
経営発達支援計画の概要 

実施者名 富士吉田商工会議所（法人番号 ７０９０００５００４１２２） 

実施期間  平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目  標 

「小規模事業者を育てる商工会議所」を目指し『総活躍小規模事業者に向けた』

支援で、小規模事業者が「どんぶり勘定経営」から脱却し、自ら事業計画策定など

自立した経営基盤が確保できるように支援する。また、地域経済の活性化に向けて

は、富士山世界遺産効果を強みとして、富士山観光振興による小規模事業者へ経済

波及効果が実感できるように他地域と差別化した「富士吉田ブラント」を構築する。

事業内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

（１）【ステップ１：地域の経済動向調査】 

地域内経済動向については、四半期ごとの景況調査により、管内の業種別 

に、経営状況（売上・採算・資金繰り・雇用状況）経営上の問題点など調査・分

析し、地域経済動向情報として小規模事業者の事業活動への活用を図る。 

 

（２）【ステップ２：経営分析・需要動向調査】 

  経営環境や顧客ニーズ、市場の動向等を知る必要があるため、経営指導員の巡

回・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて、経営者の意識改革を図り、経営

分析を行う。 

 

（３）【ステップ３：経営計画の策定・実施支援】 

 新たなビジネスモデルの構築や経営課題を解決するため、小規模事業者の経営

状況に見合った経営計画策定を支援する。創業、経営革新、事業承継支援を地域

金融機関等と連携して支援を行う。 

 

（４）【ステップ４：小規模事業者販路開拓支援】 

  小規模事業者が多い、主要産業の繊維産業を中心にビジネスマッチングや商談

会、とともに収益が見込める展示会等への出展を促すとともにメディアを活用し

た積極的な広報を行い、認知度向上、販路拡大を図る。 

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み【地域活性化事業】 

 富士吉田ブランド化に向けた、「ブランド認証事業」を策定。富士山の世界遺産

登録による増加した外国人観光客などインバウンド事業。市内各地域の特性を活か

したイベントにより市内の回遊性向上、地域活性化事業を行う。地域経済全体の活

力を高める。 

 

３．ネットワークの再構築 

 富士吉田市との連携をはじめ地域金融機関など支援機関と連携し、それぞれの支

援機関の強みを活かし、小規模事業者に有益な情報交換を行い、連携体制を構築す

る。 

 

連絡先 

富士吉田商工会議所 中小企業相談所 

 〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田７－２７－２９ 

 ＴＥＬ：０５５５－２４－７１１１ ＦＡＸ：０５５５－２２－６８５１ 

 E-mail：webmaster@fyoshidacci.or.jp 

  ＵＲＬ: http//www.fyoshidacci.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 

１．地域の概要 
 

（１）地理的特徴 

富士吉田市は、世界遺産「富士山」の麓の高原都市であり、周辺には富士五湖（河口湖、山中湖、

本栖湖、精進湖、西湖）が隣接している。 

山梨県南東部、富士山の北麓に位置し、東京都心から約１００ｋｍ圏にある。本市は、１市、２町

３村（富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、山中湖村、忍野村、鳴沢村）からなる富士北麓地域の地

理的にも中心的な位置を占めている。 

隣接する行政区域は、北は都留市・西桂町、東は忍野村・山中湖村、西は富士河口湖町・鳴沢村、

南は静岡県小山町に接しており、面積約１２，１８３ｈａ、東西に約１１ｋｍ、南北に約２３ｋｍの

広がりをもち、海抜６５２～８５０ｍの緩勾配地に市街地が形成している高原都市である。 

地形的に、市域の大部分が国立公園内であるうえ、北富士演習場が市域の３５％を占めている。 

 

  
冨士山と富士吉田市街地（新倉浅間公園より） 

 

（２）歴史・文化 

富士吉田市の歴史は古く、「霊峰富士」とともに歩んできた歴史は民話や神話にも多く描かれてき

た。 

平安・鎌倉・室町時代を経て発展し、江戸時代には甲州街道の支道、旧鎌倉往還の宿場町として栄

えてきた。 

 富士山は、江戸時代の１７０７年（宝永４年）１２月１６日の富士山噴火「宝永大噴火」によって

地形が変化した。「富士山信仰の町」として栄え、明治以降、織物が近代産業として脚光を浴びて以

来、富士北麓地域の中心都市として役割を担っている。 

 富士山は、信仰の対象として崇められ、富士信仰が全国各地に拡大すると次第に「登拝」の対象と

なり、来往する信徒に対する宿坊の提供、潔斎、祈祷を仕事とする「御師（おし）＝道者」が発生し

た。「御師坊」以外への宿泊は禁止されていたため、御師町を成立させ、その存続のため条件にもな

った。上吉田は、「富士信仰の町」「北口本宮富士浅間神社の門前町」として発達してきた。 

しかし、その門前町は、富士浅間神社の直前に展開するのではなく、境内の北西に沿って、西へ約

３００ｍ余り余横町が続き、その西端から直角に北東へ折れる形で形成された。理由として、富士山

の火山灰や溶岩による岩盤地帯を避けるため形成された。 
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現在の「富士吉田市」は、１９５１年（昭和２６年）３月２０日、下吉田町・明見町・富士上吉田

町が合併して発足、市制施行６５年を迎える。 

 

（３）交通網 

広域交通網としては、自動車専用道路の中央自動車道富士吉田線及び東富士五湖道路が通るほか、

甲府方面とは国道１３７号、静岡県御殿場方面とは国道１３８号、大月・都留方面及び静岡県富士宮・

富士とは国道１３９号の計５路線６ルートが通っており、本市は広域的な交通の要衝の位置を占めて

いる。 

鉄道は、富士急行線が河口湖方面とＪＲ中央線大月駅方面を結んでおり、東京方面との通勤・通学・

観光交流を支えている。平成２３年７月１日、富士吉田駅を「富士山駅」に改名した。 

 

（４）人口推移 

富士吉田市の人口の推移をみると、総人口は、昭和３５年（１９６０年）から平成２年（１９９０

年）にかけて年々増加していった後、平成２年（１９９０年）の５４，８０４人をピークとして減少

に転じ、その後も人口減少が止まらず、平成２７年（２０１５年）１２月１日現在では人口５０，４

３６人となっている。 

 

（人口予測） 

国立社会保障・人口問題研究所と日本創成会議による本市の人口推計によると、２４年後の平成５

２年（２０４０年）の総人口は、３５，７６５人。１４，６７１人減少と予測されている。 

 

（一世帯当たりの人員数） 

総世帯数は年々増加の傾向にあり、昭和３５年（１９６０年）の総世帯は、８，５０３世帯。５５

年後の平成２７年（２０１５年）には、１８，１２７世帯と約２．１３倍に増加している。 

一世帯当たりの人員数をみると、昭和３５年（１９６０年）には、一世帯あたり５．０１人の家族

構成であったものが、５０年後の平成２２年（２０１０年）には３人を割り込み、平成２７年（２０

１５年）１１月１日現在では２．６１人まで減少している。 

このことから、市内世帯の核家族化や単身で生活する人々が増加していることが伺える。 

 

（５）地域内の基礎的データ 

① 商工業者数と小規模事業者数の推移  

   平成２７年４月１日現在の商工業者数は、５，２９１事業所で、その内、小規模事業者数は 

  ５，１３２事業所で小規模事業者比率は９７．０％である。  

 

●商工業者数 

平成２７年４月１日現在の商工業者数は、５，２９１事業所で、５年前の平成２２年４月１日

現在の商工業者数５，４１９事業所に比べ１２８事業所、２．４％減少している。 

 

●小規模事業者数 

平成２７年４月１日現在の小規模事業者数は、５，１３２事業所で、５年前の平成２２年４月１

日現在の５，２５２事業所に比べ１２０事業所、２．３％減少している。 

 

②業種別構成 

商工業者数の業種別では、製造業が１，６８４事業所で３１．８％と最も多く、次いでサービス

業が１，２３１事業所で２３．３％、建設業が９２３事業所で１７．４％と続いている。 

  小規模事業者数の業種別では、製造業が１，６６１事業所で３２．４％と最も多く、次いでサー

ビス業が１，１８４事業所で２３．０％、建設業が９１３事業所で１７．８％と続いている。 
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商工業者数と小規模事業者数の業種別（現在）  平成２７年４月１日現在 

  業種 商工業者 小規模事業者 

商工業者数 構成比（％） 小規模事業者数 構成比（％） 

農林水産業 １０      ０．２      １０      ０．２

建設業     ９２３     １７．４     ９１３     １７．８

製造業   １，６８４     ３１．８   １，６６１     ３２．４

卸売業     １６８      ３．２     １５８      ３．１

小売業     ９７１     １８．４     ９２７     １８．１

金融・保険業      ８４      １．６      ７１      １．４

不動産業     １６４      ３．１     １６３      ３．２

運輸・通信業      ５１      １．０      ４２      ０．８

電気・ガス・水

道・熱供給業 

      ５      ０．０       ３      ０．０

サービス業   １，２３１     ２３．３   １，１８４     ２３．０

合計   ５，２９１    １００．０   ５，１３２    １００．０

 

商工業者数と小規模事業者数の業種別（５年前） 平成２２年４月１日現在 

  業種 商工業者 小規模事業者 

商工業者数 構成比（％） 小規模事業者数 構成比（％） 

農林水産業 １０      ０．２      １０      ０．２

建設業     ９２６     １７．１     ９１６     １７．５

製造業   １，８３６     ３３．９   １，８１３     ３４．５

卸売業     １６６      ３．１     １５６      ３．０

小売業     ９７５     １８．０     ９３１     １７．７

金融・保険業      ８３      １．５      ６７      １．３

不動産業     １５９      ２．９     １５７      ３．０

運輸・通信業      ５３      １．０      ４４      ０．８

電気・ガス・水

道・熱供給業 

      ２      ０．０       ０      ０．０

サービス業   １，２０９     ２２．３   １，１５８     ２２．０

合計   ５，４１９    １００．０   ５，２５２    １００．０

 

商工業者数と小規模事業者数の業種別（１０年前）平成１７年４月１日現在 

  業種 商工業者 小規模事業者 

商工業者数 構成比（％） 小規模事業者数 構成比（％） 

農林水産業  ５      ０．０       ５      ０．０

建設業     ５７７     １０．０     ５４９     １０．５

製造業   ２，１４０     ３７．３   ２，０７３     ３９．５

卸売業     ２４３      ４．２     １６９      ３．２

小売業   １，７２２     ３０．０   １，５９５     ３０．４

金融・保険業      ８０      １．４      ３６      ０．７

不動産業     １３３      ２．３     １２５      ２．４

運輸・通信業      ４５      ０．１      １１      ０．２

電気・ガス・水

道・熱供給業 

      ５      ０．０       １      ０．０

サービス業     ７８７     １３．７     ６８０     １３．０

合計   ５，７３７    １００．０   ５，２４４    １００．０
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（６）産業構造 

