
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
中央市商工会 （法人番号 6090005001203） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

当会では、第二次中央市長期総合計画を踏まえ、小規模事業者の中長期的な振興の

あり方を、変わりゆく経営環境に適応したビジネスモデルへの転換、販路拡大、他者

との連携、自立経営と定め、小規模事業者がこれらの環境適応を自立的に実施できる

環境を整える為、以下の目標を掲げる 

 

【目標①】変わりゆく経営環境に適応したビジネスモデルへの転換 

【目標②】新たな販路拡大 

【目標③】創業による事業所数の増加 

【目標④】地域の活性化による事業基盤の強化 

【目標⑤】小規模事業者支援体制の構築 

 

事業内容 

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 

 経営環境の変化を収集・分析するための取組みを行い、事業者に適切に情報提供

するため、官公庁統計データの事業者への提供、小規模事業者に経営課題を分析す

るためのアンケート調査を実施し、調査・分析した結果は外部支援機関とも共有し、

意見交換を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

 小規模事業者の新たなターゲット獲得を促すため、分析事業者の掘り起こしを実

施し、経営状況を分析するとともに分析結果は小規模事業者にフィードバックす

る。また、当会内でも情報共有して分析結果の活用を図る。 

３. 事業計画策定支援に関すること 

 事業者が、①ビジネスモデルを転換する、②新たなターゲット顧客を獲得する、

③経営課題を解決するといった課題に取組めるように、事業計画策定事業者の掘り

起こしを行い、計画に沿った取組みができるよう、経営力向上計画や経営改善計画、

事業承継計画、創業計画等の事業計画策定支援を実施する。 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画実施の成果を上げるため、定期的な巡回訪問を実施し、組織としてフォ

ローアップできる体制を構築するとともに、支援施策などの情報提供や金融斡旋、

専門家活用により、事業計画の PDCA サイクルが定着できるよう伴走型で支 援す

る。 

５．需要動向調査に関すること 

 新たなターゲット層に販売する際、新たな商品・サービス開発、既存商品・サー

ビスの一部見直し等が必要になる。このとき、マーケットインの視点を与えられる

よう、需要動向の調査を実施し、売れる商品・サービス作りを支援する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 小規模事業者は経営資源が限られているため、単独で新たな需要の開拓が難しい

場合がある。このような取組みに対しては、当会が側面支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

多くの小規模事業者が市内で事業を展開しているため、インフラ面としての地域

活性化が必須である。リニア新駅等で生まれる新たな顧客層と事業者の架け橋とな

るべく、インフラ整備を実施する。 

 

連絡先 

中央市商工会 指導課 天野慎二 

〒409-3841 山梨県中央市布施 1555-1 

TEL 055-273-4141  FAX 055-273-4742 

URL http://www.chuo-city-shokoukai.com E-Mail chuo@shokokai-yamanashi.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 

 

〔中央市の現況〕 

中央市（以下、当市）は、日本の真ん中、山梨県の中

央南部に位置する。東は鎌田川を挟んで甲府市に、北は

ＪＲ身延線、昭和バイパスを境に昭和町に、西は釜無川

を挟んで南アルプス市に、南は市川三郷町に接している。

釜無川により形成された沖積平野の地域と御坂山系から

なる地域との二つの地理的特性を持っており、両地域は

笛吹川によって隔てられている。 

交通面ではＪＲ身延線が玉穂・田富地区の中間を南北

に走っており、それに並行して 主要地方道甲府市川三郷

線が通っている。また、玉穂地区から豊富地区にかけて

甲府中央右左口線が通っており、笛吹川に沿って走る国

道 140号と交差している。 

また、玉穂地区には山梨大学医学部附属病院があり、

周辺には病院職員や来院者および医学部学生をターゲットとした飲食店等の商業集積がされている。 

 

〔住みよさ県内 No.1〕 

「たいら山」頂上付近に鎮座する山之神社の参道沿いに植えられた「山の神千本桜」をはじめとする雄

大な自然を持ちながらも、電車（ＪＲ線）や高速道路（中央自動車道）、昭和バイパスといった交通網も発

達している。公的統計をもとに「安心度」「利便度」「快適度」など 5 つの観点から全国 791都市の都市力

を評価する「住みよさランキング」（東洋経済社）で、当市は常に上位をキープしている。特に「利便度」

では高い評価を得ている。 

 2027年に開通予定のリニア中央新幹線の新駅が隣市である甲府市に設置されることになっており、今後

も利便性が高まっていくことが予想される。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲山の神千本桜 

▲リニア中央新幹線 

 

〔リニアから始まる、新たなまちづくり〕 

 前述した 2027年開通予定のリニア中央新幹線の開通によって、当市もその恩恵を十分に享受できること

が予想される。東京—大阪間を約１時間で繋ぐこのリニア中央新幹線の開通によって約７千万人の人口が集

中し、経済や文化の活力がみなぎった地域があたかも一つの都市のように機能する大交流リニア都市圏が

誕生するといわれている。 

 近隣に設置されるリニア新駅の活用により、これまで大都市都心部でのみであった都市機能が当市やそ

の付近においても発展することが予想される。この結果、ヒト・モノ・カネが集まり、非常に大きな経済

効果が期待できる。 
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〔地場の味を楽しむ〕 

ブドウやトマトをはじめとした果物や野菜が多く採れる当市では、その味を身近に楽しめる「道の駅」

が多く存在する。全国直売所甲子園 初代チャンピオンに輝いた「道の駅とよとみ」や、地元民に愛される

農作物の直売所「四季新鮮収穫広場た・から」では、地元の名産品や農作物が直接購入できる。なかでも

地元産のトマト、スイートコーン「ゴールドラッシュ」や甲州富士桜ポークが人気を博している。 

 また、中央市産の完熟トマトと中央市産の甲州富士桜ポークを使用した「青春のトマト焼きそば」は「中

央市まちづくりトマト計画」を遂行している中央市商工会青年部が開発。認定提供店で提供されており、

地元の新たな名物として注目を集めている。 

 

▲道の駅とよとみ ▲四季新鮮収穫広場た・から 

 

 
▲トマト 

▲ゴールドラッシュ 

▲甲州富士桜ポーク ▲青春のトマト焼きそば 
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〔毎年安定した数の来訪者〕 

豊かな自然と観光資源、名産品などを求

め、毎年約 40万人以上の観光客が当市を

訪れている。これは山梨県全体の観光入込

客数のうち１％程度と多くはないが、近年

ではほぼ安定した数で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観光入込客統計調査結果 

 

〔人口〕 

当市の人口は平成 30 年には 30,728 人

（中央市 HP、平成 30 年 8 月 1 日現在）で

ある。 

推移をみると、平成 17 年より減少傾向

に転じている。高齢者率が増加傾向、年少

人口比率が低下傾向にあり、少子高齢化が

進んでいる。 

しかし、65 歳以上の高齢者率は 18.2％

で、県平均の 24.6％に比べて低く、県内で

は若い世代が多い市となっている。 

今後、リニア新駅の設置に向け、新たな

居住者が発生することから、新たな人口形

態となることが予測できる。 

出典：国勢調査（5 年毎の人口推移） 

 

 

〔事業者数〕 

当市の小規模事業者数の推移をみる。平成 26 年調査時点で、小規模事業者数は 1,016 事業所である。平

成 24 年調査時の 1,002事業所と比較して、小規模事業者数は増加している。 

事業所数の割合をみると、サービス業が最も多く 52.2％、次に卸売・小売業 22.2％、建設業 12.4％と

続く。 

 製造業、サービス業において、平成 24年と比較すると事業者数が増加している。特に、サービス業では、

介護サービス業や教育支援業の増加により、事業者数、小規模事業者数ともに増加が大きい。 

一方、卸売・小売業の小規模事業者数は横ばいである。 

 

