
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

(法人番号) 

昭和町商工会（法人番号 ４-０９００-０５００-１２０５） 

昭和町   （地方公共団体コード １９３８４４） 

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 

 地域内の小規模事業者の長期的な振興のあり方や昭和町第６次総合計画を踏まえ、今後 

10年間の目標を以下の通り定め、実施していく。 

 1. 小規模事業者のステージ（属性）に応じた事業計画策定とフォローアップによる経 

  営力向上支援 

 2. 「小さくても『キラリと光る企業』」の輩出と新たな需要を開拓に対する支援 

 3. 創業事業者の支援と雇用の確保に対する支援 

 4. 地域の賑わい創出による交流人口・定住人口の増加 

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  

  国が提供するビッグデータの活用や当会独自の昭和町小規模事業景況調査の実施に 

 より、地域の経済動向を的確に情報収集し、比較・分析を行い、情報提供する。 

 ２.経営状況の分析に関すること 

 「経営相談意向調査票」により経営状況の分析対象者を掘り起こし、経営支援基幹シ 

 ステム「BIZミル」を活用し、小規模事業者のステージに応じた経営状況分析を実施。 

 ３.事業計画策定支援に関すること 

  小規模事業者をそのステージに応じた支援分類に区分し、ステージに応じた事業計 

 画策定セミナーの開催等を通じ、個々の事業者に合った事業計画を提案し策定に繋げ 

 ていく。 

 ４.事業計画策定後の実施支援に関すること 

  策定した事業計画の進捗状況を確認しながら、個々の事業者に応じた支援策を提供 

 し、事業計画が着実に実行されるようにフォローアップを実施する。なお、進捗状況 

 により、訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、訪問回数を減らしても支 

 障のない事業者を見極めた上で、実効性の高いフォローアップを実施する。 

 ５.需要動向調査に関すること 

 「しょうわ逸品フェア」や「快適住居（スマイル）工房」事業等、小規模事業者が市 

 場動向を把握できる機会を創出すると共に、バイヤーや消費者等からの情報を数字等 

 で定量的に把握できる需要動向調査を実施し、その結果をフィードバックしていく。 

 ６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ・地域内大型店と連携した「しょうわ逸品フェア」開催事業の実施（ＢtoＣ） 

 ・各種団体主催の展示会・商談会参加事業の実施（ＢtoＢ） 

 ・ＷＥＢ版「快適住居（スマイル）工房」による販促支援事業の実施（ＢtoＣ） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   町と連携し、大型店の集客力を積極的に活用したイベントや地域小規模事業者のフ 

 ァンづくりに寄与した様々なイベントを開催し、地域の賑わい創出による交流人口・ 

 定住人口の増加を図っていく。 

連絡先 

昭和町商工会 振興課 

〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越 665-2 

 ℡:055-275-3344 FAX:055-275-3346 E‐mail:info@showaf.com 

昭和町 環境経済課 

〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越５４２－２ 

 ℡:055-275-8355 FAX:055-275-2109  E-mail:kankyo@town.yamanashi-showa.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 地域の現状 

昭和町（以下、当町）は、1942年 7月に昭和村として発足し、1971年 6月に町制施行して 

現在に至る。甲府盆地の中央に位置し県都甲府市に隣接する面積約９ｋ㎡、人口２万人と人口 

密度の高い町である。 

交通面では、山梨県の玄関口である中央自動車道甲府昭和ＩＣ、国道 20号線、山梨新環状 

道路など主要幹線道路が交差し、また、南北を縦断しＪＲ身延線が通過し、町内には国母駅・ 

常永駅を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、当町は山梨県内で唯一山がない平地であり、交通のアクセスが良いため、町東部には 

山梨県テクノポリス計画の基幹工業団地である甲府市・中央市にもまたがる国母工業団地

（97ha）、町西北部の釜無川(富士川)左岸の釜無工業団地（66ha）と 2つの工業団地を有している。 

 さらに数次の大規模土地区画整理事業の展開により、2000年 2月にイトーヨーカドー甲府昭 

和店、2011年 3月にイオンモール甲府昭和が開店するなど大型ショッピングモールが出店し、 

これらを中心とした商業集積に加え、宅地化も進み、県下で唯一人口が増加し続け、商工業者、 

小規模事業者も漸増傾向にある。 

なお、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）によると、滞在人口は平日でも人口の 1.67倍と、 

「人が集まる町」であることが特徴のひとつである。 

 【人口と世帯数の推移；出典 RESAS】 

年月 人口（人） 5年毎の増加数（人） 世帯数（戸） 

1998年 4月 14,806       － 5,516 

2003年 4月 15,906 1,100 6,083 

2008年 4月 16,759 853 6,704 

2013年 4月 18,515 1,756 7,697 

2018年 4月 20,100 1,585 8,641 

2019年 4月 20,277               － 8,716 
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 【2019年１月における滞在人口（１５歳以上８０歳未満）；出典 RESAS】 

    人口（人）；Ａ 滞在人口（人）；Ｂ 割合（Ｂ/Ａ） 

平日 １４，４５３   ２４，１２３ １．６７ 

休日 １４，４５３ ２７，１４１ １．８８ 

 ※なお、滞在人口のうち山梨県外から流入者は、平日 2,882人（休日 2907人）で、東京都・ 

   長野県からが 40％を占める。 

 

 【商工業の状況および業種別商工業者数の推移】 

   当地域では、2019年 4 月１日現在、商工業者数 1,501人（小規模事業者数 1,041 人）で、卸・ 

  小売業、飲食業とサービス業の割合が非常に高い（約 70％）ことが特徴である。また、卸・小 

  売業、サービス業以外の商工業者数は減少傾向にある（下表参照）。 

   しかし、平成 28年経済センサス（活動調査）によると、山梨県で唯一、事業所数が増えてい 

  る地域でもある。（新設事業者数 229に対して廃業事業者数 212） 

   商業関係は、土地区画整理事業により進出した大型小売ショッピングモールやモール周辺への 

  大手チェーン店を中心に大規模小売店の集客力を狙った飲食業、理美容業などをはじめとする新 

  規開業が多く、また、コンビニエンスストアも 23店あり、その出店密度も県下一高い。 

   また、2年前（2017年）に大型ショッピングモールが増床（増床後 119,000㎡；176店舗）し、 

  地域内の小規模事業者が置かれている環境は一層厳しくなっている。 

   一方、工業関係では、小規模製造業者の多数（約 50社）が地域内にまたがっている国母、釜 

  無の両工業団地に入居している大企業、中小企業の下請け事業者であり、経営状況は大企業の 

  好不調の影響を受けやすく、元請企業の外注費削減による売上高・利益率の減少、原材料価格等 

  の高騰や後継者不足による廃業の増加など厳しい経営環境にある。また、特定の取引先からの 

  受注依存度が高い事業者が多く、元請企業の倒産等などの影響を受けやすい状況にあり、加工技 

  術の向上や技術開発等に取り組む事業者は少ない。 

   建設業においては、公共工事や新築住宅を元請けする中規模業者もあるが、地域内に大手ハウ 

  スメーカーの住宅公園があることから、その下請けの一人親方が比較的多い。消費税増税により 

  短期的な受注を確保している業者はあるものの、地元現場中心の業者は、入札等の価格競争も 

  あり、十分な利益は確保できておらず、一般住宅建築もハウスメーカー等との競合により利益 

  の確保が難しい状況である業者が多い。 

  業種分類 
２０１９年 4月 1日現在 ２０１４年４月１日現在 

商工業者数 小規模事業者数 商工業者数 小規模事業者数 

農業 ２ ２ ２ ２ 

建設業 １９７ １７９ ２１８ ２０２ 

製造業 １１５ ７３ １３３ ８９ 

情報通信業 １３ １０ １２ １０ 

運輸・郵便業 ２７ １７ ２９ １８ 

卸売・小売業 ４４５ ２０４ ４３４ ２４５ 

金融・保険業 １３ ９ １３ ７ 

不動産業 ７６ ６３ ７１ ６０ 

サービス業 ６１３ ４８４ ６０２ ５０５ 

（飲食サービス業） （２７９） （２１７） （２９０） （２５０） 

合計 １，５０１ １，０４１ １，５１４ １，１３８ 

                              ※当商工会の所有データによる。 

 【小規模事業者の現況】 

    当商工会が、今年（2019 年 7月）、管内の小規模事業者 1,041名を対象に行った「昭和町小規 

  模事業者経営実態調査（回答者数 246、回収率 23.6％）」によると、5年前と比較して、「売上高」 
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 は、約 70％が「横這い（34.4％）」・「減少（36.9％）」で、「増加」と答えたのは 28.7％であった。 