富士吉田市における産業構造は、小規模事業者が９７％を占めている。富士山信仰の門前町・御師

宿坊の町である「上吉田地域」と織物の分業体制確立から「垂直型一貫生産」体制を確立した「下吉

田地区」の牽引により、商店街が形成され盛んに商業活動が営まれるようになった。 

 工業、商業、観光について以下のとおり。 

（工業） 

市内上吉田地域が富士山信仰の御師町として経済基盤を確立していったに対して、織物を導入した

のが下吉田地域であった。織物は、富士吉田市の中核産業として、地域経済を支えてきた。 

戦後、設備の近代化と品質の向上、織物の販路開拓、新規織物の開発を促進し、１９６０年代後半

から１９７０年代前半にかけて、最盛期を迎えたが、１９７２年（昭和４７年）の日米繊維協定を契

機として生産量は年々減少し、現在は最盛期の３分の１程度になった。 

しかし、生産規模は縮小したものの、長年培ってきた高い技術力で織られる高品質の織物は、京都

の西陣織、桐生（栃木県）、八王子（東京都）などの全国の繊維産地の下支えの役割も行ってきた。

他産地や企業ブランド製品の生地として活用されてきた。富士吉田地域には長年の織物生産体制の土

壌があるため、織物製品の工程（撚糸、織物、染色、整理等）に必要な業種が全て市内に揃っており、

いわゆる「一貫生産体制」が整っている強みを持っている。 

特に、小規模事業が主体であるため、大量生産でなく、小回りの効く「多品種少ロット」に対応で

きる高品質なものづくり産地でもある。また、全国に例の少ない「先染め技法」は、生地を染めるの

でなく先に、糸を染め、織物に仕上げるため、風合いのある製品づくりとして今も注目を浴びている。

織物製品の種類もネクタイ・傘・婦人服・クッション等小物からインテリア・カーテン・スカーフ・

紳士服生地など多岐に渡って生産されている。特にネクタイ生地の生産額は日本一である。 

（商業） 

富士吉田市の商業は、戦後、昭和２０年代から４０年代にかけては、主要産業であった繊維産業 

の好調さに支えられ商業集積が行われ、商店街形成がされた。中心市街地商店街は、昭和２７年５月

市内１６の商店会２００店舗で富士吉田市商業連合会を組織し、商店会活動が活発に行われたが、現

在９商店会８５店舗と減少している。 

商業統計調査による事業所数、年間商品販売額、従業者数ともに下記のとおり減少している。 

１．事業所数 

商店数は、３０年前の１９８５年（昭和６０年）１，５１６店あった商店は、４年前の２０１１

年（平成２３年）には約半数の７５７店にまで減少。直近の平成２６年は６１１店となっている。

２．年間商品販売額 

年間商品販売額は、商業統計調査によると、３０年前の１９８５年（昭和６０年）１，２４６億

３千万円が、４年前の２０１１年（平成２３年）には、８９４億円にまで減少した。 

また、直近では平成２４年が８６６億５００万円、平成２６年が８５０億５，６０３万円と１．８％、

１５億４，９００万円減少している。 

３．従業者数 

従業者数は、平成２６年は３，３１０人で平成２４年３，５６５人に比べ２５５人、７．２％減

少している。 

（観光） 

 富士吉田市の観光は、夏の富士山登山の玄関口として最盛期を迎える。特に、７月１日の富士山御

山開き以降８月まで登山客で賑わうほか、春、秋の観光シーズンは富士五湖周辺には、県内外から多

くの行楽客で賑わいをみせ、全国の一大観光地といえる。 

 「富士山」は、２０１３年（平成２５年）６月２２日、富士山を含む２５の構成資産が「富士山―

信仰の対象と芸術の源泉」として、カンボジア・プノンペンで開催された世界遺産委員会で登録され

高く評価され、「日本の宝」から「世界の宝」となった。 

 これを受け、構成資産や富士山周辺の観光施設・宿泊施設には国内外から多くの観光客が訪れてい

る。 

特に、日本文化に親しめる外国人観光客の人気ルート、いわゆる「ゴールデンルート」と呼ばれる、

「富士山～京都」の定番であり、国内外の観光客は、富士山世界遺産登録による富士五湖周辺地域の

経済波及効果は、３８億４４００万円。富士吉田市上吉田地区の「御師の家」は富士山を神様として
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祀り上げている世界遺産「富士山信仰」が今も根付いており、年間観光客は海外からのインバウンド

観光客が増加している。 

 主な観光資源としては、富士山のほか、富士急ハイランド、北口本宮富士浅間神社などがある。イ

ベントは、毎年８月２６日開催の日本三奇祭の一つ「吉田の火まつり」、９月１９日の「やぶさめ祭

り」などがある。 

 

２．地域の現状と課題 
 

（１）工業の現状と課題 

（現状） 

地場産業として代表されるのは、繊維産業である。山梨県東部地域は郡内織物とよばれる織物の産

地で、その内富士吉田市は８割を生産する主要産地である。 

軽く薄手で優美な風合いの「甲斐絹」は、羽織や和服の裏地として発展し、明治維新後格調美を誇

る高級絹織物として盛んに生産され、現在もその高い技術を継承している。 

糸を染めてから製織し柄を表現する先染め織物が特徴で、撚糸、染色、整経、製織、整理加工等の

工程を産地で分業しそれぞれの工程が有機的に連携し、原糸製造工程を除く生地製織迄の一貫生産体

制が構築されている。関連する事業者のほとんどが家内労働等の小規模事業者が主体で、産地の発展

に貢献してきている。 

（課題） 

織物に扱う素材は多彩で、幅広いアイテムへ展開されており、服裏地、ネクタイ、傘等国内外の地

域ブランド・有名企業ブランドの下支えとして委託生産（ＯＥＭ）を中心とした産地である。 

しかし、近年では、中国など東南アジア諸国の台頭により、地域全体としての製造品出荷額が年々

減少ており、それに伴い従事者の減少や、後継者不足、経営者の高齢化が進んでおり、産地の特徴で

ある一貫生産体制の堅持が困難になってきている。 

こうした状況から、これまでの産地が表に出ない、下請け的なＯＥＭ生産に依存していた産地構造

の転換が求められている。近年は若手後継者を中心に、デザイン化された最終製品を手掛けブランド

化する動きが活発化しているが、今後こうした取り組みを加速させ、独自ブランドを創出し顔の見え

る産地の構築が必要となっている。また、海外製品の流入により飽和化している国内市場から海外市

場へ新たな販路を求めて行かなければならない。 

 

（２）商業の現状と課題 

（現状） 

 商業の現状は、商圏実態調査によると、富士吉田市内の商店で何が購入されているか「消費者購買

行動」の購入品目の構成別では、飲食が１１％、次いで時計・カメラ・家電・書籍等の文化品１０．

０％、食料品が９．２％、寝具類、靴・カバン・服飾品・アクセサリー等の身の回り品が８．９％の

順となっている。 

 また、消費者から地元商店・商店街に関する要望として、生鮮食料品の充実が４９．８％で第１位

であり、第２位は日用雑貨の充実が３９．２％、第３位が駐車場の充実で３２．８％となっている。

（注）商圏実態調査とは 

   山梨県下の富士吉田商工会議所・甲府商工会議所・山梨県商工会連合会が１９７８年（昭和

５３年）より、消費者購買行動の実態を把握し、地域商業の振興のため３年に一度実施している。

平成２５年度で１３回目となる。調査対象は山梨県下の７，５８２世帯。調査項目は、利用店舗、

買い物場所で消費者行動の品目別に動態を調査している 

 

また、現在、９商店会で構成する富士吉田市商業連合会が、商店会の機能向上を図るため、様々な

イベントを展開し努力している。特に、中心市街地の商店街の各商店が、専門知識を活かし商店のフ

ァンづくりのため、ゼミナール（教室）を開き、消費者拡大に努力している。 

（課題） 

富士吉田市の商店数をはじめ年間商品販売額、従業者数が減少しており、商店主の高齢化、後継者

不足が大きな課題となっている。 
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 （３）観光の現状と課題 

 （現状） 

観光財源としては富士山があげられる。かつては江戸時代の関東周辺の富士山信仰「冨士講」の拠

点として、「御師の家」と呼ばれる富士登山までの宿泊所を提供し、栄えてきた。 

 

（課題） 

従来の富士登山については、麓の吉田口登山道から登山していたが、１９６４年（昭和３９年）

４月富士スバルライン開通以来、自動車で富士山５合目までいけるようになり、吉田口からの登山客

も激減し、富士五湖経済圏の中核都市であるものの、観光面では周辺観光地である山中湖や河口湖の

通過都市となっている。今後は、県内外の観光客をいかに街なか（富士吉田市内）に滞留させるかが

課題となっている。 

このような中で、平成２５年６月富士山が世界遺産に登録され、富士山観光を目的とした外国人

観光客など国内外から増加しており「強み」となっている。現在、外国人観光客を地域に取り込む

方策に乏しく地元小規模事業者への経済波及効果は限定的となっている。 

そのためには、「魅力ある観光施設づくり」や「外国人インバウンド客向けの多言語対策」、「クレ

ジットカード決済」の普及促進、「飲食店の外国人向けメニューづくり」支援など地域の受入体制の

整備が重要となる。 

また、富士吉田市は、首都東京に隣接し、東京まで２時間で行ける立地やアクセスも良好であり、

更に、今後２０２７年には、山梨県内においてリニア中央新幹線の甲府駅が予定されており、近畿地

方や首都圏から多くの観光や通勤、通学者などにも利用時間短縮される予定であり、如何に取り込ん

でいくかが課題でもある。 

 

（地域名産品） 

富士山の雪解け水をはじめとする恵まれた自然風土に育まれた街であり、地域の名産品として、こ

の資源を活用したものに、富士北麓のミネラルウォーター、吉田のうどん、ふじやまビール等がある。

その中でも近年全国的にも認知度が高まっている「吉田のうどん」が地域の名物となっている。し

かしながら、ご当地グルメの「Ｂ１グランプリ」に代表されるような域外に発信するような取り組み

が欠けており、地域の名産品としての発信が求められている。 

富士山という日本一の地域資源に恵まれながら、これを活かした名産品・土産品が乏しく、観光客

等の地域内滞留と併せて、事業者に経済波及をもたらすための取り組みとして地域発の名産品・土産

品等の商品創出が課題となっている。 

 

（観光客の推移） 

平成２５年山梨県観光入込客数（実人数）は、山梨県全体で２，９６７．８万人。その内富士吉田

市には４５０．８万人、周辺地域では富士河口湖町が３９６．２万人、鳴沢村が２２１．７万人、山

中湖村が８０．２万人の順となっている。富士吉田市は、前年比で８．５％増加した。 

 

富士五湖周辺市町村別観光入込客数（実人数）       （単位：人） 

 平成２５年 平成２４年 対前年比 

富士吉田市 ４，５０８，１２６ ４，１５６，１１７ １０８．５％ 

富士河口湖町 ３，９６１，７７６ ３，１７９，１１６ １２４．６％ 

鳴沢村 ２，２１６，５１７ １，９８３，０５２    １１１．８％ 

山中湖村   ８０１，６４８    ７１０，５７８    １１２．８％ 

山梨県全体 ２９，６７８，４３８ ２７，３５１，０００    １０８．５％ 

（宿泊観光客） 

平成２５年宿泊観光客数は、山梨県内の宿泊者数は６５２．１万人。圏域別にみると「富士吉田・

河口湖・三つ峠周辺」が１８７．７万人で県全体の５６％を占めている。 
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平成２５年圏域別推計宿泊客数     （単位：人） 

     圏域名 宿泊者 

１．富士吉田・河口湖・三つ峠周辺 １，８７７，４８９ 

２．山中湖・忍野周辺   ９９２，８４５ 

３．本栖湖・精進湖・西湖周辺   ３７８，７７４ 

４．大月・北都留     ４８，９１１

５．桂川・道志川周辺     ３０，０４８

富士・東部圏域合計（１～５） ３，３２８，０６７

山梨県合計  ６，５２１，０００

（観光消費額の推定） 

 山梨県の観光客入込調査による、富士北麓地域の１人当たりの平均観光消費額は、平成２６年観光

入込客１，３１２万人の推定観光消費額は、１，９４９億円であり、１人当たり平均消費額は１４，

８５８円となった。また、平成２６年は前年比で２６．４％増加している。（下記参照） 

 

富士北麓地域の観光消費額の推定 

 観光入込客 

実人数・（万人） 

   Ａ 

１人当たり 

平均消費額（円）

   Ｂ 

推定観光消費額 

（億円） 

Ａ×Ｂ 

  前年比 

平成２３年     ９１４   １０，５２３     ９６２    － 

平成２４年   １，０９７   １２，１０９    １，３２８  １３８．１％ 

平成２５年   １，２５６   １２，２７４    １，５４２  １１６．１％ 

平成２６年   １，３１２   １４，８５８    １，９４９ １２６．４％ 
資料：山梨県観光客入込客調査より作成 

※ 富士北麓地域の観光客実人数（Ａ）に山梨県の平均観光消費額（Ｂ）を乗じて推定消費額を算出 

（外国人宿泊者数） 

 観光庁「宿泊旅行調査」によると、山梨県に宿泊する外国人宿泊者数が増加している。また、山梨

県内でも特に富士北麓地域へ外国人宿泊者が増加している。 

 

            山梨県の外国人延べ宿泊者数の推移     単位：万人 

       年 外国人延べ宿泊者数 前年比 

平成２３年 ２５．０    － 

平成２４年 ３８．７ １５４．８％ 

平成２５年 ４９．２ １２７．１％ 

平成２６年 ９４．２ １９１．４％ 

                         観光庁「宿泊旅行調査」より 

 平成２６年における外国人延べ宿泊者数は、９４万２，０００人で前年比４５万人、９１．４％の

増加となった。 

 

３．中長期的振興のあり方 
富士吉田商工会議所は、地域総合経済団体として、「地区内における商工業者の共同社会を基盤と

し、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商工業の

発展に寄与する」と定款に定めている。 

小規模事業者に対する中長期的な振興の大きな柱となるのは、小規模事業者の「経営力向上のため

の個別支援」と、地域の行政・支援機関と連携した「地域振興」であり、以下のような中長期的振興

に向けた取組みを基本とする。 

 

中長期的振興のあり方については、「小規模事業者を育てる商工会議所」を目指し『総

活躍小規模事業者に向けた支援』を向こう１０年に向け目指していく。 
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そのためには、２つの柱を目標に推進する。  
【１０年後の個社支援のあるべき姿】 

