
経営発達支援計画の概要 
実施者名 都留市商工会（法人番号 1090005003328） 

都留市（地方公共団体コード 192040） 
実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 
目    標 経営発達支援事業の目標 

（１）ものづくり企業の持続的発展 
 特有な加工技術、生産ノウハウを活かした製品開発、異業種交流等の促進。 
（２）地域商店街の活性化 
 消費者ニーズを的確に捉えた高付加価値、地域資源活用商品の開発促進。 
（３）地域観光資源の有効活用 
 リニア見学、道の駅訪問者の需要調査と土産品開発、市内商店街への誘致。 
（４）確実な事業承継への取り組み 
 アンケート調査を活用した事業承継支援とワンストップ起業支援の実施。 
 

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 

  小規模事業者個別支援に向けた外部環境、地域経済動向の調査、提供。 
２．経営状況の分析に関すること 

  小規模事業者へ分析ツールを活用した経営状況の分析及び結果の提供。 
３．事業計画策定支援に関すること 

  経営分析を行った小規模事業者に対する具体的な事業計画の策定支援。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画を策定した小規模事業者に対し、策定後の組織的、計画的支援。 
５．需要動向調査に関すること 

  売れる商品づくり支援のための需要動向調査の実施及び結果の提供。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  展示会、商談会等出展支援、道の駅、ホームページ、ＳＮＳ等活用支援。 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
１．都留市小規模事業者ネットワーク連絡会の発足 

  商工会、市産業課、市内金融機関、税理士等専門家による連絡会の活用。 
２．豊かな産業のあるまちづくり事業の推進 

  市が行う各種産業支援策の周知及び活用支援。 
３．地域活性化に資する集客イベント事業の連携 

  商工会、市観光協会、農協が共催する産業まつりの出店促進と集客対策。 
４．特定創業支援事業の推進 

  専門家、商工会経営指導員によるワンストップ型創業者支援の実施。 
 

連 絡 先 都留市商工会 
〒402-0053 山梨県都留市上谷３－６－３８ 
TEL：0554-43-1570 FAX：0554-45-1644 
E-mail：k-waka@shokokai-yamanashi.or.jp 
 

都留市産業建設部産業課 
〒402-8501 山梨県都留市上谷１－１－１ 
TEL：0554-43-1111 FAX：0554-43-5049 
E-mail：shoukoukankou@city.tsuru.lg.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．目標

（１）地域の現状及び課題

①現状

ア）立地

・地図上の位置、面積等

都留市は、東京圏の近郊に位置し（都心から 90 ㎞）、

山梨県東部地域の政治・経済の中心として歩んできた。

面積は 161.6 ㎢で、地域の 8 割以上は山林で占められ

ており、標高 1,000m を超える急峻な山岳地帯は豊かな

自然環境に恵まれ、渓谷などの変化の多い地形や野生

動植物の生息の場となっている。

・交通状況

幹線道路は、市内を北部から南西に向け横断する国道 139 号線及び中央自動車道を軸としてお

り、国道から分岐して周辺集落、及び、周辺市町村へ通じる主要地方道 3路線、一般道路 4 路線に

より、放射状に構成されている。

鉄道は、市内に富士急行線が 7駅設置されており、朝夕は東京方面への直通電車が運行されてい

る（日中は 1 時間に 3 本程度）。市内を運行するバスは 6 路線あり、すべて都留市駅を起点として

いる。

・人口の推移

平成 31年 1 月 1日現在、人口は 31,130 人（平成 7 年対比▲4,268 人、▲13.7％）であり、山梨

県の減少幅（平成 7 年対比▲58,939 人、▲7.2％）を上回っている。

また、世帯数も 13,678 世帯（平成 7年対比＋1,255 人、＋9.2％）となっており、山梨県の増加

幅（平成 7 年対比＋54,325 人、＋16.1％）を下回っている。

（出典：山梨県統計データバンク）
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・地域の産業

工業は、絹織物の産地として繁栄し、昭和 30 年 12 月に都留市工場誘致条例を制定、昭和 40 年

代に工場誘致を積極的に進めたことにより、機械金属工業が中心のものづくりが発展した。ただし、

親会社の生産拠点の海外移転により既存取引が減少したが、近年は下図に示すように小規模事業者

を含め横ばいである。

商業は、昭和 50 年代から相次いで大型店が出店し、ドラッグストア・コンビニも台頭、それに

伴い、地元商店の経営環境は年々厳しい状況となっているが、下図に示すように大半を占める小規

模事業者は、ここ数年は横ばいである。

一方、観光面については、山梨県立リニア見学センターに隣接する「どきどきリニア館」（平成

26 年 4 月にオープン）に開館 3 年足らずで 90 万人以上の見学者が訪れるなど、関東近郊から新た

な観光客が増えている。

加えて、人口約 3 万人の小都市でありながら、市内には市立都留文科大学、県立産業技術短期大

学校、平成 28 年 4 月に開校した私立健康科学大学看護学部の 3 大学のキャンパスを擁し、教育環

境が充実している。交流人口や学生が増えることで、新たな商業機会を生み出すことが期待される。

《小規模事業者数、会員数の割合》

小規模事業者数が大半を占め、ほぼ同数で推移している。

《業種別商工業者数》

全ての業種で数の大きな変動はない。

《小規模事業者数》

当市の特徴として、製造業の小規模事業者者が多い。
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その他 565 572 560 567 590

商工業者数合計 2,151 2,152 2,173 2,173 2,173
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《会員数》

会員数は、ほぼ横ばいで、製造業、飲食・宿泊業は減少傾向にある。(出典：山梨県内商工会の現況)

・地域資源等

三ツ峠をはじめとする 1,000m 級の山岳に囲まれ、地域には清流が多く、カワセミ、ヤマセミ、

コサギ、カワガラスなどの水鳥が多く生息している。

桂川は浸食が進んでおり、市内でも蒼竜峡のような美しい渓谷や田原の滝などいくつかの景勝地

を形成している。また、支流では山岳からの湧水が流れ込み、鹿留渓谷のような美しい滝を形成、

キャンプや渓流釣りなどのレジャースポットとして賑わっている。

桂川の清涼な水で知られ、十日市場・夏狩湧水群は「平成の名水百選」に選ばれており、十日市

場地区における富士山湧水を利用した冬野菜の「水掛菜」や「わさび」の栽培は有名で、これらの

加工品も販売されている。また水流を動力源として織物業が発達し、「郡内織」と呼ばれるブラン

ドの下、現在でもネクタイ、傘地などが生産されている。これらの織物技術を生かして、機械金属

加工業が発展し、大手企業の下請け業者が市内には多数存在する。

【郡内織】 【水掛菜】

イ）都留市長期総合計画の引用（商工・観光部分）

都留市は、「第 6次長期総合計画（平成 28 年度～平成 38年度）」において、「ひと集い、学びあ

ふれる生涯きらめきのまち、つる」を将来像として掲げ、11 年にわたる計画期間を前期（平成 28

年度～平成 30 年度）、中期（平成 31 年度～平成 34 年度）、後期（平成 35 年度～平成 38 年度）に

区分し、平成 38年までの実現を目指している。

この中期計画において、分野別計画中「Ⅰ．産業・基盤分野 創ります！しごととくらしの充実

したまち」、「政策１ 豊かな産業のあるまちづくり」、「現状と課題」の中で、基幹産業である機械

金属工業を中心とした製造業７ ７７就業者数の減少を人口減少の一要因とし、地域内に様々な産

業の創出や就業の受け皿を作ることが大きな課題であるとしている。これを受けて、「施策４ 地

場産業・商業の活性化と起業の支援」の中で、「商工会との連携」、「地場産業や地元商店街の地力

向上と活性化」、「国、金融業者と連携した起業者の支援」を行うこととしている。

また、前述の将来像の達成をより具体化するため、事業群をリードし、持続可能なまちづくりに

対して大きな役割を担うであろう事業を「リーディング・プロジェクト」として位置づけ、その第
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2 番目として「道の駅つるを中心とした地域活性化」を掲げ、「着地型・滞在型観光の創出と振興」、