 特に、小売業（48.8％）、飲食サービス業（48.3％）が「減少」と回答している。大型ショッピン 

 グモールの出店・増床後における当町への買い物客の増加とともに、激しい競争に晒されている小 

 規模事業者の厳しさが窺い知れる。 

  また、利益状況であるが、全体では「横這い」が 40.7％で最も多く、「減少」35.0％、「増加」 

 24.3％と続く。「売上高」より「利益」状況の方が厳しい状況にあることがわかる。 

  さて、経営上の問題点（上位 3つまで）を訊ねてみたところ、全体では、「売上高(受注)不振」 

 33.8％で最も多く、「労働力不足」31.1％、「原材料(仕入)価格の上昇」30.2％、「人件費の上昇」 

 24.9％、「諸経費の上昇」が 23.6％と続いていた。 

    業種別では、「原材料(仕入)価格の上昇」が『製造業』と『飲食サービス業』においてトップで 

 各々18.0％と 22.1％であった。また、飲食サービス業では「売上高(受注)不振が 14.6％と多い。 

 『建設業』では「技術力・人材不足」17.3％、「労働力不足」15.0％と多い。消費者対象の業種で 

 ある『小売業』にあっては、「消費者ニーズへの対応」が 13.3％と 2番目に多い回答であった。 

 

  

【昭和町第 6次総合計画における商工業政策】 

当町は平成の大合併の中で、周辺市町村が合併し新市への移行を進める中にあって、単独で 

歩む事を決め、常永地区の土地区画整理事業での大規模商業施設の開設と優良宅地の造成により 

雇用増加と人口増加が継続的に進んでいる。また一方、人口減少により消滅自治体が出てくると 

いう地域間競争が激しくなる中で、今後も住んでいる人には住み続けたいまちとして、町外の人 

たちからは、「行ってみたいまち、暮らしてみたいまちとして選ばれるまちづくり」を推進して 

いくとし、当商工会も策定委員として参画して、2016年度に第 6次総合計画を策定した。この 

計画では、今後 10年間のまちづくりを「未来への魅力あふれる昭和町 ― 暮らしやすさ一番を 

目指して ― 」を目標にしている。 

 また、計画では、少子高齢化社会への対応、情報通信社会の進展、交流人口の増加、ライフス 

タイルの多様化、新しいコミュニティの模索などをまちづくりの全体動向として捉え、分野別に 

基本方針を定めて、施策の体系を定めることとし、10年後の総人口を 2015年に比べ約 2000人 

多い 21,500人と設定している。なお、当総合計画では、商工業に関して以下の通りに記載して 

いる。 
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〇基本理念；「にぎわいと活力のある町を目指す」 

〇政  策； 

① 活力ある商工業の振興 

 優位な交通立地や工業誘致基盤を活かしながら工業振興

に努めるとともに、商工会などを通じた中小企業の支援に

努めます。また、商業街区の形成による賑わいの場づくり

を進めると同時に、これらの場の有効活用による商業活動

を促進します。さらに、地域企業の交流を促し、相互の協

力関係づくりに努めます。 

② 
可能性を高める雇用・

起業の支援 

 就労環境の改善への呼びかけや雇用促進策に努め、労働

環境の向上をめざします。また、情報通信技術の革新や少

子・高齢社会を見据えたコミュニティ・ビジネスなどを促

進し、地域の課題やニーズ、消費者の志向に対応した事業

展開、起業への支援などを進めます。 

  

 【昭和町中小企業・小規模企業振興基本条例】 

   〇条例施行日 2018年 6月 25日 

   〇条例の目的 この条例は、小規模企業をはじめとする中小企業の振興について、その基本理 

          念及び振興に関する施策の基本となる事項を定め、町の責務や中小企業者等の 

          努力、地域経済団体、大企業、金融機関の役割及び町民の協力を明らかにする 

          ことにより、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ 

          て本町経済の健全な発展と町民の生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域の課題 

当町は、狭い地域に、第一種 6店、第二種 10店の大型小売店が出店している地域であることか

ら、商業関係業種はその影響を受けて経営意欲を失う小規模事業者も少なくない。 

工業関係業種では、後継者難などで事業承継に悩みを抱える小規模事業者が多く、技術の伝承

や取引の拡大が円滑に進んでいない。 

一方、当町は県下で最も創業者の多い地域であり、当商工会では、これまで 10 年以上にわたっ

て、隣接する中央市商工会、やまなし産業支援機構などと創業塾を共同開催してきた。 

しかし、直近の経済センサスによると、ここ 3 年間の新設事業所 229 人に対し、廃業事業所は

212人となっており、この数字と創業者の実態を考え合わせると、新規創業者が多い反面、その成
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功率（経営の持続割合）が低いことを表しており、創業前の準備段階のきめ細かな支援と創業後の

フォローアップによる経営の持続化支援が課題となっている。 

新たな需要の開拓に関しては、これまで、 

①魅力ある商品・サービス等を掘り起こして販路拡大を支援する一店逸品事業（参加 138店） 

②共同で建築業者の受注拡大を図る「快適住居（スマイル）工房」事業（33社参加） 

など、業種別の共同事業を通じて販路開拓等の支援を行ってきた。しかし、事業のマンネリ化や販

路開拓の効果の検証不足など課題が多く、事業の効果が限定的になっている。 

さらに、当町では、流入による人口増加が続き、地域の特性や地域住民の結びつきが失われ、自

治会未加入世帯が増加するなど、町行政にも支障をきたしている。このような実情を踏まえ、当商

工会も、これまで、町とともに、以前からの住民と新たな住民の融和を図るための「ふるさとふれ

あい祭り」などに取り組んできた。しかし、都市化の進むなかで、住民が自らの住む地域をよく知

り、町への理解と愛着をもってもらう取り組みや、増え続ける交流人口を取り込んだ新たなにぎわ

いの創出等が課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 小規模事業者に対する長期的な振興の在り方 
 ①10年程度の期間を見据えたビジョンと商工会の役割    

   当町の地域経済を支えている小規模事業者が、継続的に発展していくことが地域振興において 

  非常に重要であり、当町の 10年後の目標である「未来への魅力あふれる昭和町 ― 暮らしやす 

  さ一番を目指して ― 」を達成する一番の近道である。小規模事業者が継続的に発展するために、 

  今後 10年間のその目指すべき姿は、自社の「強み」に気づき、その「強み」を活かし、高い付 

  加価値を生み出せる事業者が増えていくことである。  

   そのために、小規模事業者の経営の実情にあった支援体制の構築および質の向上、事業者ニー 

ズの高いセミナーの開催、高度な相談内容に向けての専門家や金融機関等との協力関係の強化等 

に注力し、小規模事業者の経営力強化を図り、「小さくても『キラリと光る』企業」をより多く 

輩出し、大型店との競合に負けない競争力のある企業の育成を図っていく。同時に創業支援によ 

る新たな事業者の創出も推し進めていかなければならない。 



６ 

 

   そのような中、当商工会は、町の総合計画に沿って、当町の総合的経済団体として、また地域 

  経済を支える中心的な支援機関として、その責務を果たし、地域経済の活性化に資することを使 

  命としている。そのために、職員のスキルアップによる支援力の向上や他の支援機関・専門家等 

  との連携を強化するなど相談体制を整備し、事業者のレベルにあった経営分析や事業計画の策 

定・需要開拓などの支援を実施し、小規模事業者の経営力の底上げを図っていく。 

   さらに、町や地域内の他の支援機関と連携し、地域の魅力を積極的に域外にＰＲする取り組み 

  を行い、地域経済への波及効果を促すため、交流人口の更なる増加および定住人口の増加のため 

の仕組みづくりにも取り組んでいき、当町の第６次総合計画の目標である「未来への魅力あふれ 

る昭和町」として発展していけるよう、小規模事業者の中核的支援団体としての役割を果たして 

いく。 

  ②昭和町第 6次総合計画との連動性・整合性 

   総合計画では、商業振興では「商工会と連携を図りながら、商業活動の活発化を促すとともに、 

  大型小売店と中小商業者がともに活躍することのできるバランスのとれた商業振興をめざす」こ 

  とを施策の方針としている。 

   一方、工業振興では「商工会と連携を図り、既存の中小工業者の育成や企業間の連携を促進す 

  るとともに、優良企業の誘致を進める」ことを施策の方針としている。 

   また、起業の支援では、「関連する制度や施策の有効活用を促進し、住民による起業・創業を 

  支援すると同時に、地域に根ざしたコミュニティビジネスの育成に努める」ことを施策の方針と 

  している。 

   当町の基本理念「にぎわいと活力のある町を目指す」は、当町の商工業者の 70％を占める小 

  規模事業者の成長がなくては達成できず、当商工会が目指す方向は、第 6次市総合計画とも整合 

  性がとれ、連動している。 

 