① 小規模事業者が「どんぶり勘定」から脱却し、これまでの金融、税務、記帳等の「経営改善」

に加え、ビジネスプラン等に基づく経営、需要開拓に向けた事業展開、新事業展開、売上や利

益を確保できる事業計画策定できる。毎月の棚卸や試算表作成、顧客管理、計数管理など行い

自立した経営基盤が確保できる。 
また、組織内体制は「経営発達」に資する取組を行う組織体制づくりが構築できる。 
【１０年後の地域経済の活性化支援のあるべき姿】 

② 地域経済の活性化に向けては、世界遺産効果を強みとして、富士山観光振興による小規模事

業者への経済波及効果が実感できる。県外への広域型販路開拓としては、富士吉田ブランドが

構築され、他地域と差別化を図っている。 
 
 ≪具体的取組み支援≫ 

（１）小規模事業者の個社に対する需要開拓、計数管理、事業計画策定等の経営力向上

の取組み 
① 経営計画策定による経営者の意識改革と計画的な取組みへの支援 

② 産業集積をつくり「新たな需要開拓」の支援 

・地域型販路開拓として、観光振興による小規模事業者への経済波及効果支援 

・広域型販路開拓として、JAPAN ブランド、富士吉田ブランド確立による差別化の推進支援 

③ 内部経営体質の強化 

・有形無形の経営資源を活用した効率的な経営支援 

 

（２）支援体制の強化 
  ① 経営指導員の資質向上のための計画的な教育体系の整備とその実施 

  ② 経営支援ノウハウの形式知化によるデータベースの構築とその活用 

 

４．本計画の目標とその達成に向けた方針 
  地域の現状と課題、中長期的な振興のあり方を踏まえて、本計画の目標とその達成に向けた方針

を以下のとおり設定する。 

   

＜個者企業に対する支援＞ 

（１）「小規模事業者を育てる商工会議所」へ変革 
今後の経営支援の在り方としては、記帳指導や金融支援などの一過性の相談支援ではなく、小規

模事業者の経営力強化を目指した継続的な支援が必要である。 

この実現に向けた方針として、事業計画に基づく実施計画の推進から需要の開拓までの継続的な

支援を行う。 

また支援体制としては、経営指導員の資質向上や指導内容の「見える化」を推進するなどの支援

体制の再構築を図り、総合的・計画的に事業者をモニタリングし、その事業者に適した、様々な支

援策をスピーディーに提供していく。 

 ①【ステップ１：地域の経済動向調査】 

地域内経済動向については、四半期ごとの景況調査により、管内の主要業種別に、経営状況（売

上・採算・資金繰り・雇用状況）経営上の問題点など調査・分析し、地域経済動向情報として企

業活動への活用を図る。 

 

②【ステップ２：経営分析・需要動向調査】 

   経営環境や顧客ニーズ、市場の動向等を知る必要があるため、経営指導員の巡回・窓口相談、

各種セミナーの開催等を通じて、経営者の意識改革を図り、経営分析を行う。 
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③【ステップ３：経営計画の策定・実施支援】 

新たなビジネスモデルの構築や経営課題を解決するため、事業所の経営指導員が、巡回・窓口

により、小規模事業者の経営状況に見合った経営計画策定を支援する。創業、経営革新、事業承

継支援を地域金融機関等と連携して支援を行う。 

 

④【ステップ４：小規模事業者販路開拓支援】 

小規模事業者が多い、主要産業の繊維産業を中心にビジネスマッチングや商談会、とともに収

益が見込める展示会等への出展を促すとともにメディアを活用した積極的な広報を行い、認知度

向上、販路拡大を図る。 

 

＜地域経済の活性化＞ 

（２）富士吉田産業ビジョン５つのプロジェクトの実践 
富士吉田商工会議所では、「富士吉田産業ビジョン」を平成２３年度に策定し、既存の行政区画

にとらわれない富士山を中心としたエリアにおける富士吉田市の将来のあるべき姿を提唱してい

る。 

また、富士吉田市の中長期的将来ビジョンを描き、人口や産業に関する中長期的な施策の基本と

して以下のプロジェクトを提唱しており、こうした取り組みの推進により地域の課題を総合的に解

決・改善し地域の活性化を図る。 

 

プロジェクト 

① 門前町プロジェクト 

富士山世界遺産構成資産の上吉田地区の北口本宮冨士浅間神社周辺を整備し、県内外の観光客

が滞在を楽しむことが出来る「門前町」として整える。 

 

② 企業活動推進プロジェクト 

富士山のブランド化によるイメージ向上により、地域の「門」の役割を経済の面から支えるた

め、以下の事業を実施する。 

１）小規模事業者の需要開拓に役立つ「富士山ブランド認証事業」の実施 

２）地域ブランドを確立し海外展開を支援「富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト」の実施

 

③ ダウンタウン・プロジェクト 

 昭和レトロの雰囲気がある下吉田地区の魅力を高め、来訪者が滞在できる空間づくり。上吉田

地区の北口本宮冨士浅間神社来訪者を下吉田地区へ誘導する。 

１）空き店舗対策事業の推進 

２）小規模事業者を取り込むインバウンド観光に受け入れ整備 

 

④ ホームタウン・プロジェクト 

住みやすいまちとして基盤強化することで、地域全体の門の役割を支え、地域と外のつながり

を持続的なものにする。 

        

⑤ Ｇreater 富士吉田/Ｇreater 富士山発信プロジェクト 

訪れる人の視点から情報を分かりやすく魅力的に整理しインターネットを中心に公開する。 

 

こうした取り組みの先に、日本の象徴としての「富士山ブランド」の再構築・再発見を行い、小

規模事業者が外貨を獲得し、地域に還元される仕掛けづくりにより、富士吉田市内及び周辺地域の

「経済力向上」に努めていく。 
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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】 
（目的） 

 地域内小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題を把握し、その時々において必要な小規模事業者

支援策を提供できるようにする。 

 

（１）現状と課題 

   （現状） 

小規模事業者に管内の景気動向を提供する手段として、現状では、景況リアルタイム調査を

実施している。 

景況リアルタイム調査とは、ＦＡＸにより四半期ごと（３カ月）に１回調査をし、他の支援機

関などの景気動向調査は、結果が出るまでは、１ヵ月程度はかかるが、本調査は、２週間程度の

短期に実態が把握できる即効性ある調査として地域の経済動向に貢献してきた。 

対象は、本商工会議所の議員・商工業振興委員・青年部・女性会のメンバーを対象に２００事

業所。調査内容は、売上高・採算・資金繰り・雇用状況を基本調査とし、加えて経済情勢を踏ま

えた項目を追加調査している。 

また、本調査結果は、会報に掲載しているが広く周知はしていなかった。さらに、業種別には

分析していない。 

（課題） 

① 業種ごとに分析がされていないため業種に対応した個社支援（経営支援）に活かされていな

かった。 

② 経済情勢を踏まえた調査においては、同一項目において定期的な調査となっていないため趨

勢分析がおこなわれていなかった。 

③ 調査結果が経営指導員及び職員間における情報共有も図れてない。 

④ 小規模事業者への経営指導等の個別指導に活かしきれてない。 

⑤ 調査結果を経営計画（小規模事業者の経営指針、販売戦略、販路開拓、商品開発等）の参考

として広く情報発信されていない。 

  

（２）改善点 

① 調査結果を業種ごとに分析し、小規模事業者の業種別にみた経営支援に活かしていく。 

② 地域経済動向の指標となる「設備投資動向」「賃金動向」「消費動向」については半年に１回

定期的に調査を実施し、側面から地域経済の実態を明確にする。 

③ 調査結果を経営指導員及び職員間における情報の共有化を毎月１回定期的に図っていく。 

④ 調査結果を経営指導員が小規模事業者の個別指導（経営相談）時に活かす。 

⑤ 調査結果をホームページで掲載し、経営計画参考として小規模事業者に広く情報発信する。

 

（３）事業内容 

① 業種ごとに調査分析する。（新たな取組み） 

１）目的  小規模事業者に対して、事業計画策定時に必要な外部環境の把握のために経済動

向に関する情報を業種別に収集・整理し、提供する。 

２）分析  収集・整理した情報を事業者の業種別に年４回分析する。 

３）内容  調査対象業種として、１．繊維工業、２．製造業、３．建設業、４．小売業、５．
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卸売業、６．金融保険業、７．サービス業、８．その他の８分類で調査する。 

質問項目は、１．売上高、２．採算、３．資金繰り、４．雇用状況の４項目を業

種ごとに分析を行う。 

 ４）活用  ○ 小規模事業者個々の業種別に経営課題に合ったデータを提供することで、事

業計画策定の基礎データとして役立てる。 

       ○ 経営指導員情報共有ミーティングを通じて、経営指導で活用する。 

       ○ 地域経済活性化の方向性に活用する。 

 
②「設備投資動向」「賃金動向」「消費動向」等について半年に１回定期的に調査を実施する。 
  地域経済動向の把握に必要な項目を、定期的に調査し業種別に趨勢分析することで、業種ご

との潜在的な動向を明確にし、経営計画に活用する。 
 

③ 経営指導員及び職員間における情報共有を図る。 

経営指導員が小規模事業者に対して行う、経営、金融、税務、労働、取引等の経営相談に伴

う巡回訪問時に得た業界動向等の聞き取り情報や景況リアルタイム調査の業種別集計結果を

「経営指導員情報共有ミーティング」など所内で共有化する。 

   経営指導員７名で開催する情報共有のミーティングは、これまで不定期で必要がある時のみ

開催していたが、今後は、「毎月１回定期的」に「小規模事業者の業種に見合った」伴走型支

援の支援方法、助言内容を共有するためのミーティングを実施する。 

 

④ 小規模事業者へ情報発信 

調査結果を小規模事業者の経営指針、販売戦略、販路開拓等の参考として広く情報発信する。

また、小規模事業者の経営指針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の参考として広く情報発

信する。 

更に会報だけでなくホームページにも掲載し、管内小規模事業者に広く情報提供していく。

 

（３）目標 

調査内容 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

①業種別景況リア

ルタイム調査に

おける業種別調

査分析回数 

４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回

②潜在的地域経済

動向調査 
０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

③経営指導員会議

回数（毎月１回） 
不定期 

１２回 １２回 １２回  １２回  １２回

④業種別データの

ホームページ情

報提供掲載回数 

０ ４回 ４回 ４回

 

４回 

 

４回

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 
（１）現状と課題 

  小規模事業者が持続的に発展していくためには、大企業にはない小回りのきく経営や価格以外の

強みで乗り越えていく必要がある。しかし、小規模事業者においては自社の経営分析や、自社の強

み・弱みを明確に理解している事業者は極めて少ない。 

 現状の経営分析については、資金繰りの相談者のみ行っていたため小規模事業者の経営悪化を早

期に捉えることが出来なかった。また、経営の持続的発展のための経営計画策定の動機付けが出来

ていなかった。 
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（２）改善方法 

① 商工会議所では、決算指導（平成２６年度３１１件）、金融斡旋（平成２６年度１８０件）を

小規模事業者支援として実施している。この中で、決算内容を精査し経営分析が必要な事業所

を抽出して、経営分析を実施する。 

② 経営指導員の地区内の計画的な巡回により、小規模事業者の経営現場を知り、個々の事業者の

実情や経営課題の把握に努めるとともに、必要に応じて収集した情報により経営分析を実施

し、分析結果を用いた適切な助言・支援を行う。 

 ③ 経営状況を把握するための方策及び経営分析件数を増やすために広報紙に経営分析の必要性 

を掲載し、小規模事業者に広く周知する。 

 

（３）事業内容 

① ＳＷＯＴ分析等による経営分析 

経営指導員が各種研修会等で習得したＳＷＯＴ分析による強み・弱みの分析、中小企業基盤 

整備機構の企業の経営自己診断システム等を活用した経営分析を行う。 

経営分析の参考指標としては、ＴＫＣ経営指標、（株）経営ソフトリサーチの経営情報サービ

スを活用する。経営分析としては、成長性（対前年度売上高伸び率、各利益伸び率など）、収益

性（売上高経常利益率、総資本経常利益率、総資本回転率など）、安全性（流動比率、当座比率、

固定比率、自己資本比率など）、生産性（労働生産性、労働分配率など）等を分析し参考指標と

比較する中で改善点を明確にする。 

ＳＷＯＴ分析は、外部環境として「地域の経済動向」や「需要動向調査」などより個社ごとの

事業機会を分析・把握し、新たに気付いた自社の強みを捉えた「経営への新たな気づき」による

経営者の意識改革をもたらすことで、事業計画策定に活用していく。 

 

