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「平成２９年度 第３回甲府市中小企業・小規模企業振興推進委員会」議事録要旨 

 

日 時 平成３０年２月２６日（月） １０時３０分～１１時３０分 

 

場 所 甲府市役所本庁舎４階 大会議室 

 

出 席 委 員 巽賢司委員長、中村猛志副委員長、今井裕久委員、木之瀬久司委員、 

       小玉実委員、須田猛委員、田中由美委員、中沢幸春委員、 

西久保浩二委員、橋本文子委員、菱川哲行委員、豊前貴子委員、 

村松晴己委員 

        

 

事 務 局 小林産業部長、櫻林観光商工室長、今井商工課課長補佐、 

       窪田商工課課長補佐、青栁商工課主事 

 

オブザーバー 樋口市長、新藤企画課課長補佐、依田地域振興課長、 

土屋子ども支援課長、橘田子ども保育課課長補佐、樋口産業総室長、 

土橋産業立地課長、里吉観光課長、保坂農政課長、小林林政課係長、 

大森学校教育課係長（以上、組織順） 

山梨県産業政策課田辺課長補佐、山梨県産業政策課鈴木主査 

 

次 第 

１ 開会 

２ 議事 

（１） 甲府市中小企業・小規模企業振興条例に基づく事業について 

（２） その他 

  ３ 閉会 

 

 

議 事 

（１）甲府市中小企業・小規模企業振興条例に基づく事業について 

     別紙「甲府市商工業振興指針・事業把握シート」参照 

    ※事務局から説明後 

 

○委員からの意見等 

 

（委員）先日、学生と地元で働く若者等と市長による地元で働く事の意見交換会

が開催されたが、内容やどのような意見が出たか知りたい。 

 

（市担当室長）フューチャーサーチでは、事業者と学生が協力しあって何かを起

こそうという方たちが３組集まり、その事業の発表と若者が甲府に定着するには

どうすればいいかという議論を市長と行った。 

大学２年生や３年生の若者が中心で、女性の学生が多く参加してくれた。いろ
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いろな意見が出たなかの１つとして、地元へ就職するという気持ちはあるが、就

職したい企業の内容（情報）が乏しいため、首都圏の方に目が向いてしまうとい

う意見が出された。 

ただ、事業者と協力して事業をすると地元企業の良さが分かり、そういった点

では、やりがいがあったという報告があった。企業と学生をマッチングさせてい

くということは、今後、学生を市内企業の雇用に繋げていく課題の１つであると

感じた。 

 

（委員）ファミリー・サポート・センター事業で、協力会員の数が少ないという

ことだが、協力会員というのは具体的にどのような事をしているのか。 

 

（市担当課長）協力会員は、子どもを預かり、保護したりしながら学校へ預け

る。また、依頼会員とは子どもを預けたい方、協力会員とは子どもを預かりたい

方という役割分担となっている。 

 

（委員）具体的に協力会員はどんなことをするのか。 

 

（市担当課長）協力会員の役割としては、学校が終わった後の放課後児童クラブ

等もあるが、放課後児童クラブ等が終わってもまだ子どもの親の仕事が終わらな

い場合に、子どもを協力会員の自宅で預かり、迎えが来るまでの間、宿題をみた

り家庭的に保護するということをしている。なかには幼稚園が始まる前に親が出

勤しなければならない場合もあり、朝、親が子どもを協力会員に預けた後、協力

会員と一緒に朝食をとり、幼稚園へ送るというような対応を行っている。 

 

（委員）非常に広範囲に様々な施策が展開されていることが大変よく理解でき

た。ただ、個々の施策の効果をもう少し客観的に数値的なデータとして拝見した

い。例えば、県内定着の促進をしたというのも効果の一つだが、実際何人が県内

に就職したのか、個々の施策についてもできるだけ可能な範囲で数値的なものを

今後トレースしていくのが良いのではないだろうか。 

さらに、全体的なことでは、経営基盤の強化などそれぞれの大項目に関して、

各企業層のなかで売上高や営業利益が高い企業の数字がどのように推移している

のか、あるいは廃業率、起業率の推移はどうなのか、最終的に中小企業振興が目

指しているところと実態の動きと連動させて、個々の施策が予算に見合うだけの

効果なのか、相対評価ができるような数値を少し拝見させていただいた方がより

建設的な議論ができる。 

中小零細企業のなかでの全体的な業績動向は把握していると思うが、そのあた

りはいかがか。 

 