「地域観光資源の積極的な活用」を図ることとしている。

②課題

ア）工業（ものづくり企業の活性化）

近年、親会社の生産拠点の海外移転により、多くの事業者において、既存取引が減少している。

また、経営者の年齢も高齢化しており、事業承継への対応が遅れている。

個別事業者の事業承継への対応はもとより、従来からの発想に留まらない地域内・外との連携を

はじめ新たな枠組みにおけるものづくり企業の活性化が必要となっている。

当管内は金属加工や織物業者が多くそれぞれ特有な加工技術を有しているが、OEM 生産主体の下

請けが多く、市場動向の把握や販路の開拓の面で弱みがある。

今後は工業展などへの出展参加による市場ニーズの把握や後継者による事業承継の対応などが

課題となっている。

イ）商業（地域商業の活性化）

地域内の商品販売額は平成 9 年をピークに、従業者数は平成 11 年をピークに下降している。管

内の小規模小売事業者にとっての脅威としては、平成 28 年 11 月 19 日に、都留市郊外に売場面積

7,220 ㎡の大型ホームセンターが出店した。

一方チャンスとしては、同年 11月 5 日に、「都留市農林産物直売所（国土交通省 2015 年度 重点

「道の駅」にも認定）」が開設された。

禾生地区（大月市寄り）や都留文科大学周辺などの市街周辺部ではロードサイド型の大型店が増

えた。一方、城下町から形成された中心市街地の商店街は、道路や駐車場などの制約から集客に停

滞傾向にあり、どの様に集客を増やすかが大きな課題となっている。また「道の駅」を生かした地

域商業の活性化も課題になっている。

ウ）観光（地域観光資源の有効活用）

平成 26年 4 月にオープンした「どきどきリニア館」（山梨県立リニア見学センターに隣接）は、

既に、都留市内で一番の観光集客力を有する施設となっている。また、その隣接地には、都留市が

主体となり、「農林産物直売所（道の駅）」が開設された（前述）。一方、現状では、当該観光集客

力を地域内の他事業者に波及させるまでには至っていない。

従来から魅力があったものの、有効活用しきれなかった富士山湧水など、都留市独自の地域資源

と組み合わせ、魅力ある地域観光資源づくりが必要となっている。

エ）事業承継と創業支援（地域経済の継続的な発展）

平成 29 年度に本商工会が行った「事業承継アンケート調査」（調査対象 1,250 件、回答数 323

件、回収率 25.9％）において、後継者有りとした割合は全体の 3分の 1程度で、個人事業者の約 3

割が廃業を検討しているなど、小規模事業者の高齢化と事業承継の困難さが浮き彫りとなった。

一方、創業支援件数は毎年度一桁にとどまり、廃業による減少分を補うには程遠い状況にある。

地域経済の継続的な発展のためには、事業承継及び創業支援への取組が喫緊の課題となっている。

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方

①10 年程度の期間を見据えて

当商工会には、前述した地域における現状と課題及び都留市の長期総合計画を踏まえ、地域経済

の活力の源となる「企業の育成支援」により、企業業績の向上と雇用の創出、持続的発展の維持が

使命として求められている。

地域の小規模事業者への中長期的な振興のあり方は以下に示すとおりである。
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ア）ものづくり企業の活性化を目指す

本市の主力産業である機械金属工業は、古くから家内工業として発展した繊維産業から転換したもの

が多く、その特有な加工技術は全国的にも稀有の存在である。また、機械器具から光学、医療機器に至

るまで幅広い分野の精密部品製造を得意分野としている。

今後、大手企業の下請け生産に留まることなく、世界市場を視野に独自製品の開発、販路開拓が期待

されている。

イ）地域商業の持続的発展を目指す

市街地に形成された地域商店街は長年市民の経済活動を支えてきたが、近年の人口減少に加え、大型

店、ドラックストア、コンビニ等の進出により顧客獲得競争が一段と激しさを増している。

今後は、消費者ニーズを正確に把握し、高付加価値化、地域資源活用商品の開発等で競合店との差別

化による利益率向上が期待されている。

ウ）地域観光資源のブランド化と交流人口の増加を目指す

「どきどきリニア館」や「道の駅つる」には集客が見込まれ、本市の地域資源である水掛け菜、富士

湧水ポーク、わさび加工品などは一定の売り上げが見込まれるが、市全体への経済波及効果は限定的で

ある。

今後は、地域観光資源のブランド化を進めると共に、リニア観光客の市内誘導、滞留施策が期待され

ている。

エ）廃業による小規模事業者減少の抑制を目指す

小規模事業者廃業理由の多くに事業承継者の不在があげられている実態が浮き彫りになった今、事業

承継支援の取り組みは喫緊の課題となっている。小規模事業者支援機関相互の情報共有、巡回訪問や決

算指導時にいち早く状況を把握し、専門家相談につなぐ支援が期待されている。

②都留市長期総合計画との連動性・整合性

ア）ものづくり企業の活性化

前述の①ア）に記載した本市の主力産業である機械金属工業を中心とした「ものづくり企業の活

性化」は、市長期総合計画で定める「地場産業や地元商店街の地力向上と活性化」の中の「地場産

業の地力向上と活性化」と内容、方向性が合致していることから、本会の取組は市長期総合計画達

成に大いに貢献するものと考えられる。

イ）地域商業の持続的発展

前述の①イ）に記載した小規模商業者又は地域住民の生活拠点である「地域商業の持続的発展」

は、市長期総合計画で定める「地場産業や地元商店街の地力向上と活性化」の中の「地元商店街の

地力向上と活性化」と内容、方向性が合致していることから、本会の取組は市長期総合計画達成に

大いに貢献するものと考えられる。

ウ）地域観光資源のブランド化と交流人口の増加

前述の①ウ）に記載した「地域観光資源のブランド化と交流人口の増加」は、市長期総合計画で

定める「本市独自の着地型・滞在型観光の創出と振興」並びに、同計画中のリーディングプロジェ

クトとして位置づけられた「道の駅つるを中心とした地域活性化」と内容、方向性が合致している

ことから、本会の取組は市長期総合計画達成に大いに貢献するものと考えられる。

エ）廃業による小規模事業者減少の抑制

前述の①エ）に記載した「廃業による小規模事業者減少の抑制」は、市長期総合計画で定める「地

場産業や地元商店街の地力向上と活性化」、「国、金融業者連携した起業者の支援」と内容、方向性

が合致していることから、本会の取組は市長期総合計画達成に大いに貢献するものと考えられる。
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③商工会としての役割

当商工会は、「魅力ある元気いっぱいの企業づくりと信頼される商工会づくりをめざし、繁栄企

業づくりをとおしてまちづくりに貢献する。」を運営理念に掲げている。事業所のニーズに応えら

れるよう現場主義に努め、地域事業所との接点（巡回窓口支援）を強めながら経営課題を把握し、

その問題解決に役立つ支援に取り組んでいる。

前述の「（１）②課題」で示したとおり、製造業や商業者共に現状は厳しい状況である。今後も

当会が行ってきた経営支援を従前よりも更に事業者に寄り添った支援とし、地域の存立基盤の一つ

である商工業者の持続的発展に寄与していくことが商工会の役割と考える。

また、都留市を始めとする他の支援機関等関係者との積極的な連携強化を図り、運営理念の実現

に向け取り組んでいく。

（３）経営発達支援事業の目標

①ものづくり企業の持続的発展

ア）特有な加工技術を活かした独自製品の開発

蓄積された加工技術や生産ノウハウを強みとして、独自製品の開発を促進する。

イ）地域内・外との連携、新たな枠組みの創出

ものづくり企業相互、又は異業種間の交流、連携を図り、独自製品の開発に繋げる。

ウ）ＩＴ技術を取り入れたＰＲ活動

蓄積された加工技術や生産ノウハウをホームページやＳＮＳを通じて、他言語で発信し、世界市場を

視野に入れたＰＲ活動を促進する。

②地域商店街の活性化

ア）消費者ニーズの把握

消費者ニーズを的確に把握し、新商品、新メニューの開発に繋げる。

イ）新商品、新メニューの開発

競合店との差別化を図るための、高付加価値化、地域資源活用商品の開発等を支援する。

③地域観光資源の有効活用

ア）観光客ニーズの把握

「どきどきリニア館」、「道の駅つる」等を訪問する観光客の消費動向を把握し、地域資源を活かした

土産品などの商品開発を促進する。

イ）リニア観光客の市内誘導

「どきどきリニア館」、「道の駅つる」等を訪問する観光客の市内商店街への誘導に向けて、都留市と

の連携強化を図る。

④確実な事業承継への取り組み

ア）確実な事業承継の実現

「事業承継アンケート調査」回答者の内、事業承継への取組みを希望する小規模事業者の確実な承継

を進める。また、その他の事業者、未回答の事業者の掘り起こしを図る。

イ）創業支援の推進

創業者の創出に向け、「ワンストップ相談窓口」の取組を会報や本商工会のホームページで周知する

とともに、他の支援機関と連携を密にして対象者の掘り起こしを図る。
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（４）目標の達成に向けた方針