 ② 無形（知的）財産の評価 

小規模事業者は、有形資産等の経営資源に乏しい反面、経営者にとって当たり前となって気

づかない独自の経験により培われた特有の無形財産が埋もれている。 

経営者の理念、独自の技術・ノウハウ、商品のブランド力、取引先や関係企業とのネットワ

ーク、人材、組織力、地域との繋がり等、こうした目に見えない財産は小規模事業者の競争力

の源泉であり、これらを無形財産マップ等の作成により評価し、可視化（権利化、マニュアル

化、営業秘密化等）することで構造資産化する。これにより防衛力の強化のみならず、企業の

強みとして経営計画の策定に活かすとともに、融資の際の新たな担保として企業価値の再評価

につなげる。 

  

（４）目標 

支援内容 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

① 経営分析件数 ２５ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

②無形財産の評価 ０ ５ ５ ５ ５ ５

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

（１）現状と課題 

地域内の小規模事業者が経営課題を解決し、持続的発展を図るためには、１の地域の経済動向調

査、２の経営分析、５の需要動向を見据えた事業計画を策定する必要があるが、これらを活用した

事業計画を策定している企業は少ないのが現状である。 

また、創業者においては、収入の面から直前まで働いている方も多く、事業計画を立てる余裕も

ないことが多いため、計画的な事業推進ができていない。 

 

（２）改善方法 
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小規模事業者に事業計画の策定の必要性の認識をして頂くために前述の経営分析を積極的に行

ない、経営環境が変化する中で自社が計画的に事業展開を行わないと継続しないことを気づかせ

る。 

また、経営計画の意義、策定方法などの周知、策定方法を習得するための経営計画策定セミナー、

個別相談会の開催を行う。また、繰り返し必要性を周知するため会報、巡回窓口相談による周知・

浸透を図ると共に継続的に事業計画の策定のための指導・助言を行う。 

  創業支援については、産業競争力強化法に基づく認定を受けた富士吉田市と連携して「窓口相談」

を実施し、創業希望者への手続き等のアドバイス、新規開業者への税務関係・帳簿関係・融資関係・

店舗情報等全般的な経営サポートを行い、創業前のスムーズな準備手続き、開業後のスムーズな経

営が出来るよう創業者を支援していく。 

  平成２７年の指導件数が８件であることから、今後の目標を１０件とし、平均指導回数を年２回

以上の指導を行っていく。 

  事業承継については、平成２８年度公益財団法人やまなし産業支援機構内に設置する「山梨県事

業引継ぎ相談窓口」と連携して、事業承継支援のサポートを行う。主なサポート内容は、１．事業

承継相談者の相談支援のサポート、２．事業承継に関する情報交換を支援する。 

 

（３）支援対象 

管内小規模事業者すべてを対象とする。特に、政府系金融機関である日本政策金融公庫のマル

経融資（小規模事業者経営改善資金）や支援機関である地域金融機関（都留信用組合等）と連携

し、経営革新に取り組む小規模事業者、小規模事業者持続化補助金などの支援施策の活用を希望

する事業者及び創業、第二創業予定者や事業承継予定者等を対象とする。 

 

（４）事業内容 

 ①小規模事業者支援について 

  1)事業計画策定セミナー開催 

補助金説明会など事業計画策定に関するセミナーの開催により、事業計画策定を目指す小

規模事業者の掘起こしを行う。 

2)事業計画策定支援 

経営分析を行った小規模事業者に対し、課題を説明し経営指導員が寄り添う中で事業計画

策定を支援する。事業計画の作成を進めるにあたり、経営指導員と中小企業診断士による個

別相談会を開催し、小規模事業者と計画の方向性について 

3)中小企業診断士等の専門家の派遣 

   外部の支援が必要と判断される事業所においては、中小企業診断士、税理士等の専門家を

派遣して策定を支援する。 

 

②創業支援・事業承継について 

1)事業計画策定支援 

a.創業支援施策情報の提供 

b.創業支援計画策定 

c.地域支援機関との連携 

都留信用組合と連携して「創業スクール」による創業支援を行う。 

山梨創業・経営支援および地域・観光資源活用ネットワークとの連携により、創業者にビ

ジネスプランの策定段階から政府系融資を中心に金融相談を行う。 

d.専門家派遣 

 

2)個別相談窓口設置によるハンズオン支援 

富士吉田市及び市内金融機関、日本政策金融機関、信用保証協会と連携し、経営指導員によ

るハンズオン支援を行う。 

    必要な資格や店舗、税務上の手続きや創業資金、法人・個人の違いや申告方法等、創業前に

創業者が知りたい情報を提供し、スムーズな創業が出来るようアドバイスを行う。 
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（５）目標 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①経営計画の重要性を周知 0 件 2,050 件 4,100 件 4,100 件 4,100 件 4,100 件

②事業計画策定セミナー 2 回  2 回  2 回 2 回 2回 2 回

③事業計画策定支援相談会

の開催 2 回 8 回 8 回 12 回 12 回 12 回

④事業計画策定事業者 ２５件 ３０件 ３０件 ３５件 ４０件 ５０件

⑤専門家派遣事業所 ２５件 ２５件 ２５件 ２５件 ２５件 ２５件

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

（１）現状と課題 

  経営計画策定においては、策定までは頻繁にヒアリング及び策定支援を行なっているが、策定後

において計画の進捗状況の確認、フォローが充分出来ていなかった。小規模事業者においても計画

策定が目的になってしまい「絵に描いた餅」になるケースが多く見られた。 

 
（２）改善方法 

  小規模事業者の多くは、経営資源が限られていることから、単独で事業計画を実施することは困

難であり、フォローアップを四半期ごとに巡回指導により計画的に行なうことで事業計画の実現に

向けた支援を行なう。また、その過程で顕在化した高度な課題に対しては、専門的な知識やノウハ

ウを有する中小企業診断士をはじめとし、各支援機関、金融機関と連携して課題解決を図る。 

 

（３）支援対象 

上記記載の事業計画の策定支援事業者は、すべて事業計画実施支援事業の対象とし、事業計画

達成に向けたフォローアップを行う。 

 

（４）事業内容 

 事業計画の実施支援の指導内容 

① 商業、工業の業種別チームにより、上記事業計画策定事業者を対象に策定後の進捗状況の把握

と助言・指導を四半期ごとに行う。必要に応じＰＤＣＡ手法を用いた経営指導員によるフォロー

アップ、専門家派遣を実施する 

② 小規模事業者支援施策である持続化補助金などを活用した事業者については、計画に沿った

実行がされているかを、事業報告が完了するまでフォローアップをしていく。 

③ 当所が作成支援した経営計画に基づき、小規模事業者経営発達支援資金をはじめ日本政策金融

公庫の制度融資であるマル経資金や中小企業経営力強化資金の優遇利率制度などを活用して、計

画実行に必要な資金調達支援を行なう。 

④ 小規模事業者のメインバンクと山梨県信用保証協会、日本政策金融公庫が連携して行う協調融

資をコーディネートし、幅広い事業計画に対応した資金面の支援を行なう。 

⑤ 利益確保のために計画と実績との差異分析との修正対応により、目標利益の達成をめざす伴走

型支援を図っていく。 

 

（５）目標 

支援目標 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①フォローアップ回数 

（１事業当たり） 
１～２回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回

②専門家派遣 

（フォローアップ派遣）
０件 ５件 ５件 １０件 １０件 １０件
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
  
（１） 現状と課題 

  小規模事業者が商品（製品）・サービス等を提供する際「顧客ニーズがどこにあるのか」などの

視点が欠けていることが多々見受けられた。事業経営において売上・利益の目標を達成し、企業の

持続的発展を促進するためには、事前の需要動向調査は不可欠であるが、その必要性と情報の収集

方法を理解している小規模事業者は少ない。 

このなかで、地場産業である繊維産業は、ＯＥＭ生産が主体であったため、各個社が独自ブラン

 ド化に取組んだものの、自社の「強み」に基づく「シーズ視点」の考え方が強く、顧客ニーズの情

報把握が不十分のため、売上の貢献には至ってはいない。 

また、商業・サービス業分野においても、若年層の顧客ニーズの変化の把握や、高齢化社会への

 対応に伴う新たなニーズの情報が少なく、時代に合った消費者への提案等が必要である。 

これらの小規模事業者のマーケットインへの意識改革への取り組みに対して、支援側である当商

 工会議所としても、対応が十分にできていない。 

現在、需要動向に関しては、窓口・巡回訪問等の相談があった小規模事業者に対して、各経営指

導員の持っている個別のノウハウで情報提供をしていた。しかし、消費トレンドや市場ニーズの変

化のスピードが速い昨今、需要調査の必要性は認識しているものの、計画的に行われていない。 

また、当地域の成長産業である観光関連産業への情報提供が不足している。 
 

（２） 改善方法 

小規模事業者に対して、販路開拓に必要とされる【顧客ニーズに基づく商品・サービス提供＝ 

マーケットイン】の必要性の認識を高めるために、経営指導員等が日々の巡回・窓口相談を通じ説

いていく。 

また、各小規模事業者の事業経営における、売上・利益の向上を目標とした経営計画策定におい

 て、実効性のある顧客ニーズ情報を提供し、販路開拓による売上げ向上に役立てる。  

２）業種別に、下記（３）事業内容に記載される各トレンド情報等の提供を中心に、顧客ニーズの

動向・市場の規模・商圏・競合他社等の各情報を収集し提供する 

３）販路開拓等に向けた経営計画策定の情報としての活用。その後の実施支援に対して役立てる。

４）小規模事業者が、自社に必要な情報の収集・整理・分析の必要性を理解出来るように、経営指

導員等が、日々の巡回・窓口相談を通じ伴走型の支援をする。 

 

（３） 事業内容（今後の取組） 

  業種別のトレンド情報の提供 

① 目的 ② 情報の項目 ③ 調査方法 ④ 活用方法 ⑤ 期待効果 

１） 

繊維産業

へのトレ

ンド情報

の提供   

ネクタイ、スカーフな

どの流行色、デザイ

ン、生地などの（春

夏）・（秋冬）のトレン

ド情報 

（※OEM による生産が

主となるため製品開

発に必要なトレンド

情報が欠けている） 

経営指導員がテキス

タイル展・ギフトシ

ョー等での情報を収

集・デザイナーなど

専門家からのヒヤリ

ングを通じて調査収

集する年２回 

(注１) 

需要動向調査の中で、市

場や業界の変化に着目

し、個社の経営計画策定

において活用するＳＷＯ

Ｔ分析に反映させること

で、自社が競合よりも優

位にビジネスを進めるこ

とができる実現性のある

経営計画の策定に活用す

る。 

また、実施支援において

も、経営指導員等のフォ

ローアップの中で、実行

上の差異を分析して、経

営計画の見直しなどに活

用する。 

及び、販路拡大に向けた

小規模事業者の外部環境

１）ネクタイ、スカーフ

などの取扱い事業者の課

題とされた流行色、デザ

イン等のトレンド情報を

活用することにより、販

路開拓や、需要開拓に役

立てられる。 

２）従来の自社が持つ「強

み」に基づく「シーズ視

点」のモノ作りから、顧

客ニーズの把握により、

需要を見据えた事業計画

策定に役立てられる。 

３）製織する生地の開発、

新分野への進出に関する

事業計画策定に役立てら

れる。 

４）ファッション等、刻々

と変化する市場の動向を
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資料として、迅速な販売

戦略・経営戦略の立案に

役立てる。 

 

迅速、正確に把握し、事

業者が活用することによ

り、その時代に合ったト

レンドの商品や、品揃え

が可能になり、小規模事

業者の販売力の強化が図

られ、業績の向上に役立

てられる。 

 

 

 

 

２） 

理容・美容

業界の流

行スタイ

ル情報の

提供 

１）ヘアスタイルのト

レンド情報 

① 大学、高校の卒業

生を対象にした就

職面接用に適した

ヘアスタイル 

② 成人式向けの女

性用ヘアスタイル 

２）メイク・コスメ等

の施術サービスの

調査（シミ・シワ取

り等の健康肌・育毛

等） 

 

県内の理容組合の

講師や、美容組合と

連携して、組合の講

師による講習会の開

催 

(注１)及び 

個社の提案するヘアス

タイルに、トレンド情報

を活用して、販売促進に

繋がるコンシューマプロ

モーションとして活用す

る。 

１）消費額の多い若者を

対象としたヘアスタイ

ルは、刻々と変化する

市場動向を迅速、正確

に把握し、事業者が活

用することで、時代に

合ったトレンドのサー

ビスが可能となり、小

規模事業者の販売力の

強化へ役立てられる。

２）新サービスの開発等、

新たに取り組む事業戦

略の策定に役立てられ

る。 

３）売上げ、利益の向上

を目的とする事業計画

の策定に役立てられ

る。 

 