 
                                出典：経済センサス 
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（単位：億円） H19 H20 H22 H23 H24 H25 H26
製造品出荷額等 1,621 1,421 1,069 937 911 795 893

（単位：億円） H19 H24 H26
年間商品販売額 1,571 1,430 1,416

〔小規模事業者の現状と課題〕 

 

１．商業事業者の状況 

 卸売業と小売業を合計した事業所数は概ね横ばい傾向にある。また、平成 26年の商品販売額は 1,416 億

円と微減～横ばい傾向にある。 

 

 

 

        出典：商業統計調査、経済センサス 

 

当市は、住みよさランキング 2016 で全国 31 位、県内 1 位となっており、特に買い物に関する利便度が

高い評価を得ている。しかし、その裏で市内や隣接する昭和町に大型複合商業施設の出店があり、生鮮食

料品や生活雑貨等の最寄品の買い物は大型店やコンビニエンスストアでの購買が多くなっている。また、

当市には、商店街がなく、小売店は個店の集客力のみを頼って集客をしなくてはならないという現状があ

る。そのため、今や路面店での商売は成り立たず、影響を受けた地域の小規模小売店は廃業が相次いでい

る。 

 小売店以外の業種においても昔から事業を継続している事業者が多く、時代の流れに沿った広告宣伝や

商品開発ができていない結果、売上が減少している事業者が多い。 

 このなかで、飲食業や理美容業等のサービス業は、比較的経営者の年齢も若く、個店の強みを発揮した

独自の商品やサービスを消費者に提供しており、経営は比較的安定している。 

 

 

２．工業事業者の状況 

 建設業においては、市の公共工事や新築住宅を元請けする中規模業者もあるが、大部分が下請けを中心

とした一人親方である。事業者の主な課題は、人材不足と販売促進となっている。販売促進面では、下請

けを中心とした事業者は、営業力が弱く、自社で受注を獲得する体制が取れている事業者が少ないといえ

る。また、他業種と同様、高齢化した事業者に後継者がおらず、事業承継も課題のひとつといえる。 

製造業では、中央自動車道のインターチェンジが近いことから大手電子機器、機械部品、食品メーカー

等が進出している。製造品出荷額等は平成 26 年に 893 億円となっている。平成 19 年以降の推移をみると、

減少傾向にある。しかし、近年は比較的安定した推移となっている。 

 

 

 

 出典：工業統計調査 

 

 小規模事業者の大半は二次・三次下請工場が占めており、親企業の発注量に経営が左右される経営状況

となっている。一方、製造業のなかには、意欲のある若手小規模事業者がおり、新たな取引先の開拓や新

技術の開発を行っている。これらの取組みをどのように全事業者に展開しているかが課題である。 

 

 

３．観光業事業者の状況 

 当市の市外から集客が図れる施設は、「四季新鮮収穫広場た・から」｢道の駅とよとみ｣「シルクふれんど

りぃ」「シルクの里公園」などがあげられるが、農畜産物を買い求める消費者が中心で、日帰りコミュニケ

ーション型のリピーターの集客が特徴となっており、周辺への波及効果は少ない。 

 中央市商工会（以下、当会）においても特産品であるトマトを活用して、Ｂ級グルメ「青春のトマト焼

そば」や高級トマト「ポモディア」、また、マスコットキャラクター「とまチュウ」等を生み出し、観光に

一役買おうと取り組んでいるが、農業者をはじめとする関係事業者間の連携が取れていないため、地域の

一体感がなく、いかにして地域活性化を図っていくかが課題となっている。 
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〔当会のこれまでの取組み〕 

当会は、昭和 36年の設立以来、経営指導員等による巡回・窓口相談により経営改善普及事業を中心に地

域の小規模事業者の支援を行うと同時に、地域唯一の総合経済団体としてまちづくり、地域振興事業にも

力を注いできている。 

事務局体制は、事務局長 1 名、経営指導員 2 名、補助員 1 名、記帳専任職員 2 名の合計 6 名で事業運営

を行っている。 

これまでの経営支援では金融や税務・労務などの基礎的なものが多く、経営分析や事業計画策定につい

てはほとんど対応できていなかったことが課題となっている。 

また地域振興事業についても限られた予算の中で実施してきたが、小規模事業者の事業意欲、継続化に

向けての取り組み姿勢が全体に弱く、意識改革もなかなかできていない状況にある。 

 

 

〔小規模事業者の中長期的な振興のあり方〕 

① 中央市「第 2次中央市長期総合計画」(平成 30年度～39 年度) 

中央市の総合計画をみる。「第 2次中央市長期総合計画」の前期基本計画では、商工業振興において以下

のように定めている（商工業振興に関する箇所を抜粋）。『連携』『販路拡大』『事業基盤の整備』を中心に

商工業振興を実施する姿が読み取れる。 

 

基本施策 1 産学官連携の商工業振興 

①力強い工業の振興 

・ 商工会や大学との連携により生産技術の向上や販路拡大を図り、企業の持続性と競争力を強化 

②多様な商業・サービス業の振興 

・ 商工会と連携して集客策や地域商店での消費を促す施策を検討。地域商店の活性化に取り組む 

・ 地域の大型店と連携して賑わいを創出するために、情報交換やイベントなどの実施により地域商業

が活性化する取り組みを推進 

・ 金融機関や商工会と連携して、空き店舗の活用や創業スクールなどを開催し、起業希望者を支援 

基本施策 2 強みを活かした農林業の推進 

①地域の特性を活かした農業の振興 

・ 本市の特産品である農産物に焦点を当て、生産の奨励と販売強化に取り組む。また、加工センター

などの設置による 6次産業化を検討 

基本施策 3 魅力ある地域観光資源の活用 

①魅力ある観光拠点の整備 

・ 道の駅とよとみを核とした既存の観光施設や文化財などを活用した観光ルートの開発を継続して進

めるとともに、新しい観光資源の発掘に努める 

・ 「中央市ふるさとまつり」について市を象徴する祭りとしての定着を図り、内容を継続検討 

・ インバウンド観光に対応した受け入れ体制や観光メニューの開発及び積極的な誘客活動を実施 

基本施策 4 リニア中央新幹線開業に向けて 

①リニア中央新幹線を活かしたまちづくり 

・ リニアを活用したまちづくりを検討 

 

 

②小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 これまで記述してきたとおり、当市の小規模事業者は、直近 10 年において、人口の減少、少子高齢化、

大型店の進出、事業者の高齢化など経営環境の悪化にさらされてきた。一方、今後 10 年を考えると、2027

年のリニア中央新幹線の新駅設置により、新たな展開が予測される。具体的には、リニア中央新幹線や新

駅付近のまちづくり工事による建設現場作業員の増加、新駅設置後の人口の増加、新駅設置により交通利

便性が高まることによる観光客の増加等が考えられる。 

 小規模事業者は、このような経営環境の変化のなかで持続的な発展を図っていかなければならない。そ

こで、当会では、第 2 次中央市長期総合計画を踏まえ、小規模事業者の中長期的な振興のあり方を、変わ

りゆく経営環境に適応したビジネスモデルへの転換、販路拡大、他者との連携、自立経営と定める。小規

模事業者は、今後、リニア中央新幹線の開通等に向け激変するであろう経営環境に対応したビジネスモデ

ルへと転換し、そのなかで新たなターゲット層に向けて販路開拓を実施していくことが必要である。ビジ

ネスモデルの転換においては、自社の強みを活かしつつ、経営資源が不足する部分を他社との連携により

補っていく。中長期的には、小規模事業者がこれらの環境適応を自立的に実施できることを目指す。 
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〔経営発達支援計画の目標および達成のための方針〕 