①ものづくり企業の販路開拓支援

ア）需要動向調査の実施と活用

市場が求める技術力・品質・コスト・納期などの調査を実施し、個別企業の受注開拓に結び付ける。

イ）展示会、商談会等への出展支援

「農商工連携マッチングフェア」、「山梨テクノＩＣＴメッセ」などの開催情報について、巡回訪問、

ホームページ、会報等により情報提供する。

ウ）ホームページ、ＳＮＳ等を活用した販路開拓支援

全国商工会連合会が提供している無料ホームページ作成支援ツール、SNS、Facebook 等を活用して、

小規模事業者でも簡単に情報発信できるようＩＴ研修を実施する。

②地域商店街の活性化支援

ア）飲食サービス業に対する消費モニター調査と活用

飲食サービス事業者の思いと消費者ニーズのギャップやズレを把握し、新商品・新メニューの開発に

結び付ける。

イ）市産業まつりなどの各種イベントの活用支援

都留市産業まつり（毎年 10 月開催）、都留市文化祭（毎年 11 月）等への出店参加を働きかけ、

賑わいの創出に貢献する。

③地域観光資源を活かした商品開発と販路開拓支援

ア）地域資源を活用した特産品の消費者ニーズの把握

「どきどきリニア館」、「道の駅つる」等を訪問する観光客に対して需要動向調査を実施し、顧客の生

の声を収集し、新商品・新メニュー開発に結び付ける。

イ）市産業課とタイアップしたリニア観光客の市内誘致

「どきどきリニア館」、「道の駅つる」等を訪問する観光客の市内商店街への誘導に向けて、都留市産

業建設部産業課及び都留市観光協会等との連携強化を図る。

④事業承継支援と創業支援

ア）アンケート調査結果を利用したピンポイント支援

「事業承継アンケート調査」回答者の内、事業承継への取組みを希望する小規模事業者に対して、専

門機関の活用を促し、確実な承継に結び付ける。

イ）巡回訪問、決算指導時の対象事業者の掘り起こし

ア）以外の事業者、未回答事業者の掘り起こしのため、巡回訪問や決算指導時に支援内容の情報提供

を行い、確実な承継に結び付ける。

ウ）都留市小規模事業者支援ネットワーク連絡会の開催

都留市と本商工会、経営革新等支援機関である市内各金融機関、税理士、会計士及び市外の支援機関

である日本政策金融公庫甲府支店、山梨県信用保証協会富士吉田支店等と意見・情報交換に取り組むた

めの連絡会を開催し、小規模事業者への支援に結び付ける。

エ）特定創業支援事業の実施

本商工会において、創業者に対する「ワンストップ相談窓口」を設置し、他の支援機関との連携の下、

創業、第二創業に結び付ける。
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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（令和 2 年 4月 1 日～令和 7 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

２．地域の経済動向調査に関すること

（１）現状と課題

①現状

現状は、全国商工会連合会（全国連）が山梨県商工会連合会を通じて実施している「中小企業景

況調査（四半期毎・年 4 回）」、全国連が実施する「小規模企業景気動向調査（毎月）」、地域金融機

関が提供する「調査レポート」などを確認するに留まり、当該情報の具体的な分析や小規模事業者

への積極的な情報提供が行われていない。

②課題

支援する商工会としても、小規模事業者の個別支援を行う上で、小規模事業者を取り巻く外部環

境や地域の経済動向について把握し、小規模事業者の経営分析や事業計画の作成、計画の実行に向

けて有効な情報として提供することが課題である。

（２）事業内容

ア）中小企業景況調査の分析

管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国連が山梨県商工会連合会を通じ

て実施している「中小企業景況調査」において、管内小規模事業者の景気動向等について調査・分

析を行う。

【調査対象】製造業、小売業、サービス業、建設業の各業種から 3 事業所（合計 12事業所を選定）

【調査項目】県下の経営指導員が地区内の企業に調査を実施する山梨県全域の業種別（製造業、建設業、

小売業、サービス業）の業況判断 DI（売上額、採算、仕入、資金繰り）、業種別の設備投

資、業種別の経営課題。

【調査頻度】四半期毎・年 4 回

【調査手法】調査票を渡し、回答後に訪問して調査票を回収する。

【分析手法】山梨県商工会連合会による公表結果を、経営指導員が県下事業者と管内の事業者の平均値

を業種ごとに整理し、前期と比べての増減の比較などを分析する。

イ）地域経済動向調査の分析

管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、山梨県商工会連合会が実施している

「地域経済動向調査」において、管内小規模事業者の景気動向等について調査・分析を行う。

【調査対象】建築業、卸・小売業、サービス業（300 社）

【調査項目】本会で所得税確定申告指導を行った地域事業者の確定申告決算データを業種ごとの

売上額、営業利益率、所得額等の項目を集約する。

【調査頻度】確定申告時の年 1 回。申告終了後整理集計を行い、年度初め 4 月に県連へ提出、県

連にて集計、分析を行う。

【調査手法】確定申告のデータを利用する。

【分析手法】山梨県商工会連合会が県内企業の動向として集計・分析したものを 10月ごろ商工会

にフィードバックされるので、経営指導員が管内事業者のデータと比較し、管内の状

況を分析する。

ウ）山梨県観光入込客統計調査の分析

都留市の観光の基本的な情報を確認し、都留市を訪れる観光客の動向を見える化することで、今
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後の事業計画に活かすため、山梨県が実施する「山梨県観光入込客統計調査」において、調査・分

析を行う。

【調査対象】山梨県、桂川・道志川周辺（都留市、旧秋山村、道志村、西桂町）、都留市(単独)に

おける観光客

【調査項目】観光入込数、宿泊客数の観光消費額（県内総消費額、1 人あたり消費額、宿泊客消

費額、日帰り客消費額、消費額内訳）、観光動態（居住地、性別、年齢、日帰り･宿泊

の別、平均訪問観光地点数、平均宿泊数、旅行目的同行者数、グループ形態、利用交

通手段、観光情報入手手段、観光消費の実態、観光地の満足度）

【調査頻度】年 1 回

【調査手法】山梨県が毎年６月に公表する「山梨県観光入込客統計調査」データを活用する 。

【分析手法】山梨県が実施する「観光入込客統計調査」で明らかになった調査項目について、経営

指導員が分析を行い、山梨県における観光客の消費額の動向について整理すると共に、

県内と都留市の状況を比較・分析する。

（３）成果の活用

情報収集・調査、分析した結果はホームページに随時掲載し、広く管内事業者に周知する。また、

これらの情報を職員間で把握・共有し、巡回指導や窓口相談の際に、建築業、卸・小売業、サービ

ス業の業種ごとに該当する情報を中心に提供しながら、事業計画の策定支援等に活用する。特に観

光客に関する情報は、民宿、ゲストハウス、キャンプ場等の観光関連業者へ提供する。

（４）目標

現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

中小企業景況調査公表回数 4 4 4 4 4 4

地域経済動向調査公表回数 1 1 1 1 1 1

山梨県観光入込客統計調査公表回数 0 1 1 1 1 1

３．経営状況の分析に関すること

（１）現状と課題

①現状

現状は、金融斡旋（小規模事業者経営改善貸付など）の推薦書作成時や小規模事業者持続化補助

金等の申請書作成時、経営革新計画策定支援の際に、簡単な経営分析を行うのみであり、小規模事

業者ごとに地域の経済動向等を生かした経営分析を体系的に支援することができていない。

②課題

事業計画の策定に際して、事業者ごとに中小企業基盤整備機構等が提供している分析ツールを活

用した定量・定性分析を行い、当該事業者に対して有効な経営状況の分析結果を提供することが課

題である。

（２）事業内容

①経営分析の目的

小規模事業者の個別支援の強化と新たな取り組み支援を進めていくため、巡回訪問や窓口相談、講

習会への参加者、融資の相談等、幅広い業務の中で経営分析（内部環境の分析）を活用することの重

要性を説明し、地域の経済動向等を生かし、新規顧客開拓、販路の開拓、顧客ニーズの変化に対応する
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取り組みなど、経営体質の強化を目的とした経営分析を実施する。