３） 

観光関連

産業への

観光客消

費動向の

提供 

「富士山の世界文

化遺産登録」以降、外

国人を中心に観光客

集は増加傾向にあり、

外国人への新たな商

品提供のための情報

を調査する。 

具体的な調査項目

は、欲しい（買いたい）

商品、食べたい物、当

地域で訪れたい観光

スポット、当地域での

宿泊の有無、困った事

等の内容を調査。 

 

本商工会議所が、

平成２８年１月より

実施している、「ふじ

さんミュージアム」

での商品テスト販売

時において、来館す

る観光客１００名を

対象に、年数回調査

する。 

収集したデータの

分析は、当所経営指

導員や、中小企業診

断士等の外部専門家

と連携して行う。 

(注１)及び 

個社の販路開拓に向

け、外国人（インバウン

ド）を対象とする商品・

サービスの開発に活用す

る。 

また、販売促進に繋が

るコンシューマプロモー

ションとして活用する。

 

 

 

１）個々の事業者が抱え

る課題や環境に対し、

商品や、サービスに合

ったデータを提供する

ことで、新たな販路開

拓・需要開拓に役立て

られる。 

２）外国人観光客等（イ

ンバウンド）の消費ニ

ーズを迅速、正確に把

握し、小規模事業者が

活用することにより、

外国人等観光客に合っ

た商品・サービス提供

が可能となり、小規模

事業者の販売力の強化

に役立てられる。 

３）新商品の開発、新サ

ービスの開発等、新た

に取り組む事業戦略の

策定に役立てられる。

４）売上げ、利益の向上

を目的とする事業計画

の策定に役立てられ

る。 

 

 



１７ 
 

４）目標 

内 容 現 状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

１）繊維産業のトレンド 

情報の提供企業件数 
未実施 ３０件 １００件 １５０件 ２００件 ２００件

２）理容・美容の需要動向 

の情報提供企業件数 
５０件 ７０件 ７０件 １００件 １００件 １００件

３）観光客の需要動向の情

報提供企業件数 
未実施 ２０件 ５０件 １００件 １００件 １００件

 

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】 
 

（１）現状と課題 

これまでは、販路拡大や売上向上のための情報提供やセミナーを開催し、個別支援については需

要動向における調査結果を基にしたアドバイスや専門家派遣による支援を行ってきた。しかしなが

ら需要開拓に効果を上げるまでには至っていない。 

 

（２）改善方法 

事業計画の策定を支援する中、需要開拓に対する効果を上げるため、直接的な展示会への出展支

援やＰＲ機会の提供を図ることによる販路開拓支援、また拡大を続けているインターネット等の活

用や、富士山の世界遺産登録以降急激にインバウンド需要が増加している中外国人受け入れ体制が

遅れているため、対策支援を行う。その他増加する観光客に向けた地域の新たな特産品や土産品、

オリジナル商品等の販売においてテスト販売等によりニーズを把握するなど、新たな需要開拓に寄

与する支援を行う。 

 

① 地域外への販路開拓のための展示会への参加の推進。 

② 地域内への販路開拓のための会報チラシ折込み事業の推進。 

③ 事業所ホームページの作成支援。 

④ 富士山モールホームページを活用したＰＲ支援。 

⑤ 飲食業など当地域内に訪れる「インバウンド観光客」を対象にした販路開拓のためのＰＲ支援。

 ⑥ 観光土産品テスト販売機会創出支援。 

 ⑦ 織物業者など「製造業の売り場づくり」支援。 

 

（３）支援対象 

① 地域内の小規模事業者で、持続的発展を目指し販路開拓に積極的に取り組む小規模事業者を対

象とする。 

② 特に、事業計画策定支援を受けた事業者で、経営革新、小規模事業者持続化補助金などの支援

施策の活用を希望する事業者、及び創業、第二創業予定者等を主な対象とする。 

③ 富士山ブランド被認証事業者や富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト参加事業者 

 

（４）事業内容 

① 地域外への販路開拓のための展示会への参加の推進。 
 １）展示会参加の推進 

商談会や展示会を活用した販路開拓の支援として、小規模事業者の業種やターゲットに応じ

て適した各種商談会・展示会への参加を支援する。 

具体的には、常に時代の半歩先をとらえた市場創りの先兵としてマーケット情報をタイムリ

ーに発信し、消費者が求める新しいマーケットを創造し続け、各界のショップ、百貨店、専門

店、卸売業者など２０万人のバイヤーが全国規模で来場する「ギフトショー」への参加による

新しい販路の開拓、情報収集を促進するため、参加機会の推進を図る。 
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２）富士山ブランド認証品や富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト品の出展 

これらの展示会においては地域経済の活性化に資する取り組みとして、地域の特産品などを認

証する「ブランド認証事業」における認証品や「富士北麓繊維産業海外プロジェクト事業」に

おける成果品などを積極的に参加推進を図る。 

 

３）効果的な販促活動への支援 

展示会に向けて、小規模事業者に対して、商品・サービスのブラシュアップ・商談の進め方・

プレゼンテーション力の向上やパンフレット・チラシ等の販売促進ツール等について、さらに

また、出展後のバイヤーの名刺の活用や販促活動について、ミラサポ等を活用し専門家も交え

て総合的に支援を行う。 

 

② 地域内への販路開拓のための会報チラシ折込み事業の推進 
  商工会議所で毎月１回発行している会報を活用し、小売商業者や地域内での取引先の拡大等、

地域エリアに重点的にＰＲを図りたい事業者を対象に、会報に小規模事業者のＰＲチラシを折り

込むことにより、地域内の事業所向け販路開拓を支援する。 

 会報は管内事業者約２０００事業所に配布されており、新聞折り込みチラシだと１回のチラシ

配布で２０万円ほどかかるが、会報折込みサービスでは３万円程度で折込出来るため、費用的に

も負担が少なく、経営者やその従業員にもＰＲ出来ることから、積極的に利用を促す。 

   効果的なチラシの作成や掲載については必要に応じ、ミラサポ等を活用し専門家を交えて支援

する。 

 

 ③ 事業所ホームページ作成支援 
  １）作成支援 

インターネット利用状況は平成２５年に総務省で行われた通信利用動向調査の結果によれ

ば全国平均で 82.8％、山梨県では 81.7％と８割超の方が利用している。インターネットの利

用目的・用途については、家庭内からの利用は「電子メールの送受信」が 69.9％と最も多く、

次いで「商品・サービスの購入・取引」（57.2％）となっている。そのため、事業所における

ホームページの開設は販路開拓における重要なツールの一つとなっている。そのため、まだホ

ームページを開設していない事業所を対象にホームページの作成支援を行う。 

また、ＥＣサイトを希望する事業者においても、ミラサポ等を活用し、専門家を交えてサイ

トの構築や管理体制の整備、また管理が難しい事業者については楽天等効果的なサイトへの掲

載を含めた事業者に合った作成支援を行う。 

   

２）効果的な販促への支援 

    作成後はアクセス数や売上への反応を見ながら、更新頻度や掲載内容の見直し、ＳＥＯ対策

等、必要に応じてミラサポ等を活用し専門家を交えた継続的な指導を行っていく。 

    また商工会議所ホームページへのリンク掲載を行い、アクセス数向上を支援する。 

 

④ 富士山モールホームページへの掲載支援（リンク掲載支援） 
 富士吉田市を中心として周辺市町村と連携した情報発信サイト富士山モールは富士五湖地

域における観光情報や買い物店舗情報、飲食店情報、宿泊情報、その他富士五湖地域で事業を

行っている地域のビジネス情報や暮らしに便利な情報をリンク紹介の形式で提供している。 

そのため、小規模事業者におけるインターネットを活用した情報発信や販促活動を支援する

ため、富士山モールホームページへの掲載支援を行い、自社閲覧機会の増大と新たな需要の開

拓を図る。 

 

⑤ インバウンド観光客の地域内対流対策 
 １）外国語対応メニュー支援補助金による支援 

インバウンド観光客に対する飲食業の販路開拓を促進するために、外国語対応のメニュー表
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の作成支援として、富士吉田商工会議所の独自制度である「インバウンド旅行者の利便性向上

のための受入環境整備事業補助金制度」の活用と販路開拓を支援する。 

  ２）効果的な販促への支援 

    メニュー作成に関し必要に応じ、翻訳の紹介や効果的な表現方法などミラサポ等を活用し専

門家を交えて支援する。 

 

⑥ 観光土産品等のテスト販売機会創出 
 １）市観光施設「ふじさんミュージアム」への商品テスト販売機会創出 

当地域において、増加する観光客向け商品・サービスの新たな提案はビジネスチャンスであ

り、本市の課題の一つでもある土産品の創出という点でも支援は必須である。 

こうした商品のマーケティングのためのテスト販売先として観光客が多く訪れる「ふじさん

ミュージアム」への出品契約を行い、当商工会議所を通じた商品販売機会を確保する。 

   （ア）効果的な販促への支援 

    売上の不審なものなどについては、ミラサポ等を活用し専門家を交え販促方法等について指

導を行っていく。 

２）富士山駅における観光インバウンド客への商品テスト販売機会創出 

  富士山駅には、平成２５年６月の富士山世界遺産登録後外国人観光客が多く訪れ 

ビジネスチャンスである。 

 平成２６年７月富士山駅にオープンした観光土産品コーナー「ゲートウェイ富士山駅ショッ

プ」は、平成２７年には４万人が購入し、１０％の４，０００人が外国人で１割を外国人観光

客が占めている。 

 （ア）効果的な販促への支援 

 これまで、外国人観光客は、富士山の絵や名前が入ったグッズや商品を中心においていたが、

最近は、観光土産品ニーズは「日本の文化に親しむ商品全般」に人気があり、「富士山にきて、

日本のモノ」を買う傾向がある。今後、入店している小規模事業者に専門家派遣や事業計画策

定支援、仕入資金に経営発達融資等活用するなかで、観光インバウンド客向けの当商工会議所

の支援を通じた商品販売機会を確保するなど販促方法等について指導を行っていく。 

 

⑦ 織物業者など「製造業の売り場づくり」支援 
   織物業等の製造業を営む事業者のうち、消費者へ直接販売できる最終製品まで手掛けている

事業者の中には従来の「ＢｔｏＢ」に加えて「ＢｔｏＣ」による販路拡大、利益率の向上に

取組む製造業者も見受けられる。 

しかし、ものづくりでは、高度な専門技術を有しているが「ショップ展開」のノウハウを有

していない。 

新たな販路開拓や一般消費者向け店舗展開を行う際、小売の方法、商品の陳列方法、ＰＯＰ

広告づくり、季節ごとのデスプレーのしかたなど「店舗づくり」についてミラサポ等活用して、

専門家を交えて支援する。 

    

（５）目標 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①「ギフトショー」出展支援件数 ３件  ５件  ５件  ５件  ５件  ５件

 「ギフトショー」商談件数 ０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件

②会報チラシ折込み件数 １０件 １２件 １５件 ２０件 ２４件 ２４件

チラシ作成支援件数 ０件   ５件 １０件 １０件 １０件 １０件

③ホームページ作成支援件数 ２件  ８件  ８件  ８件  ８件  ８件

 ＥＣサイト作成支援件数 ０件  ４件  ４件  ４件  ４件  ４件

④富士山モール掲載支援件数 ５件 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件

⑤外国語標記メニュー支援件数 ３件  ６件  ７件  ８件  ９件 １０件 
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⑥観光土産品等のテスト販売出品数 
（「ふじさんミュージアム」） ６品 １０品 １５品 ２０品 ２５品 ３０品

 観光土産品等のテスト販売数（個） 
「ふじさんミュージアム」 120  600 1,050 1,600 2,250 3,000 

観光土産品等のテスト入店者 
（「ゲートウェイ富士山駅」） 80  90 100  100  120 120 

 観光土産品等のテスト販売数（人） 
「ゲートウェイ富士山駅」レジ 40,000 45,000 46,000 47,000 48,000 50,000 

⑦製造業者の小売直販「売り場づく
り」支援企業数  ０件 １０件 １０件 １５件 １５件 ２０件 
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Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組み 
  