 以上の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえたうえで、経営発達支援計画の目標および

達成のための方針を以下のとおり設定・実行する。 

 

 

【目標①】変わりゆく経営環境に適応したビジネスモデルへの転換 

 リニア中央新幹線の開通等に向け、当市の事業者を取巻く環境は大きな変化が予測される。小規模事業

者も、この変化に対応して収益をあげていかなければならない。しかし、多くの事業者は、ビジネスモデ

ルを変えることができておらず、その結果、競争力が低下している。 

そこで当会では、事業計画の策定を通じ、事業者のビジネスモデル再構築を目標に支援を実施する。 

 

（目標①達成のための方針） 

 まず、ア）現状および将来の経済動向の把握、イ）需要動向調査、ウ）自社の経営状況の把握、に

より事業者の状況を把握する。そこで、これらの情報を事業者に提供できるよう、地域の経済動向調

査、需要動向調査、経営状況の分析支援を実施する。 

 経営状況を把握した事業者のなかで、ビジネスモデルの転換の必要性がある事業者に対しては事業

計画策定支援を通じて、新たなビジネスモデルを検討する。事業計画を策定した事業者に対しては、

定期的なフォローアップを実施。必要に応じて事業計画を見直すなどの PDCAにより、事業計画の実現

を目指す。 

 

 

 

【目標②】新たな販路拡大 

 当会管内の小規模事業者には、ビジネスモデルの転換までは必要ないものの、既存の商品・製品・サー

ビス等を新たな顧客層に販売したいというニーズが多い。今後、経営環境が変化していくなかで、新たな

販路拡大は事業者にとって大きなテーマとなっている。 

そこで、新たな顧客層に販路を拡大したい事業者が実際に売上アップすることを目標に支援を実施する。 

 

（目標②達成のための方針） 

販路拡大のためには、販売促進が必要である。そこで、【目標①】同様、ア）現状および将来の経済

動向の把握、イ）需要動向調査、ウ）自社の経営状況の把握を通じて、事業者にとって最適な販売促

進手段を事業者と一緒に検討する。検討後は、販売促進の目標等を定めた事業計画を策定する。 

また、アグリフード EXPO東京や農商工連携マッチングフェアなどの展示会・商談会への出展、ホー

ムページ作成などの ITの利活用支援、道の駅とよとみ等の販路の提供、プレスリリース支援などによ

り、事業者の販路拡大を側面支援する。 

 

 

 

【目標③】創業による事業所数の増加 

 現在、時代にあった新たなサービス等を展開する「創業」の機運が高まっている。当市では、リニア中

央新幹線開通により人口の増加が見込まれており、一定数の創業者も見込まれるという環境もある。そこ

で、当会では創業者を支援させることで事業者数の増加を目標とする。なお、前述した『中央市第 2 次中

央市長期総合計画』においても数値目標として事業所数の増加を目標に掲げている。 

 

（目標③達成のための方針） 

創業支援事業計画の認定を受けている中央市と連携し、創業者を支援する。当会が設置する「ワン

ストップ相談窓口」や近隣商工会と連携し開催する「創業塾」により創業者を掘り起こし、創業計画

の策定支援をするだけでなく、創業後のフォローも拡充させる。 
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【目標④】地域の活性化による事業基盤の強化 

多くの小規模事業者は、域内で事業を展開しているため、インフラ面としての地域活性化が必須である。

また、地域ブランドは、事業者にとってひとつの強みとなり得る。そこで、地域活性化に資する取組みを

実施することで、事業者の事業基盤を強化することを目標とする。 

 

（目標④達成のための方針） 

 関係機関と連携しながら当市の魅力を発信することで、当市の交流人口増加に寄与する。加えて、

リニア新駅等で生まれる新たな顧客層と事業者の架け橋となるべく、インフラ整備を実施する。 

 当会では、特産品であるトマトを活用して、Ｂ級グルメ「青春のトマト焼そば」や高級トマト「ポ

モディア」、また、マスコットキャラクター「とまチュウ」等を生み出してきた。これらの地域ブラン

ドを訴求することで、地域の活性化を図る。 

 これらの取組みは当所が独自に実施しても効果が少ないと予想される。そこで、関連機関と意識の

共有を図り、取組みを実施する。 

 

 

 

【目標⑤】小規模事業者支援体制の構築 

 小規模事業者の支援にあたっては、経営指導員をはじめ全職員の資質向上が必須である。そのため、実 

践での経験・ノウハウ・情報を共有する体系的な仕組みを構築し、組織全体としての支援力向上を図るこ

とを目標とする。また、当会のみでは支援が難しい施策については、他の支援機関及び産官学と連携を図

る。 

 

（目標⑤達成のための方針） 

 支援能力のバラツキを解消するために、OJT とノウハウの共有を図る仕組みを構築する。OFF-JT の

研修会にも積極的に参加し、当会内で情報等を共有する。さらには、専門家派遣の際には必ず同行し、

専門家の指導等のエッセンス・ノウハウ等を吸収し、スキルを向上させる。これらを体系的に実施し、

職員の資質向上を図り、属人的とせず組織全体としての支援力向上に取り組む。 

 また、中央市や金融機関、大型店、道の駅などの施設などと連携し、小規模事業者に面的な支援を

実施する。 
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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３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

現状、定期的調査として四半期毎に全国商工会連合会が実施する「中小企業景況調査」に協力している

他、独自調査として平成 25 年度に「中央市等製造業実態調査」、平成 26年度に「中央市商業実態アンケー

ト調査」を実施している。また、山梨県商工会連合会が実施する「商圏実態調査」に協力している。これ

らの調査は、実態調査に留まっていたため、調査結果も当会の基礎資料に留まっていた点が課題であった。 

 リニア新駅設置の影響を受ける当市では、本計画期間中においても、様々な経営環境の変化が予測され

る。そこで、これら経営環境の変化を収集・分析するための取組みを行い、事業者に適切に情報提供する

ことを目指す。 

 

〔事業内容〕 

 (1)調査内容 

①官公庁統計データの事業者への提供（新規事業） 

 リニア新駅ができることにより、小規模事業者には新たなビジネス機会が生じる。本計画は、小規模事

業者がビジネス機会を捉え、自立経営を実施することを目的とする。そこで、官公庁の統計データを分析・

提供することで、小規模事業者に市場環境に関する情報を提供する。 

 当会では官公庁統計データを網羅的に分析するが、そのなかで、事業者にとって必要な情報を提供する。 

 

調査 官公庁統計データの分析・提供 

目的 小規模事業者が、急変が予測される市場環境の変化を捉えるために、事業者にビジネス機会

に関する情報を提供する。 

時期 年に１度、収集する情報を決定・収集・分析する 

調査 

方法 

及び 

調査 

項目 

 

以下の項目について、情報収集を行う。収集したデータを分析し、小規模事業者が捉えるべ

きビジネス機会となる情報を抽出する。 
 
国の統計資料（経済センサス等）のうち当市に関連するデータ 
 ・業種別事業所数の推移 ・製造業出荷額の推移 ・卸、小売業の商品販売額 

 ・有効求人倍率 

県の統計資料のうち当市に関連するデータ 

 ・観光客数の推移 ・新設住宅着工戸数 ・自動車保有台数 

市の統計資料 

 ・人口の推移 ・公共工事の推移  ・リニア新駅に関する情報 

地域経済分析システム(RESAS)やその他民間等の統計資料のうち当市に関連するデータ 

 ・地域経済分析システム(RESAS)「まちづくりマップデータ」の活用 

・交通機関の利用者数 

 ・その他金融機関や他支援機関が有するデータのうち事業者に有益なもの 

情報 

提供 
会報誌や当会 HP にて情報提供する。また、巡回訪問や窓口相談時にも情報提供を行う。 
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②小規模事業者の経営課題を分析するためのアンケート調査（新規事業） 