また、資金調達を必要としている事業者について、投資効果の分析と共に他の負債を含めた事業

所全体の財務状況について分析する。

②経営分析の内容

【対象者】 既存商品や新商品や新サービスの開発により販路開拓を目指すものづくり企業や地域

商店街の事業者、後継者や後継者候補者による事業承継を考えている事業者を対象にす

る。

また、創業予定者も支援する（行政と連携して専門家及び経営指導員のアドバイスを

受けながら「創業者向けの個別講習」により「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」

の 4 分野の知識習得を支援する）

さらに掘り起こしを行うために、巡回訪問や窓口相談、融資の相談、個々に案内する

年末調整指導（137 名参加）、所得税決算指導(481 名参加)の際に経営状況を確認し、経

営分析の必要性を説明して小規模事業者ごとの規模や経営体力、地域の経済動向等に留

意した経営分析を行う。

【分析項目】《定量分析》

・売上分析（顧客別、商品別、工事別、地域別など）、

・コスト分析（売上原価、販売費・一般管理費など）

・損益分岐点分析（変動費、限界利益、固定費）

・設備投資分析（費用対効果や投資回収期間）

・収益性・安全性・生産性・成長性等に係る分析

《定性分析》

SWOT 分析により、外部環境における「機会」と「脅威」、内部環境における「強み」

と「弱み」を明確にする。また、クロス SWOT 分析等により、経営の方向性（含、課題

解決策）を明確にする。

【分析方法】《定量分析》

中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」、「ローカルベンチマークソフ

ト」、「独自テンプレート」を活用する。当該事業者における時系列推移や動態分析や

同業種における経営指標との比較により、経営状況の把握に努め、改善の方向性を検

討する。

《定性分析》

市場環境、競合状況、組織・体制や技術・ノウハウなどの知的資産、設備状況など

について、ヒヤリングを主体に SWOT 分析等を行い、現状を把握する。

（３）成果の活用

①事業者への活用

分析結果は、個別に紙ベースと電子データで当該事業者にフィードバックして分析内容につい

て出来る限り専門用語ではなく、事業者が理解できる表現で説明し理解度を高める。その結果と

して、今後の経営に対する気づきを与えるとともに事業計画策定の重要性を理解してもらい、計

画策定の取り組みを促す。

②商工会における活用

各事業者の今後の方向性を判断する基礎資料として活用するほか、規模や経営力に応じた効果

的な事業計画の策定や実行支援に活用する。必要に応じて、中小企業診断士等の専門家を活用し、

事業者ごとの規模や経営力に応じて説明を行い、その際は、経営指導員も同席して分析内容を把

握する。分析結果はシートにまとめ、経営指導員の支援会議（毎月 1 回）の場を活用して情報共
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有するとともに、職員が閲覧できるようにファイリングして共有化し、経営指導員のスキルアッ

プに活用する。

（４）目標

経営分析件数の目標設定の考え方は、今まで簡単な経営分析を行うのみであり、経営分析を

体系的に支援することが出来ていなかった。今後は、事業計画策定に有効な経営分析を目指し、

当商工会の法定経営指導員、経営指導員合計４名の体制で実施する。初年度は経営指導員 1 人

当り 10 件を目標とし、以後徐々に増やしていく。

現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

経営分析件数 30 件 40 件 40 件 44 件 44 件 48 件

（内訳）

販路開拓 12 17 17 20 20 22

事業承継 4 5 5 6 6 8

創業 2 2 2 2 2 2

金融相談 12 16 16 16 16 16

４．事業計画策定支援に関すること

（１）現状と課題

①現状

現状は、小規模事業者持続化補助金等の申請書作成の際に簡単な事業計画の策定支援や、金融斡

旋（小規模事業者経営改善貸付など）の推薦書作成を行うのみであり、小規模事業者ごとの規模や

経営体力、地域の経済動向等を生かした事業計画策定ができていない。

②課題

小規模事業者が実質的な行動や意識変化を起こせるように、経営分析を行った小規模事業者に、

事業計画策定の意義や重要性を理解・認識してもらうことが課題である。

（２）支援に対する考え方

小規模事業者の持続的発展において、事業者自身が事業計画を策定し、ＰＤＣＡサイクルを回し

ながら経営を行うことは、非常に重要なことである。しかしながら、小規模事業者においては経営

者自らが営業や販売、製造等の実務に携わっていることが多く、事業計画を策定する時間が十分に

取れず、更に事業計画策定のスキルを有していない事業者がほとんどである。

小規模事業者持続化補助金の申請事業者で販路開拓等に取り組む事業者、新商品の開発や新サー

ビスの提供を目指している事業者、創業者向けの個別講習の受講者、ＢＣＰの策定事業者、新たな

設備投資の資金調達を検討している事業者等、前向きな取組み意欲の高い事業者等を掘り起こし、

事業者の経営体力に応じて、実現可能性の高い事業計画の策定を支援する。

（３）事業内容

①事業計画の策定

【支援対象】経営分析を実施した小規模事業者を対象とする。

【手段、手法】小規模事業者の事業の持続的発展を図るため、「地域の経済動向の調査」、「経営状

況の分析」、「需要動向調査」等の結果を踏まえ、その小規模事業者ごとの規模や経営

体力に応じた既存商品やサービスの新規顧客開拓、販路の拡大、新商品や新サービス

の開発など、実現可能性の高い事業計画を事業者自身が策定出来るように、担当制に

よる経営指導員が伴走型で事業計画策定支援を行う。
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小規模事業者主体で進めることにより、小規模事業者が納得した事業内容で、かつ

無理のないスケジュールで確実に進めることができる事業計画の策定が可能になる。

高度専門的な支援が必要な場合は山梨県商工会連合会の専門家派遣制度、やまなし

産業支援機構（よろず支援拠点）の専門家等、山梨県中小企業サポート事業等を活用

し、事業者の経営体力に応じて、実現可能性の高い事業計画の策定を支援する。

（４）目標

下記の理由で事業計画策定目標件数を設定する。

事業者の経営課題に対する問題意識の高さや事業計画の重要性に対する理解度により、経営指導

員による積極的な働きかけでも事業者が経営計画を作成するまでに至らないケースもある。その

為、販路開拓を目指す事業者、新商品や新サービスの開発を検討している事業者、後継者や後継者

候補者による事業承継を考えている事業者は経営分析件数の約 8 割、創業予定者は 10 割、金融関

係の融資相談案件については約 3割とする。

現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

事業計画策定件数 16 件 25 件 25 件 28 件 28 件 31 件

（内訳）

販路開拓 8 14 14 16 16 18

事業承継 3 4 4 5 5 6

創業 2 2 2 2 2 2

金融相談 3 5 5 5 5 5

※山梨県商工会連合会の支援体制（下図）

山梨県商工会連合会の支援チーム、登録外部アドバイザーや、県内支援機関のアドバイザーなど

小規模事業者の幅広い課題に対応できる専門家派遣が可能である。

【 商工会版中小企業ネットワーク支援事業の概要 】 【 山梨県経営革新サポート事業の概要 】

事業主体：山梨県商工会連合会 事業主体：山梨県

・中小企業・小規模事業者 ・中小企業・小規模事業者

・各分野の専門家

・山梨県内支援機関（含、都留市商工会）

・拠点会議
（県内各支援機関、外部アドバイザー）

・ プロジェクトマネージャー会議
（外部アドバイザーによるハンズオン支援チーム）

・山梨県商工会連合会
（（経営支援チーム（含、外部アドバイザー））

・県内各商工会（含、都留市商工会）

経営上の相談

（あらゆる経営上の課題）
課題整理・課題解決

連携による支援

連携による支援

経営上の相談

（注１の様な課題）
課題整理・課題解決

注１）・成長が期待される産業領域への進出や創業 ・新しい商品や新たな技術の開発へのチャレンジ

・地域の特産品を活用した取り組み ・新事業のための連携 ・販路拡大 ・その他の経営革新の諸課題

５．事業計画策定後の実施支援に関すること

（１）現状と課題

①現状

現状は、各種補助金の活用、金融相談等に際しての計画策定が支援の中心となっており、事業

の進捗管理やフォローアップなどの実行支援は、事業者の求めに応じた場合のみの受け身的な対応

に留まっている。また、事業者ごとの規模や経営力に応じた経営全体の向上を視野に入れた支援体
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制は確立できていない。事業計画の策定を行った事業者においては、事業実施そのものが目標とな