（３）経営発達支援計画の目標および達成のための方針 
  地域内の長期的な振興のあり方や昭和町第 6次総合計画を踏まえ、小規模事業者への「経営発達 

 支援事業」の 5年間の目標・方針を以下の通り定め、実施していく。    

  ①商工業者の経営レベルに応じた事業計画策定とフォローアップによる経営力向上支援  

 【目標】 

 商工業者が自社の経営状況を数値等で認識し、「販路開拓・拡大」「生産性向上」に取り組み、 

売上・利益を増加させるための事業計画の策定を行う。具体的には、事業者の現状を鑑み、経 

営状況を４つの段階に分類し、事業者の経営レベルに応じた事業計画を毎年 20件程度策定し、 

5年間で 100件（管内全小規模事業者の約 10％）の事業計画策定に取り組むことを目指す。ま 

た、策定後のフォローアップにより、経営力を強化し、事業計画策定者の 30％が、売上増・利 

益率 5％増を達成するよう取り組んでいく。 

 【方針】 

 小規模事業者自らが、事業計画策定に取り組むには、動機づけが必要である。そのためには、 

その重要性をセミナーや経営指導員等の巡回訪問等を通して啓蒙し、「生産性向上」や「販路開 

拓・拡大」といった取り組みを希望する事業者をピックアップし、経営分析を行い自社の現状 

とあるべき姿との乖離を把握してもらうと同時に、自社が抱える課題を認識してもらい、事業 

計画の必要性を説き、計画の策定に繋げていく。実施にあたっては、専門家や他支援機関と連 

携し、事業計画書の策定支援を行う他、伴走型によるフォローアップ支援も実施する。 

 

  ②「小さくても『キラリと光る企業』」の輩出と新たな需要を開拓に対する支援 

  【目標】 

    経営計画を策定した事業者や一店逸品事業参加事業所の中から、新たなモノ・サービスで市 

    場を深耕しようとする意欲のある事業者を対象に、販路開拓支援や消費者ニーズに合った新商品 
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  や高付加価値化に向けた商品開発等の支援を毎年 20 件の目標で実施し、5年間で約 100 件（管 

  内小規模事業者の約 10％）の支援を目指すとともに、売上・利益の向上も図る。    

 【方針】 

 当商工会の一店逸品委員会（役場職員・外部専門家が委員として参加）では、平成 24年から 

地域の小規模事業者が提供するもの（商品・サービス・技術）で、「消費者におススメしたい、 

優れているもの」を掘り起し推奨し、逸品カタログとして作成し、地域内外に発行している（年 

1回、32,000部）。また、その中で、特に優れたものや旬なもの、今後の売上増が期待できるも 

のを、毎年大型店で開催している「逸品フェア」に参加させ、新たな需要開拓に寄与している。 

 今後も上記事業を引き続き進めていくが、既に推奨されている商品・製品については、「売上 

増」、「高付加価値化」を目指し、希望する者に対しその磨き上げの支援を行う。さらに、新たな 

モノ・サービスの開発については、一般消費者やバイヤーのニーズを把握するために、消費者目 

線・バイヤー目線での評価や改善点を確認するための、需要動向調査を行い、生の声から導き出 

された課題解決を図ったり、更なる高付加価値化を図ったりするなどして、「売れる商品・製品・ 

サービス」への支援を実施する。また、同時に上記の商品・サービスを当商工会のホームページ 

等で紹介するなど、ＩＴを活用した支援も行っていく。  

 その他、新たな販路開拓を希望する事業者に対し、各種商談会や物産展のブースを当商工会が 

借り上げ、参加する個社の新たな販路開拓の支援を実施する。   

 

 ③創業事業者の支援と雇用の確保に対する支援 

 【目標】 

 雇用の確保と起業の支援は、昭和町第 6次総合振興計画の施策の一つとして示されているよう 

   に当町の喫緊の課題であることから、これまで通り町と連携し、当町の支援策（特定創業支援事 

  業による創業希望者への事業計画作成支援や創業支援利子補給金等）を活用して創業者の増加を 

   図ることで、地域経済の発達や雇用の拡大を図る。目標数値としては、年間 5者の創業支援を行 

  い、5年後に累計 25者の創業者を輩出する。 

 【方針】 

  地域経済の活力が維持・発達できれば、自ずと起業者の創出、雇用の確保は容易になる。その 

  ためには、既存事業者の成長・発展を図るべき様々な事業を展開していく方針であるが、一方で 

 「創業支援」による事業者の創出や「工業団地への企業の誘致」など、行政と緊密な連携体制を 

 構築し取り組んでいかなければならない。 

 また、当町は県下でも創業の多い地域である一方、3年以内の廃業も少なくない。町の創業支 

  援計画に基づく創業のワンストップ窓口としての機能や創業塾の開催は、これまで通り維持しな 

  がら、創業後 5年未満の事業者に対する事業の拡充や創業後のフォローアップ体制を強化してい 

  く。 

 

 ④地域の賑わい創出による交流人口・定住人口の増加 

 【目標】 

   地域の課題である「新旧の住民の融和」、「増え続ける交流人口を取り込んだ新たな賑わいの 

創出」は、地域経済の発展にとって必要不可欠である。このことから、既存の地域活性化事業を

見直し、交流人口・定住人口を増やしていくための仕組みを再構築し地域経済の向上を図る。 

目標数値としては、5年後に人口に対する滞在人口（15歳以上 80歳未満）の割合が、平日で 

  1.8倍、休日で 2.0倍を目指す。 

 【方針】 

地域活性化に係る事業を進めるにあたっては、行政や地域の各種経済団体と情報の共有を図 

  りながら、交流人口・定住人口の増加に寄与し、かつ小規模事業者の売上拡大・業績向上に繋が 

  り、地域経済への波及効果のあるものに再構築する。 
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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（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 

   現在、当商工会では、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」や民間調 

査会社の山梨県の景況感等の情報提供をホームページや会報を通じて行っている。しかし、地域 

内の調査母数が少なく、経済指標となるような調査分析や経営指導等への有効活用を行っておら 

ず、当商工会が中心となって、地域の経済動向を把握し、それを事業者に還元する取り組みは、 

ほとんど行えていない。 

今後は、国が提供するビッグデータの活用や、独自のアンケート調査を実施するなど、地域の 

経済動向を的確に情報収集し、比較・分析を行い、当商工会の伴走型支援や事業者自身の経営に 

有効活用できる仕組みを作る必要がある。 

 

（２）事業内容 

  ①ビッグデータの活用（新規）     

当地域の経済の全体像、各産業の現状把握するため、国の「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析シス 

テム）を活用し地域の経済動向分析を行い、当会ホームページ上で報告する。     

  【分析手法】  

・「地域経済循環マップ・生産分析」 …何で稼いでいるかの把握・分析 

・「産業構造マップ」…町内の各産業の現状等を把握・分析         

・「まちづくりマップ・From-to 分析」…町内における人の流れを把握・分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定・事業者支援等に反映させる    

②昭和町小規模事業景況調査（新規） 

山梨県商工会連合会が四半期毎に実施している「中小企業景況調査」は、県内の商工会から 

４業種（製造業・建設業・小売業・サービス業）165社の企業情報を集め分析し、公表している。 

この中で当町管内の事業所は 8社であるが、町内の企業実態に合わせた調査にするため、さらに 

町内の企業を抽出し、同様の調査を実施する。  

    【調査対象】山梨県商工会連合会の景況調査の対象は、町内の製造業、建設業、小売業、サー 

ビス業、各 2社 の合計 8社であるが、商工会独自に町内の小規模事業者を製造 

業 3社、建設業 8社、小売業 13社、サービス業 18社の合計 42社を加え、合計 

50社を対象とする。  

【調査項目】①業況②売上（客数・客単価）③採算④資金繰り⑤借入難易度⑥設備投資 ⑦経 

営上の問題点などを調査項目とした地域経済動向調査  

【調査手法】業種別の記入用紙を使用して３ヶ月に一度経営指導員による訪問、回収、ヒアリ 

ングにより調査する。  

【分析手法】山梨県商工会連合会より報告されるデータ、また、民間調査会社の（株）東京リ 

サーチや地元金融機関、（公財）山梨総合研究所等のデータを加味して 中小企業 

診断士等専門家と意見交換し四半期ごとの調査報告、収集情報の分析を行う。  

 

（３）成果の活用 

業種や地域毎に分析された調査結果を当商工会内で共有し、経営分析及び事業計画策定、経営 

  改善等の参考資料として活用する。また町内経済動向を定期的に把握することで、町内小規模事 
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  業者への情報提供、行政への施策要望の資料として活用する。 

〇情報収集・調査・分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

〇経営指導員等が巡回指導・窓口指導を行う際の参考資料とする。  

 

（４）目標 

   現 状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

① 公表回数 - １回 １回 １回 １回 １回 

② 公表回数 4回 4回 4回 4回 4回 ４回 

調査事業所 8社 50社 50社 50社 50社 50社 

 

３.経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

   現状の経営状況分析は、記帳継続指導、金融指導を中心に経営指導員等の巡回・窓口指導の際 

経営についてのヒアリング（SWOT 分析を含む）を実施してきた。しかし、事業者からのニーズ 

というよりこちらから決算書をもとに提案するケースが多く、分析内容も個々の経営指導員に任 

せたものであり、統一的な提案ができていなかった。 

 今後は、㈱エイチ・エーエルの「ＢＩＺミル（経営支援基幹システム）」を用いて経営指導員 

が行う分析内容を統一し、巡回相談や窓口相談、専門家の個別相談、各種セミナーの受講などの 

際、経営分析を希望する事業者、および経営分析を必要と判断した事業者を掘り起こし、小規模 

事業者それぞれのレベル（ステージ Ａ：基礎的支援 Ｂ：持続・維持活動支援 Ｃ：成長・発展  

支援）に合わせた経営分析を行い、事業計画策定に活用する。 

 