 小規模事業者支援を実施するために、事業者の経営課題を捉える必要がある。そこで、アンケート調査

を実施し、事業者の支援ニーズを分析する。 

 

調査 小規模事業者の経営課題を分析するためのアンケート調査 

目的 小規模事業者が抱える経営課題を把握し、支援ニーズを分析する。 

時期 年１回 

対象 管内の事業者 600社に郵送 

調査 

方法 

及び 

調査 

項目 

毎年、事業者の経営課題や景況状況を確認する。また、経営課題の他にも毎年テーマを決め

（下記の例では「事業承継」をテーマとした）、管内の事業者の状況を把握する。収集したデ

ータは、業種別・代表者の年齢別などでクロス集計をおこない、業種別の課題等を分析する。 
1.経営課題について 
 現在の経営課題はなにか（複数回答可） 
  □売上アップ  □運転資金の確保  □設備投資資金の確保 

  □新規事業への投資資金の確保    □技術力の維持・強化 

  □新規技術開発 □人材の確保・育成 □後継者の育成・決定 等 
2.景況状況について 
  業況ＤＩ、売上高ＤＩ、採算ＤＩ、資金繰りＤＩを把握するためのアンケート 
3.事業承継について 

現在の事業承継の検討状況について教えてください 

□まだ事業承継や廃業を考える時期ではない □３年以内に事業承継や廃業をする予定 

□５年以内に事業承継や廃業をする予定   □10年以内に事業承継や廃業をする予定 

□事業承継や廃業に対する意識はあるが具体的にはまだ検討していない 

活用 

方法 
アンケート結果は会報誌や HP にて情報提供する。また、業種ごとにクロス集計したデータか

ら業種ごとに必要な支援メニューを決めるための資料とする。加えて、アンケートを記名式

（任意）にすることで、個社ごとの経営課題を把握し、個社支援に活用する。 
 

 

(2)分析結果の共有 

 調査・分析した結果は当会内で活用するだけでなく、外部支援機関（中央市商工観光課、山梨中央銀行 田

富支店・医大前支店・流通センター支店、甲府信用金庫 田富支店・玉穂支店、山梨信用金庫 田富支店、

山梨県民信用組合 田富支店、日本政策金融公庫 甲府支店、山梨県信用保証協会）とも共有する。これに

より、地域としてどのように小規模事業者を支援していけば良いのかという視点で意見交換を行う。 

 

（目標） 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

官公庁統計データの収集・分析

および HP や会報による公表回

数 

－ 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

小規模事業者の経営課題を把握

するためのアンケート調査・分

析および HP や会報による公表

回数 

－ 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

現状の巡回訪問、窓口相談では、小規模事業者に経営についてのヒアリングを実施してきた。しかし、

経営指導員ごとにヒアリング内容が統一されておらず、また、事業者の課題をヒアリングすることが中心

であった。 

経営環境の変化に対し、小規模事業者がどのように対応すべきかを提案するためには、事業者の商品・

製品・サービスや強みを把握していなければならない。そこで、経営状況を分析し、新たなターゲットの

獲得を促す。 

 

〔事業内容〕 

(1)経営状況の分析事業者の掘り起こし（新規事業） 

 小規模事業者の多くが、自社の経営状況の分析を行った経験がなく、分析をすることのメリットがわか

っていない。そのため、経営状況の分析事業者を増やすためには経営状況を分析することのメリットをわ

かりやすく伝える必要がある。このメリットを伝えるために、訴求用のチラシを制作する。 

制作したチラシを巡回訪問や窓口相談を通じて、事業者に配布・説明することで、掘り起こしを行う。 

 

(2)経営状況の分析（既存拡充） 

 経営状況の分析にあたっては、経営指導員ごとの分析内容を統一することを目的に、経済産業省が評価

ツールとして公表している「ローカルベンチマーク（以下、ロカベン）」もしくはそれに類似するフォーマ

ットを活用する。ロカベンでは、非財務分析（商品、技術力・販売力の強み、市場規模・シェア、顧客リ

ピート率等）および財務分析（売上増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA、有利子負債倍率、営業運

転資本回転期間、自己資本比率等）を行うことができる。 

 本計画では、小規模事業者が新たなターゲット顧客を獲得し、自立経営を可能とすることも目標とする。

新たなターゲット顧客を獲得するためには、自社の「強み」を明確にし、ビジネス機会に訴求しなければ

ならない。そこで、経営状況の分析にあたっては「強み」の顕在化に注力する。 

 

(3)分析結果の活用（新規事業） 

①小規模事業者へのフィードバック 

 分析結果は小規模事業者にフィードバックする。フィードバック時には、経営上の改善点などについて、

経営指導員が提案を行う。提案した内容について、具体的な施策を求められた際は、経営指導員がフォロ

ーを行うが、専門性の高い課題解決を実行する際は、山梨県商工会連合会、ミラサポによる専門家派遣や

山梨県よろず支援拠点が実施する窓口相談などにより課題解決を図る。 

 

②当会内での共有 

 分析結果は、当会内での会議で共有を図る。これにより、経営指導員ごとの分析レベルの差をなくすと

ともに、ノウハウを共有する。 

 

（目標） 

 当会管内の小規模事業者（約 1,000事業者）の約 15％に対し、経営分析を行うことを目標とする。 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

経営状況の分析件数 － 24 件 26 件 28 件 32 件 34 件 
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３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者に対する事業計画の策定支援は、小規模事業者持続化補助金などの補助金活用や日本政策

金融公庫のマル経融資の際など、事業者からの支援要請に基づいて行われており、都度・受動的な対応に

とどまっていた。 

 事業者が、①ビジネスモデルを転換する、②新たなターゲット顧客を獲得する、③経営課題を解決する

といった取組みを実施する際、勘と経験による取組みでは不十分である。そこで、事業計画を策定し、計

画に沿った取組みができるよう支援を実施する。 

 

〔事業内容〕 

(1)事業計画策定事業者の掘り起こし（新規事業） 

①『１．地域の経済動向調査に関すること』で官公庁統計データを事業者への提供する際、新たな顧客層

を獲得しないかを提案する。新たな顧客ターゲットの獲得を目指す事業者に対しては事業計画策定を提

案する。 

②『１．地域の経済動向調査に関すること』で実施するアンケートにおいて、売上が減少している事業者

の抽出（売上ＤＩ調査にて前年同期比で売上が減少した事業者を抽出）が可能である。そこで、売上が

減少している事業者にビジネスモデルの転換や新たな顧客ターゲットの獲得を実現する事業計画策定を

提案する。 

③『２．経営状況の分析に関すること』で経営状況を分析するなかで、売上不振に悩む事業者に対しても

同様の提案を行う。 

④『２．経営状況の分析に関すること』で経営課題が顕在化した事業者に対し、課題解決のための事業計

画を提案する。 

⑤事業計画策定セミナーを実施し、事業計画の策定に興味のある事業者を掘り起こす。また、創業計画策

定事業者は、創業塾により掘り起こしを行う。 

 

(2)事業計画策定支援 

①既存事業者向け事業計画策定支援 

 事業計画の策定自体は、小規模事業者が担い、当会では策定を支援する。 

 当会では、事業計画の目的を「ビジネスモデルの再構築」「新たな販売促進」「経営課題の解決」と大き

く３つに分類する。どのような事業計画を策定するかについては、当会から事業者に提案を行う。以下が

その一例である。いずれの事業計画書においても、計画策定後の実施支援が見える形でできるように、行

動計画は綿密に策定する。 

 

 