ってしまっている傾向があり、目標と成果の確認・検証が行われていない場合が多い。

②課題

支援対応が経営指導員等の個々の判断に委ねられており、組織的・計画的な支援対応が課題とな

っている。

（２）事業内容

定期的な巡回訪問・窓口相談により、進捗状況を確認・検証する。必要に応じて事業計画の見直

し等の修正を行いながら、事業計画策定後の実行を一貫して支援する。

支援においては、関係支援機関との連携を強化し、専門家派遣を含め、効果的な実行支援に繋げ、

事業計画の実現を確実なものとしていく。

対象者 ：事業計画を策定したすべての事業者

支援内容：事業計画の実現に向けての実行を支援する。

事業計画を策定した後、計画策定に携わった経営指導員が巡回訪問や窓口相談による

定期的なフォローアップを実施し、その状況を職員間で共有し、組織として支援して

いく。計画遂行における課題などについてもその都度対応し、計画の進捗が芳しくな

い場合は、関係支援機関や専門家と連携して解決を図っていく

頻度 ：事業計画の内容により、下記の目標値のようにフォローアップの頻度を設定する。

ただし、事業者からの申出等により、臨機応変に対応する。なお、進捗状況が思わ

しくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断した場合には、外部専門家など

第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応策を検討のうえ、フ

ォローアップ頻度の変更等を行う。

（３）目標

売上増加目標達成事業者数の考え方は、売上増加を目指す取り組みである販路開拓、事業承

継の事業者は達成率 80％、創業事業者は 100％、金融相談の事業者は 30％とする。

なお、売上増加目標事業者比率（売上増加目標達成事業者数/フォローアップ事業者数）の向上

も目指し、初年度は 64％(16/25)であるが、5年後には 74％(23/31)を目指す。

現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

フォローアップ対象事業者数 16 件 25 件 25 件 28 件 28 件 31 件

（内訳）

再掲載

販路開拓 8 14 14 16 16 18

事業承継 3 4 4 5 5 6

創業 2 2 2 2 2 2

金融相談 3 5 5 5 5 5

頻度（延べ回数） 33 回 49 回 55 回 55 回 55 回 61 回

（内訳）

販路開拓 頻度年 2回 16 28 32 32 32 36

事業承継 頻度年 2回 6 8 10 10 10 12

創業 頻度年 4回 8 8 8 8 8 8

金融相談 頻度年 1回 3 5 5 5 5 5

売上増加目標達成事業者数 - 16 社 16 社 20 社 20 社 23 社
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６．需要動向調査に関すること

（１）現状と課題

①現状

新商品の開発や新たなサービスを提供する場合、市場における需要動向や買い手のニーズを把握

することが必要であるが、現状はほとんどの小規模事業者は、その重要性や必要性を十分認識して

いないため調査を行っておらず、また商工会としても需要動向に関する調査支援を行っていない。

②課題

今後は小規模事業者が自ら需要動向調査の必要性を認識し、その手法を理解し調査結果を事業計

画に反映していくことが課題となっている。

（２）事業内容

小規模事業者が顧客である消費者や取引先等の買い手ニーズを把握する事が重要であり、マーケ

ットインの視点の重要性や調査の必要性を説明して需要動向調査を実施し、その結果を事業者にフ

ィードバックして、売れる商品作りを支援する。

①地域資源を活用した特産品の消費者ニーズ

地域資源である桂川の清涼な水や富士山湧水を利用した「水掛け菜」、「わさび」、「にんにく」等

の加工品の商品開発を支援する。

【サンプル数】来場者 30 人

【調査手段・手法】「道の駅つる」の農産物直売所において、事業者と経営指導員が店頭等におい

て来場者に開発した新商品を試食や商品を手に取ってもらい、作成したアンケ

ート等への記入を依頼して顧客の生の声を収集する事で顧客ニーズの調査を

実施する。

【分析手段・手法】回収したアンケートを経営指導員が集計・分析し、その結果を簡潔なレポート

にまとめる。

【調査項目】価格感、味・雰囲気などの好み、パッケージデザイン、従来商品・他社商品との比較

商品の満足度等顧客の生の感想や意見。

【分析結果の活用】職員が情報を共有し、対象者への巡回や窓口相談の時に調査結果のレポートを

直接配布して、調査結果をフィードバックする。その結果を基に必要に応じて

専門家派遣等を活用し、販売戦略の見直し・新商品開発・事業計画策定等に活

用する。

②製造業（主に金属加工業）の需要動向調査

製造業・金属加工業等の個社情報について、事業者の設備内容や受注状況などは一応把握されて

はいるものの、その企業の持つ技術レベルは把握し切れておらず需要開拓には生かされていない状

況であった。その為、技術能力やレベルを把握した上で、市場の技術力・品質・コスト・納期を整

理するための調査を実施し、個別企業の受注開拓に結び付ける。

【サンプル数】来場者 30 人

【調査手段・手法】機械電子、ICT 関連で山梨県最大級の展示会である「山梨テクノ ICT メッセ」

等において、求める技術や製品などについてアンケート調査などを実施する。

【分析手段・手法】回収したアンケートを経営指導員が集計・分析し、その結果を簡潔なレポー

トにまとめる。

【調査項目】来場した目的、現在抱えている技術的課題、事業者に求める提案力の内容、求める

加工の種類（切削、プレス、樹脂成型、鋳造）、求める機械加工精度、加工品の材質、

注文から納品までの期間、平均ロット数。

【分析結果の活用】調査結果を分析し、対象事業者へ調査結果をフィードバックする。その結果
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を基に対象事業者への事業計画に反映させるために中小企業診断士など外部専

門家を派遣する。

③飲食サービス業に対する消費者モニター調査

地域の素材や材料を使ったメニューや商品を提供している小規模事業者に対して、顧客の求めて

いるものや提供する商品に対するアンケートやモニター調査を店頭にて行い、提供する事業者の思

いと消費者のニーズのギャップやズレを把握することで、消費者が求めるサービスの提供が可能と

なる。

【対象事業者】地域の資源を活用したメニュー提供をしている飲食業の小規模事業者。

【サンプル数】30 人

【調査手段・手法】小規模事業者と経営指導員がテーマに合わせたアンケートやヒヤリング内容

を検討、必要に応じて専門家の助言を受けて作成し、店頭において事業者が

来店者に対してアンケート協力を依頼する。アンケートはその場で記入し回

収ＢＯＸに投函して頂き、その後経営指導員が回収して集計・整理・分析を

行う。

【分析手段・手法】回収したアンケートを経営指導員が集計・分析し、その結果を簡潔なレポー

トにまとめる。

【調査項目】お客様情報（性別・年齢・居住地・来店時間帯）、一回の外食に使う平均価格

来店理由（なぜこの店を利用するのか）、来店機会（チラシやホームページ）

来店手段と来店頻度

店への評価…印象、雰囲気、入りやすさ、接客、品ぞろえについて提供メニューにつ

いて…味付け・盛り付け・見た目・量・価格・食べやすさ・満足度、改

善点

【分析結果の活用】調査結果を分析し、対象事業者へ調査結果をフィードバックする。その結果

を基に対象事業者への事業計画に反映させるために中小企業診断士など外部

専門家を派遣する。

（３）目標

現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

①地域資源を活用した特産品

調査対象事業者数
0 社 3 社 3 社 3 社 4 社 4 社

②製造業

調査対象事業者数
3 社 3 社 3 社 3 社 5 社 5 社

③飲食サービス業

調査対象事業者数
0 社 4 社 4 社 6 社 6 社 8 社

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

（１）現状と課題

①現状

小規模事業者が販路開拓を行う際には、数多くの販路開拓の機会が用意されているが、人材不足

や資金不足、ＩＴに関する知識が乏しい等の理由により小規模事業者が単独で出展するにはハード

ルが高く、また思うような効果が得られていない。

当商工会では、「各種物産展」や「マッチングフェア」などの出展に際し、出店に係る手続きや

出展の際のエントリーシートの作成支援や会場レイアウト等、小規模事業者にとって苦手な部分の
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支援に留まっている。