（事務局）事業の効果・課題等については、客観的な数値も可能な範囲で今後示

していきたい。大項目に関しての相対評価や客観的な廃業率などについては担当

の方で把握しているが、今回は各事業に対しての効果という形で資料を作成し

た。なお、相対的なことに関しては商工課の方で数値的なものは把握している。 
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（委員）他に、例えば知名度や認知度が広がったなどの表現があるが、定期的な

アンケート調査などを行い、去年の制度と今年度の制度の認知度や知名度に関す

る個人への効果などについて仕組みを作ることも検討した方がいいのではない

か。 

 

（委員長）まさに、ＫＰＩやＰＤＣＡを、どのように回すのかという指摘だった

と思う。質疑・意見の途中ではあるが、ここで樋口市長に本委員会へ参加してい

ただく。 

 

（市長）皆様方には平素より本市中小企業の振興、経済の推進のために様々なご

意見を賜っていることに厚くお礼申し上げる。本市では中小企業・小規模企業振

興条例を策定し、条例を作って終わりではなく、全ての市民、あるいは団体の皆

様方にそのことを一緒に考えていただき、条例の趣旨に沿った取組ができている

かどうか、或いは今後どのように更に進めていくか、議論をしていただいている

ことに厚くお礼申し上げる。本日は出席させていただき、皆様方のご意見等を伺

い、今後の市政推進に役立てていきたいと考えている。 

 

（委員）いくつかのセミナーを開催されて事業を進められているが、実際にセミ

ナーの案内はどのように行っているのか。私も知らないものも多いので、どのよ

うに周知されているのか、また、実際に応募された反響、例えばお断りするくら

い応募者がたくさん来るのか、などについて教えていただきたい。 

 

（事務局）ジェトロ山梨と共催するセミナーや経営者・後継者育成セミナーなど

色々なセミナーを開催した。経営者・後継者育成セミナーに関しては甲府市工業

協会と共催するような形で実施し、甲府市工業協会、山梨青年工業会、山梨県中

小企業団体中央会などの各団体を通して周知を図った。また、今年度２回開催し

た経営者・後継者育成セミナーに関しては、各回約５０名の参加があり、合わせ

て約１００名参加していただいた。すべての方にアンケートをとるような形でそ

の効果も検証し、今後どのようにしていったらいいのか、アンケート等の結果を

参考にし、次年度以降のセミナーの在り方を検討していきたい。 

ジェトロ山梨との協定により開催したセミナーに関しては、ジェトロ山梨のネ

ットワークや本市のネットワークを通じ、また、ＨＰや広報などを活用するなか

で周知を図った。 

 

（委員長）こうふ開府５００年の記念事業（３月３日開催「こうふはっこうマル

シェ」）が近づいている。こうした取組のように、こうふ開府５００年を上手に利

用していったらどうか。 

 

（事務局）開府５００年という絶好の機会にめぐり合わせるということで、この

機を掴んでいろいろなことに取り組むべきと考えている。商工課では、２月９日

の市長の記者会見で発表させていただいた「甲府スパークリング」を、開府５０

０年ということで皆さんに祝っていただきたいという市長の意向のもと開発を進

めてきた。こうしたものを各種イベントなどに提供していく。ワインについては
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㈱サドヤにご協力いただくなかで醸造させていただいた。こうしたワインを本市

の地場産業という形で、市内のワイナリーとの連携を進め、違うスパークリング

ワインなどを作っていければと考えている。また、デザインについても地場産業

である印伝柄を使わせていただいている。このように開府５００年を機に様々な

地場産業や中小企業の振興に結びつくような事業を考えており、３月３日に開催

する「こうふはっこうマルシェ」では、全国の発酵食品や甲府・山梨の食品系の

方々が甲府駅北口で出店される。また、ジュエリーについても山梨県水晶宝飾協

同組合にご協力いただくなかで出店いただき、甲府駅南口にてジュエリー・クラ

フト市を開催する。開府５００年を絡めて様々なイベントを年間を通して色々な

形で開催するなかで、本市の中小企業や地場産業を多くの方に知っていただける

機会を創設していければと考えている。 

 

（委員長）まさに絶好の機会かと思うので、宜しくお願いしたい。 

 