１．現状と課題 

既述のとおり当市の人口は平成２年をピークに減少しているが、大きな要因は平成２年以前から

続く慢性的な社会減が根底にあり、近年の出生数の低下により、減少が顕著なものとなっている。

また、平成２年時点における 0～14 歳人口は、平成２２年には 34.4％減少（20～34 歳人口）して

おり若者の流出が激しい状況にある。 

観光産業については、国内有数の観光地である富士五湖エリアに位置しながら河口湖や山中湖の

通過都市として、観光客が滞留しないことが長年の課題である。平成２５年の富士山世界遺産登録

後は、外国人観光客をはじめ市内への来街者も増えているものの、こうした好機を活かしきれてい

ない状況にある。 

地場産業である織物産業については、産地としての生産量はピークに比べ３分の１に落ち込んで

いる。こうした状況を打開すべくかつてのＯＥＭ生産中心の業態から、自社ブランドを展開する事

業者が出てきており、産地の新たな取り組みとして注目されている。しかしながら、こうした動き

は産地の中でも後継者に恵まれた一部の事業者に限っており、産地全体の生産力をけん引するまで

には至っておらず、製織以外の工程業種への貢献も限定的と言える。 

また、地域を代表する土産品や名産品があまりなく、域外に向けた名産品等の創出が急務となっ

ている。 

 

２．改善方法 

本商工会議所では、平成２４年３月に富士吉田市の中長期的将来ビジョンを描いた「富士吉田産

業ビジョン」を策定し、富士吉田市長に提言しており、富士吉田市の方針として今後のまちづくり

に関する市政に反映されている。 

「富士吉田産業ビジョン」は人口や産業に関する中長期的な施策の基本として以下のプロジェク

トを提唱しており、こうした取り組みの推進により地域の課題を総合的に解決・改善し地域の活性

化を図る。 

（１）門前町プロジェクト 

（２）企業活動推進プロジェクト 

（３）ダウンタウン・プロジェクト 

（４）ホームタウン・プロジェクト 

（５）Greater 富士吉田/Greater 富士山発信プロジェクト 

 

３．事業内容 

「富士吉田産業ビジョン」では、行政区画の枠を超えた富士山周辺エリアを「Greater 富士山

/Greater 富士吉田」と定義づけ、地域の活性化には、富士山の潜在力を引き出すことが必要で、

そのためには「聖」と「俗」の境界線を引きなおし、それぞれの役割に応じた取り組みを行うこと

で「霊峰」「信仰の山」を際立たせる必要があるとしている。 

ビジョンでは、同エリアにおける当市の位置づけを富士登山の玄関口であることや歴史背景から

「聖」と「俗」をつなぐ「門」と再定義し、「現代の富士山の門」の役割を果たすことを、 富士吉

田のあるべき姿として提唱し、これを背景に以下のプロジェクトを実施する。 

下記プロジェクトの内容は、平成２７年１２月に策定された「富士吉田市地域創生総合戦略」の

政策にも掲げられており、当市が今後５年間に取り組むべき施策の一翼を担っている。各プロジェ

クト推進にあたっては、富士吉田市行政と連携しながら関係機関を巻き込み、効果的な推進が期待

される。 

 

（１）門前町プロジェクト【（別紙４）③参照】 

富士登山の玄関口として知られ、世界遺産の構成資産としても登録されている、北口本宮冨士

浅間神社に門前町を整備する構想を行政機関に提言している。 

現在、富士吉田市では、北口本宮冨士浅間神社に隣接する国道 138 号線の拡幅工事が事業化 

   されており、これに伴う周辺街づくり委員会の協議においてこの門前町構想は大きな位置づけ
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となっており、本商工会議所として実現に向け、今後も積極的に働きかけを行う。 

【目標】 

富士吉田市が北口本宮冨士浅間神社周辺エリア整備の基本計画の策定を平成３１年度に目

指しており、これに合わせ観光客が滞留するための門前町計画を推進する。 

 

（２）企業活動推進プロジェクト【（別紙４）④参照】 

富士山のブランド化によるイメージ向上により、地域の「門」の役割を経済の面から支える

ため、以下の事業を実施する。 

① 富士山ブランド認証事業 

地域における名産品・良品を発掘・創出するため、ブランド認証制を創設する。 

２７年度専門家により、当地域の調査を行い、潜在商品の洗い出しを行い、地域の特色も同時

に抽出。評議委員会を設置しコンセプトづくりに活かす。特産品開発や認証方法・部門を検討

し、２８年度「ブランド審査委員会」を設置し、小規模事業者の商品、製品のブランド化を図

るため「ブランド認証事業」を創設し、地域活性化を図るため取り組む。 

また、対象となる商品には、デザイン向上のための専門家斡旋や、販路開拓支援を併せて行

う。 

 

【目標】 

認証期間を３年計画とし、１年目２０件、２年目１５件、３年目１０件の計４５件の商品を

認定する。 

 

② 富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト 

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業を活用し、繊維産業の地域ブランドの確立と海外展開、販

路開拓を業界団体及び行政と共に支援する。 

主な内容として、スウェーデン大使館等のチャネルを活用し、スウェーデンデザイナー等か

らのデザイン供給による製品開発や、その製品によるフランス・イタリア等のヨーロッパ地域

を中心にアパレルメーカー等への直接販売を目的とした商談会を開催。これにより、日本テキ

スタイルの供給地としてのブランド化に向け支援する。 

また、スウェーデンデザイナーや、フランスの若手デザイナー等を招聘し、国内有数の繊維

産地としての認知向上化に向けた事業へ取り組む。 

 

【目標】 

海外取引の強化により産地の認知度向上を図り、製造出荷額の減少に歯止めをかけるととも

に、繊維関連事業所数を維持する。また斜陽産業としてのイメージを払拭し後継者の確保を目

指す。 

 

③ ダウンタウン・プロジェクト【（別紙４）⑤参照】 

飲食店などを充実させ、市内下吉田エリア（商業地区）の魅力を高め、門前地域への来訪者

が滞在できる空間・時間のすそ野を広げる。具体的には、以下の事業を推進する。 

 

１）空き店舗対策事業の推進 

富士吉田市の空き店舗対策補助事業を活用。掘起しを商工会議所と地域金融機関で担

い、行政の補助事業を活用、中心市街地のシャッター通りを是正するため空き店舗に出

店を希望する者の支援を「産（商工会議所）、官（富士吉田市）、金（地元金融機関）」

連携で支援する。 

 

【目標】 

出店希望者の掘り起しから空き店舗入居までの支援により５年間で１５件の出店を目 

指す。 
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２）インバウンド観光受け入れ環境整備 

現在、地域内に数多く訪れている外国人観光客への利便性の向上を図るため外国人が

利用しやすいレストランのガイドマップを（一社）富士五湖観光連盟と連携して作成す

る。これにより街なかへの誘客につながり、英語メニューの製作支援等と併せた施策に

より飲食店の振興、市内地域活性化を目指す。 

 

【目標】 

外国人受け入れ可能な飲食店を増やすとともに、インバウンド観光者が滞在しやすい環境 

を整備する。 

 

④ ホームタウン・プロジェクト【（別紙４）⑥参照】 

二地点居住・勤務の推進や暮しやすさの向上など、住みやすいまちとしての基盤を強化する

ことで、地域全体で「門」の役割を支えると共に、地域と外とのつながりを持続的なものにす

る。 

具体的には、富士吉田市において今般制度化された定住促進奨励金制度や空き家・空き店舗

バンクの活用を積極的に推進。特に地域の課題である若者の流入を促進するため、ふじよしだ

定住促進センターや移住者である地域おこし協力隊の活動を後方支援していく。 

 

【目標】 

富士吉田市地域創生総合戦略において、人口社会減少の１５０人／年抑制、空き家・空き店

舗バンク登録件数２０件／年、空き家利用数１０件／年が目標に掲げられており、当商工会議

所としても、これを達成するための取り組みを支援する。 

 

⑤ Greater 富士山/Greater 富士吉田発信プロジェクト【（別紙４）⑦参照】 

外部の視点から情報を分かりやすく魅力的にインターネットを中心に公開する。 

富士吉田市の魅力を伝えるため、プロモーションビデオを制作する。市町村をＰＲするプロ

モーションビデオは、今日数多存在し、話題となっている物も多いが、当事業では商工会議所

として地域の産業にスポットをあてたプロモーションビデオを制作する。 

このプロモーションビデオにより当市のイメージアップ化を図るとともに、域外の方々が当

地に目的をもって訪れられるものとしたい。 

 

【目標】 

富士山の認知度比べ、その富士山を抱える富士吉田市の認知度の低さが課題であり、富士山

といえば富士吉田市を連想させるような、認知度の向上を図ることで、観光客等の交流人口の

増加を図る。 
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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 
（１）現状と課題 

山梨県では、中小企業の経営を支援するため、商工団体や金融機関など関係機関が協働・

連携する「中小企業サポート連携拠点」を設置しそれぞれの機関が有する支援ノウハウや支

援制度等の効果的な活用や、各分野の専門家で構成する「ハンズオン支援チーム」の派遣を

通じて、新商品開発、販路開拓等の諸課題を解決するための総合的な支援を行う体制を実施

している。 
関係支援機関は、山梨県産業支援機構、よろず相談室、山梨県商工会連合会、山梨県中小

企業団体中央会、甲府商工会議所、日本政策金融公庫甲府支店、商工組合中央金庫甲府支店、

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、山梨県信

用協会、及び当富士吉田商工会議所の１４団体である。  
 

（２）改善方法 

①「中小企業サポート連携拠点会議」の連携を今後とも有効に活用して、支援ノウハウなどの

情報交換と、ハンズオン支援チームへの活用により密接に連携をして行く。 

②山梨県南東部で共通の経済圏に位置する商工団体である１０団体の経営指導員を中心に「郡内

商工連絡協議会職員部会」を形成し情報交換を行う。 

 

（３）事業内容 

①「山梨県中小企業サポート支援拠点連携会議」に今後も積極的に参加して、支援事例を参考に、

経営に関する相談、助言、情報の提供、取引のあっせん等をはじめ、中小企業支援に関連する

事業を横断的に実施するための支援ノウハウの情報交換を行う。 

②支援企業を具体的な形で支援する「ハンズオン支援チーム」の派遣を当該議所の支援事例

に活用して、当チームの実施する事例を元にノウハウの意見交換を行う。 

③山梨県南東部で共通の経済圏に位置する商工団体である１０団体（富士吉田商工会議所、大月

市商工会、都留市商工会、上野原市商工会、河口湖町商工会、西桂商工会、南都留中部商工会、

道志村商工会、小菅村商工会、丹波山村商工会）の経営指導員を中心に「郡内商工連絡協議会

職員部会」を形成し情報交換を行い、同じ様な経営環境における企業の共通した経営課題の解

決方法についてノウハウの情報交換を図る。 

 

（４）目標 

目標 現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

ハンズオンチームの 

活用事例件数 

なし ６件 ７件 ８件 ９件 １０件 

郡内商工連絡協議会 

（事例紹介件数） 

なし   ６件   ７件   ８件   ９件  １０件 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 （１）現状と課題 

現状では、経営指導員及び一般職員の勤務年数などに応じて必要とされる能力・知識に関して

整理されておらず、教育の仕組みが整備されていない。そのため個々の経営指導員等に対して求

める知識などが明確にされず、体系的な教育が実施されていないことが課題である。 

また、各経営指導員が有している「小規模事業者の経営状況の分析結果」や「知識・経験等の

ノウハウ」が経営指導員間で充分共有されていないことも課題である。 

 さらに、経営指導員の資格取得による資質向上の環境整備が整っていない。 
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（２）改善方法 

① 各経営指導員が有している「小規模事業者の経営状況の分析結果の共有 

② 経験年数、職位等に応じて求める職員像及び必要な能力・知識を明確にした教育体系を整

備する。 

③ 作成した教育体系に基づき、計画的に研修会などを活用して、教育を実施する。 

④ 経営指導員間での支援ノウハウの共有のためのミーティングを開催すると同時に、支援

事例に関するノウハウの蓄積を図る。 

⑤ 経営指導員の経営支援に向けた「専門的な資格取得」による資質向上の環境整備を整える。

 

（３）事業内容 

 ① 経営指導員キャリア別教育体系の整備とキャリア別研修会の開催 

 経営指導員及び一般職員など大きくは２つの職種ごとに、経験年数・職位に応じて 

（ア）初級（経営指導員歴１０年未満） 

（イ）中級（経営指導員歴１０年以上２０年未満） 

（ウ）上級（経営指導員歴２０年以上） 

以上３段階の経営指導員歴別段階に区分し、必要とされる研修レベルを体系化する。 

そのうえで、それぞれの段階ごとに必要とされる企業支援に必要な能力、基礎知識や、職位

に応じた組織運営上の管理知識などを盛り込んだ「教育体系を整備」する。 

   