②課題

当会として、小規模事業者の販路開拓に関する様々な支援施策の情報提供や、販路開拓に対する

積極性(自主的な行動)を如何に引き出すかが課題である。

（２）事業内容

小規模事業者の新たな需要開拓に有効と思われる展示会への出展を目指す。出展にあたっては、

経営指導員が事前・事後の出展支援を行うとともに、出展期間中には、陳列、接客などきめ細かな

伴走支援を行う。

小規模事業者の新たな需要開拓に寄与するべく、それぞれの商談会、物産展、アンテナショップ

等の情報を該当すると思われる小規模事業者へできるだけ早く情報を提供し、当該機会への効果的

な参画ができるよう準備する。また、参画後には消費者ニーズや需要動向など知り得た情報を活か

し新たな需要の開拓につながるようフォローアップ支援する。

また、需要開拓手法の支援として、全国商工会連合会の SHIFT の更なる活用と、ＩＴを活用し

た日々の旬な情報やマスメディアを活用した製品及びサービスの情報発信について支援する。

①展示会・商談会等の出展事業（BtoB）

地域資源を活用して開発した商品などの販路開拓等を目的とした「農商工連携マッチングフェ

ア」、食品やその素材などの販路開拓を目的とした「やまなし食のマッチングフェア」、製造業を中

心とした取引拡大を目的とした「山梨テクノ ICT メッセ」等の開催情報について、巡回、ホーム

ページ、広報誌等で、事業者の業種に合った展示会等の情報を提供し出展を呼びかける。

出展後は、PDCA サイクルに沿った検証を行い、専門的な課題がある事業者に対しては、専門

家を派遣して課題の解決に向けた支援を行うなど、売上増加に向けた継続的な支援を行う。

ア）農商工連携マッチングフェア

支援対象：県内特産品などを活用して BtoB 向け商品を開発した事業者の販路開拓を支援する

ために、県内外のバイヤーや、県内の土産品販売の小売店や飲食店事業者を招待し

て商談の機会を設けている。

出展企業数：全体で約 100 社

来場者数：約 600 人

イ）やまなし食のマッチングフェア

支援対象：県内特産品などを活用して BtoB 向け商品を開発した事業者の販路開拓を支援する

ために、首都圏を中心とした食のバイヤーにより約 2,300件の商談がおこなわれる。

出展企業数：約 60 社

来場者数：約 1,100 人

ウ）山梨テクノ ICT メッセ等の工業展

支援対象：県内製造業者の多くは下請け事業者が多く新規取引の開拓に苦慮しており、自社

の技術的な強みなどをアピールする機会がほとんどない。その為、BtoB 向けの新

たな取引先の開拓の支援を行う。

開催概要：機械電子、ICT 関連で山梨県最大級の展示会

出展企業数：約 150 社

来場者数：約 10,000 人

②「道の駅つる」への出品事業（BtoC）

地域資源を活用して商品開発した BtoC 向け商品の事業者の一番の課題は販路開拓であり、この

課題を支援するため、「道の駅つる」の農産物直売所にて、県内外の来場者向けに販売を行う
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多くの観光客等が商品を目にする機会を提供するとともに、商品のブランド力向上を図るため、