（２）事業内容 

  ①経営状況の分析事業者の掘り起こし（新規） 

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。チラシには「経営相談意向調査票」を掲載するとともに、チラシを経営指導員が巡

回相談や窓口相談、定例個別相談会（経営なんでも相談窓口）、各種セミナーの受講などの際に

配布し、経営改善・事業拡大等に意欲的な事業者で経営分析を希望する事業者、および経営分析

を必要と判断した事業者を掘り起こし、後日経営分析を行い、事業計画策定等に活用する。 

    

 ※経営相談意向調査票項目 

【基礎データ】事業所名、所在地 、代表者名、創業年月、従業員数 、業種等 

【事業計画について】作成の有無、計画の実行度等 

【経営相談について】支援してもらいたい内容、個別相談・専門家派遣希望の有無等 

   ※定例個別相談会（経営なんでも相談窓口） 

    （公財）やまなし産業支援機構・山梨よろず支援拠点と共同で、専門家を招聘して経営指導 

    員を交えて開催。 

    【開催日程】偶数月の第２水曜日、午後１時～午後５時 

    【募集方法】新聞折込チラシ（年２回）、当会ホームページ 

   

②経営分析の内容(新規) 

経営相談意向調査票から、小規模事業者のレベルにより、そのステージ（属性）を Ａ：基礎 

的支援、Ｂ：持続・維持支援、Ｃ：成長・発展支援に分類し、全体での経営状況分析セミナーを 

開催し、個別にヒアリングを行い、それぞれの事業者の現状に沿った分析・支援を経営指導員等 

が行う。なお、専門性の高い案件は専門家派遣事業と連携する。 
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※経営分析セミナー … 持続化補助金等の周知時期に合わせ開催する。 

 【開催回数】年 2回 

 【参加者数】各 20名程度 

 【募集方法】定例個別相談会の告知に合わせて新聞折込をする。また、当会ホームページや 

       町の広報誌に掲載する。経営指導員の巡回時の告知・斡旋。 

※経営分析にあたり、経営指導員ごとの分析内容を統一することを目的に、「ＢＩＺミル（経営 

 支援基幹システム）」を活用する。 

【SWOT分析】強み、弱み、脅威、機会等 

   【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 

【損益分岐点分析】損益分岐点計算等 

ステージ（属性） 対象者 

Ａ：基礎的支援 
事業の方向性が定まっておらず、税務・労務・金融などの基礎的支

援が継続して必要な事業者。 

Ｂ：持続・維持支援 

事業継続の意欲があり、事業計画を策定し、事業改善・事業維持・

事業再生・事業承継を図る事業者。 

持続化補助金等各種補助金申請を契機として積極的に事業展開に取

り組む事業者。 

Ｃ：成長・発展支援  
経営力向上を希望する事業者や経営資源の強みを活かした経営の革

新、新たな販路開拓に取り組む事業者。 

   なお、上記の経営分析に当たっては、当商工会の経営指導員【法定経営指導員（勤続 26年）、 

  経営指導員（勤続 4年）、経営指導員（勤続 2年）】の経験・実績や商工会事業の担当業務等を踏 

  まえ、当初は分析件数 1 に対して法定経営指導員 1/2、経営指導員 2名が各 1/4程度を担当し、 

  ＯＪＴや専門家派遣の際の帯同などを通じて、本計画の 3年目に、経営指導員が均等に分析を行 

  っていく。 

 

（３）成果の活用 

  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、経営上の改善点等 

について、経営指導員が提案し、必要に応じてフォローを行う。なお、専門性の高い課題解決 

が必要な際は、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 

施する窓口相談等により課題解決を図る。   

  ②経営指導員の共有 

    分析結果は、BIZミル内に保管し内部共有するとともに、法定経営指導員等の経験・実績が 

 高い職員が OJT等で教育することで、経営指導員ごとの分析レベルの差を失くしていく。  

 

（４）目標 

 5年間の計画期間中に、約 150件【当町の小規模事業者（約 1,000 事業者）の約 15％】の 

経営分析を行うことを目標とする。  

   現 状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

セミナー開催数 1回 2回 2回 2回 2回 2回 

経営分析件数 

Ａ 

143件 

（15件） 

8件 10件 10件 10件 10件 

Ｂ 10件 10件 15件 15件 15件 

Ｃ 4件 4件 5件 5件 5件 

合計 22件 24件 30件 30件 30件 
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  ※現状（H30年度）の分析件数の多くは、融資斡旋時や記帳代行事業者の決算指導時における 

   簡易な分析であり、今後行う精密な分析に該当する数は 15件である。 

  ※各ステージの経営分析件数は、現状の実績に応じて算出している。 

   

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

   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経営改善貸付融資の際など、事案が生じた際の対応が多く、また経営状況の 

分析が十分でない場合や地域経済動向や需要動向を踏まえたものではないものも多かった。 

また小規模事業者にとって、目先の経営の方が優先順位が高く、必要性が認識されていない 

ため、事業者自らが事業計画を策定することは少ない。 

 今後は、経営指導員が巡回・窓口相談等を通じ、事業計画の必要性を説き、計画策定希望者を 

掘り起こしていく。なお、事業計画の実効性を高めるため、小規模事業者の状況（基礎的支援企 

業、持続・維持支援企業、成長・発展支援企、）に合わせた経営分析のプロセスを踏んだ上で、 

事業計画策定につなげていく必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

 小規模事業者に対し、従前から事業計画策定の意義や重要性を訴求するチラシの配布やセミナ 

ーを開催しているが、実質的な行動や意識変化を促せることは困難である。 

そこで、当商工会では、３．（2）で経営指導員が掘り起こした、事業拡大・経営改善等に意欲 

  的な小規模事業者を個々の属性（ステージ）に応じた支援分類に区分し、事業者に合った事業計 

  画を提案し策定していく。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 

  行えるように、行動計画は綿密に策定する。なお、事業計画策定には事前に経営分析を行うこと 

  を必須とし、３．（2）で経営状況分析を行った事業者の 6割程度／年の事業計画策定を目指す。 

 さらに、経営指導員の経験実績に応じて、各ステージに担当を割り当てて支援をしていく。 

なお、本計画 2年目までは、経験の浅い経営指導員に上席者または専門家の帯同を必須とし、実 

効ある支援体制を敷いていく。また、支援については経営指導員の経験・実績や商工会事業の担 

当業務等を踏まえ、当初は支援件数 1に対して法定経営指導員 1/2、他指導員 2名が各 1/4程度 

を担当し、ＯＪＴや専門家派遣の際の帯同などを通じて、本計画 3年目には、経営指導員が均等 

に支援を行っていく。 

 

（３）事業内容 

  ①既存事業者向け事業計画策定セミナ－の開催および事業計画策定支援(新規) 

   経営分析を行った事業者を対象に、上記の各ステージに見合ったレベル「事業計画策定セミナ 

  ー」をそれぞれ年 1回開催する。なお、セミナーの内容については 2部制を敷き、第 1部は受講 

  者が興味を引く内容（販促手法・販路開拓手法・補助金活用法等）にし、第 2部に事業計画策定 

の必要性を説く内容にするなど段階的に実施して、より多くの受講者を集め、より効果的な開催 

内容とする。 

 ※事業計画策定セミナー 

  【開催回数】年 3回 

  【対 象 者】経営分析セミナーの受講者や経営指導員が掘り起こした事業者。 

  【参加者数】各回 20名程度 

  【募集方法】チラシの配布、当会ホームページへの掲載。 

セミナー終了後、受講者アンケート票（経営相談意向調査票）を用いて、事業計画策定の掘り 

  起しを行い、支援内容を整理しながら、3名の経営指導員が担当制で分担し、外部専門家も交え 

  て確実に事業計画の策定につなげていく。 
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ステージ（属性） 事業計画の概要 

