 

モノ・マガジンなど一定の発行部数がある雑誌に“山梨特集”（仮称）を設け、地域資

源活用商品等の販路拡大を図る。掲載に際しては、地域金融機関等を通じて広く希望者を

募り、雑誌編集者等が講師を務める「売れる商品づくり説明会」の受講を義務付け、説明

会参加事業者の取扱商品の中から、掲載するものを選定する。なお、選定されなかった事
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業者には、希望により専門家を派遣し、商品のブラッシュアップを図る。 

参加事業者の募集に際しては、山梨中央銀行等の地域金融機関を通じても広く募集す

る。 

（８）東京でのワインＰＲイベント 

 東京（新宿と晴海の２ヵ所）で、山梨ワインのＰＲイベントを継続して行う。新宿での

イベントは山梨中央銀行と連携し、同行新宿支店のあるビルのロビーを会場にミニコンサ

ートとワインの無料試飲会を、晴海ではオフィスタワーのロビーで同様のイベントを実施

する。 

（９）医療関連ものづくり交流会の運営 

需要の拡大が期待されている医療・介護分野への進出を促すことを目的に、当所では中

小・小規模事業者が参加する「医療関連ものづくり交流会」を組織し、山梨大学附属病院

等の現場のニーズ（課題）を解決する製品づくりを行っており、これを引き続き実施して

いく。 

（10）甲州ワインＥＵ輸出プロジェクト 

山梨県ワイン酒造協同組合、甲州市商工会と共同で取り組んでいる「甲州ワインＥＵ輸

出プロジェクト（以下、ＫＯＪ）」（ロンドン及びＥＵの他都市でのプロモーション等）

を引き続き実施し、産地ブランドの形成と販路の拡大を図る。 

（11）海外展開支援 

海外展開支援については、ジェトロ山梨とセミナーや個別相談会を共同で実施する。ま

た、山梨中央銀行からは地銀ネットワーク等を活用し収集した情報の提供と現地での支援

を受ける等、関係機関と連携し、引き続き積極的な海外展開支援も行う。 

連携者及びその役割 

（１）一般社団法人山梨県中小企業診断士協会 会長 小口一策 

〒400-0042 山梨県甲府市高畑1-13-28 電話055-215-2261 

・毎月２回実施する個別経営営相談会、事業計画策定セミナー、事業計画策定個別相談会

への講師及び専門家の派遣と対象事業者の掘り起しを行う。 

（２）公益財団法人やまなし産業支援機構 理事長 安藤輝雄 

   〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8アイメッセ山梨４階 電話055-243-1888 

・毎月第２火曜日に実施している個別経営相談会をよろず支援拠点出張相談会として引き

続き実施するにあたり、相談員を派遣する。 

（３）山梨県立宝石美術専門学校 校長 青島みどり 

   〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-16-20 電話055-232-6761 

・Ｋｏｏ－ｆｕワークショップでの専門的知識の提供とコレクション商品開発時のデザイ

ンについてのアドバイスを行う。 

（４）日本政策金融公庫甲府支店 支店長 河原 清 

   〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-26-2 電話055-224-5361 

   ・創業支援事業（ワンストップ相談窓口、創業セミナー、個別経営相談会、創業クラブ）

の事業周知と、必要に応じ創業資金相談での対応を行う。 

    スーパーマーケット・トレードショー等の食品関連展示会及び雑誌への商品掲載事業の

周知協力を行う。 

（５）山梨県信用保証協会 会長 平出 亘 

   〒400-0035 山梨県甲府市飯田2-2-1 電話055-235-9708 

・創業セミナー、個別相談会の講師及び相談員としての対応と事業の周知への協力を行う。

    スーパーマーケット・トレードショー等の食品関連展示会及び雑誌への商品掲載事業の

周知協力を行う。 
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（６）株式会社山梨中央銀行 頭取 進藤 中 

   〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-20-8 電話055-233-2111 

   ・創業支援事業（ワンストップ相談窓口、創業セミナー、個別経営相談会、創業クラブ）

の事業周知と、必要に応じ創業資金相談での対応を行う。 

   ・風林火山ビジネスネットの周知及び運営協力を行う。 

   ・スーパーマーケット・トレードショー等の食品関連展示会及び雑誌への商品掲載事業の

周知協力と参加希望事業者の掘り起しを行う。 

   ・東京でのワインＰＲイベント（新宿）の周知協力と会場手配など運営全般への協力を行

う。 

   ・海外展開支援に際し、情報提供を行う。 

（７）甲府信用金庫 理事長 坂本 力 

   〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-17-6 電話055-222-0231 

   ・創業支援事業（ワンストップ相談窓口、創業セミナー、個別経営相談会、創業クラブ）

の事業周知と、必要に応じ創業資金相談での対応を行う。 

   ・風林火山ビジネスネットの周知及び運営協力を行う。 

   ・スーパーマーケット・トレードショー等の食品関連展示会の周知協力及び雑誌への商品

掲載事業と参加希望事業者の掘り起しを行う。 

（８）山梨信用金庫 理事長 五味節夫 

   〒400-0032 山梨県甲府市中央1-21-36 電話055-225-0201 

   ・創業支援事業（ワンストップ相談窓口、創業セミナー、個別経営相談会、創業クラブ）

の事業周知と、必要に応じ創業資金相談での対応を行う。 

   ・風林火山ビジネスネットの周知及び運営協力を行う。 

   ・スーパーマーケット・トレードショー等の食品関連展示会及び雑誌への商品掲載事業の

周知協力と参加希望事業者の掘り起しを行う。 

（９）山梨県民信用組合 理事長 廣瀬正文 

   〒400-0858 山梨県甲府市相生1-2-34 電話055-228-5151 

   ・創業支援事業（ワンストップ相談窓口、創業セミナー、個別経営相談会、創業クラブ）

の事業周知と、必要に応じ創業資金相談での対応を行う。 

   ・風林火山ビジネスネットの周知及び運営協力。 

   ・スーパーマーケット・トレードショー等の食品関連展示会及び雑誌への商品掲載事業の

周知協力と参加希望事業者の掘り起しを行う。 

（10）山梨県ワイン酒造協同組合 理事長 木田茂樹 

   〒400-0807 山梨県甲府市東光寺3-13-25 電話055-233-7306 

   ・東京でのワインＰＲイベント（都内２か所）への商品提供等を行う。 

   ・甲州ワインＥＵ輸出プロジェクト（ＫＯＪ）を実施する際の各社所有の現地情報等の提

供及び組合員の持つネットワークを活用した現地企業との交渉を行う。また、本事業に

参加しない事業者に対し、ＫＯＪの成果を広める。 

（11）国立大学法人山梨大学 学長 島田真路 

   〒400-8510 山梨県甲府市武田4-4-37 電話055-252-1111 

・医療関連ものづくり交流会での、附属病院としての現場ニーズの提供と製品づくりに係

るアドバイスを行う。 

（12）ジェトロ山梨 会長 金丸康信 

   〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192-8アイメッセ山梨４階 電話055-220-2324 

・海外展開支援に関するセミナーや個別相談会の共同実施と個別案件への対応を行う。 
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連携体制図等 

（１）専門家による個別経営相談会 

（２）事業計画策定セミナー、事業計画策定個別相談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）創業支援事業（ワンストップ相談窓口、創業セミナー、個別経営相談会、創業クラブ） 
 

甲府創業支援ネットワーク 
 ※下線は特定創業支援事業 

 

 

 
                                  サポート 

 

 

 
             適切な支援機関につなぐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              創業希望者、創業者 

 
（甲府市作成「創業支援事業認定申請書」より抜粋」）

 