＜支援（提案）内容＞ 

ア）ビジネスモデルの再構築を行う事業者に対して 

 事業者が新事業活動に取組み、経営の相当程度の向上を図れる場合は経営革新計画を提案する。また、

簡易なビジネスモデル再構築の取組みに対しては経営力向上計画を提案する。 

 

イ）新たな販売促進に取組む事業者に対して 

 新たな販売促進に取組む事業者やリニア新駅設置による新たなターゲット顧客を獲得したい事業者には

経営力向上計画を中心に提案を行う。理由は経営力向上計画が、ひとつの KPI が実現するかどうかを指標

としており、はじめて事業計画を策定する事業者にとって、事業成果を確認しやすいためである。 

 

ウ）経営課題の解決に取組む事業者に対して 

 それぞれの経営課題に応じた事業計画を提案する。たとえば、資金繰りに困窮していれば経営改善計画、

事業承継を検討していれば事業承継計画などが考えられる。 

 

②創業者向け支援（既存拡充） 

 創業支援事業計画の認定を受けている中央市と連携し、創業計画の策定支援を実施する。当会が設置す

る「ワンストップ相談窓口」や近隣商工会と連携し開催する「創業塾」により、創業者を掘り起こし、創

業計画の策定を支援する。より多くの創業者に「創業塾」に参加していただくため、連携支援機関である、

やまなし産業支援機構、山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合にチラシを配布

する。また、山梨日日新聞や中央市の広報誌に広告を掲載し、創業者への訴求を行う。 

創業計画の策定においては、経営指導員がそれぞれの行動計画の実現可能性を客観的に確認するなど、

創業後に確実に事業が展開できるような計画づくりを支援する。 
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（目標） 

(1)既存事業者向け支援 

 経営状況の分析を行った事業所のうち、約 40％の事業所に対し、事業計画策定による伴走型支援を実施

することを目標とする。 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定セミナー 

 参加者数 

－ 1 回 

 10名 

1 回 

12 名 

1 回 

13 名 

1 回 

14 名 

1 回 

15 名 

事業計画策定事業者数 － 10 社 10 社 12 社 12 社 14 社 

 

(2)創業者向け支援 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

創業塾 

 参加者数 

1 回 

 4名 

1 回 

5 名 

1 回 

5 名 

1 回 

6 名 

1 回 

6 名 

1 回 

7 名 

創業計画策定事業者数 3 社 4 社 4 社 5 社 5 社 6 社 

 

 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

現状では、計画策定に留まるケースや、相談のあった場合にのみ対応するケースなど、進捗状況の確認

やフォローアップが不十分であった。これにより、事業計画策定後の場当たり的な支援や、事業計画が形

骸化などの問題が生じていた。 

そこで、事業計画の PDCAサイクルを当会が伴走型で支援することにより、計画の実施で成果をあげる。

また、PDCAサイクルをまわすことを事業者に定着させ、将来の自立経営に繋げる。 

 

〔事業内容（既存事業者、創業者共通）〕 

(1)定期的な巡回訪問による伴走型のフォローアップ 

全ての事業計画策定支援事業者に対して、３ヵ月に１度の巡回訪問を行う。巡回訪問では、事業計画の

進捗状況や財務状況などのヒアリングを行い、事業計画の進捗管理を行う。また、新たに生じた経営課題

や経営環境の変化に対して、対応策のアドバイスや、事業計画の修正の提案などのフォローアップを行う。

これらにより、事業計画の推進力を上げる。 

 

(2)組織としてのフォローアップ体制の構築 

 フォローアップの際に顕在化した事業者の経営課題に対し、基本的には、担当する経営指導員が個人で

対応する。しかし、個人で対応すると、最適な課題解決策を提示できているかの客観的な判断ができない。

そこで、フォローアップの状況を他の指導員と共有し、他の指導員の意見も収集する。これにより、事業

者によりよい解決策を提示する。 

 

(3)支援施策などの情報提供 

中小企業庁の「ホームページ」や「e-中小企業ネットマガジン」、「中小企業施策利用ガイドブック」な

どを通じて、小規模事業者向けの施策を収集し、巡回訪問時などに計画推進に役立てる情報として提供す

る。 

 

(4)金融斡旋 

事業計画の実行段階において資金需要が発生した場合、「小規模事業者経営発達支援資金」や「小規模事

業者経営改善資金（マル経融資）」の活用を提案する。 

 

(5)専門家の活用 

 計画実行時に専門性の高い課題がでてきた場合は、山梨県商工会連合会、ミラサポによる専門家派遣や

山梨県よろず支援拠点が実施する窓口相談にて課題解決を図る。 
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（目標） 

 年間のフォローアップ訪問数＝「計画策定事業者」×「３ヵ月に１度の巡回訪問」として算定する。 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定後の実施支援社数 

（既存事業者） 

－ 10 社 10 社 12 社 12 社 14 社 

事業計画策定後の実施支援社数 

（創業者） 

3 社 4 社 4 社 5 社 5 社 6 社 

フォローアップ訪問数 － 56 回 56 回 68 回 68 回 80 回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 現状、事業者の商品等に対し、需要の動向を調査するといった支援は実施していない。 

 今後、リニア新駅の設置により新たなターゲット層が生まれる。これらのターゲット層を対象に、商品

等を販売することを考えると、事業者は新たな商品等を開発や既存商品等の一部見直し等が必要になる。 

 そこで、事業者にマーケットインの視点を与えられるよう、需要動向の調査を実施し、売れる商品等作

りを支援する。 

 

〔事業内容〕 

(1)名産品である「青春のトマト焼きそば」の顧客ニーズ調査（既存拡充） 

 当地域では地域活性化施策として「青春のトマト焼きそば」を開発し、多くの飲食店が提供している。

当会では、これらの店舗でアンケート調査をした実績があるが、継続的な実施はしていなかった。 

そこで、これらの「青春のトマト焼きそば」の商品改善につながるようなアンケート調査を各店舗で実

施する。 

調査 名産品である「青春のトマト焼きそば」の顧客ニーズ調査 

目的 当地域の「トマト」を広めようと、小規模飲食店においても「青春のトマト焼きそば」を提

供している。この商品を改善するために、各店舗においてアンケート調査を実施する。なお、

計画当初は「青春のトマト焼きそば」に絞った調査を実施するが、ノウハウが蓄積された時

点で、一般の飲食店（「青春のトマト焼きそば」を取り扱っていない飲食店）や、地域資源を

活用したメニューを取り扱う飲食店にも同様の調査を展開する。 

頻度 年１回、「青春のトマト焼きそば」を取り扱う飲食店（現状 9 店舗）にて来店客向けに実施 

 ※各店舗 50名を目標にアンケートを回収する 

調査 

方法 

及び 

調査 

項目 

調査方法及び調査項目 

アンケートについては専門家の意見を参考にしつつ、当会で作成し、飲食店で顧客来店時に

任意でアンケートを実施、回答率を高めるために密閉した回答箱に投函してもらう。 

＜商品について＞ 

□商品の見た目の良さ □分量 □商品の味 □商品の新しさ・斬新さ  

□商品の価格 □今後も食べたいか □メニューの表示 □その他改善点 

＜PRについて＞ 

 □商品の写真を撮りましたか □商品の写真を SNSにアップしましたか 等 
活用 

方法 

当会にて各店舗のアンケート結果を集約し、事業者に提供する。その後、事業者とともに、

改善点を抽出し、商品の改善を実施する。 
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 (2)住まいの相談室による消費者の満足度調査（新規事業） 