Ａ：基礎的支援事業者 

事業の方向性が定まっていない事業者や自社の数字をしっかり把握

していない事業者が主であることから、融資斡旋の際などに財務分析

等の結果を活用し、事業計画策定の必要性を訴求し、資金繰り表等、

次年度以降の毎年分の売上・利益目標の設定といった簡易な事業計画

を作成する。  

Ｂ：持続・維持支援 

事業者 

このステージでは、補助金申請を契機に事業の維持・改善を図る事

業者が主となるので、㈱エイチ・エーエルの「ＢＩＺミル（簡易版）

などのツールを活用しながら持続的な経営のための計画策定の必要性

を訴求し、事業計画を策定する。 

 事業承継の課題を抱えている事業者については、事業承継マニュアル

の「事業承継自己診断チェックシート」を活用し、やまなし産業支援

機構内のよろず支援拠点、山梨県事業引継ぎ支援センター等と連携し

事業承継計画の策定や課題解決に取り組む。  

事業再生を希望する事業者については、借入金やその返済、資金繰

りが大きな課題になることから、山梨県信用保証協会・ 金融機関と連

携を図りながら、事業再生に向けた事業計画（経営改善計画）策定す

る。 

Ｃ：成長・発展支援 

事業者  

このステージの事業者は、新事業活動に取組み、経営力の向上を目

指す事業者であることから、経営革新計画や経営力向上計画の提案を

し、「ＢＩＺミル（詳細版）」などのツールを活用しながら支援し、場

合によっては中小企業診断士等の専門家を交え策定する。  

② 創業者向け事業計画策定支援（既存拡充）   

創業支援事業計画の認定を受けている当町と連携し、創業計画の策定支援を実施する。当商工 

  会が設置する「経営なんでも相談窓口」や近隣商工会と連携し開催する「創業塾」により、創業 

  予定者等を掘り起こし、創業計画の策定を支援する。より多くの創業予定者や創業後間もない事 

  業者に「創業塾」に参加してもらうため、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 

  新聞や昭和町の広報誌に募集内容を掲載し、創業予定者等への訴求を行う。創業計画策定におい 

  ては、経営指導員がそれぞれのビジネスプラン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を策定する。 

 

（４）目標 

   現 状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①セミナー開催回数 2回 3回 3回 3回 3回 3回 

①事業計画策定 

 件数 

Ａ 
44件 

（15件） 

5件 6件 6件 6件 6件 

Ｂ 7件 7件 10件 10件 10件 

Ｃ 3件 3件 4件 4件 4件 

②創業計画策定件数 6件 5件 5件 5件 5件 5件 

計画策定件数(①+②) 21件 20件 21件 25件 25件 25件 

 ※現状（H31年度）の事業計画策定件数のうち、ほとんどが融資斡旋時における簡易な事業計画 

  であり、今後行う詳細な事業計画に該当する数は 15件である。また、策定目標件数については、 

  これまでの実績を元に算出した（ステージが上がるごとに策定率が向上していく傾向がある）。 

 ※創業計画の策定目標件数については、ここ数年の実績から 5件とした。 



１３ 

 

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 

   これまでの事業計画策定後の支援は、補助金採択者や融資斡旋事業者といった、限定的な事業 

  計画策定のフォローアップを行うのみで、事業者の広義な経営支援を目的に、定期的な事業計画 

の進捗状況管理を行ってはいなかった。また、フォローアップによる売上高や粗利率の増減につ 

いても、年 1回、指導員が独自にヒアリング調査を行い報告しているだけであった。 

今後は、策定した事業計画の進捗状況を確認しながら、補助金申請や資金調達、経営革新計画 

  の認定等、個別の事業者に寄り添った支援策を提供しながら、事業計画が実行されるようにフォ 

ローアップをする必要がある。また、フォローアップの都度、統一したフォーム（「ＢＩＺミル 

（経営支援基幹システム）」）に必要事項を入力させることで、法定経営指導員が進捗状況を管理 

していく。 

 

（２）事業内容（新規） 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とするが、各ステージの事業計画の進捗状況等によ 

り、訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らし 

ても支障ない事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。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する場合について 

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方策を検討 

のうえ、フォローアップ頻度の変更、計画の中止・見直し等を行っていく。 

ステージ（属性） フォローアップ支援の内容・頻度 

Ａ：基礎的支援事業者 

自身で事業計画が作れるようになるまで、金融支援や経営・税

務等の巡回・窓口相談を通して四半期ごとのフォローアップを図

り、中小企業基盤整備機構の「経営計画つくるくん」を紹介する

などし、次のステージである「持続・維持支援希望企業」になる

よう促していく。また、計画通りに進んでいない事業者について

は接触頻度を上げ、売上・費用・利益について検討するなど のフ

ォローアップを行う。 

Ｂ：持続・維持支援 

事業者 

事業計画作成後のフォローアップとして、2ケ月に 1 回、巡回・

窓口相談により進捗状況の確認や指導・助言を行い、事業計画の

検証・見直しや各種助成金も含めて計画実行に必要な情報提供を

行う。また、次のステージにステップアップ できるように経営革

新計画や経営力向上計画の提案や専門家派遣による支援を行って

いく。 

Ｃ：成長・発展支援 

事業者  

経営力向上をさらに進めるため、生産性向上計画や販路拡大等

事業拡大に資する有効な施策の提供をすると同時に、専門家派遣

による支援も含め、高度な課題解決の取組みや経営力向上に繋が

る取組みを支援し、年 2 回ごとに巡回・窓口相談により進捗状況

の確認や指導助言を行っていく。 

Ｄ：創業支援事業者 

創業後のフォローアップとして、2年間のフォローアップ期間と

定め、特に創業後１年間は四半期に１回の定期巡回相談によりフ

ォローアップを行い、創業計画の進捗状況の確認や事業計画の検

証・見直しといった進捗管理を行う。（創業 2年目は年 2回程度） 

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

場合は専門家と連携を図りながら計画の変更や見直しといった助

言、支援を行う。 
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（３）目標 

   現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローアップ 

対象者数 

 

Ａ 

135

社 

5社 6社 6社 6社 6社 

Ｂ(※) 
5社 

⑦-2 

7社 

⑦‐2+② 

9社 

⑩-3+② 

10社 

⑩-3+③ 

10社 

⑩-3+③ 

Ｃ 3社 3社 4社 4社 4社 

Ｄ 5社 5社 5社 5社 5社 

フォローアップ 

頻度（延べ回数） 

Ａ 
(4回/年) 

429

回 

20回 20回 24回 24回 24回 

Ｂ 
(6回/年) 

30回 42回 54回 60回 60回 

Ｃ 
(2回/年) 

6回 6回 8回 8回 8回 

Ｄ 
(※) 

20回 30回 30回 30回 30回 

売上増加事業所数 51社 7社 8社 10社 10社 10社 

利益率 5％以上増加の事業

所数 
- 7社 8社 10社 10社 10社 

  ※ステージＢの事業者は、補助金申請を契機に事業計画を策定するケースが多いので、事業者の 

   10％程度は、事業計画策定が第４四半期（１月～年度末）となると予想している。そのため、 

   当該年度のフォローアップ対象事業者数には含まず、継続案件として次年度に加えた。 

  ※ステージＤ(創業支援)については、初年度は年 4回、次年度は年 2回でフォローアップする。 

※売上増加、利益率増加の事業所数については、現状（H30年度実績；フォローアップ対象者数 

 の約 40％が売上増）からフォローアップ対象事業者の約 40％を目標とする。 

※目標利益率を 5％にした理由は、今までの実績から事業者及び支援者が「成果が出ている」と 

 実感できる割合であるから。 

  

６．需要動向調査に関すること 

（１） 現状と課題 

多くの小規模事業者は、需要動向調査の必要性や調査手法等について理解している人は少な 

  く、新商品を開発し展示会や商談会に出展しても、市場のニーズを捉えておらず、成果につなが 

  らないケースが多々見受けられる。 

当商工会では、展示会において消費者アンケートやバイヤーからの聞き取り調査等を実施して

きたが、通り一遍なもので、調査項目が不足していたり、分析内容が不十分のため、事業者の実

情を踏まえたものではなかった。 

今後は、事業者が数字等で定量的に需要動向を把握できるような支援を行う必要がある。さら 

  に、各事業者が市場動向を把握できる機会を創出するとともに、バイヤー、消費者等から情報を 

  吸い上げ・事業者に提供する仕組みを作り、また、専門家の意見等を取り入れ、事業者の実情に 

  あった有益な情報を提供する仕組みを構築する必要がある。 

 

（２） 事業内容 

① 「しょうわ逸品フェア」におけるニーズ調査（拡充） 

当商工会では事業計画策定した事業所の策定後の支援として、毎年町内の大型店の協力を得 

て、15社程度の小規模事業者が参加する展示会「しょうわ逸品フェア」を大型店内で開催して 

いる。大型店には期間中 2万人/日を超える来店者がある。 
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今後もこのフェアを開催し、出展する事業者に対し需要動向調査の必要性を説明し、事業者が 

  出品する商品・製品を顧客がどう感じるかについてのアンケート調査等をする際に下記の支援を 

  行う。 

サンプル数 各ブースで消費者５０名、バイヤーは大型店のバイヤー５名程度。 

調査方法 

事業者は、来場者（消費者、バイヤー等）に商品・製品等の試食やデモ操作

等を行い、事前に事業者と経営指導員で作成したアンケートまたはヒアリング

シートを元に下記の生の声を収集する。 

調査項目 

アンケートは当商工会にて外部専門家等の意見を取り入れ、作成する。 

〇消費者向け… 性別・年代・住所（市内・県内・県外）といった基本情報、 

および価格感、味・雰囲気などの好み、パッケージデザイン、 

商品の選定ポイント、商品への要望、商品の購買頻度、商品・ 

役務の満足度等 

〇バイヤー向け… 商品の選定ポイント、商品ニーズ、価格感、商品への要望、 

商品の満足度、製造業者の選定ポイント等 

 