（委員）ふるさと名物応援宣言については、国の制度を市が対応することにより

事業者などの事業環境の整備を図るなど、事業者がやりやすくなるようなことを

積極的かつ臨機応変に対応していただければ、より一層ありがたいと考えてい

る。また、設備投資に係る固定資産税の軽減など最近の制度で見られるが、設備

投資を行うことで３年間償却資産税が軽減されるなど、事業をしやすいように積

極的に対応出来ればと思う。また、より創業しやすい環境、特定創業支援事業な

ど、もう一歩踏み込んだ成果が出せるよう宜しくお願いしたい。 

 

（委員）先ほどセミナーの質問があったので補足させていただく。事務局から説

明いただいた通り、今年度甲府市と連携し、我々が実施する海外展開に関するセ

ミナーの補足をさせていただいた。具体的には例年、甲府商工会議所とは年に２

回程度営業契約のセミナーをさせていただいたが、甲府市が入り年に５回に拡充

できた。また、ジュエリーに特化したセミナーを本年度３回実施し、そのなかの

一つには日本政策金融公庫、甲府市も含めてだが、共催ということで多くの企業

の方々にもご参加いただいた。販路開拓、拡大ということで今回、やまなし産業

支援機構のジュエリーアルチザンプロモーション事業等、海外的にも少し山梨の

ジュエリー、甲府のジュエリーということで発信されたと思う。今後、海外にも

甲府市内の産業はこのようなものがあると常日頃発信していかなければならない

と思う。甲府の産業を具体的に発信することについて特に継続的に実施していこ

うとしているか、その辺りの情報発信についてご意見いただければと思う。何故

これを申し上げているのかというと、施策２の方だが、例えば、海外ブロガーと

か夜景のコースにお連れした等あるが、そういう時に一緒に産業の方もＰＲされ

ているのかどうか、観光と産業の連携の情報発信の関点のことが念頭にあるのか

教えていただきたい。 

 

（事務局）ワインやジュエリーといった甲府の主たる産業、地場産業は観光の部

分でも効果的な発信のツールになっている。国外・国内問わず継続して利用して

いけたらと考えている。例えばワインを使ったフェアを㈱ＪＴＢパブリッシング

と協定を提携しているが、そのようなことを活用し甲府のワインフェアのような
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ものを東京都内などで実施させていただいているが、それに限らず国外に向けて

も色々な状況をみつつ、甲府の特産を使って甲府ブランドもあるのでそういった

ものを使いながら積極的に継続して発信していくことが本市として取り組んでい

く必要があると考えている。ブロガー等の話は、実施していければいいと思うが

観光的の意味合いもある。 

 

（市担当課長）事務局から話があったようにワイン・ジュエリーなどを観光でＰ

Ｒしている。例えば海外からお客様が２０２０年に向けてたくさん来ることにつ

いては、こちらの方に海外からの旅行業者、インフルエンサーそういう方々を呼

んでワインを飲んでいただき、ワイナリーを回っていただいたり、ジュエリーミ

ュージアムへ行ったり、情報発信を効果的に行うことで広めていきたいと考えて

いる。 

 

（委員）これらの施策は委員からもあったように、ベンチマークをどのように行

っているのか知りたい。先ほどおっしゃったように「るるぶ」に出して成功事例

や失敗事例などもコミュニケーションをとれば、より一層発想が豊かになってい

くのではないかと思う。どんな形でベンチマークをされているのか、客観的な情

報はどのように捉えているのか、お聞きしたい。 

 

（事務局）個別の事業で客観的な数値の取り方は若干変わってくると思う。それ

ぞれ数値化してみれるものは特にみていかなければいけないと思う。失敗事例か

ら学ぶということは非常に大事だと思う。例えば「るるぶ」に観光関係の記事を

掲載して、観光客にどれだけ甲府市に訪れていただいたのか評価の方は観光サイ

ドの方で行っている。新しい物を行うということになるとそれなりの評価をして

いただかないとならない。スクラップ＆ビルドではないが失敗事例も参考にする

なかで新たなもの、よりブラッシュアップした事業へと展開していくことが必要

ではないかと考えている。ベンチマークというところだが人材の育成及び確保

で、これはやっていかなければならないという情報の収集をするなかで面的な事

業を設けて行っていくような形をとっている。本市では総合計画、こうふ未来創

り重点戦略プロジェクトなどの幾つかの戦略や施策があるので、そういった戦略

や施策に則った形での事業化を常に考えている状況である。 

 