② 外部機関を活用した教育訓練の実施 

 上記の教育体系を基に、個々の経営指導員及び一般職員の不足している能力を把握して、

必要な外部機関の研修などにより能力の向上を図る。 

実施例としては 

・中小企業大学校等の研修会参加 

日本商工会議所が主催する研修会または中小企業大学校の主催する研修に参加し、ＳＷＯ

Ｔ分析の研修に参加する。また経営計画策定方法を研修し、売上や利益を確保することを重

視した需要開拓支援能力の向上を図る。 

   ・業種別支援勉強会開催 

・日本政策金融公庫総合研究所職員を講師に招き、これまでの金融支援研修に加え、調査対象

期間の小規模事業者の経営指標に基づく業種別勉強会を開催する。 

主な研修内容としては、中小企業リサーチセンター発行の「小企業の経営指標」に基づき、

①「情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、

サービス業」、②「建設業、製造業」を伴走支援参考資料として、ア）調査対象期間の景気

動向の把握、イ）業種別の動き、ウ）トピックス（例：小企業における売上規模と借入金残

高のバランス、不況においても雇用を守る小企業、原油・原材料価格高騰の影響）、業種別

経営指標の実態把握、欠損企業および自己資本マイナス（債務超過）企業の状況、１企業当

たり貸借対照表・損益計算書について経営指導員の資質向上、指導力強化を研修する。 

 

③経営指導員情報共有ミーティング 

 ７名の経営指導員の情報共有のミーティングは、これまで不定期で必要がある時のみ開催して

いたが、今後は、定期的に小規模事業者の伴走型支援の支援方法、助言内容を共有するミーテ

ィングを実施する。 

 ミーティング会議内容 

（ア）小規模事業者（個社）の経営計画策定において活用するＳＷＯＴ分析の際に、個社の提

供する特定の商品・サービスの需要動向や市場トレンド、顧客ニーズを調査・分析をする。

（イ）小規模事業者に対するヒアリング方法（経営方針、財務、経営分析、資金繰り、労務管

理方法、 

 （ウ）持続的、伴走型支援に向けた効果的、効率的な支援のあり方 

 （エ）新事業や補助金など課題解決につながる経営改善の提案方法 

 （オ）事業計画策定の手法 
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 （カ）効果的なフォローアップのあり方 

 （キ）複雑、高度な相談案件の専門家活用方法 

 

④小規模事業者の経営状況の分析結果の共有化と支援ノウハウの形式知化 

これまで実施していなかった、「全職員研修会」を年２回定期的に開催し、各経営指導員を

講師に持ち回りで研修する。各経営指導員が保持している個々の経営状況の分析結果を共有

し。担当経営指導員が不在でも必要な対応が可能となるような「経営指導員フォローアップ」

の仕組みづくりを構築する。 

   更に、これらの支援事例のデータベース化図り、小規模事業者の企業情報（住所、商号、代

表者、資本金、電話番号、業種）、課題や相談内容、対応内容とその結果、今後に活用できる

ポイント等に整理することで、支援ノウハウの明文化による形式知化を図り、相談者に全職員

が対応できると共に、継続的な支援体制に繋げていく。 

 

⑤ 経営指導員の「専門的な資格取得」による資質向上の環境整備 

     本商工会議所が「専門的知的集団」として、小規模事業者の支援力向上の環境整備として、

（ア）「国家資格取得者に報奨金制度」及び（イ）「検定資格取得のための教材購入補助制度」

を創設し、資格取得による資質向上を奨励し、経営指導員の支援力向上の環境を整備する。 

 

（ア）国家資格取得者に報奨金制度の創設 

      高度で専門性の高い税理士、中小企業診断士、社会保険労務士等の国家資格取得者に

報奨金制度の創設、各分野の専門的能力取得者を推進する。 

    

 （イ）検定取得するための教材購入補助制度の創設 

日本商工会議所等の実施する簿記検定２級以上、ビジネス実務法務検定２級以上、日商

ＰＣ（パソコン）検定、販売士検定２級以上など取得するための「教材購入補助制度」の

創設し、専門的能力のスキルアップを推進する。 

 

（４）目標 

    経営指導員の支援力向上のために、下記の研修を達成する。 

 内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

①キャリア別経営指導員

研修会 

なし  １回   ２回  ２回  ３回  ３回 

②外部機関活用経営指導

員研修会 

なし  ２回  ２回  ３回  ３回  ４回 

③経営指導員情報共有ミ

ーティング開催回数 

なし １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

④経営支援ノウハウ共有

化研修（全職員研修会） 

なし ２回 ２回  ３回 ３回 ４回 

⑤国家資格取得者報奨金

制度 

なし ０件 ０件  １件 ２件 ３件 

 検定試験取得教材購入

補助制度 

なし ３名 ４名  ５名 ６名 ７名 

   （注）⑤国家資格取得者報奨金制度及び検定試験取得教材購入補助制度の目標は、創設後の 

目標数値 

 

 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 

 
 （１）現状と課題 

 今までの小規模事業者支援活動の計画作りは、単年度の事業計画であり活動内容を列記しただ

けで体系的な計画にはなっておらず、定量的な目標も設定されたていない。また、事業活動の評
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価についても評価を行う仕組みがなく感覚的な評価しかされていないのが現状であり、事業活動

を振り返って見直す仕組み作りが課題である。 

 

 （２）改善方法 

①小規模事業者を取り巻く経済環境、需要動向、経営計画の作成、その実施支援により持続的な

発展を目指す体系的な中長期支援計画を作成する。 

②上記計画の活動内容を客観的な評価を含め定期的に評価する。 

③これらの評価結果に加え、企業を取り巻く経営環境の変化や企業の支援要望と併せて計画の見

直しを行う。 

 

（３）事業内容 

 ステップ１：中小企業相談所内におけるＰＤＣＡによる事業評価・見直しサイクル 

Ｐ（プラン・計画） 

中小企業相談所内において、経営発達支援事業計画に基づいて、年度における目標設定し

た実行計画表を作成する。 

Ｄ（ドゥ－・実行） 

事業計画表に従って事業を実施する。 

Ｃ（チェック・評価） 

経営発達支援ミーティングを毎月開催し、事業の進捗状況を確認し、課題の抽出、見直し

の検討を行う。 

Ａ（アウト・改善） 

経営発達支援ミーティングの結果を踏まえて事業を実施する。 

 
 

 ステップ２：外部有識者による事業の実施状況、成果、見直し案を提案「経営発達支援計画評価

会議」による事業評価 

外部有識者（中小企業診断士・信用保証協会・富士吉田市）からなる「経営発達支援計画評価

会議」を毎年開催し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行い、手段・効果につい

て評価、意見を次年度計画に反映する。 

 
 ステップ３：正副会頭会議における事業計画及び報告の承認 

正副会頭会議において事業の実施状況、成果、見直し案を提案し、承認を受ける。 

 
 ステップ４：小規模事業者にホームページで周知 

小規模事業者にホームページで事業の実施状況、成果、計画の見直し、変更を周知する。 

 

中小企業相談所 ホームページで周知 小規模事業者 

中小企業相談所 報告 正副会頭会議 承認・実行 中小企業相談所

外部有識者評価会議 報告 中小企業相談所 評価・見直し 中小企業相談所 

中小企業相談所内における「経営発達支援ミーティング」 

 
Ｐ（プラン・計画） 

Ｄ（ドゥ－・実行） 

Ｃ（チェック・評価） 

Ａ（アウト・改善） 
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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 

（１）組織体制 

   富士吉田商工会議所事務局は、職員１１名、であり、各職員を狭い範囲の専門業務に集中させ

ることは現実的ではない。経営発達支援計画では、各事業の主担当、補助担当を決めるものの税

務相談、金融相談等相談業務が重いものは全員で総力を以って横断的に小規模事業者を支援して

いる。 

①富士吉田商工会議所概要 

会員数 １，８７９事業所（平成２７年４月１日現在） 

役員数 ３６名（会頭１名、副会頭３名、専務理事１名、常議員２８名、監事３名） 

事務局 １１名（内 経営指導員７名、補助員２名、記帳専任職員１名、一般職員１名） 

        その他 契約職員１名 

 

②富士吉田商工会議所経営発達支援事業実施体制 

富士吉田商工会議所経営発達支援事業を実施するため、下記の体制・人員のとおりとする。 

  中小企業相談所が担当し、確実に事業を実施する。 

 

  事務局長          （１名）・・・総括・事業評価 

  中小企業相談所長兼経営指導員（１名）・・・事業総括 

 経営指導員         （６名）・・・事業再生、経営革新、創業、事業承継、統計調査

  補助員           （２名）・・・経営指導員補完・講習会・中小企業相談所特別会

                       計 

  記帳専任職員        （１名）・・・経理指導担当 

  一般職員          （１名）・・・一般会計担当 

 

 

（２）連絡先 

   富士吉田商工会議所 中小企業相談所 

    富士吉田市下吉田７－２７－２９ 

    ＴＥＬ ０５５５－２４－７１１１ 

    ＦＡＸ ０５５５－２２－６８５１ 

    E-mail：webmaster@fyoshidacci.or.jp 

        ＵＲＬ http//www.fyoshidacci.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） 

 
現状 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 84,150 84,150 84,150 84,150 84,150 84,150

 

県小規模事業費 

（県補助金） 

会費 

国補助金 

 

 

 

53,821 

 

22,899 

7,430 

 

53,821

 

22,899

7,430

 

 

53,821

 

22,899

7,430

 

 

53,821

 

22,899

7,430

 

53,821 

 

22,899 

7,430 

 

53,821

 

22,899

7,430

 

 

（備考）必要な資金の額については、平成２６年度実績を５カ年計画見込み額とした。 

    国補助金は２６年度実績。 

調達方法 

 

会費・国補助金・県補助金 

 

（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）① 

 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 

産業競争力強化法に基づく富士吉田市の創業支援や地域金融機関と連携し、富士吉田市のワンスト

ップ相談窓口との連携による創業者への創業・経営指導を行う。また地元金融機関が行う創業スクール

や企業家育成セミナーへの協力を行う。 

連携者及びその役割 

１．富士吉田市 富士吉田市長 堀 内  茂 

   富士吉田市下吉田６－１－２ 電話０５５５－２２－１１１１（内線４０２） 

    産業観光部 商工振興課 

  市役所内に創業支援のワンストップ相談窓口を設け、富士吉田商工会議所、市内金融機関等と連携

し、様々な創業時の課題を解決する。ワンストップ相談窓口は、市商工振興課の職員１名を配置し、

電話、電子メール及び個別面談といった相談対応を行う。 
・市相談窓口では、行政機関の各種支援施策一覧を整備し、これらを紹介できるようにしておくとと

もに、創業支援を行っている支援機関についても案内ができるようにしておく。また、これらの情報

については、市ホームページでも公開する。 
 

２．地元金融機関・やまなし産業支援機構 

 地域創業促進事業における創業支援スクールや企業家育成セミナーの実施、融資等金融支援を行う。

（１）都留信用組合 理事長 細 田 幸 次 

    富士吉田市下吉田２－１９－１１ 電話０５５５－２２－２１３１ 

   ※ 創業支援スク－ルの実施 

（２）株式会社山梨中央銀行 吉田支店 取締役支店長 中 島 武 志 

    富士吉田市下吉田２－６－９ 電話０５５５－２２－３１００ 

（３）山梨信用金庫 富士吉田支店 支店長 渡 辺 嘉 吉 

    富士吉田市下吉田５０９ 電話０５５５－２２－５１６１ 

（４）山梨県民信用組合 富士吉田支店 支店長 雨 宮 政 仁 

    富士吉田市下吉田４－５－１９ 電話０５５５－２３－４１５１ 

連携体制図等 

産業競争力強化法に基づく連携体制 
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（別表４）② 

 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 

富士吉田商工会議所がコーディネートし、小規模事業者の事業計画策定事業所において、効果的な

事業計画策定の実現を図るため、政府系金融機関の日本政策金融公庫甲府支店、山梨県信用保証協会、

市内地元金融機関と連携を図り、小規模事業者の円滑な事業計画策定及び策定後の支援について金融

面から支援する。 

連携者及びその役割 

連 携 者： 

 （政府系金融機関） 

日本政策金融公庫甲府支店 支店長 河 原   清 

  甲府市丸の内２－２６－２ 電話０５５－２２４－５３６１ 

 （信用保証協会法認可法人） 

山梨県信用保証協会富士吉田支店 支店長 上 野  洋 

  富士吉田市下吉田２－３１－１４ 電話０５５５－２２－０９９２ 

（地元金融機関） 

都留信用組合 理事長 細 田 幸 次 

    富士吉田市下吉田２－１９－１１ 電話０５５５－２２－２１３１ 

株式会社山梨中央銀行 吉田支店 取締役支店長 中 島 武 志 

    富士吉田市下吉田２－６－９ 電話０５５５－２２－３１００ 

山梨信用金庫 富士吉田支店 支店長 渡 辺 嘉 吉 

    富士吉田市下吉田５０９ 電話０５５５－２２－５１６１ 

山梨県民信用組合 富士吉田支店 支店長 雨 宮 政 仁 

    富士吉田市下吉田４－５－１９ 電話０５５５－２３－４１５１ 

 