個別情報の評価は５段階（満足・やや満足・普通・やや不満・不満）とする。 

活用方法 

当商工会が調査結果について、外部専門家等の意見を聞きながら、データの

収集・整理・分析を行ない、事業者の事業内容を踏まえてその企業に合った情

報を取捨選択し簡潔なレポートにまとめ、経営指導員が当該事業者に直接説明

する形で、事業者へフィードバックする。 

なお、上記の調査結果を基に、販売戦略の見直し、新商品開発等に活用する

ともに、必要に応じて専門家派遣等を活用し精度の高いものにしていく。 

   

② 「快適住居（スマイル）工房」事業による消費者の満足度調査（新規） 

当地域には建設業者 33社が共同で、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、トラブル内容に対応できる建設業者を紹介する「快適住居（スマイル）工房」 

という組織があり、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。当商工会はその組織の運営事務を引き受けている。年間約 50件の見積や問合せ（受注： 

約 30件）の実績があるが、現状は斡旋のみであった。 

今後のサービス改善および成約率向上のため、工事後の施主の満足度調査を実施し、その結果 

を当該事業者にフィードバックしていく。 

 

【スマイル工房満足度調査】 

調査目的 

「快適住居（スマイル）工房」事業で斡旋し施工した業者に対し、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、何を望んで

いるか、を確認し、今後の新サービス開発に役立てる。 

調査対象者 工事の受注をした施主（年間 約 30名） 

調査方法 
工事完了報告があった後、施主に対し、返信用封筒を同封して郵送にて実施。

回答率を高めるため、クオカードなど謝礼等を行う。 

調査項目 

アンケートは商工会にて外部専門家等の意見を取り入れ、作成する。 

項目は、 

□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 □

作業終了後の清掃 □ご近所への配慮 □工事の仕上がり □価格  

□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  等 

活用方法 

各評価は、経営指導員が外部専門家等に意見を聞きながら、個社の満足度と強

み、価格等を相対的に分析する。結果は、経営指導員が当該事業者に直接説明

する形で、当該事業者にフィードバックし、サービスの改善等に活かす。 
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（３） 目標 

   現 状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

① 調査対象事業者数 13社 15社 15社 15社 15社 15社 

② 調査対象事業者数 － 25社 25社 25社 25社 25社 

    ※②の目標数は、見積件数の約 1/2が受注というこれまでの実績から算出した。 

 

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 

小規模事業者ならではの個性豊かな商品やきめ細かいサービスの新たな販路を開拓するため 

には、商品・サービスの認知度向上のためのプロモーションが重要であるが、小規模事業者は経 

営資源が乏しいため、単独では販路開拓に向けた取り組みに積極的に臨みにくい状況にある。 

そのため、当商工会では、3年前から事業計画を策定した事業者の新たな需要開拓の機会とし 

て、集客の見込める大型店で、大型店の協力のもと「しょうわ逸品フェア」を開催している。商 

談・見積り依頼・成約に至った事業所や出店後の来客数・売上増の事業所など、一般消費者に自 

店の商品・サービス・技術力を知って頂くことができ、一定の効果があったが、客層・顧客ニー 

ズを把握できず売上が伸びなかった出展者も多かった。 

今後は、事前に開催予定の大型店のバイヤーから客層・ニーズ等を聞く研修会の開催や、自店 

のブースへの呼び込みを強化するため、専門家とともにターゲットを意識した魅力あるブースづ 

くり（展示・陳列・売場）や商品のブラッシュアップ等の支援を行っていく。 

 また、地域外への販路開拓支援（展示会出展）については、ある程度の成果も出てきているが 

出展者の商品力・提案力が弱いことが商談数・成約数の向上に繋がっていないと予想されるので、 

専門家派遣等の支援を通じ、商品力・提案力を強化して行く。 

さらに、インターネットを活用した広報支援等を実施し、個社の認知度向上を図り、売上拡大、 

利益向上を目指していく。 

 

（２） 事業内容 

  ①展示会「しょうわ逸品フェア」出展事業（ＢtoＣ） 

   当商工会は、町内に立地する、県内で最も集客力の高い大型ショッピングセンター内で「しょ 

  うわ逸品フェア」を開催し、大型店との共存共栄を図り、小規模事業者の新たな需要の開拓に向 

  けた取り組みを支援する。 

   事業計画を策定し、計画に基づき取り組む事業者のうち、意欲のある事業者を対象に出店を募 

  集する。事前に専門家と連携して新たな需要の開拓に向けた商品づくりやブラッシュアップ、販 

  売方法等の個別相談会を行うとともに、大型店バイヤーによる需要や市場の動向に沿った専門的 

  なアドバイス講習会を開催し、出展効果を高める。また来場者アンケート調査を行い、事後に商 

  品等のブラッシュアップ・販売方法の見直し等を支援する。 

また、この大型店との連携事業を通じて、地域住民だけでなく、地域外の来町者を取り込んだ 

  地域活性化等の新たなにぎわいを創出していく。 

   【開催時期】11月下旬～12月初旬の金・土・日曜日の 3日間 

【対 象 者】事業計画書を策定した一店逸品参加事業者 

【開催場所】イオンモール甲府昭和またはイトーヨーカドー甲府昭和店（隔年で交互に開催） 

【来 場 者】平均約 2 万人／日を想定 

 

  ②展示会・商談会参加事業（ＢtoＢ） 

   需要動向調査を実施した小規模事業者や新たな販路開拓・拡大を希望する事業者に加え、事業 

  計画策定後の実施フォローを行っている事業者を対象に、各種団体が主催する展示会・イベント 

  ・商談会等のブースを当会が借り上げ出店してもらう。 

なお、当商工会が自前でＢtoＢを目的とした展示会等を開催するのは困難なため、県内外で開



１７ 

 

催される既存の展示会への出展を目指す。出展機会については、展示会や商談会に多くの成約実

績を有する山梨県商工会連合会等と連携し情報提供をお願いする。その中で、経営指導員が事業

計画を策定し、新たな需要が開拓できると思われる事業者を毎年 5社程度選定し、出展を呼びか

ける。 

また、出展前にセミナーや専門家と連携した個別相談会を開催し、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、短時間での商品等のアピール方法、商談相手の事前アポイント 

等を支援する。さらに出展期間中には、陳列、接客など、きめ細かな伴走支援を行う。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。 

なお、商談会・即売会等終了後には、ＰＤＣＡサイクルを活用した検証を行い、専門的な課題 

がある事業者には、専門家を派遣し、課題解決に向けた支援を行う。   

 

 【対象展示会・商談会】 

 展示会名称 対象業種 場所 概要 

１ 
アグリフードＥＸＰＯ 
主催；日本政策金融公庫  

小売業、 

食品製造業 

東京都 

大阪府 

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

元産品を活用したこだわり食品を製造

する食品メーカー等が出店。 

出展企業数：約 500社     

来場者数：約 10,000人 

２ 
やまなし食のマッチング

フェア 
主催；山梨中央銀行 

小売業、 

食品製造業 
東京都 

経営資源や地域資源を活用して開発し

た商品等の展示・紹介と個別商談。 

出展企業数：約 100社     

来場者数：約 600人 

３ 
農商工連携マッチング 

フェア 
主催；山梨県商工会連合会 

小売業、 

飲食業、 

食品製造業 

山梨県 

首都圏を中心とした食のバイヤーが来

場し、1 日で約 2,300 件の商談がおこな

われている    

出展企業数：約 100社     

来場者数：約 600人 

４ 
山梨テクノ ICTメッセ 
主催；やまなし産業支援機構他 

製造業 山梨県 

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 

 

③ＷＥＢ版「快適住居（スマイル）工房」による販促支援（ＢtoＣ、新規） 

  建設関連の小規模事業者で、「快適住居（スマイル）工房」事業に取り組む事業所のＰＲおよび 

 受発注機会拡大のために、新たにＷＥＢ版を作成し、加盟推進を行い、小規模事業者のＢtoＣの取 

 引拡大を支援していく。掲載に当たっては、事業計画を策定し、計画に沿って進めており、自社で 

 ホームページやソーシャルメディア（ＳＮＳ）を活用している・活用していこうと意欲のある事業 

 者を募っていく。また、当町のホームページにもリンクをはり、行政と一体になって進めていく。 

  なお、参加予定事業者には、ＩＴ活用支援セミナー「ホームページやＳＮＳの分析・活用セミナ 

 ー」の参加を促し、自社ホームページやＳＮＳへのアクセスの状況を解析したり、自社の戦略とホ 

 ームページやＳＮＳの整合性を分析したりすることで、アクセス数増加の取組や戦略の見直しを考 

 えるなど、今後の営業戦略や販路開拓に活かしてもらう。併せて、専門家による自社ホームページ 

 のＳＥＯ対策なども支援し、取引拡大を図る。  
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  ※ＩＴ活用支援セミナー 