展示商品のパッケージデザインや展示方法等の改善を経営指導員や専門家（専門家派遣等を活用）

により支援する。

生産者組合組合員数（出展事業者数）：188

来場者数：697,953 人

売上高：約 2 億 6,000 万円

③ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴを活用した販路開拓事業（BtoC）

商品やサービスの認知度を高め新規顧客開拓を行うためには情報発信が重要であるが、知識が

乏しくホームページが作成できない事業者を対象に支援する。

全国商工会連合会が提供している無料ホームページ作成支援ツール、SNS、Facebook 等のソー

シャルメディアを利活用して、小規模事業者でも簡単に情報発信を効果的に行えるよう、ＩＴの各

種セミナーを開催する。ＩＴ利活用による効果的な販路開拓や操作方法等について研修を行う。

専門的な課題がある事業者に対しては、ＩＴに精通した専門家を派遣して問題解決にも取り組

む。全国商工会連合会公式の通販サイト「ニッポンセレクト」（出品数：約 10,000 商品、出店分類：

食品・非食品、公募：不定期で年１回程度ある。県内出品状況：37 事業者、89 商品）への商品登

録も促進し、幅広い顧客への訴求力向上を図る。

④マスメディア等を活用した情報発信事業（新規事業）（BtoB）

商品やサービスの認知度を高め新規顧客開拓を行うためには情報発信が重要であるが、事業者

自身では信用力やマスメディアとの関係も少ないため、単独ではマスメディアにアピールできな

い事業者を支援する。

新商品・新サービス等、小規模事業者の新しい取組み等について、山梨日日新聞都留支局に記事

として取り上げてもらうよう情報提供するとともに、「山梨県商工会連合会プレスリリース事業」

を活用して情報提供を行う。また、山梨県商工会連合会を通じ「全国連ニュースリリース支援」を

活用して情報提供を行う。これらの情報提供により、小規模事業者の顧客開拓を支援する。

（３）目標

現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

①ア）農商工連携

マッチングフェア
3 社 3 社 3 社 3 社 4 社 4 社

成約件数／社 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件

①イ）やまなし食の

マッチングフェア
0 社 2 社 2 社 2 社 3 社 3 社

成約件数／社 0 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件

①ウ）山梨テクノ ICT メッセ等

工業展
3 社 3 社 3 社 3 社 4 社 4 社

成約件数／社 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件

道の駅つるへの出品事業者数 5 社 6 社 6 社 6 社 7 社 7 社

年間売上額(千円)／社 - 150 千円 150 千円 150 千円 180 千円 180 千円

IT 活用事業者数 8 社 10 社 10 社 10 社 12 社 12 社

年間売上額(千円)／社 100 千円 100 千円 100 千円 120 千円 120 千円

マスメディア等への

情報提供件数
1 件 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件

成約件数／社 - 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること

（１）現状と課題

①現状

当地域においては、人口減少による、ものづくり製造業の低迷、経営者の高齢化と後継者問題、

廃業による商工業者の減少など、多くの問題を抱えている。一方、地域経済の活性化について、地

域における他の支援機関と情報共有や意識統一が図られていない。

また、地域の特性を十分に踏まえた産業の振興（賑わいの創出や観光振興等を含む）を図り、地

域を活性化し、小規模事業者の持続的な経営を行う環境づくりも遅れている。

②課題

都留市産業労働部産業課及び他の支援機関との情報共有、意識統一並びに、地域の特性を生かし

た小規模事業者の持続的な経営に繋がる支援が課題となっている。

（２）事業内容

製造業者の販路開拓や、観光事業者・商業者が交流人口の増加といった市場機会を捉えて活かす

ことで、当地域経済の活性化に資する。

県内関係支援機関と連携を取りながら共同で取り組みを行っていく。それにより、関係者間で地

域の活性化の課題の確認や、課題の解決策に向けた意識の共有を図ることが可能となり、今後の地

域経済の方向性を検討するとともに、同じ方向を見つめながら事業を実施していく。

①都留市小規模事業者支援ネットワーク連絡会の発足（仮称）（既存事業の改善）

現在、開催している「市内経営革新等認定支援機関連絡会（構成メンバー：当商工会、都留市、

市内金融機関、税理士）」を組織替えし、市内のみならず県内の他の支援機関と連携し、地域活性

化の課題確認や、その解決策に向けた取り組み内容を共有し、今後の地域経済の方向性を検討する。

（年 1 回）

②豊かな産業のあるまちづくり事業の推進

市の補助金等を活用した小規模事業に対する支援策として、都留市に「小規模商業者事業資金利

子補給金」、「創業者支援利子補給金」、「特許取得促進助成事業補助金」、「空き店舗・空き工場賃借

料補助金」、「高齢者雇用奨励補助金」、「都留市企業立地支援条例による固定資産税支援金」、「特

定創業支援事業計画」など、小規模事業者等に対する各種産業支援策がある。これらの支援策を小

規模事業者に照会すると共に、補助金申請の補助、目的達成の為の施策活用の奨励及び支援を行い

ながら、これら施策を活用し市と連携を深める。

③地域活性化に資する集客イベント事業の連携

都留市が主催、都留市観光協会、都留市商工会、クレイン農業協同組合の 3 団体が共催となり毎

年 10 月に「つる産業まつり」が開催される。開催にあたっては参加団体が実行員会を組織し、3

回の実行員会を開催し、地域活性化の為、各種団体と協力しながら地域の小規模事業者に出店を促

し、まちの活性化に取り組んでいる。会場では、新鮮野菜の直売や、名産品の販売、展示など、様々

なブースがある。

④特定創業支援事業の推進

創業者の創出に向け、創業者に対する「ワンストップ相談窓口」の取り組みについて、会報や当

商工会のＨＰで公表するとともに、他の支援機関（下表の支援ネットワーク）との連携を図り、毎

年 2 社程度の創業希望者や第二創業予定者の掘り起こしを図る。
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ア）特定創業支援事業を実施する。

1 ヶ月以上にわたり、5 回以上専門家及び経営指導員のアドバイスを受けながら「経営」、「財

務」、「人材育成」、「販路開拓」の 4 分野にわたる知識習得を支援する。

１回目：中小企業診断士によるヒヤリング及び創業計画書（ビジネスプラン）の重要性について

２回目：業界の特徴を調べよう（販路）、自社を取巻く経営環境を知ろう（経営）

３回目：ターゲットニーズに則した戦略を立てよう、具体的な売り方をシミュレーションについ

て（経営）

４回目：計画的な経営を目指そう（人材）、儲かる仕組みを確認（財務）

５回目：創業計画書（ビジネスプラン）を作成しよう（中小企業診断士のチェック）

※テキストはビジネスプラン作成のチェックポイント冊子及び中小企業基盤整備機構が配信する

動画（ちょこゼミ）を活用する。

イ）創業希望者や創業者を創業段階から創業後まで、日本政策金融公庫、市内金融機関、専門家

等と連携し、3ヶ月に 1回の巡回訪問等により状況を把握し、持続的な経営発展につなげるフォ

ローアップを実施する。

ウ）創業後、先輩事業者との意見交換会を年 1回実施する。（開業 3 年以内の事業者を対象に実施）

（支援ネットワーク全体像）

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

９．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

①現状

当商工会では、これまで定期的な情報交換の場として、「郡内商工連絡協議会職員部会」（近隣 9

商工会・1 商工会議所（年 5 回））、日本政策金融公庫との「小規模事業者経営改善資金（マル経）

協議会」（年１回・10 月）、「都留市小規模事業者支援ネットワーク連絡会」（市内金融機関・税理

士、市外支援機関（年 1回・10 月））、小規模事業者に対する「税務援助会議」（年 1回・10月）な

どの各会議があるものの、地域動向、施策情報、金融情勢等の情報交換が中心で、支援ノウハウを

意識した情報交換には至っていない。
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②課題

小規模事業者の支援ノウハウの強化、共有を意識した支援機関関係者の会合の開催が課題となっ

ている。

（２）事業内容

山梨県商工会連合会を含めた他の支援機関との情報交換を深め、当商工会としての能力の向上を

図る。

①都留市小規模事業者支援ネットワーク連絡会の開催

都留市と当商工会、市内経営革新等支援機関の山梨中央銀行都留支店、山梨信用金庫谷村支店、

山梨県民信用組合都留支店・下谷支店、都留信用金庫桂支店・谷村支店、上谷支店、禾生支店、志

村司郎会計事務所、前田安正税理士事務所、石原会計事務所、及び市外の支援機関である日本政策

金融公庫甲府支店、山梨県信用保証協会富士吉田支店、よろず支援拠点、やまなし産業支援機構 事

業引継ぎ支援センターと年１回、各種支援施策の研修、取組内容の検討、支援実績の報告など意見・

情報交換に取り組むための連絡会を開催し、小規模事業所への支援に参考とする。年１回開催

②金融支援に関する情報交換及び研修会の開催

新たな事業として、日本政策金融公庫甲府支店とは年 2 回、山梨県信用保証協会富士吉田支店と

は年 1 回の頻度で、それぞれの支援機関と共に開催している日本公庫の「一日公庫」、信用保証協

会の「保証協会出張相談会」の開催後に「金融支援に関する情報交換及び研修会」を開催し、それ

ぞれの支援機関と共に支援の実例や具体的支援方法、助言の手法を習得し小規模事業者への金融支

援に活用する。

③山梨県商工会連合会の職員研修への出席

山梨県商工会連合会が主催する「職員研修（能力開発研修、実務研修、特別研修、階層別研修）」、

「先進事例発表会」等に年 5 回以上参加し、支援の実例や具体的支援、助言の方法についての情報

交換を行い、他の商工会や、やまなし産業支援機構、よろず支援拠点等の他の支援機関による事例

の蓄積を進め、小規模事業者に対する指導、助言の手法といった支援ノウハウを習得する。

④郡内商工連絡協議会職員部会への出席

都留市商工会、大月市商工会、上野原市商工会、道志村商工会、西桂町商工会、南都留中部商工

会、河口湖商工会、小菅村商工会、丹波山村商工会、富士吉田商工会議所で、構成している郡内商

工連絡協議会の職員部会に年 5 回参加し、郡内地域の小規模事業者に関する情報交換を行い、支援

の事例や具体的支援、助言の手法を習得し小規模事業者への支援に活用する。

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること

（１）現状と課題

①現状

山梨県商工会連合会が開催する資質向上等の「研修会」に、経営指導員等が年に１回以上参加す

るとともに、「Web 研修」を組み合わせ、多様化する小規模事業者の要望に対応できるスキルを学

んでいる。また、経営指導員の情報共有を図ることを目的に、当商工会独自で月 1回「職員勉強会」

を実施している。一方、現状では、中小企業基盤整備機構が開催する「研修会」には参加できてお

らず、幅広い資質向上を図る余地がある。また、支援経験の少ない職員に対する研修も計画的には

行っていない。

②課題

小規模事業者の支援に当たる職員の幅広い資質向上、また、支援経験の少ない職員に対する研修

の実施が課題となっている。
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（２）事業内容

①独自研修会の実施(既存事業の改善)

・目的：経営指導員等の情報共有と資質向上のため。

・手段：月 1 回の「勉強会」及び週 1 回の「業務打合せ会」において、研修会等に参加した職員

が参加していない職員等に対して習得してきた研修内容及び、自分が得意な分野等につ

いて講師となり他の職員に伝えるための勉強会を開催する。

・組織及び小規模事業者に対する効果等 ：支援ノウハウの共有による当商工会の支援レベルの

底上げとなる。また、出席した職員は他人に伝えるための努力をすることで、深く知識を習得

することに繋がる。

②中小企業基盤整備機構が開催する「短期等研修会」への参加(新規事業)