 建設業は専門性が高く、分野も幅広い為、工事の内容によって専門の業者の対応が必要になるが、当会

では、地域住民が住宅トラブルで、どこに相談したら分からなくて困った際に、商工会のネットワーク力

を生かし、トラブル内容に対応できる建設業者を紹介する「住まいの相談室」という窓口を設置し、相談

者に対し、各種工事業者の（新築からリフォームまで）の斡旋を行っている。 

現状は斡旋のみであったが、今後のサービス改善のため、工事後の施主の満足度調査を実施する。 

調査 住まいの相談室における満足度調査 

目的 実際にあっせんした業者が行った施工に対し、施主がどのような部分にどの程度満足したの

か、不満な点はどこだったのかを確認し、今後の新サービス開発に役立てる。 

頻度 工事のあっせんをした施主（年間 30～60名）に対し、年１回郵送にて調査を実施 

調査 

方法 

及び 

調査 

項目 

＜満足度調査＞ 

アンケートは商工会にて作成し、工事が終了した施工の施主に対し、返信用封筒を同封して

郵送にて行う 

 □担当者の応対 □提案プラン □工程および工期 □職人のマナー・応対 

□毎日の作業終了後の清掃 □ご近所への配慮 □工事の仕上がり 

□アフターサービス □今後取入れてほしいサービス □総合評価 

活用 

方法 

各評価は、全体に対する個社の満足度と強みを相対的に分析する。結果は、当該事業者にフ

ィードバックし、サービスの改善に活かす。 

 

〔目標〕 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

「青春のトマト焼きそば」の顧

客ニーズ調査 

－ 9 社 9 社 10 社 10 社 11 社 

住まいの相談室による満足度調

査による支援事業者数 

－ 15 社 16 社 17 社 18 社 18 社 

 

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】 

小規模事業者の多くが、専門の営業人員がいない。そのため、既存の取引先以外の取引先を見つけるこ

とができず、売上高が減少している。 

 小規模事業者は経営資源が限られているため、単独で新たな需要の開拓が難しい場合がある。このよう

な取組みに対しては、当会が側面支援を行う。 

 

〔事業内容〕 

 (1)展示会・商談会への出展 

 以下の展示会や商談会を小規模事業者に紹介し、出展をサポートする。具体的には、まず郵送にて展示

会を周知。出店希望者には、事前準備としてブースの準備方法、パンフレット等の整備、短時間での商品

等アピール方法、商談相手の事前アポイント等を支援する。また、出展後は、展示会で名刺交換をした相

手に対する、フォロー方法を指導する。これらの支援により、展示会・商談会による顧客獲得に繋げる。 

 

①アグリフード EXPO東京 

 日本政策金融公庫が毎年 8 月に開催する展示商談会である。全国各地で国産ブランドを担い、魅力ある

農産物づくりに取り組んでいる農業経営者や、地元産品を活用した多様なこだわり食品を製造する食品メ

ーカー等が出店対象であり、550 ブースが準備されている。来場者は、百貨店や量販店、スーパーマーケ

ットなどの小売業、商社、卸売業、外食業、食品製造業、宿泊業のバイヤーなど約 1.3万人（2017年度実

績）である。前年度の出展者の実績（展示会全体・会期中合計）は、１社平均で、ブース訪問者数 283人、

商談件数 28 件、成約件数 4 件、成約金額 272 万円となっている。 

 

②農商工連携マッチングフェア 

 山梨県商工会連合会が毎年 1 月に開催するマッチングイベントであり、県内の事業者 80 社が出店。400

名以上の来場者とのマッチングを実施する。出店対象は、農商工連携・地域資源活用・６次産業化事業取

り組み企業、県内中小企業者、県内農林漁業者等である。山梨県の中小企業者や農林漁業者等が開発した

商品等を一堂に会し、展示・紹介し、商談等に結びつける。また、ビジネスパートナーとのマッチングも

実施。新たな商品の開発や取り組みを促進している。会場内にバイヤー及びバイヤー経験者等による「個

別商談会」コーナーを設置し、自社商品を直接バイヤー等に売り込む事も可能である。前年度実績（展示
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会全体）は、5％の出展者が「商談が成立」、41％が「商談や連携先になりそうな企業がみつかった」とし

ている。 

 

(2)SHIFT によるホームページ作成事業（IT の利活用支援） 

 小規模事業者の多くは自社ホームページを保有していない。しかし、リニア新駅設置により増加する住

民や観光客は、今までの顧客層に比べ若年層が多く、インターネットで情報収集する傾向にあると考えら

れるため、自社ホームページによる情報発信の重要性が高まってくる。 

 当会では現在、SHIFT※を使ったホームページ作成支援事業を実施しているが、この事業をさらに強化し、

自社ホームページ作成事業者を増加させる。また、単にホームページを作成するだけでなく、事業者の「強

み」を適切に発信するなど、顧客に訴求ができるホームページ作成について、経営指導員が指導を行う。

また、必要に応じて山梨県商工会連合会やよろず支援拠点の専門家を活用し、商品等が売れるまで支援を

継続する。 

 

※SHIFT 

 全国商工会連合会・COMPASS CLUB の事業者支援システム。SHIFT を利用すれば、ホームページの開設・

更新作業などが、誰にでも、簡単に、しかも費用０円で可能となる。 

 

(3)道の駅とよとみ等での販路開拓 

小規模事業者は独自で新たな販路を探すのが難しい。そこで、主に事業者が新たに開発した食料品、お

土産品、小物等について、当会の持つネットワークで小売店への紹介を行う。具体的には、「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」「むらからまちから館」「富士の国やまなし館」

「県海外販売・情報発信拠点」の商工会コーナーなどを活用する。たとえば、「道の駅とよとみ」の来場者

数は 30 万人/年である。これらの販売拠点を活用することによって、新商品が数多くのお客様の目に留ま

り、商品のブランディングに寄与することが期待できる。 

 当会では、単に販売機会を提供するだけでなく、売れる商品作りを支援する。販売状況を確認し、必要

に応じて、商品改良、パッケージ改良などを事業者と一緒になって検討する。 

 

(4)プレスリリース 

事業者が販路拡大を目指す際、マスコミ等の活用は有効な手段のひとつである。一方、事業者の多くは

マスコミ等とつながりがなく、またプレスリリースのやり方を知らない。そこで、新たな商品・製品等を

開発した事業者を対象に、プレスリリースの支援を行う。具体的には、山梨県商工会連合会が実施する「プ

レスリリース事業」へあっせんを実施する。「プレスリリース事業」では、山梨県県政記者クラブ（通信社・

新聞社・テレビ局等 14社加盟）、全国連（プレスリリース事業）、月間商工会編集部等に情報配信する。 

当会では、単にプレスリリースを発信するのではなく、事業者には、取り上げてもらいやすいプレスリ

リースの書き方などを経営指導員が支援し、取材につながる確率をあげる。 

 

（目標） 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

(1)①アグリフード EXPO の出展

事業者数 

－ 1 社 1 社 1 社 2 社 2 社 

商談成立件数 － 1 件 2 件 3 件 6 件 8 件 

(1)②農商工連携マッチングフ

ェアの参加事業者数 

－ 2 社 2 社 2 社 3 社 3 社 

 商談成立件数 － 1 件 2 件 2 件 3 件 3 件 

(2)SHIFTによるホームページ作

成支援事業者 

－ 2 社 3 社 4 社 5 社 6 社 

 売上金額 － 200千円 300千円 400千円 500千円 600千円 

(3)道の駅とよとみ等での販路

開拓支援事業者 

4 社 5 社 5 社 6 社 6 社 7 社 

 売上金額 300千円 375千円 400千円 480千円 500千円 583千円 

(4)プレスリリース発信支援事

業者（取材を受けた事業所） 

－ 2 社 

(1 社) 

2 社 

(1 社) 

3 社 

(2 社) 

3 社 

(2 社) 

4 社 

(3 社) 