   【開催回数】年 2回 

   【対 象 者】ＷＥＢ版「快適住居（スマイル）工房」に参加事業者および参加希望事業者 

   【参 加 者】各 20名程度 

   【募集方法】チラシの配布、当会ホームページへの掲載。 

（３）目標 

   現 状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

① 逸品フェア出展者数 13社 15社 15社 15社 15社 15社 

売上高／社 7万円 10万円 15万円 15万円 15万円 15万円 

② 展示会参加事業者数 

     （累計） 
6社 6社 6社 7社 7社 8社 

成約件数（累計） 2件 6件 6件 7件 7件 8件 

③WEB版スマイル工房 

 参加事業者数 
- 20社 20社 30社 30社 40社 

受注件数 - 20件 20件 30件 30件 40件 

  ※②については、経営指導員が選定した「事業計画を策定し、新たな需要が開拓できると思われ 

   る事業者」5社程度の中から、それぞれの展示会に見合った需要開拓が見込まれそうな事業者 

   にその都度出展を呼びかけ、各展示会に最低 1社以上を送り込む。なお、成約件数については 

   各社最低 1件を目標とする。 

  ※③の目標受注件数は、現状の実績（受注件数 30件）から設定した。なお、受注件数について 

   は、各社最低 1件を目標とする。 

 

Ⅱ．地域経済活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取組みに関すること 

（１）現状と課題 

当町では都市化が進み、主な観光資源はないが、大型ショッピングセンターの出店などで交流 

  人口は増加しており、地域住民だけでなく、これらの来町者を取り込んだ地域活性化策が求めら 

  れている。一方、郊外型のまちづくりが進められてきた結果、地域の特性や地域住民の結びつき 

  が失われ、自治会未加入世帯が増加するなど、町行政にも支障をきたしている。 

   今後、当町の第６次総合計画の基本構想でも高速道路網の整備が進み「半定住や近郊からの日 

  帰り来訪など様々な交流が増加することが見込まれる」ことから、増加する交流人口の波及効果 

  を小規模事業者にも行き渡らせるよう、町と商工会とで連携し、大型店の集客力を積極的に活用 

  したイベントを企画、開催して地域の活性化、新たな賑わいの創出等を図っていく必要がある。 

また、土地区画整理事業などで新たに町内に住み始めた住民などを対象に、町と連携したイベ 

ントを実施し、当町を知ってもらい、住民の地域理解を深め、地域の活性化に寄与していかなけ 

ればならない。 

 

（２）事業内容 

  ①「しょうわ逸品フェア」事業(継続) 

 魅力ある商店の育成および賑わい創出事業として、大型店舗内での一店逸品フェアなどの事業 

を企画し、小規模小売店等への新たな販売場所等の提供と同時に、新たなにぎわいを創出し、「大 

と小」の共存共栄を図るとともに、交流人口の増加に寄与していく。 

   【事業推進体制】 

   大型店担当者、町職員、外部有識者（非会員のイベントコーディネーター、中小企業診断士）、 

  当商工会職員の 9名により、毎年 3回（4月、10月、1月）、事業の企画立案、実施、検証を 

  行う「逸品フェア連絡会議」を開催している。 
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  ②「しょうわ くらしの便利帳」事業(継続) 

 平成 19年より当商工会の一店逸品推進委員会が始めた当町の魅力的な商品、食品、サービス 

などを一堂に紹介する「一店逸品カタログ」事業に、平成 24年から昭和町、快適住居（スマイ 

ル）工房が参画し、町内の小売店・飲食サービス店の紹介に加え、建築関連業者や公共施設、町 

内の医療機関、金融機関、ＪＡ等の公的機関等の紹介など、当町の総合案内的な事業に発展して 

いる。約 300件の事業所・施設が掲載され、毎年 10月に 32,000部を発行。町内全戸および公共 

施設等に配布している。 

   【事業推進体制】 

  町内の小規模事業者や町職員・外部有識者・当商工会職員 17名で構成される「逸品委員会」 

 は、年 4～6回程度開催され、企画・立案・発行等を行っている。 

 

  ③「お仕事探検わくわくウォーキング」事業(継続) 

   町の支援のもと、小規模事業者の後継者が主体となって「町内小学生が小規模事業所を訪問し、 

  それぞれの仕事を見学・体験する」イベントを、町内の小規模事業所の認知度を高め、事業所の 

  ファンづくりを目的に実施する。 

   【事業推進体制】 

    町内の小規模事業者の後継者、町職員、学校関係者、商工会職員の 15名で構成される「わ 

   くわくウォーキング委員会」は年 3回開催され、企画立案・募集・実施・検証等を行っている。 

 

 ④「昭和町ふるさとふれあい祭り」事業(継続) 

 当町の一大イベントとして毎年 10月に開催。新旧住民の融和を図ることを目的としている。 

当商工会では、「しょうわ くらしの便利帳」掲載の小規模な飲食店･小売店・サービス業者・建 

築業者などに出展を勧め（約 60店舗出店）、参加店の商品やサービスを広く来場者などに知って 

もらい、地域小規模事業者のファンづくりに努めるなど、にぎわいの創出と地域の活性化に寄与 

する。 

  当商工会は今後も祭り実行委員会の中核を担うと共に、出展者の運営管理団体としての役割も 

 果たしていく。 

  【事業推進体制】 

   主催は「昭和町ふるさとづくり実行委員会」で、当町およびＪＡ、当商工会、区長会の他、 

  警察署、消防署、地域の小中学校、社会福祉協議会等が委員に名を連ねている。委員会は年 3 

  回開催され、祭り全体の総括事務局は当町企画財政課が担当し、飲食・物販コーナー（約 60 

  店）の出展関係事務は当商工会が主体となって行っている。 

  

 ⑤「街バルしょうわ」事業(新規) 

   飲食店にとって、集客は継続的な発展のために欠かせないテーマであるが、集客に苦戦してい 

 る飲食店は少なくない。そこで、当商工会が中心となって、一店逸品事業に参加するなど意欲的 

 な小規模事業者を募り、街バル（飲食店を中心にした食べ歩き・飲み歩きイベント）を実施する。 

  街バルの参加者が食べ歩き・飲み歩きで複数の飲食店の料理・サービスを味わうことで、飲食 

 店のファンやリピーターとなるきっかけづくりや、交流人口の増加など町内の賑わい創出にも寄 

 与していく。 

   【事業推進体制】 

    町内の飲食関係の小規模事業者、一般消費者、外部有識者（イベントコーディネーター）、 

   町職員、当商工会職員の約 15名程度で「街バルしょうわ委員会」を構成する。消費者目線に 

   立った企画を立案し、地域の消費者と飲食店、行政等が一体となったイベントを実施していく。 

   1年目は 5回程度の会議を開催し、2年目以降は年 3回程度の会議の開催を予定している。 
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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 

 
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 

地域の小規模事業者への支援内容は複雑で高度になっており、商工会単独の支援による課題解 

決は困難になりつつある。現在は、外部専門家として、ミラサポや山梨県商工会連合会エキスパ 

ートバンクによる専門家派遣制度に加え、よろず支援拠点を活用した専門家支援制度を用い、個 

者支援を行っている。専門家と当商工会で個別連携は行うものの支援ノウハウ等の情報共有に関 

する体制化はとられていない。 

今後は、各支援機関や金融機関等と連携を強化することで支援ノウハウを共有し、当所の経営 

指導員の資質向上に役立てる。情報交換にて得た支援策や施策情報等については、地域の小規模 

事業者に対する支援に活用する。 

 

（２）事業内容 

  ①昭和町金融機関連絡協議会の開催 

   【連携先】昭和町環境経済課、山梨中央銀行昭和支店、山梨信用金庫昭和支店、甲府信用金庫 

        昭和支店、山梨県民信用組合昭和支店 

   【内 容】昭和町内の経済動向や金融斡旋動向、各支援機関の取り組み内容など 

    【頻 度】年 2回 

    【活用方法】事業者への効果的な金融支援や情報提供などに活かす。 

 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。 

 

  ②日本政策金融公庫甲府支店との連絡会議の開催 

  【連携先】日本政策金融公庫（経営改善貸付推薦団体連絡協議会、1日公庫の開催） 

  【内 容】金融斡旋状況や創業情報、地域経済動向や経営動向など 

  【頻 度】年 3回 

  【活用方法】事業者への効果的な金融支援や情報提供などに活かす。 

 

  ③山梨県中小企業・小規模企業振興会議地域部会への出席 

  【連携先】山梨県、中北地域管内の市町、商工会、商工会議所及び金融機関 

  【内 容】地域における中小企業・小規模企業の振興に係る課題等について意見交換 

  【頻 度】年 1回程度 

  【活用方法】他の支援機関等の参加者との情報交換により事業者への効果的な支援や支援現場 

            情報の収集 

       

  ④山梨大学客員社会連携コーディネーター研修会への出席 

  【連携先】山梨大学、県内支援機関 

  【内 容】経営指導員全員が山梨大学客員社会連携コーディネーターとして登録し（現在 1 名 

     登録）、地元大学と連携した事業の事例発表の聴講や意見交換。 

  【頻 度】年１回程度 

  【活用方法】他の支援機関等の参加者との情報交換により事業者への効果的な支援や支援事例 

            の共有による支援ノウハウの習得。 

 