・目的：経営指導員等の幅広い知識の習得と資質向上のため

・手段：中小企業基盤整備機構が開催する「短期等研修会」に、経営指導員等が不足している支

援ノウハウを補うため、各自が不足していると思われる能力を特定し、それに見合った研修に

参加する。また研修終了後、当商工会内の勉強会で習得内容を共有しする。（計画的に指導員

等を派遣する）

・組織及び小規模事業者に対する効果等 ：多様化する小規模事業者の要望への対応と支援ノウ

ハウの共有による当商工会の支援レベルの底上げ

③商工会業務システム活用による情報の共有化

・目的：個々の支援ノウハウを共有化することで、さらなる支援ノウハウの向上を図る。

・手段：中小企業基盤整備機構が開催する「短期等研修会」に、経営指導員等が参加し、個々の

支援ノウハウの向上を図る。支援ノウハウの共有については、「商工会業務システム」（商工業

者カルテ管理システム）を活用し、情報の共有化を図る。また、経験の少ない職員に対しては、

ベテラン経営指導員とチームによる支援等を行うことで、指導・助言内容、情報収集方法など

を伝授する（OJT による支援能力の向上）。

・組織及び小規模事業者に対する効果等 ：個々の支援ノウハウが向上することで、広く小規模

事業者の要望に対応できる。

１１．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

①現状

毎年、総代会資料に、事業報告書の最後に前年度の主要目標実績の表を記載し、項目毎に目標、

実績、達成率を掲載している。また、事業計画書の最後には、次年度の主要目標値として、項目毎

に目標、目標の根拠等を記載し、報告しているが、目標が達成できても、出来なくても特に実施内

容を評価分析、見直し、次年度の計画に反映することはしておらず、ＰＤＣＡを充分回しきれてい

ない状況である。

②課題

毎年度のＰＤＣＡを適切に回していく為の仕組み作りが課題となっている。

（２）事業内容

毎年、ＰＤＣＡを適切に回していく為の仕組み作りを行うため、評価協議会を設置する。毎年度、

小規模事業者向け経営発達支援計画を商工会のホームページ上で公表していく。評価については、

評価協議会において、毎年ＰＤＣＡの観点から計画に定めた事業の実施状況について評価を行い、

理事会、総代会へ報告していく。
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なお、具体的には以下の段取りで行う。

①当会の理事会と併設して、都留市産業課長・外部有識者（中小企業診断士）・法定経営指導員を

メンバーとする「評価協議会」を年１回開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行

う。

②当評価協議会の評価結果は、理事会にフィードバックした上で、新年度の事業計画に反映させる

と共に、ホームページ等へ公表することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。

http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/~tsuru



23

（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

（令和元年１０月現在）

（１）実施体制

都留市商工会と都留市役所の経営発達支援事業実施に係る体制。

（２）都留市商工会による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制

①当該経営指導員の氏名、連絡先

■氏 名：若林和彦

■連絡先：都留市商工会 電話：0554-43-1570

②当該経営指導員による情報の提供及び助言

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。

（３）都留市商工会、都留市役所連絡先

①都留市商工会

〒402-0053

山梨県都留市上谷 3-6-38

都留市商工会 指導課

TEL:0554-43-1570 / FAX：0554-45-1644

e-mail:tsuru@shokokai-yamanashi.or.jp

②都留市役所

〒402-8501

山梨県都留市上谷 1-1-1

都留市役所 産業建設部 産業課

TEL:0554-43-1111 / FAX：0554-43-5049

e-mail:shoukoukankou@city.tsuru.lg.jp

事務局全体 ９名

（内訳）

事務局長 １名

法定経営指導員１名（予定）

経営指導員 ３名

補助員 １名

記帳専任職員 ３名

総務課

総務課長 （事務局長兼務）

補助員 １名

事務局長

指導課

法定経営指導員 １名（予定）

経営指導員 ３名

記帳専任職員 ２名

都留市役所

産業建設部 産業課
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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）

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

必要な資金の額 1,650 1,550 1,650 1,750 1,750

専門家謝金

一般事業費

委託費

雑費

800

300

400

150

850

250

300

150

900

300

300

150

950

250

400

150

1,000

300

300

150

（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

１．補助金（国・県・市）

２．自己資金

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

当商工会が取りまとめ役となり、国・県・金融機関・専門家グループ等と連携を図り、小規模

事業者の持続的な発展に取り組む。連携者とは有機的に協力しながら、「ワンストップ」で小規

模事業者の課題解決を図る。 

連携先及び役割は以下のとおりである。 

支援機関名 代表者名 住所 

山梨県庁 知事 長崎幸太郎 甲府市丸の内 1-6-1 

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 

山梨県中小企業診断士協会 会長 丸山孝雄 甲府市相生 1-7-3 

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 
 

連携して実施する事業の内容 

（１）地域の経済動向調査に関すること 

 ①中小企業景況調査の分析 
 ②地域経済動向調査の分析 
  

（２）経営状況の分析に関すること 

 事業者ごとの規模や経営力に応じた分析結果の説明 
 
（３）事業計画策定支援に関すること 

高度専門的な支援が必要な場合の、事業者の経営体力に応じた、実現可能性の高い事業計画

の策定支援 
 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること 

対象事業者の事業計画策定後の効果的な実行支援、事業計画の実現の確実化 
 

（５）需要動向調査に関すること 

 対象事業者の需要動向調査分析結果の事業計画への反映 
 

（６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

展示会、商談会出展後のＰＤＣＡサイクルに沿った検証と、専門的な課題がある事業者の課

題の解決 

連携して事業を実施する者の役割 

（１）地域の経済動向調査に関すること 

①中小企業景況調査の分析 

山梨県商工会連合会：経営指導員が県下事業者と管内の事業者の平均値を業種ごとに整理

し、前期と比べての増減の比較・分析を行う際の助言、情報提供等。他市町村の状況、最近の

動向等の情報取得が期待できる。 
 

②地域経済動向調査の分析 

 山梨県商工会連合会：県内企業の動向として集計・分析したものが 10 月ごろ商工会にフィ

ードバックされるので、経営指導員が管内事業者のデータと比較し、管内の状況を分析する際

の助言、情報提供等。他市町村の状況、最近の動向等の情報取得が期待できる。 
（２）経営状況の分析に関すること 
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・事業者ごとの規模や経営力に応じた分析結果の説明 

  山梨県中小企業診断士協会：規模や経営力に応じた効果的な事業計画の策定や実行支援を経

営指導員が行う際の指導・助言。専門的な知見の有効活用が期待できる。 
 
（３）事業計画策定支援に関すること 

・高度専門的な支援が必要な場合の、事業者の経営体力に応じた、実現可能性の高い事業計画

の策定支援 

山梨県商工会連合会の専門家派遣制度、やまなし産業支援機構（よろず支援拠点）の専門家、

山梨県の事業及び研究機関等：高度専門的な支援が必要な場合に、事業者の経営体力に応じた、

実現可能性の高い事業計画の策定支援。専門的な知見の有効活用が期待できる。 
 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること 

・対象事業者の事業計画策定後の効果的な実行支援、事業計画の実現の確実化 

山梨県商工会連合会、やまなし産業支援機構の専門家：関係機関との連携を強化することに

より、事業者の事業計画策定後の効果的な実行支援に繋げ、事業計画の実現を確実なものとし

ていく。専門的な知見の有効活用が期待できる。 
 

（５）需要動向調査に関すること 

・対象事業者の需要動向調査分析結果の事業計画への反映 

山梨県中小企業診断士協会など外部専門家：経営指導員が行った需要動向調査結果の分析を

対象事業者の事業計画に反映させる際の専門的な助言、情報提供等。分析結果の確実なフィー

ドバックが期待できる。 
 

（６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・展示会、商談会出展後のＰＤＣＡサイクルに沿った検証と、専門的な課題がある事業者の課

題の解決 

中小企業診断士など外部専門家：展示会、商談会等に出展した事業者に対して、出展後、

経営指導員が行うＰＤＣＡサイクルに沿った検証の際の助言、情報提供等。専門的な課題が

ある事業者に対しては、課題の解決に向けた支援が期待できる。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援ネットワーク 

小規模事業者 

商工会が各機関と

連携しワンストッ

プサービスを提供 

伴走型支援 

小
規
模
事
業
者
の
持
続
的
発
展 

商品開発･販路開拓･創業 

知的財産･事業継承･金融 

労務･税務･記帳・・・ 

都留市商工会 

山梨県中小企業 

診断士協会 

やまなし産業支援機構 山梨県 

山梨県商工会連合会