 売上金額 － 200千円 200千円 400千円 400千円 600千円 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

当会では、特産品であるトマトを活用して、Ｂ級グルメ「青春のトマト焼そば」や高級トマト「ポモデ

ィア」、また、マスコットキャラクター「とまチュウ」等を生み出してきた。また、中央市ふるさとまつり

などのイベントを通じて、地域の活性化に取り組んできた。しかし、地域として一体感を持ってこれらの

取組みを行っていたとはいえず、効果が不十分であった。 

多くの小規模事業者は市内で事業を展開しているため、インフラ面としての地域活性化が必須である。

そのため、市内の地域活性化へ取組むことで、事業者の事業基盤を整備することにつながる。 

今後は、関係機関と連携しながら当市の魅力を発信することで、当市の交流人口増加に寄与する。また、

リニア新駅等で生まれる新たな顧客層と事業者の架け橋となるべく、インフラ整備を実施する。 

 

〔事業内容〕 

(1)関係機関との意識の共有 

地域活性化に取組む際、当会のみでの取組みでは不十分である。そこで、「中央市商工会 地域経済活性

化委員会」で年 3 回、新たに当市の活性化と小規模事業者活性化をテーマとして取り扱い、参加機関と意

識を共有しながら、地域の活性化を図る。 

 

※中央市商工会 地域経済活性化委員会 

 当会会長を委員長に、中央市商工観光課、山梨中央銀行田富支店、民間会社、やまなし暮らし支援セン

ターで組織している委員会。10年後のリニア中央新幹線開通を見据えて、当市の地域経済活性化を実現す

るためにどのような取り組みを行う必要があるかを検討する。 

 

(2)人口増加への取組み 

 当市は「住みよさ県内 No.1」として認知されている。また、リニア新駅の設置に伴い、新たな居住者層

（比較的若い世代）の増加が見込まれる。このような状況をさらに活性化させるため、人口増加への取組

みを活性化させる。具体的には、当市の認知度向上、移住者の受け入れ体制の整備、空き家の活用などを

検討・実行する。 

 人口が増加することにより、小規模事業者の事業基盤が強固なものになることが期待される。そこで、

単に人口を増加させるだけでなく、増加した人口を事業者に結びつけるような取組みをあわせて実施する。 

 

(3)特産品であるトマトを活用した地域活性化（既存拡充） 

 現状、特産品である、トマトを活用した取組みとして「トマト焼きそば」の認

知度向上とともに、ゆるキャラである「とまチュウ」を使ったトマトブランドの

訴求を行っている。しかし、「とまチュウ」は市内での認知度は高いものの、市

外での認知度が低い。 

 そこで、とまチュウイラストを商品に掲載（パッケージの一部で使う）等の取

組みにより、中央市ブランドを全国に訴求する取組みを実施する。これにより「中

央市＝トマト」というブランド認知度向上を図り、当市の認知度向上に繋げる。 

 

(4)中央市ふるさとまつり（地域イベント）の強化（既存拡充） 

 中央市ふるさとまつりは、「子どもが楽しむイベント」をコンセプトに、来訪者

のコミュニケーションの場として、毎年 11月３日の文化の日に開催されている。

100 店舗以上の出店による地元の特産品の販売や子どもみこしパレード、芸能人

やヒーロー戦隊によるショーなどが催される。 

 今後は、この祭り目当てで来訪した観光客向けに特産品をより発信できるよう

なサービスや商品を導入したり、「子どもが楽しむイベント」というコンセプトを

強化するため、子連れ家族と小規模事業者の接点を増やすような催しやサービス、

キャラクターの誘致などに注力していく。 

 

（目標） 

項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

とまチュウイラストをパッケー

ジに利用した事業者数 

－ 1 社 3 社 5 社 8 社 10 社 

ふるさと祭りの来場者数 2.5万人 2.6万人 2.7万人 2.8万人 2.9万人 3 万人 
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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 

 

 現状、経営指導員が集まる研修時や金融機関との会合時に、各経営指導員は支援ノウハウ等の情報交換

を個別に実施している。しかし、短時間での情報交換となるため、困っている内容の相談や、個人的に興

味のある内容の相談に留まっており、小規模事業者への支援力向上にはつながっているとはいえないとい

う課題がある。 

 そこで、小規模事業者支援に関する支援ノウハウ等の情報交換を組織的に実施する。また、それぞれの

情報交換では目的（議題）を明確にする。 

 

〔事業内容〕 

(1) 峡中ブロック職員協議会 

 近隣４市町の商工会からなる峡中ブロック職員協議会（年 2 回開催）において、小規模事業者の支援に

関する情報交換の時間を新たに設ける。職員協議会では、支援事例の発表や支援方法、支援の現状等につ

いて情報交換し、支援ノウハウの習得を図る。 

 

(2)金融機関とのノウハウの共有 

①金融懇談会 

 山梨中央銀行 田富支店・医大前支店・流通センター支店、甲府信用金庫 田富支店・玉穂支店、山梨信

用金庫 田富支店、山梨県民信用組合 田富支店、日本政策金融公庫 甲府支店、山梨県信用保証協会等の地

域金融機関と年 1 回、金融懇談会を実施する。具体的な情報交換内容は、地域小規模事業者の現状共有お

よび金融機関ごとの取組内容の共有、小規模事業者支援のノウハウ共有とする。 

 

②マル経協議会 

 日本政策金融公庫主催の「経営改善貸付推薦団体連絡協議会(通称：マル経協議会)」で年 1 回、管内の

商工会の経営指導員等が集まり、支援の現状、ノウハウについて情報交換を行う。また、日本政策金融公

庫と地域小規模事業者支援のノウハウを共有する。 

 

③山梨県信用保証協会 

 山梨県信用保証協会と年 1 回情報交換を実施する。具体的な情報交換内容は、金融支援の内容や保証協

会（金融機関）が求める事業計画等である。金融機関が求める事業計画を把握することで、当会が事業計

画の作成支援を行う際に参考にする。これにより、事業計画の策定と資金調達がシームレスで繋がるよう

にする。 

 

(3)山梨県商工会連合会 

 山梨県商工会連合会が主催する各種研修会のうち、経営発達支援計画の支援内容がテーマのひとつとな

る「経営指導員セミナー（年 1 回）」、「先進事例発表会（年 1 回）」等で支援ノウハウ、支援の現状等につ

いて情報交換を行う。これにより、支援ノウハウの向上を目指し、職員の支援会議でそのノウハウの共有

化を図る。 

 

(4)山梨大学との連携 

地元大学で研究されている知見を、地域内事業者が新たな商品・製品開発等に活かすため、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 1 名登録）、地元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（年 1 回）に参加し、他支援機関や金融

機関等の参加者との事例情報交換を行い、事業者支援に活かす。 
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２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

   現状、山梨県商工会連合会の経営指導員研修等に参加し資質向上に取り組んでいる。そのため、事業計

画策定などの一定のスキルはある。一方、本計画で必要となる販売促進に関する具体的な支援に関する資

質が十分とはいえない。また、ベテラン経営指導員と若手指導員の支援能力に差がある点も課題である。 

 

 

〔事業内容〕 

   中小企業大学校等が実施する販売促進に関する研修会に積極的に参加し、本計画実行に必要なスキルを

身につける。加えて、ベテラン経営指導員が若手経営指導員に OJTを実施し、支援スキルの差をなくす。 

 また、研修で得たノウハウを情報共有する仕組みを構築し、組織全体としての支援力向上を図る。 

 

(1)山梨県商工会連合会の研修 

 山梨県商工会連合会の「管理職養成研修」「経営支援能力向上研修」「経営支援員研修」のなかで、小規

模事業者支援に関連するテーマに参加する。特に、事業計画策定支援や販路開拓がテーマになっている際

は参加を必須とする。 

 