（委員）やまなし産業支援機構は、甲府市の方から職員を１名派遣していただい

ており、その職員については創業支援をはじめ販路開拓ということでジュエリー

アルチザンプロモーション事業を担当していただいている。甲府市をみて、色々

な事業を行っているが、限られた人員のなかで十分な施策を行っていくのは大変

だと思う。商工団体として、やまなし産業支援機構、甲府商工会議所、山梨県中

小企業団体中央会のところで対象は県内全体という形になるが、販路開拓事業、

新製品の開発事業等も行っており、甲府市のなかですべて賄うのは、なかなか難

しいと思うので商工団体と連携してこれから行っていく必要がある。そういった

意味も含めて職員を派遣していただいている。特に今年度事業の引継ぎの関係が

国の方でも焦点にあがっており、経営者が非常に高齢化しているなかで事業の引

継ぎをうまくバトンタッチしていくことが大切である。県をはじめ甲府市内の企
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業も高齢化が進んでいるのでそういったセミナーを一緒に行っている。これから

も是非我々と一緒に事業を行っていただきたいと考えている。 

 

（委員）施策１－１－５ 人材の育成及び確保、仕事と子育てとの両立を支援す

ることによる女性の就業の促進にあるように、この度、当庫は３月１０日に女性

活躍優良事業者として表彰される運びとなったので、委員の皆様に情報を共有さ

せていただく。甲府市の関係の皆様には心より御礼申し上げる。当庫は女性のキ

ャリア開発、ワークライフマネジメント支援、職員による積極的な活動推進の３

つの取組を柱に女性職員が能力を最大限に発揮して活躍できる職場作りを推進し

ている。ご承知の通り人口減少などで労働力の不足が社会問題化したり、最近で

は人生１００年時代を見据えた社会のあり方を問われるようになっている。これ

まで以上に女性、高齢者、外国人等の活躍推進が鍵になってくると思う。女性は

子育てや家事を通じた生活者の視点や、家庭と仕事の両立の経験から裏打ちされ

た臨機応変な対応力や調整力、応用力を仕事のなかに活かすことが出来る。しか

し、男性とは異なり、結婚、出産、子育て、介護等どうしてもライフステージに

左右されがちである。体力が男性よりも劣る女性が、男性の働き方を真似して一

生懸命ついていこうと頑張ってしまう。男性の働き方の模倣だと女性は心身とも

に健康で長く働く事が出来ない。今までの男性中心の職場から女性の能力を伸ば

せるような職場へと職場環境を整える必要があると思う。ただし一律では考える

ことができない。やはり大きい企業や中小企業の違い、都市部・中心部、郊外等

仕事の業種によっても状況が異なるので、きめ細やかな対応が求められると思

う。そして女性が継続して働く事が出来る社会には男性にとっては働きやすい社

会となるので地域社会全体で男性・女性ともに健やかに働き続ける事が出来るよ

うな地域の文化を醸成していくことが良いかと思う。 

 

（委員）前回の提案で効果と課題ということで、今回出していただいて非常に良

い議題になってきている。また、各項目についてのパーセンテージ・数値が課題

になり、かなり議論が深まり非常に良いと思う。需要と供給の問題、はっきり学

生が何を求めているのか分からない。企業側が一生懸命話をしても学生がついて

こないというのは、学生が何を求めているのか把握しないと、より周知が出来な

い。もっとこちらからもアピールするものが出ないのかと思う。前回の委員会終

了後、委員の皆様とお話をさせていただいて、リニアの駅が出来るのだったら駅

に住宅や機械ではなくて学校を呼んだらどうか、学部が１つ来れば人が来る。Ｕ

ターンではなくて引っぱってくるという考え方も出ていた。 

意外と県外に山梨のジュエリーということが知られていない。だったら宝探し

ではないが甲府市の中心街が空いているのであれば、そこにいかなければ買えな

いような、ネットで買えない、そこに行かなければ見れないような、もっと小さ

い店をたくさん出せるように観光と産業をどのようにもっていけるかという話も

出ていた。 

資料には、幾つか同じことが書いてあるなかで、周知が工業会ならこちら、そ

れ以外ならこちらではなく、他の物も一緒に渡しておけばこんなものもあったの

かと見る機会があるので、渡しておけばいい。単体の物を配りすぎるところが多

いので、もう少し同じ手間をかけるのなら、そちらにも分かるようにこんな事業
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があったんだ、こんな支援があったんだと、協力会員数が少ないのなら、近所の