役 割： 

小規模事業者の効果的な事業計画の実現を図るため、地元メインバンクと山梨県信用保証協会、

日本政策金融公庫が連携して行う協調融資をコーディネートし、幅広い事業計画に対応した資金面

の支援を行なう。 

連携体制図等 

 

 

コーディネート 

連    携 

富士吉田商工会議所 

日本政策金融公庫 
山梨中央銀行 
山梨信用金庫 
都留信用組合 
山梨県民信用組合 
信用保証協会 

計画策定支援

経営計画 

小規模事業者 

計画策定 

幅広い経営計画に対応した資金面の支援 

協調融資実行
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（別表４）③ 

 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 

地域の将来像を提唱する「富士吉田産業ビジョン」において、富士登山の玄関口として知られ、富

士山世界遺産の構成資産としても登録されている、「北口本宮冨士浅間神社」に門前町を整備する構

想「門前町プロジェクト」を推進する。 

 

連携者及びその役割 

連携者 

富士吉田市 富士吉田市長 堀 内  茂 

   富士吉田市下吉田６－１－２ 電話０５５５－２２－１１１１ 

 

慶応義塾大学 塾長 清 家  篤 

 湘南藤沢キャンパス 

 神奈川県藤沢市遠藤５３２２ 電話０４６６－４９－３４０４ 

 

財団法人 ふじよしだ観光振興サービス 理事長 堀 内   茂 

 富士吉田市新屋１９３６－６ 電話０５５５－２１－１０００ 

 

役 割 

富士山世界遺産の構成資産「北口本宮冨士浅間神社」に隣接する国道 138 号の渋滞緩和と観光

客のスムーズな誘導に期待される拡幅工事に伴う「周辺まちづくり検討委員会」において、まち

づくり構想を共有し、地域に貢献度の高い門前町実現に向けた協議を行う。 

 

（連携体制図等は次ページのとおり） 
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連携体制図等 

 

  

門前町プロジェクト

国道 138 号拡幅に伴う周辺まちづくり検討委員会 

組織 

富士吉田市 構想提言 商工会議所

提唱

富士吉田商工会議所

富士吉田産業ビジョン

・富士吉田市 

・富士吉田商工会議所 

・慶應義塾大学 

・地元企業 

・(財)ふじよしだ観光振興サービス

・自治会 他 

参画 

世界遺産の構成資産としても登録されている、

北口本宮冨士浅間神社に門前町を整備する。 
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（別表４）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 

地域の将来像を提唱する「富士吉田産業ビジョン」における「企業活動推進プロジェクト」を推進。

富士山のブランド化によるイメージ向上により、地域の「門」の役割を経済の面から支えるため、①

ブランド認証事業及び②富士北麓繊維産業海外展開プロジェクトを実施する。 

 

連携者及びその役割 

連携者 

①ブランド認証事業  
・富士吉田市 富士吉田市長 堀 内  茂 

   富士吉田市下吉田６－１－２ 電話０５５５－２２－１１１１ 

 

  

・山梨県富士工業技術センター 所長 小 俣 芳 久 

  富士吉田市下吉田６－１６－２ 電話 ０５５５－２２－２１００ 

 

・杉野服飾大学 学長 中 村 賢二郎 

  東京都品川区上大崎４－６－１９ 電話０４２－５９９－３０５５ 

  

・富士吉田みんなの貯金箱財団 代表理事 齊 藤 智 彦 

富士吉田市下吉田５２６３ 電話 ０９０－６５０９－９２６０ 

 

  

②富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト 
 

・富士吉田市 富士吉田市長 堀 内  茂 

   富士吉田市下吉田６－１－２ 電話０５５５－２２－１１１１（内線４０２） 

 

・山梨県富士工業技術センター 所長 小 俣 芳 久 

  富士吉田市下吉田６－１６－２ 電話 ０５５５－２２－２１００ 

 

・富士吉田織物協同組合 理事長 渡 辺 教 一 

  富士吉田市下吉田６－１－２（市産業会館内） 

 

・富士吉田みんなの貯金箱財団 代表理事 齊 藤 智 彦 

富士吉田市下吉田５２６３ 電話 ０９０－６５０９－９２６０ 

 

  

 

役 割 

①ブランド認証事業 
ブランド認証事業における評議員として参画し、認証・審査基準、ブランドネーム・コンセプト

等の協議を行い認証制度を確立する。 

 

②富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト 
プロジェクトにおける委員として参画し、プロジェクトの進むべき方向性に関しての助言や、技

術的な情報を得る。 

 

 （連携体制図等は次ページのとおり） 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業活動推進プロジェクト

①ブランド認証事業 

商工会議所

組織 

ブランド評議員会 

・富士吉田市 

・富士工業技術センター 

・杉野服飾大学 

・みんなの貯金箱財団 

②富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト

商工会議所

組織

JAPAN ブランド委員会

・富士吉田市 

・富士工業技術センター

・織物協同組合 

・みんなの貯金箱財団 

提唱

富士吉田商工会議所

富士吉田産業ビジョン

富士山のブランド化によるイメージ向上によ

り、地域の「門」の役割を経済の面から支える 
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（別表４）⑤ 

 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 

地域の将来像を提唱する「富士吉田産業ビジョン」における「ダウンタウン・プロジェクト」を推

進。飲食店などを充実させ、市内商業エリアの魅力を高め、地域への来訪者が滞在できる空間・時間

のすそ野を広げるため、空き店舗対策を活用した出店促進とインバウンド観光受け入れ環境整備を行

う。 

連携者及びその役割 

連携者 

①空き店舗対策事業  

・富士吉田市 富士吉田市長 堀 内  茂 

   富士吉田市下吉田６－１－２ 電話０５５５－２２－１１１１ 

 

 

（地元金融機関） 

都留信用組合 理事長 細 田 幸 次 

    富士吉田市下吉田２－１９－１１ 電話０５５５－２２－２１３１ 

株式会社山梨中央銀行 吉田支店 取締役支店長 中 島 武 志 

    富士吉田市下吉田２－６－９ 電話０５５５－２２－３１００ 

山梨信用金庫 富士吉田支店 支店長 渡 辺 嘉 吉 

    富士吉田市下吉田５０９ 電話０５５５－２２－５１６１ 

山梨県民信用組合 富士吉田支店 支店長 雨 宮 政 仁 

    富士吉田市下吉田４－５－１９ 電話０５５５－２３－４１５１ 

 

 

②インバウンド観光受入れ環境整備 

 

・一般社団法人 富士五湖観光連盟 会長 堀 内 光 一 郎 
 富士吉田市新西原５－２－１ 富士急行株式会社内 電話０５５５－２２－７１０２ 

 

役 割 

① 空き店舗対策事業 
富士吉田市：富士吉田市空き店舗対策補助事業で、家賃補助、改装補助を行う。 

地元金融機関：家賃補助、改装補助を受ける者のうち、開業後の事業資金を支援する。 

 

 

②富士北麓繊維産業海外展開プロジェクト 

連携者の外国人受け入れに関する飲食店情報を共有し、飲食業の振興と食を通した地域をＰＲの

ため、当商工会議所と共同でレストランガイド等を製作する。 

 

（連携体制図等は次ページのとおり） 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダウンタウン・プロジェクト

① 空き店舗対策事業 

②インバウンド観光受け入れ環境整備

商工会議所 

富士五湖観光連盟 

提唱

富士吉田商工会議所

富士吉田産業ビジョン

・外国人向けレストランガイド 

・英語メニュー作成支援 

飲食店などを充実させ、市内商業エリアの魅力を高め、門前地域への

来訪者が滞在できる空間・時間のすそ野を広げる。 

空き店舗対策事業を活用した出店推進 

空き店舗出店希望者 

商工会議所（産）

空き店舗情報 

富士吉田市（官） 

空き店舗補助制度 

地元金融機関（金）

事業資金支援 

共同 
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（別表４）⑥ 

 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 

地域の将来像を提唱する「富士吉田産業ビジョン」における「ホームタウン・プロジェクト」を推進

する。人口減少が地域の課題となっているなか、人口維持・増加に対する取り組みを実施する。 

連携者及びその役割 

連携者 

・富士吉田市 富士吉田市長 堀 内  茂 

   富士吉田市下吉田６－１－２ 電話０５５５－２２－１１１１（内線４０２） 

 

・富士吉田みんなの貯金箱財団 代表理事 齊 藤 智 彦 

富士吉田市下吉田５２６３ 電話 ０９０－６５０９－９２６０ 

 

・地域おこし協力隊 

  富士吉田市役所内 

役割 

富士吉田市の定住促進奨励金制度や富士吉田みんなの貯金箱財団が運営主体となっている、ふじ

よしだ定住促進センターの空き家・空き店舗バンク等の取り組みを啓蒙、普及する。また、地域

おこし協力隊の活動を後方支援することで、若者の移住・定住を促進する。 

 

（連携体制図等は次ページのとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３９ 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームタウン・プロジェクト

商工会議所

富士吉田市 

提唱

富士吉田商工会議所

富士吉田産業ビジョン

・定住促進奨励金制度 

・空き家・空き店舗バンク

富士吉田みんなの貯金箱財団 地域おこし協力隊

支援

・ふじよしだ定住促進センター 

・若者移住促進への取り組み 

支援推進 

二地点居住・勤務の推進や暮しやすさの向上など、住みやすい

まちとしての基盤を強化することで、地域全体で「門」の役割

を支えると共に、地域と外とのつながりを持続的なものにする。 
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（別表４）⑦ 

 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 

地域の将来像を提唱する「富士吉田産業ビジョン」における「Greater 富士山/Greater 富士吉田発

信プロジェクト」を推進。外部の視点から地域の情報を分かりやすく魅力的にインターネットを中心

に公開するためプロモーションビデオを制作する。 

連携者及びその役割 

連携者 

富士吉田みんなの貯金箱財団 代表理事 齊 藤 智 彦 

富士吉田市下吉田５２６３ 電話 ０９０－６５０９－９２６０ 

役割 

富士吉田商工会議所が地域にとって訴求すべき内容を、同財団のデザイナーを中心に企画化。

監督の選定等、プロデュースを行う。 

 

 

（連携体制図等は次ページのとおり） 
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連携体制図等 

 

 

Greater 富士山/Greater 富士吉田発信プロジェクト 

提唱

富士吉田商工会議所

富士吉田産業ビジョン

商工会議所 富士吉田みんなの貯金箱財団共同

地域のブランド化、イメージアップ化

プロモーションビデオ

製作・発信

外部の視点から地域の情報を分かりやすく魅力的にインター

ネットを中心に公開する。 
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（別表４）⑧ 

 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 

現状は、山梨県の南東部の郡内エリア（１商工会議所、９商工会）で「郡内商工連絡協議会」を形

成し、経営指導員が研修として管内の大月税務署担当職員を講師に年１回「税務研修会」の開催や、

共催でセミナー開催等実施している。従来の税務、記帳指導、金融など研修や情報交換が主体である。

今後は、ＳＷＯＴ分析等経営分析手法の研修や事業計画策定など小規模事業者の個社支援を伴走型で

支援するための「支援力向上」を図るための連携が必要である。 

今後は、小規模事業者の需要開拓、販路開拓、ＳＷＯＴ分析等経営分析手法、事業計画策定支援等

のレベルの高い研修で経営支援力の向上をめざした連携を行う。 

連携者及びその役割 

連携者「郡内商工連絡協議会」形成している。「郡内商工連絡協議会」のネットワークを再構築する。

富士吉田商工会議所 富士吉田市下吉田７－２７－２９ 

上野原市商工会   上野原市上野原１６５８ 

丹波山村商工会   丹波山村８９０ 

小菅村商工会    小菅村４６９８ 

大月市商工会    大月市御太刀１－１４－２４ 

都留市商工会    都留市上谷３－６－３８ 

道志村商工会    道志村６８９４－４ 

西桂町商工会    西桂町小沼１５９３－１ 

南都留中部商工会  山中湖村山中８６５ 

河口湖商工会    富士河口湖町船津２０８８－２ 

役 割  今後の改善策として、経営指導員が、これまでの研修や情報交換に加え、小規模事業者の

ＳＷＯＴ分析等経営分析手法の研修や需要開拓、販路開拓、事業計画策定支援等のレベルの

高い研修で経営支援力の向上をめざす。 

 

連携体制図等 

 

 

河口湖商工会 

南都留中部商工会 

富士吉田商工会議所 上野原市商工会 

道志村商工会 大月市商工会 
都留市商工会 

西桂町商工会 

【目標】 

支援力向上 

推進会議

郡内商工連絡協議会職員部会（経営指導員会議） 

丹波山村商工会 

小菅村商工会 

目標  小規模事業者の伴走型支援をめさす 