相談 

巡回訪問 

助言、継続支援 

小規模企業 

山梨県中小企業診断士協会 

（個別相談会相談員・講師・診断士

派遣、案件掘り起し） 

甲府商工会議所 連携

（将来的に必要に応じてコンサル契約）

やまなし産業支援機構（よろず支援拠点） 

（個別相談会への相談員派遣、案件掘り起し、連携して

相談対応） 

連携

やまなし産業支援機構 
・起業家養成セミナー 
・よろず支援拠点による創業相談、
経営支援、情報提供 
・インキュベーションルーム設置
・知的財産（特許・商標等）相談

甲府信用金庫 
山梨信用金庫 
山梨県民信用組合 
・創業相談 

山梨県信用保証協会 
・創業支援保証の実施

山梨中央銀行 
・アグリビジネススクール
・創業融資相談 

甲府商工会議所 
・ワンストップ相談窓口 

・創業セミナー 

・中小企業診断士による個別経

営相談会 

・創業クラブ 

甲府市 
・創業支援相談窓口 
・空き店舗補助金 

日本政策金融公庫 
・創業セミナー＆個別相談 

山梨創業・経営支援及
び地域・観光資源活用
サポートネットワーク 
山梨県弁護士会 

山梨県社会保険労務士会 

山梨県行政書士会 など 

山梨県中小企業診断士協会
・講師派遣、相談員派遣 

相談 支援

情報共有

連 

携 

連携 
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（４）Ｋｏｏ－ｆｕワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）風林火山ビジネスネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府商工会議所 
山梨県立宝石美術専門学校 

（講師派遣） 

小規模企業 

（コレクション作品をデザイン） 

連携

 ワークショップ開催 

販路拡大支援 

デザイン情報の提供 

ワークショップ講師、個別に相談対応 

小規模事業者 

日本政策金融公庫甲府支店、山梨

県信用保証協会、山梨中央銀行、

甲府信用金庫、山梨信用金庫、山

梨県民信用組合 

（ＷＥＢサイトの紹介、掲載企業募集） 

 

連携

 

風林火山ビジネスネットの運営、情報発信支援、マッチング支援 

必要に応じて資金供給 

甲府商工会議所 

（他近隣の商工会） 



２２ 
 

（６）食品関係展示会への出展 

（７）雑誌の山梨特集への商品掲載による販路拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
（８）東京でのワインＰＲイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府商工会議所 

小規模事業者 

日本政策金融公庫甲府支店、山梨

県信用保証協会、山梨中央銀行、

甲府信用金庫、山梨信用金庫、山

梨県民信用組合 

（展示会・雑誌山梨特集の紹介、出展者・掲載

希望者募集） 

 

 

連携

売れる商品づくり説明会開催 

専門家派遣（個別相談対応） 

食品品関係展示会へ出展、雑誌への山

梨特集掲載 

必要に応じて資金供給 

小規模事業者（ワイン製造）

甲府商工会議所 山梨中央銀行 

（会場手配、周知協力） 
連携

 

 

ＰＲイベント開催、販路拡大支援 展示会の紹介、必要に応じて資金供給
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（９）医療関連ものづくり交流会の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）甲州ワインＥＵ輸出プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小規模事業者 

甲府商工会議所 山梨大学（付属病院） 

（現場ニーズの提供、機能評価） 
連携

 

 

医療関連ものづくり交流会の運営 

医療介護分野への進出支援 
必要に応じ大学のシーズ提供 

小規模事業者（ワイン業者）

甲府商工会議所 

（甲州市商工会） 

山梨県ワイン酒造協同組合 
連携

 

 

ＥＵ輸出プロジェクト企画、実施 

現地プロモーターとの打合せ、他 

組合員への成功事例についての情報提供 
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 （11）海外展開支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

小規模事業者 

甲府商工会議所 

ジェトロ山梨 

（セミナー・個別相談会の共同実施、現地での

支援）

連携

 

 

セミナー、個別相談会の実施、個別相

談案件への対応 山梨中央銀行 

（情報提供、地銀ネットワークを活用した現

地での支援、必要に応じ資金供給） 