年配の方が一人だから聞いてみようかとか、そういう人も出てくるかもしれな

い。もう少し上手にコストを使うなら同時に進行することも大事だと思う。 

各項目では、主が何かで、何の課題を取り入れて解決していくのか、一生懸命

やっているのは分かるが、大きく、まばらすぎて手のつけようがなくなり個別を

バラバラで行って最終的に終わってしまうイメージとなるので、この１本だけは

今年中にやるんだという目標があった方が、１つの課題に対して進みやすいので

はないかと全体的に思った。 

 

（委員）地場産業として甲府市の皆様には色々な形でご協力いただいていること

にこの場をもってお礼申し上げる。この度、甲府ブランドでジュエリーの選定を

させていただいた。甲府ブランドというあり方を全体的に見ると、売るのか、知

ってもらうのか、ジュエリーの立場で言うと一つを選定してもらったことはあり

がたいが、ジュエリーでこのような人がいる、頑張っている人がいるというのが

よく分かるが、全体で見たときに果たしてこれを今自分たちが継続して行ってい

るＫｏｏ－ｆｕとの連携とか、今立ちあがっている山梨ブランドとの連携をもっ

と活かしていいただくことが必要ではないのかと思う。甲府ブランドは最終的に

どこを目指しているのかもう少し明確にして、販売年数だったら結果として、本

当に単独で売れたのか、上手くいかなかった点はどこなのか明確に私どもにフィ

ードバックしてもらいたい。委員よりお話があったように、点になったものが多

すぎて全体的な方向が見えにくい。観光がジュエリーに向かうと言ってもらった

が、甲府市内をみたときに甲府にこんなジュエリーがあったりして、日本中から

甲府に来たら、わくわくする。それを現実にしようと思ったら大変な問題があ

り、そこでこぼれてしまう。甲府市の全体像がみえてくることによって、非常に

燃えてくる。このように変えたり、甲府ブランドがどこに向かって進んでいくの

かなども併せて教えていただきたい。 

 

（事務局）先日、甲府ブランドのクラフト系部門ということで新たな認定を行っ

た。甲府ブランドも農林産部門とクラフト系部門と食品部門と大きく３つに分か

れて認定を行っている。特にクラフト系部門では、これまでに１号の認定しかな

かったが、制度創設から２号目の認定が行われたところである。甲府ブランドと

いうものは甲府の良きものを対外的にも発信していこうというもので、当然甲府

ブランドは甲府市内の方にも知っていただいて、対外的に市外の方にも知ってい

ただき、甲府市内の方にもこんなものがあると周知を図るため、昨年の広報こう

ふ５月号に大きく特集をさせていただいた。これを用いて対外的にも甲府はこん

なものがあると知っていただく、強いては甲府のイメージ戦略のようなものに繋

がるということで、県外にも持って行って販売したり、ジュエリーの関係だと、

販売できないところでは体験したり、そういった形でこれまでも行ってきてい

る。市内・市外・県外というような形でブランドの発信に努めているところであ

るが、なかなか周知という部分は非常に難しいと思う。商工だけではなく観光・

農政など色々なところが絡むなかで対外的に発信していきたいと考えている。最

終的にどこに向かうかというと、やはり甲府の良きものを市内・市外の方に知っ

ていただき、甲府の認知度を高めていけるよう、甲府のブランド認定を行ってい
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きたいと考えている。 

 