(2)その他の研修 

 (1)で得た知識からさらに高度なノウハウを得るため、中小機構や中小企業大学校の研修に参加する。ま

た、全国商工会連合会の運営する WEB 研修等を受講することで知識を深める。これにより最新の支援ノウ

ハウを吸収し、支援ノウハウの向上を図る。 

 

(3)当会内での情報の共有 

 個々の小規模事業者の支援について、その支援の経過や内容、今後の支援方針などを明らかにするため、

事業所ごとに事業計画書も添付した支援報告書を作成し、支援情報等の共有化と併せ、継続的な支援につ

なげていく。また、月 1回、小規模事業者支援会議を開催し、支援報告書をもとに具体的な小規模事業者

の支援内容について、経済・需要動向の調査、分析の妥当性、経営分析の項目と事業計画への盛り込み、

専門家派遣の有無を含めた支援方法などについて職員間で検討し、情報の共有化に努めながら不足してい

る支援ノウハウの向上を図る。 

 併せて、(1)、(2)の研修内容についても、当会内での共有知とするため、小規模事業者支援会議で受講

者が要約を発表する。これにより、個人のノウハウを、組織のノウハウとする。 

 

(4)専門家のノウハウの吸収・共有 

 専門家派遣の際、職員が同行して専門家の支援方法やノウハウを習得し、その内容を支援会議に報告す

るなど、組織的な支援体制を構築する。 

 

(5)組織としての情報の共有 

 支援ノウハウや研修で得た知識、支援報告書などは、当会内のサーバーに蓄積する。これにより、経営

指導員が入れ替わった場合でも、スムーズに支援を継続できるようにする。 

 

 

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 

 

毎事業年度、個社支援若しくは連携事業者毎に記載事業の成果検証及び計画の見直しを行う。 

事業の評価は次により評価検証を行うものとする。 

 

(1)当会指導課が自ら事業の実施状況、達成度を検証する。また、翌年度の事業見直し案を作成する。 

(2)中央市商工観光課、外部有識者（中小企業診断士等）からなる評価会議により、成果および翌年度の事

業見直し案の評価を受ける。 

(3)評価を受けた内容をもとに、事業の評価・見直しの結果を修正・決定する。 

(4)事業の評価・見直しの結果については、理事会に報告し承認を得る。 

(5)事業の評価・見直しの結果は商工会 HP(http://www.chuo-city-shokoukai.com)で事業実施期間中、公

開する。 
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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 

（30年 4 月現在） 

（１）組織体制 

   本計画は、指導課を中心に、全職員一丸となり実行する。 

 

 
 

 
（２）連絡先 

   中央市商工会 指導課 

   〒409-3841 山梨県中央市布施 1555-1 

   TEL 055-273-4141  FAX 055-273-4742 

   URL  http://www.chuo-city-shokoukai.com   E-Mail chuo@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） 

 平成 31年度 
(31年 4月以降) 

平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

1.調査事業 

2.経営分析事業 

3.事業計画策定事業 

4.販路開拓支援事業 

5.地域活性化事業 

6.情報交換会事業 

7.職員資質向上事業 

400 

200 

300 

300 

400 

200 

200 

400 

200 

300 

300 

400 

200 

200 

400 

200 

300 

300 

400 

200 

200 

400 

200 

300 

300 

400 

200 

200 

400 

200 

300 

300 

400 

200 

200 

（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 

国補助金・県補助金・市補助金・会費・手数料 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（別表４） 

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

する事項 

連携する内容 

 山梨県・中央市・公的支援機関・金融機関・その他の支援機関等と連携し、経営発達計画及

び小規模事業者の自主的な経営改善に対し支援を実施し、小規模事業者が持続的に経営を行う

ための支援体制を構築する。 
 （具体的な連携事項） 
【地域の経済動向調査に関すること】 
【経営状況の分析に関すること】 

 【事業計画策定に関すること】 
 【事業計画策定後の実施支援に関すること】 
 【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 
 【地域経済の活性化に関すること】 
 【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】 
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連携者及びその役割 
 
 

分 類 機関名・代表者・所在地 連携内容 

行 政 
中央市 
市 長  田中 久雄 
中央市臼井阿原 301-1 

事業計画策定支援 
創業支援 

公的支援機関 

（公財）やまなし産業支援機構 
理事長  一瀬 文昭 
甲府市大津町 2192-8 アイメッセ山梨 

経営状況分析フィードバック 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

山梨県商工会連合会 
会 長  中村 己喜雄 
甲府市飯田 2-2-1 中小企業会館 3階 

経営状況分析フィードバック 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援  
新たな需要の開拓支援  
支援力向上の取り組み 

全国商工会連合会 
会 長  森 義久 
東京都千代田区有楽町 1-7-1 

新たな需要の開拓支援 
支援力向上の取り組み 

金融機関 

日本政策金融公庫甲府支店 
支店長   江口 朋之 
甲府市丸の内 2-26-2 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

山梨県信用保証協会 
会 長  山下 誠 
甲府市飯田 2-2-1 中小企業会館１階 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

㈱山梨中央銀行田富支店 
支店長  井上 聡 
中央市布施 2609-3 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

㈱山梨中央銀行流通センター支店 
支店長  川崎 正巳 
中央市山之神流通団地 3-5-2 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

㈱山梨中央銀行医大前支店 
支店長  渡邊 正樹 
中央市成島 3511-5 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

甲府信用金庫田富支店 
支店長  小野 桂司 
中央市山之神 1122-530 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

甲府信用金庫玉穂支店 
支店長  高野 豪 
中央市若宮 36-4 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

山梨信用金庫田富支店 
支店長  川崎 由太 
中央市布施 2327-4 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

山梨県信用組合田富支店 
支店長  三井 和則 
中央市西花輪 4588 

経済動向調査分析結果の共有 
事業計画策定支援 
事業計画策定後の実施支援 

他の支援機関等 

日本貿易振興機構山梨貿易情報センター 
所長  河野 将史 
甲府市大津町 2192-8 

新たな需要の開拓支援 
地域経済の活性化支援 

国立大学法人山梨大学 
学長  島田 眞路 
甲府市武田 4-4-37 

新たな需要の開拓支援 
地域経済の活性化支援 

中央市農業振興公社 
理事長  萩原 一春 
中央市大鳥居 3770 

新たな需要の開拓支援 
地域経済の活性化支援 

農事組合法人た・から 
理事長  大森 敏彦 
中央市臼井阿原 102-1 

新たな需要の開拓支援 
地域経済の活性化支援 

  



２２ 
 

 
連携体制図等 

 

【地域一体となり小規模事業者を面的に支援する体制】 
 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業大臣 

申 請 計画認定 

小規模 

事業者 

中央市商工会 

経営改善普及事業 

経営発達支援事業 

・地域経済動向調査 
・経営状況の分析 

・事業計画策定支援 

・事業計画策定後実施支援 
・新たな需要の開拓支援 

・地域経済活性化の取組み 

・支援力向上の取組み 

記帳・税務・金融指導等 

相 

談 

伴
走
型
支
援 

連 

携 

主な関係機関 

・中央市 
・（公財）やまなし 

産業支援機構 
・山梨県商工会連合会 
・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 
     田富支店 
・㈱山梨中央銀行 
 流通センター支店 
・㈱山梨中央銀行 
    医大前支店 
・甲府信用金庫 
     田富支店 
・甲府信用金庫 
     玉穂支店 
・山梨信用金庫 
     田富支店 
・山梨県民信用組合 
     田富支店 
・日本貿易振興機構山

梨貿易情報センター 
・国立大学法人山梨大

学 
・中央市農業振興公社 
・農事組合法人た・か

ら 
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