  ⑤県内商工会との情報共有のための会議等への出席 

  【連携先】山梨県商工会連合会及び県内23商工会 

  【内 容】峡中ブロック会議、山梨商工会連合会が開催する各種支援会議 



２１ 

 

  【頻 度】年6回程度 

  【活用方法】事業者への効果的な支援や情報共有、先進支援事例の共有による支援ノウハウの 

            習得、支援現場情報の収集。 

 

  ⑥他の支援機関との情報共有 

   上記の他、山梨県中小企業団体中央会によるモノづくり補助金にかかる認定支援機関との意見 

  交換会、東京地方税理士会山梨県会との税務懇談会（年１回）等の交流があり、意識の高い職員 

  と様々な情報共有やノウハウ、交流を深める。交流により、各事業者の経営状況、取引先の紹介 

  等において、様々なマッチングが行え、事業者の新規取引に貢献できる。 

 

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 

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が、本計画で必要となる販売促進等に関する具体的な支 

援に関する資質は十分あるとはいえない。また、現状、経営支援は基本的に経営指導員が実施し 

ていたため、経営指導員のみが支援スキルを有しており、一般職員の支援スキルは低い。 

今後は、一般職員も含め、組織的な対応が必要であると考える。そこで、経営指導員等が研修 

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。 

 

（２）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、法定経営指導員が他の経営指導員や職員に OJTを実施し、支援ス

キルの差をなくしていく。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外部講習会等の積極的活用（継続） 

経営指導員および一般職員の支援能力の一層の向上のため、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」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。 

さらに高度なノウハウ・最新の支援ノウハウを得るため、経営指導員を毎年、輪番で中小機構 

  や中小企業大学校の研修に参加させる。特に、本計画実行に必要な販売促進や販路拡大、需要開 

拓等に関する研修会には積極的に参加し、知識を吸収し、支援ノウハウの向上を図る。 

 また、全職員が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共有し、支 

援能力を向上させる。 

 

②ＯＪＴ制度の導入（継続） 

専門家派遣制度を活用する際は、担当指導員が同行することを必須とする。これにより、専門 

  家の指導方法・技術をＯＪＴにより身につける。 

また、若手経営指導員や一般職員が支援を実施する際は、必要に応じて法定経営指導員が帯同。 

ＯＪＴによりアドバイス等を提供することで支援ノウハウを身に付ける。これにより、組織全体 

での支援能力を向上させる。 

 

③職員間の定期ミーティングの実施（継続） 

毎週 1 回月曜日、経営指導員 3 名（法定経営指導員含む）および事務局長の参加による「指 

導員ミーティング」を実施し、個別事業者への支援内容、研修等で得た知識を組織として共有す 

る。さらに、支援実績のうち、成功事例・失敗事例などのケーススタディを相互に発表する。 

また、毎朝行っている全職員参加の朝礼にて、研修内容や実際の支援状況などを共有する。こ 

れにより一般職員も含めた支援力向上を図る。 
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④支援内容・支援ノウハウのデータベース化（新規） 

支援内容や支援ノウハウは当会サーバー内に整理して保管する。本計画では、経営分析や事業 

計画等の支援を共通のフォーマット（ＢＩＺミル）を使用して実施する。サーバー内に保管する 

ことにより、一般職員を含め、どの職員でもすぐに取り出し閲覧でき、支援を継続することがで 

きるため、担当外の職員でも一定の支援スキルを保持できるようになる。また、これにより個人 

の支援情報を組織の支援情報とすること可能にする。 

なお、研修等の資料も同サーバーに保管して、誰でも必要に応じて参照できるようにする。 

 

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 

当商工会では、毎事業年度、経営発達支援事業の評価及び見直しを行うマネジメント委員会を 

  設立している。委員には当町職員も名を連ねているが、事業の企画・運営・実行等は当商工会が 

  主体で行っており、地域経済活性化の方向性が共有できているとはいえなかった。 

今後は、町職員・外部有識者（中小企業診断士）を加えた事業実施にかかる委員会を設置し、 

  経営発達支援事業を円滑かつ実効ある事業として実施していく。 

なお、マネジメント委員会では、従前どおり、経営発達支援事業の実施状況（Do）について、 

評価・検証等（Check）を行い、改善案の策定（Act）を、次年度事業計画（Plan）につなげてい 

き、マネジメントサイクルの着実な推進に努めていく。 

 

（２）事業内容 

  ①マネジメント委員会（継続） 

   経営発達支援事業の評価、検証、見直しを担う「マネジメント委員会」を設置する。   

委員構成 

第３次中期計画事業評価委員会委員（14 名） 

昭和町環境経済課長（１名） 

外部有識者（非会員の中小企業診断士等専門家 1 名） 

法定経営指導員（１名） 

業  務 
理事会より諮問される経営発達支援事業に関わる事業実施状況及び

成果について評価、検証等を行ない、その結果を答申する。 

目  的 経営発達支援事業のＰＤＣＡサイクルの構築 

開催回数・日程 毎事業年度 2 回以上/4 月、10月（中間報告に対する評価検証） 

事業の是正・ 

見直し内容 

・経営発達支援事業の実施内容の適切性（進め方、取組状況、成果、

回数、時期） 

 

 ②経営発達支援委員会（新規） 

   経営発達支援事業を円滑に遂行するため、経営発達支援委員会を設置する。 

委員構成 

昭和町環境経済課長（1名） 

昭和町環境経済課係長(1名) 

商工会事務局長（１名） 

法定経営指導員（１名） 

経営指導員（2名） 

外部有識者(非会員の中小企業診断士 1名) 

業  務 

・マネジメント委員会で経営発達支援事業評価、検証、見直しするた

めの評価シートの作成 

・マネジメント委員会の答申結果を踏まえ、外部有識者の助言を受け

ながら、改善案の策定と改善案を反映した次年度事業計画案の立案作

業を担う 
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日程 

4 月…マネジメント委員会を開催し、事業実施状況及び成果について 

評価、検証実施 

4 月…マネジメント委員会の答申結果を踏まえ、改善案の策定と改善

案を反映した次年度事業計画案の立案作業 

5 月…理事会審議 

10月…マネジメント委員会・中間報告提出 

3 月…経営発達支援事業の実績整理、分析 

   マネジメント委員会用経営発達支援事業評価、検証、見直しす 

るための評価シートの作成 

 

③理事会 

   理事会は、上記プロセスを経た経営発達支援事業に関わる次年度事業計画案について審議し、 

  承認のうえ、事業計画の実行に移していく。 

 

（３）事業の評価及び見直し結果の公表 

 理事会で承認された「経営発達支援事業の成果や評価及び見直し結果、今後の方針」について 

 は当商工会ホームページに掲載し、小規模事業者が閲覧できるようにするとともに、ＷＥＢ環境を 

 有しない小規模事業者には当町の広報誌等でも情報を公表していく。 
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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 

（令和元年 11月現在） 

 

（１） 実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発 

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関 

与体制等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                       

 

 

 

 

 

                   

                            

                   

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所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】加賀美 義正 

  【連絡先】昭和町商工会 ℡055-275-3344 

 

  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・実施にかかる指導及び助言、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。 

 

経営発達支援委員会 

（Ｐ22） 

法定経営指導員 1 名 

経営指導員  2 名 

補助員 1 名 

記帳専任職員 3 名 

 

【商工会事務局】 

事務局長 

小規模事業者 

昭和町商工会 昭和町 

理事会 マネジメント委員会（Ｐ22） 

課 長 

係長 1 名 

【環境経済課】 

職員 3 名 

外部有識者 
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（３）連絡先 

①昭和町商工会 

  〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越６６５-２ 

   昭和町商工会 振興課 

℡：055-275-3344 ／ FAX：055-275-3346 

      E-mail:info@showaf.com 

 

②昭和町 

  〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越５４２－２ 

   昭和町環境経済課 

℡：055-275-8355 ／ FAX：055-275-5250 

E-mail:kankyo@town.yamanashi-showa.lg.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） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

必要な資金の額 4,950 5,450 5,450 5,450 5,450 

 

１.地域経済動向調査 

２.経営状況分析 

３.事業計画策定支援 

４.事業計画策定後支援 

５.需要動向調査 

６.新たな需要の開拓 

７.地域経済の活性化 

８.他の支援機関との情報交換 

９.経営指導員の資質向上 

 

100 

300 

500 

200 

500 

3,000 

100 

50 

200 

 

100 

300 

500 

200 

500 

3,500 

100 

50 

200 

 

100 

300 

500 

200 

500 

3,500 

100 

50 

200 

 

100 

300 

500 

200 

500 

3,500 

100 

50 

200 

 

100 

300 

500 

200 

500 

3,500 

100 

50 

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（伴走型小規模事業者支援事業） 

県補助金 

町補助金 

会費 

手数料・特別賦課金（受益者負担金） 

（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 

  

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割  
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