（副委員長）お忙しいところ市長に出席していただいたことを感謝する。皆様一

通りご意見いただいて、前回、前々回と制定された後の条例の基本理念の理解や

共有が委員会でも進んだ気がする。甲府市の担当部署や私たち推進委員のなかで

まず認識を一つにできたような気がする。こういったことが今年大きく進歩した

ことの一つに思える。 

２つ目に、個別の施策の効果と課題をしっかり振り返るということが我々はで

きたし、これからも行っていくことが大切だと再認識できた気がする。一方で施

策の情報発信がどこまでできたのか、これからも考えていきたいと思う。委員の

皆様から、情報発信をもっとしてほしい、情報発信が分かりにくい、例えば、農

政の説明にあったように指導・支援が多様な対応を求められるという書き方があ

る。この多様な対応とは何か、ということになってしまう。説明文章は分かりや

すくということになる。また農政だが、農林産物部門についてブランド化の推進

に努め、他の産地との差別化を図るとあるが、どのように図っていくのが、区別

化なのか差別化なのか、こういったことにも情報発信がどこまで出来るのか一つ

の要因となってくる。 

３つめは、甲府市の強みというのがシートに出てこない。弱みだけの気がす

る。もっと甲府市の強みというものに目を向けていくことが必要だと思う。例え

ば中小企業の場合、強い企業があると思う。その会社には必ず強みの理由がある

と思う。シャッターが閉まったところを開けることばかり専念してお金を継ぎ込

むことより、長年、何十年と継続している企業、或いは成長し続けている企業の

在り方、在るべき姿をもう一度我々は学んで、それを施策に繋げてくことが必要

だと思う。銀座通りや中心街でも長年、何十年やっている企業に、必ず創業者を

連れて行ってそういった話を聞かせるとか、なぜこの地域で何十年、生きていら

れるのか、生き残っているのか、勝ち残っているのかという話を必ずして、その

方々にある意味、レクチャーをして支援していくことも必要だと思う。逆発想だ

がそのように思っている。 

最後に４つ目として、来年度に向けて推進委員会の在り方や、また施策の大枠

の目標を推進委員会で設定したらどうかと思う。また、しっかりと振り返れるよ

うな場にしていく必要があるのではないかと思う。論点として４つまとめてみ

た。そのことを本日市長にも出席していただいているが、この委員会をサポート

していただきたいと思う。 

 

（委員長）委員の皆様には貴重なご意見感謝する。今後の予定について、本委員

会で出された意見等は、事務局を通じて甲府市の関係各部に提案してまいりたい

と考えている。なお、次回委員会は、新年度を予定している。詳細については新

年度、事務局より連絡させていただく。議題に従い、その他についてご意見があ

ったらお願いする。 ～意見なし～ 

 

（委員長）以上で本日の議題は終了となる。進行を事務局にお返しする。 

 

（事務局）皆様から多くのご意見等をお伺いした。今後の施策に反映できるもの
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は反映できるような形で行っていきたいと思う。ここで市長に皆さんのご意見に

対して感想をいただければと思う。 

 

（市長）貴重なご意見また、いつも活発に質疑応答をいただいていることがよく

分かった。ある意味ではこういった委員会、おそらく市の担当者と、直接、質

疑・応答する推進委員会は他にないと思う。明日から議会が始まるが、何か一つ

の専門委員会に来て議論を聞いている気になった。いずれにしても、それぞれの

団体のイベントや総会、会議でご一緒させていただいた方々や、直接お邪魔して

企業の内容をお話していただいた方々や、一緒にほかの委員会でも、議論を交わ

し、ご指導いただいている皆様方とこういった場でお顔を合わせ、私も勉強させ

ていただいた。地方創生は、市のなかだけでのことではないが、私も、くらし潤

うまちということで、もっと稼ぐまち・稼げるまちにしなければならないと思っ

ている。それには条例の趣旨が広く甲府市に、染み通らなければならないと思っ

ている。そういった意味では激励をいただいたと思う。市だけではなく連携して

くことや、資料への具体的な事例の表記、或いはセミナー・研修の周知について

も、もっとわかりやすくなどご指摘をいただいた。 

子ども最優先、稼ぐまちと言っているが、これからは健康という言葉もテーマ

に、キーワードとしたいと思うので、是非、セミナーや研修のなかで、健康とい

う言葉も入って中小企業を元気にできるようなことがあれば、市も加えていただ

けたらありがたいと思う。様々な事業を実施しながらもレスポンスをとらない

と、やっただけになってしまう。次に、未来に繋がらないのでしっかりやってい

きたいという風に改めて思ったところである。まさにテーマを明確にして一つ一

つ解決していくことが市政にも重要であり、産業振興にも必要だと思うので行っ

ていきたい。 

最後に来年１月に開府５００年を迎える。５００年のバッチなどを使った取組

みなども考えているが、なかなかそれが軌道にのるまでに時間がかかる。色々な

要因があるとは思うが行政として乗り越えていきながら、行政として難しければ

皆様方と連携して一つ一つ乗り越えていき、風通しが良く、甲府市の知名度があ

がり開府５００年や様々な事業が市に、皆様のものに、なるような取組を、また

皆さんのご意見、お力添えをいただいくなかでお願いしたいと思う。 

 

（事務局）それでは以上をもって、甲府市中小企業・小規模企業振興推進委員会

を終了させていただく。 

 

 

以 上 


